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副題

□１.安全・安心 □５.公共工事の品質確保・向上 1

□２.環境 □６.景観 2

□３.情報化 □７.伝統・歴史・文化 4

□４.コスト縮減・生産性の向上 □８.リサイクル 番号：

□1.省人化 □5.耐久性向上 □9.地球環境への影響抑制 1
開発目標 □2.省力化 □6.安全性向上 □10.省資源・省エネルギー 3
（選択） □3.経済性向上 □7.作業環境の向上 □11.品質の向上 7

□4.施工精度向上 □8.周辺環境への影響抑制 □12.リサイクル性向上 番号：

従来技術名：

1.経済性 ■1.向上（67.5％）□2.同程度　□3.低下（　％）　 番号： 1
2.工程 ■1.短縮（41.5％）□2.同程度　□3.増加（　％）　 番号： 1
3.品質・出来型 □1.向上　■2.同程度　□3.低下 番号： 2
4.安全性 □1.向上　■2.同程度　□3.低下 番号： 2
5.施工性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
6.環境 □1.向上　■2.同程度　□3.低下 番号： 2
7.その他 □1.　（定義済みの値なし） 番号：

開発体制 番号：

開発会社 販売会社 協会名

会社名： 住所： 〒421-0106

技術 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

会社名： 住所： 〒421-0106

営業 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

（概要）

静岡県のリフレッシュ工法協会ライト工業株式会社 ―

番号：
1

1-1-3.共通工／のり面工

評価（事前・事後）

分類

□1.単独 □2(1)共同研究(民民) □2(2)共同研究(民官) □2(3)共同研究(民学)

QS-120026-A

活用の効果

吹付のり面取り壊し工+モルタル吹付工(10cm)

67.5%
41.5%

登録番号

区分

新技術概要説明資料（１／５）

名称 のリフレッシュ工法
収受受付年月日 平成25年2月1日

変更受付年月日 平成27年5月25日

産業廃棄物の発生を抑制した既設のり面構造物（吹付モル
タル）の補修技術

開発年

キーワード

国土交通省へ
の登録状況

申請地方整備局名 登録年月日

九州地方整備局 平成24年12月5日

問合せ先

ライト工業株式会社 静岡市駿河区北丸子1丁目6番8号

静岡営業所
054-257-3010

別府正顕

054-257-3019

054-257-3010

3591@raito.co.jp

3591@raito.co.jp

登録No. 1451

1

2009/4/10

□1.工法　□2.機械　□3.材料　□4.製品　□5.その他

１）何について何をする技術なのか？
・背面地山が風化していない、老朽化した吹付モルタルの補修工法

２）従来はどのような技術で対応していたのか？
・モルタル取り壊し+モルタル吹付工(10cm)

３）公共工事のどこに適用できるのか？
・従来施工されたモルタル吹付のり面などにおいて、吹付モルタル面に亀裂などの劣化が認め
られる箇所全般。
・既設吹付モルタル背面に空洞がある場合でも適用可。

静岡市駿河区北丸子1丁目6番8号

静岡営業所 054-257-3019

川合猛

ライト工業株式会社



のリフレッシュ工法 登録No. 1451

（特　徴）

（施工方法）

（施工単価等） 1(2)

その他（カタログなど）

積算資料等

施工管理基準資料等

のリフレッシュ工法標準積算資料

増し吹付モルタル圧縮強度：添付3吹付コンクリート指針（案）[のり面編]　P.39
増し吹付モルタル厚さ：添付5_土木工事施工管理基準及び規格値 出来形管理基準および規格
値P.1-55
ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ工：削孔長、削孔角度、ｸﾞﾗｳﾁﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ打設間隔、ﾃｰﾊﾟｰｺｰﾝ引抜き長　のリフ
レッシュ工法技術資料P.61

A-2

１．のり面水洗清掃工
対象斜面に対し、斜面上に堆積している土砂や植物などの異物を高圧水を用いて除去する。
２．アンカーボルト工(4.5㎡/本)
既設モルタル吹付けと地山を一体化する目的で、削岩機等で削孔しアンカーボルトを挿入しグラウト注入で固定する。
３．カップルプレート工(4.5㎡/個)
アンカーボルトの頭部にカップルプレートをナットで固定する。
４．カップルボルト工(0.5㎡/箇所)
既設モルタル吹付と増し吹付の付着を高めることを目的として、既設モルタルをハンマードリル等で削孔し、カップルボルトを挿入し、アンカー部を拡径して固定する。
５．注入孔穿孔工(タイプ2のみ：4.5㎡/箇所)
削岩機等で既設モルタルを穿孔し、VP30を挿入する。
６．水抜きパイプ設置工(4.0㎡/箇所)
削岩機で穿孔し、水抜きパイプ(VP50)を挿入する。
７．増厚工
既設モルタル面をエア清掃し、短繊維(のりファイバー)混入モルタルを吹付ける(標準7cm)。
８．空隙充填工(タイプ2のみ)
増厚工の養生後、注入パイプに注入パッカーを接続し、セメント系グラウトを注入する。

□1(1).歩掛りあり（標準）　□1(2).歩掛りあり（暫定）　□2.歩掛りなし

積算資料（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）
（のリフレッシュ工法カタログ、のりファイバーカタログ）

新技術概要説明資料（２／５）
新技術名称

（短　所）
・湧水が豊富な場合は、空隙充填を行っても一体化効果が期待できない。
・背面地山が風化しており補強する必要がある場合は、適用できない。
・斜面が崩壊する恐れがあり抑止工が必要な場合は、適用できない。

（長　所）
・取り壊しを行わず、増厚工と空隙充填工で既設吹付のり面を補修できる。
・増厚工に用いるモルタルに短繊維（のりファイバー）の混入とカップルボルトにより付着性を高め、ラス張り工を不要に
した。これにより施工性および経済性が向上する。
・既設構造物の取り壊しが不要になるので、従来大量に発生していた産業廃棄物(モルタル・コンクリート殻)を大幅に削減
することが可能となるとともに、工期短縮も期待できる。
・既設構造物に背面空洞がある場合でも、空隙充填工を行うことにより、地山との一体化が図れる。

掲載刊行物
建設物価（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）



登録No. 1451

（適用条件）

（設計上の留意点）

（施工上・使用上の留意点）

（残された課題と今後の開発計画）

（実験等作業状況）

（添付資料）
実験資料等

その他

特　許 □1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　□4:無し 番号 1

特許番号

第3359588号
第3347685号
第3359588号

実用新案 □1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　□4:無し 番号 4
新案番号

建設技術評価制度番号 民間開発建設技術の審査証明番号

証明年月日 証明年月日

評価・証明
制度等の名称 証明機関

制度等の名称 制度等の名称

制度名、番号 制度名、番号

その他の
制度等に 証明年月日 証明年月日

よる証明
証明機関 証明機関

証明範囲 証明範囲

（適用できる条件）
・老朽化した吹付モルタルコンクリートの補修に適用する。
・のり面勾配　1:0.3程度まで(ラス張工を併用すれば直勾配でも適用可能)
・土質条件　硬岩、軟岩、レキ質土、粘性土、砂質土(アンカーボルトを挿入する孔壁が自立すること)

・空隙充填工の数量算出は事前調査によって範囲及び充填量を決定する。
・1:0.3より勾配が急な場合は、ラス張りを検討すること。
・特殊な条件がある場合は、別途吹付厚さを検討すること。

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 のリフレッシュ工法

A-3

（適用できない条件）
・プラントヤード(L=30m、W=5m、A=150㎡)が確保出来ない箇所
・湧水が豊富で空隙充填を行っても、一体化効果が期待できない箇所
・背面地山に風化があり、補強する必要がある場合
・斜面が崩壊する恐れがあり、抑止工が必要な場合

１）課題
・背面空洞部の定量的(空隙容積)評価方法の確立・空隙充填工の非破壊による充填確認方法
２）開発計画
・のり面健全性調査(既設構造物・地盤)の評価精度の向上
・調査手法の確立

試験①ｶｯﾌﾟﾙﾎﾞﾙﾄの付着確認試験
ｶｯﾌﾟﾙﾎﾞﾙﾄ1個が受け持つ吹付けﾓﾙﾀﾙ重量1.61ｋNよりｶｯﾌﾟﾙﾎﾞﾙﾄの付着力(ﾌﾟﾚｰﾄ側:平均5.5kN、ｱﾝｶｰ側:5.0ｋN)が大きいことが確認できた。
試験②背面充填確認試験
ﾓﾙﾀﾙと地山の間に固化したｸﾞﾗｳﾄが充填さえれていることが確認できた。

添付1ｶｯﾌﾟﾙﾎﾞﾙﾄ付着試験報告書、添付2背面充填確認試験報告書

・施工に当たっては技術資料に準拠して行うこと。
・空隙充填工は無圧注入とし、圧力が発生した場合は他の注入孔に移動すること。
・補修されたモルタル吹付面は、定期的に点検を行うこと。

特に無し。
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登録No. 1451

実績件数 公共機関： 139 民間：

発　注　者 施工時期
国土交通省
関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

2011/11
～2012/03

国土交通省
九州地方整備局
長崎河川国道事務所

2011/10
～2012/03

国土交通省
北陸地方整備局
松本砂防事務所

2011/05
～2011/11

京都府中丹東土木事務
所建設交通部

2012/10/16～
2013/3/31

岩手県久慈土木事務所 2013/5/14～
2013/9/30

群馬県藤岡土木事務所 2013/8/19～
2013/9/30

国土交通省近畿地方整
備局九頭竜ダム統合管
理事務所

2013/9/2～
2013/12/7

国土交通省中部地方整
備局紀勢国道事務所

2013/9/30～
2013/12/14

熊本県八代地域振興局 2014/1/13～
2014/3/31

静岡県下田土木事務所 2014/1/20～
2014/2/18

0

CORINS登録No.

施
工
実
績

新技術概要説明資料（４／５）
新技術名称 のリフレッシュ工法

工　事　名

平成２５年度　堰ノ上外県単砂防等
維持修繕工事（法面補修工）

国道４４３号（Ａ０４０）防災安全交付金
（災害防除）工事

平成２４年度　４２号尾鷲管内法面防
災工事

九頭竜川ダム管理用道路法面補修
工事

主要地方道岩泉平井賀普代線黒崎
地区法面防災（Ａ０３５）工事

補助公共　社会資本総合整備（防
災・安全）（全国防災・国道）

Ｈ２３　神流川流域砂防整備工事

大村地区道路維持補修工事

葛葉山腹工法面工その３工事

池辺京田線　地方道路交付金（緊
防）工事



登録No. 1451

新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 のリフレッシュ工法

A-5

のリフレッシュ工法概要図 のリフレッシュ工法施工フロー図

使用資材 カップルボルト設置状況

背面空隙充填状況 背面空隙充填状況確認


