


いつも緑にあふれた美しい大地を創造するために

  人や生物を安全に、瑞々しく包み込む大地を創造するために　

ベルテール®ＧＰマット・・・・

 大地の新しい物語が始まります。

かけがえのない大地に、安心とやすらぎをもたらすために
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かけがえのない大地に、安心とやすらぎをもたらすために

旭化成アドバンスから新しい世紀の到来とともに
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　 植生工

　傾斜・土質等の特性や立地条件を配慮し、自然緑化・覆土工・吹付工・ポット苗工等

を自由に組合せることが可能です。

　 排水機能

　 省力化・コスト縮減

　施工現場に合わせた寸法で工場製作するオーダーメイドタイプのため、広範囲の面積

を一挙に施工することができ、又水中施工が可能なため水切替工事等が不要となり、他

ブロック工法に比べ省力化・コスト縮減が計れます。

客土吹付工 小型植生土のう

に合った不織布等の吸出し防止シートを敷設します。当社では、植物の通根性に優れ、

吸出し防止効果がある特殊繊維不織布「通根シートＴＫ－２」もございます。

　グリーンポイント（ＧＰ）は、法面表層水や背面水を排出する水抜き孔の役割を持ち法

面の安定に効果を発揮します。ダム・調整池・河川などはマット工背面に用途・条件等

ベルテール®ＧＰマット工法とは

高強度合成繊維を使用した特殊布製型わくと植生工の組合せによる環境を重視した法

面保護工です。

　コンクリート体と植物の被覆による強固な緑の大地を創造します。

ベルテール®ＧＰマット工法の特長

特殊布製型枠

あらかじめ設けている多数のスリットがモルタルを注入することにより大きく開孔し、

木本類の生育にも最適なグリーンポケット（ＧＰ）を形成し緑化を誘導します。

自然な色

　既存布製型わくの多くは白色ですが、植物が繁茂するまでの間においても自然景観に

馴染

能です。）

む様に有色タイプを採用しました。（従来の白色の他にグレーやグリーン色も選択可

注 入 前 注 入 後

布製型枠

白色

ベルテール®マット

グレー

高強度

高強度合成繊維を使用した特殊布製型わくに流動性モルタルをポンプで圧入するコン

クリート体成形法です。型わくが透水性であるため、水・セメント比（Ｗ/Ｃ）が低下

しますので硬化時間を早め、高密度・高強度のコンクリート硬化体が得られます。
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施 工 手 順

法面整形後

不織布敷設

ベルテール®ＧＰマット敷設

植生後

マット水洗い

モルタル注入

植生工（覆土）

脱水状況

ベルテール®ＧＰマットの用途

●ダム湖岸法面保護工　　　●調整池・貯水池護岸法面保護工

●河川・水路護岸工　　　　●道路造成地法面保護工

●その他

　 軽量

　布製型わくが軽量なため、重機の進入路がないような場所でも運搬が容易で安全な施

工ができます。

　 地盤追従性

　勾配の変化する複雑な斜面でも、布製型わくがフレキシブルに馴染み、所定の厚みを

確保します。

マット重量　約 700g/m2 100m2 で約 70kg となります。

　 高強度硬化体

　注入圧により布製型わくを通して、モルタル混練水の余剰水が搾り出され、水・セメ

比ント が著しく低下するので、硬化時間が早まり、初期強度が高く高強度のコンクリー

ト体となります。
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ダム・調整池関連工事

　　静岡県 中部地建

長島ダム GP150
　神奈川県 関東地建

宮ケ瀬ダム GP100

　　　秋田県

大松川ダム GP100

　　　　埼玉県

合角ダム GP50
岐阜県 水資源開発公団

徳山ダム GP100
（右側：非植生）

（左側：ファブリフォーム®ＮＦタイプ）

ダム・調整池関連工事

　　　　佐賀県

横竹ダム GP100
　　山口県

上中辺砂防ダム GP100

　　　　栃木県

塩原ダム GP100

　　鹿児島県

吉野調整池 GP100
　岐阜県

大垣テクノメタル工業団地

調整池 GP100

（下側：ファブリフォーム®ＮＦタイプ）
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ベルテール®ＧＰマットの規格

※数値は測定値の平均であり、保証値ではありません。

※ GP150 は現場状況により、コンクリートに置換が可能です。配合等は弊社にご相談ください。

※注入材料の注入量には、布目より脱水する余剰水 15% の外に作業上の割増し量 4% を含んでいます。

600以上60~651：2 18±3 配合により混和剤添加
AE剤・減水剤

セメント・砂 重量比
C：S

セメント単位量
C（㎏/㎥）

水・セメント 重量比
Ｗ／Ｃ
（％）

フロー値
Ｐロートによる
（秒）

備考

注入モルタルの配合

参考配合例

※但し、上記配合は標準ですので、現地条件により、それぞれ検討（試験練り）を行って決定して下さい。

セメント・砂
重量比
C：S

水・セメント比
（％）
Ｗ／Ｃ

セメント 細骨材 水
Ｃ Ｓ Ｗ

単位量（㎏/㎥） フロー値
Ｐロートによる
（秒）

備考

600 1,200601：2

圧

縮

強

度

材　令（日）

布製型枠に注入した場合
布製型枠に注入しない場合

7 28

Ｎ/mm2

50
40
30
20
10

360 18±3 配合により混和剤添加
AE剤・減水剤

河川・水路関連工事

　　　　　　　静岡県

安間川 GP100
福岡県

八女道路下法面保護 GP50

　　　沖縄県

雄樋川護岸工 GP150
（コンクリート注入）

　　　　秋田県

水路工 GP100

　岐阜県

河川護岸工 GP100
　　　　　　大分県

田深川護岸工 GP150

（河床部：ファブリフォーム®ＮＦタイプ）
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東京　〒105-0004　東京都港区新橋6丁目17番21号
 住友不動産御成門駅前ビル8Ｆ

 TEL：03-5404-5611　FAX:03-5404-5614

 仙台 名古屋 大阪 福岡 沖縄
022-227-1015 052-212-2252 06-7636-3926 092-526-2113 098-941-2581

環境資材事業部

URL:http://www.asahi-kasei.co.jp/agt
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