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イノベーション

グリップル文化と歴史

ワイヤーを用いた「吊り・振れ止め」用接続金具を設計・販売しております。私たちの基本理念は、すべてのマーケットにおい
て施工時間を短縮し、人件費を抑えトータルコストの低減を目指すこと、特に建設業界・土木・農業にてシェアを広げて参り
ました。グリップルは、現会長であるヒュー・フェイシーが農場主とのちょっとした会話の中で「ワイヤー同士を繋ぎ合わせフ
ェンスを作ろう」というシンプルなアイデアから始まりました。今日、グリップルは世界90ケ国以上との取引を行い、毎年10％
－15％の売り上げを伸ばしております。それは、お客様へ最大限のソリューションをお届けするために、物事に率先して取り
組む、全社員の努力から生み出される結果です。

グリップル本社がある英国シェフィールド市には、「アイデア＆イノベーション
チーム」と呼ばれる開発チームを設置しており、日々アイデアを出し合い、そのア
イデアをどのように製品として世界に送り出すか、日 ト々ライアルを重ねていま
す。CADシステムでデザインしたものをすぐ試作品におこす環境も整っており、営
業・マーケティングチームと共に、実際のニーズと創造力を組み合わせ、お客様の
ご要望にお応えできるよう業務に取り組んでおります。
1988年の設立以来、イノベーションがグリップルの活動の根源となっております。
4年未満の製品が売上高の25％を占めるようにしており、その実現の為に、常に
お客様のことを第一に考え、最適なソリューションを提供していく、その共通の価
値観が根付いております。

グリップルは、豊かな歴史と世界共通の文化を持っております。

•	 チャリティ – 活動―毎年、売り上げ利益の１％を寄付しております。
•	 教育 – 在学中の学生や卒業生へグリップルを体感して頂くインターン制度を

設けております。また、新商品開発にもご協力頂いております。
•	 受賞歴 – 英国女王賞・企業部門において、過去5回の賞を頂いております。　

（国際貿易部門・イノベーション部門・持続的開発部門）
•	 環境 – 環境への影響を考慮し、設計・製造をしております。

グリップルとは

本社：シェフィールド市：イギリス 本社内：製造工場

チャールズ皇太子を招いての本社設立記念式典 - 1994

GLIDE（グライド）
グリップル社はグライドグループの一員です。
グライドは社員持株制度を採用しております。社員が株主になることで、会社を盛り立て、よきパートナーとして一緒に成長
していくことが大きな価値だと考えます。
グライド（GLIDE）は、Growth（成長を） Led（導き） Innovation（イノべーションを） Driven（駆り立てる）Employee（ 社員で作
られる）Company Limited　の頭文字です。

グリップル社

アイデア＆イノベーション

私たちは専属のアイデア＆イノベーション部門を立ち上げました。設計エンジ
ニアは、お客様・営業チーム・プロダクトマネージャーと協力し、開発・改良し「

お客様ニーズ」に合わせた製品レンジの拡大に努めています。

ゴーツール社	

金型製造

大量且つ納期の迫ったご注文にも確かな品質でご対応出来るよう、 
信念をもって仕事に取り組んでおります。

ロードホグ社

「通い箱」システム

流通・輸送の分野でのイノベーシ
ョンがテーマであり、「通い箱」シ
ステムを構築し、複数の賞を頂い

ております。

レーザースキャニング社

3D	レーザースキャニング

私たちはレーザースキャニングと
サポートのグローバルリーダーで
す。CMM、3D、分解工学について対
応しております。

グリップル・オートメーション社

工業用機械のデザイン

常に今より一つ上を目指す様に開発。 
ただ純粋に私たちは「製造者」として、「他の作り手」の皆様にお役に立てる自

動機械をデザイン・構築します。

PMS	ダイカスト社

ダイカスト

デザイン、製造、そして仕上げまで、全ての工程において皆様に誇れる品質で
製品をご提供できるように努めております。

グライドは、すべての従業員や関連会社の事業の利益の為に投資する責任を背負っています。

社員持ち株制度の文化は、当社の事業の成長と継続的な進化に大きな影響を与えています。社員全員が直接の責任を持
ち、組織のあらゆる分野で積極的な参加をすることで、更なる進化や改善を推進できるようになります。

個々の献身的な労働と合わせて、グライドは、グループ会社で、工具、ダイカスト、精密測定、機械製造、輸送パッケージング
の全てを提供し、サプライチェーンの重要な管理も行っています。この一貫したプロセスを行うことで、製品の品質について
の保証を提供することを可能にします。

最終的には、当社の社員持ち株制度モデルにより、長期的な事業を構築することができます。グライドの信念は、「公正さ、尊
重、学び、そして楽しさに満ちたビジネスで働くことを目指している」ということであり、私たちはこの環境を形成することに
誇りを持っています。



グリップルは、オリジナルの最高級のワイヤーサスペンションシステムを製造/販売します。

グローバルリーダーとして30年以上の実績

グリップルLtdは、本社のオールド・ウ
エスト・ガンワークスに移動。 オープニ
ングセレモニーに参加頂いたチャー
ルズ皇太子殿下は「私が今まで見たこ
とのあるリストされた建物の中で最も
素晴らしい改装の1つ」とコメントされ
ました。

19
94

グリップルヨーロッパは、
ストラスブール近郊のオ
ベルネに営業拠点と倉庫
を開設しました。19

99

設備機器や照明の吊り材として、グリ
ップルをキットとして使用する方法を
発見

19
97

特徴であるクサビが、ギザギザの付い
た焼結ローラーと交換され、高張力ワ
イヤー上の亜鉛メッキコーティングに
食い込み、更に安全なロックを作り出
します19

90
初のグリップルワイヤーサスペンシ
ョンシステムが発売、ブランドが誕
生した。

19
88

グリップル Ltdが登記され、グリップル
　Inc.が米国に設立されました。

19
89

軽量の機器や照明、装飾品、看板を吊
り下げるためのNo.1サイズがスタン
ダードハンガーシリーズに追加され
ました。20

03

グリップル　プラスシリーズが発
売されました含む新しく設計され
た小型、中型、大型からなる新し

20
06

ワイヤー製造工場をイギリスに移
動。

20
12

グリップルは、グローバルリーダー
として、日本の神戸に営業拠点を設
立しました。

20
18

グリップル インドがニューデリ
ーに設立しました。

20
11

６憶セット販売記録達成

20
17



グリップル製品は、その品質の良さ、革新性、そして時間節約のシンプルさで、世界中の何千もの一流プロジェクトで使用さ
れています。

世界中で公認されたブランド

アトランティスザパームホ
テル＆リゾート、

アラブ首長国連邦

ウェンブリースタジアム、
イギリス

ムンバイ空港、
インド

オリンピック競輪場、
イギリス

アトヤック川、
メキシコ

メルボルンコンベンショ
ンセンター、

オーストラリア

カルガリー空港、
カナダ

イケア、
世界中の複数のサイト

トランプタワー、
アメリカ

ポンピドゥーセンター、
フランス

ヒルズボロ運河、
アメリカ

シャトーマルゴー、
フランス

品質保証

シェフィールド製造工場ではBS EN ISO9001を遵守。LRQAをクリアした独自の品質管理システムです。

当社の製品は、製造のあらゆる段階で厳格な品質チェックを実施、お客様にお届けするものが常に最高品質のもので
あることを保証します。

私達は私達が設定した基準を維持するために毎日自分自身を測定します。

生産から販売、技術、製品設計に至るまで、ビジネスのすべての部門で所有者を関与させることで、競合他社に匹敵す
ることのできない製品およびサービスの品質へのこだわりが生まれます。私たちは同じ目標に向かって取り組み、高い
水準を維持し、それらを達成します。



テラロックシステムは世界中の現場で使用されています。 システムは革新的な方法を提供します。
激しい侵食と斜面安定のための地盤工学、そして大幅な時間と労力の節約。安全保障、そして植生の成長を助けま
す。
このシステムは、色々な施工に適しています。

自然を強化することで持続可能で耐久性を作り出すテラロックシステムは、伝統的な土壌保持と斜面安定化の方法に
代わるか、それと連携して動作するように設計された革新的な次世代ソリューションです。

テラロックシステム

切断 堤防 川岸浅い斜面の安定 運河 湖と貯水池

「グリップアンドプ
ル」ロックシステム 構成品は、要件に応じてサイズと外観が異な

ります。

「ロック」は、一方向に自由に動くこ
とができるローラーによって作り出さ
れ、そしてそれが戻るときにしっかり

とワイヤーをつかみます。

ハンギングシステム テラロックシステム構成
品

ワイヤーロープ

ピン

アンカー

３D-芝補強マット

テラロックシステムは、主要なエンジニアリング原則と特別に設計された製品を組み合わせることで安定性を高めます。
現場の自然な性質をうまく利用します。 グリップルの革新的な「グリップ＆プル」技術は
アンカーシステムとTRM（芝補強マット）によって補完され、包括的で信頼できるソリューションを提供します。

平面

平
面

機能/使い方

アンカー
補修面の下の安定した土壌に固定すること

で、大地の動きを防ぎ、安全性を高めます。 革
新的な設置とテラ-ロックシステムのアンカー
の「反転」により、最小限の妨害で土壌のエン

ジニアリング特性にアクセスできます。

芝補強マット
地表に適合し、密接な接触を作り出し、材

料間に複合材料を形成させます。 アース-芝
補強マットは、資産の表面を安定させ、3D構

造は急速な開発を助けます。

その根は芝補強マットと複雑なマトリックス
を形成し、自然を強化します。 芝補強マット

の強度により、傾斜面の安定性に大きな
負荷を、破損面を越えて表面からアン

カーに伝達し、動きを制限します。

即時安定化 - 圧着不要

ターンキーソリューション

100万ユニット以上の販売実績

現場の天然性質を利用

植生再生の促進

軽量：車両の動きを抑え、現場での取り扱いを簡
素化

水管理
グリップルの油圧設計サービスにより、正しい芝補強マット
を取り付けることができます。 芝補強マットは、水と空気に
よる表面侵食を低減。その透過性は構造の弱体化を防ぎま
す。  芝補強マットは、浸食による許容せん断応力の大幅な
増加を可能にし、それによって過度の土壌損失を防ぎます。 
その後、アンカーはせん断力を地面の奥深くまで伝達し、安
全で安定したシステムを確保します。



テクニカルサービス
グリップルは、エンジニアリングソリューションをサイトに提供しています。 当社の専任エンジニアチームは、すべての
システムが目的に適していること、およびそれらが即時のセキュリティを提供します。 当社のサービスには以下が含ま
れますが、それら以外にもございます。

コンセプト
現地調査と地盤工学的レポートの解
釈により、グリップルは地盤工学的問
題を解決するための工学概念を提
供。 工学的解決策のために正確な図
面を提供。

設置設計サービス
グリップルは、技術的な施工方法、計
算、および図面を含む資料を提供し
ています。現場の全ての工程でエン
ジニアからの情報を確実に提供する
ために、個々の現場に対応した対応
策をオーダーメイドで設計・提供致
します。

トレーニング
エンジニアリングと現場トレーニン
グにより、システムが最大限の能力
を発揮し、施工者に安心と安全を提
供します。

CPD
アンカーソリューションに関する認
定CPDコースは、リクエストに応じて
利用できます。

コンサルティングと製品
グリップルは、豊富な専門知識を持
つ世界クラスの製品製造業者です。
特別な現場でも適切な解決策を提
供するために社内製品設計エンジニ
アと協力し解決に挑みます。

試験
システムとその構成品は、現場や研
究テストにより、目的に適しているこ
とを確認し、独自の厳格な品質チェッ
クを満たしています。

技術提案
すべてのグリップル製品には、参考
例と施工手順が付属されています。
。さらにアドバイスが必要な場合は、
弊社の技術チームがサポートを提供
します。

現場訪問
最も実用的な工法を実現するため
に、グリップルのエンジニアが現場
訪問して最適な施工方法を理解し、
提供致します。

τs  = γdSo 
 
γ =  unit weight of water (9810 N/m3) 
d = depth of flow (m) 
S0 = Channel Gradient (8.33 x 10-5) 
 
For 0 Km to 2.00 Km 
 
τs = 9810 x 4 x 8.33 x 10-5 = 3.26 Pa 
 
τs = 9810 x 4.25 x 8.33 x 10-5 = 3.47 Pa 
 
This is within the Terra-lock system allowable shear stress. 

 
The flow velocity of 0.76 m/sec is also within the recommended matting capabilities (4 m/s 
unvegetated and 7m/s vegetated). 
 
Gripple Ltd. Always recommends vegetation of channels, establishing vegetation increases 
both slope and channel bottom factor of safety and thus stability, ultimately without 
vegetation surficial erosion will always occur. 
 
For the vegetation analysis it was assumed to be Bunch with Retardance Class C: Good 
Stand (6”-11”) and poor coverage < 50%. 
 
All designs show significantly improved performance when vegetated, vegetation increases 
slope factor of safety and thus stability through reducing surface erosion, therefore a 
vegetated class C: Good Stand (6”-11”) with up 50% coverage is recommended. 
 
The Gripple Ltd. Terra-LockTM system indicative spacing’s can be found in appendix drawing. 

 
Gripple Ltd. recommend a 0.5 TL100-TA2 System per m2 and 2 TLP-1 per m2 to achieve 
intimate contact between the ground and mat, it also helps to achieve an adequate factor of 
safety.  

 
4. Slope Stability Analysis  

 
Based on the previously established channel geometry and soil information provided, a 
slope stability analysis was carried out.  
 
Gripple are confident in specifying Terra-LockTM system that will adequately stabilise the 
slopes.  

 
We assumed the slopes are inherently stable in terms of global stability and deep seated 
failures. 

 
The following conditions were provided at location ‘LS 18500’ for 4m below: 
 

 
o Cohesive soil 
o Unit Weight of the Soil γ = 20 kN/m3 
o Internal Shear Angle = 12̊ 
o Cohesive Strength = 58.8 Kn/m2 
 
 
 

 
TL-A2 and TL100 can achieve 145kgf in these soil conditions, this should be verified with 
onsite testing. 

This report was generated by LimitState:GEO3.4.a.20820 - www.limitstate.com 

About this Report
This report has been generated using LimitState:GEO, a software application capable of directly identifying the critical collapse mechanism for a wide variety of

geotechnical stability problems, including those involving slopes, retaining walls, footings etc. 

The software utilizes the Discontinuity Layout Optimization (DLO) procedure to obtain a solution (Smith and Gilbert 2007). The main steps involved are: (i) distribution

of nodes across the problem domain; (ii) connection of every node to every other node with potential discontinuities (e.g. slip-lines); (iii) application of rigorous

optimization techniques to identify the critical subset of potential discontinuities, and hence also the critical failure mechanism and margin of safety. 

The accuracy of the DLO solution is controlled by the specified nodal density. Within the set of all possible discontinuitiues linking pairs of nodes, all potential

translational failure mechanisms are considered, whether anticipated or not by the engineer. Failure mechanisms involving rotations along the edges of solid bodies

in the problem can also be identified. Thus in this case the solution identified by the DLO procedure is guaranteed to be the most critical solution for the problem

posed. This means that there is no need to prescribe any aspect of the collapse mechanism prior to an analysis, or to separately consider different failure modes.

The critical mechanism and collapse load factor are determined according to the well established upper bound theorem of plasticity. 

LimitState:GEO reports the solution to a problem both visually as a collapse mechanism and numerically in terms of an Adequacy Factor, which is defined as the

factor by which specified loads must be increased, or material strengths decreased, in order for the system under consideration to reach a collapse state. 

REFERENCE Smith, C.C. and Gilbert, M. (2007) Application of discontinuity layout optimization to plane plasticity problems, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical,

Physical and Engineering Sciences, Vol. 463, 2086, pp 2461-2484. 
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Korea, Goodwill 
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Reference # 

Location 
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Tags 

Type A 

Comments 

Target Nodal Density Nodal Spacing Scale
Factor 

Water 
Model Translational

Failures? Model Rotational
Failures? Seismic Accelerations:

Horiz. / Vert. (g) 

Medium (500 nodes) 

13.9394 

Enabled 

True 

Along edges 

None 

Scenario 

Partial Factor Set 

Short / Long Term?** 

Analysis Type 
Adequacy Factor 

1* 

Unity 

Long Term 

Factor Load(s) 

0.5664 

*This report provides details of this scenario, which has been identified as the most critical. **For Mohr Coulomb materials with Drainage Behaviour specified as

'drained/undrained', undrained properties are used in a short term analysis, and drained properties are used in a long term analysis.

Failure Mechanism (Scenario 1) 

Geometry(all distances in m) 

All Geometrical Objects

No. of Vertices (V) 
No. of Boundaries (B) 

No. of Solids (S) 

12 

14 

1 

グアテマラ市では主要なインフラ整備の一環として、渋滞解消と、周辺の交

通の利便性を上げるために、環状道路の建設を行いました。

作られた高速道路は、山岳地形を大規模に削り建築されました。大規模な

切土をを施したことで、高速道路の両側には急勾配の切土斜面ができまし

た。

斜面は、構造上問題ないとされていましたが、切土法面に対し、自然現象と

して起こるわずかな地滑りに対応するため”テラロックシステム”を提案しま

した。

HTPRMは、法面の崩れや、落下などを防ぎ高速道路を安全に保ちます。”テ

ラロックシステム”は急勾配の法面に適した製品です。早くて、安全で製品自

体もとても軽いものです。土壌が固いとしても”テラロック”アンカーは最適

な深さで、法面を固定します。

施主 Integradora Tecnológica de Soluciones.
Sergio Prahl, Rodrigo Prahl and Pablo Rodriguez

建設業者 Constructora Nacional, S.A. (Conasa)

グリップル テラロックシステム TL-406 & TLA3
TL-100 & TL-A2

施工方法 斜面補強用に25,000m²使用

使用数 24,785システム使用

グアテマラ経由、アルテナデルスル

実績atemala
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