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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 6

□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 5
開発目標 □2.省力化 ■6.安全性向上 □10.省資源・省エネルギー 6
（選択） □3.経済性向上 □7.作業環境の向上 □11.品質の向上 8

□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（31.1％）　□2.同程度　□3.低下（　％）　番号： 1
2.工程 ■1.短縮（28.6％）　□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： 1
4.安全性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
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： 1
7.その他 ■1.　（景観） 番号： 1

開発体制 番号：

開発会社 販売会社 協会名 楽石研究会
会社名： 住所：

技術 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

会社名： 住所：

営業 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

（概要）

株式会社深沢工務所株式会社深沢工務所

1）何について何をする技術なのか？
本技術は不安定な岩塊や転石群を、高強度モルタル及び接着ボンドモルタルを組合せ、
手作業での施工はもちろん、吹付や注入にて個々の重心をまとめて固定する岩接着工法
です。岩塊をそのままの形状で接着するため、景観を損ねずに固定できます。
2）従来はどのような技術で対応していたのか？
ロープ掛工+ロープ伏工で岩塊や転石群を広範囲に抑え込む。
3）公共工事のどこに適応できるのか？
「落石対策工事」不安定な岩塊や転石があり、落石が予測される箇所。

山梨県南巨摩郡身延町手打沢1271

開発事業部 0556-42-4306

望月　潤

株式会社深沢工務所

2014年

■1.工法　□2.機械　□3.材料　□4.製品　□5.その他

問合せ先

株式会社深沢工務所 山梨県南巨摩郡身延町手打沢1271

工務部
0556-42-2045

遠藤　淳一

0556-42-4306

0556-42-2045

jun@fukasawa-k.com

endou@fukasawa-k.com

高強度モルタル及び接着ボンドモルタルを組合せた岩接着
固定工

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

関東地方整備局 平成27年3月26日

番号：

登録番号

区分 1

1-1-3.共通工／法面工

評価（事前・事後）

分類

新技術概要説明資料（１／５）

名称 ケイワンボンド工法
収受受付年月日 平成27年6月7日

登録No. 1546

変更受付年月日

■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)

KT-140138-A 評価なし

活用の効果

ロープ掛工+ロープ伏工
31.5%
28.6%

1



ケイワンボンド工法 登録No. 1546

（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

A-2

①仮設工・材料運搬や作業構台、必要に応じてモノレール、足場、落石防護柵等設置する。
②清掃工・接着面積の範囲を的確に判断し、現地の立地条件を考慮して水量や水圧、洗浄時
間を設定する。
・水の使用が困難な場合には、ワイヤーブラシや、ワイヤーブラシと圧縮空気を利用し清掃
する。
③目地工・吹付面が吸水性の場合には、事前に吸水措置をする。
・所定の配合で混練された接着ボンドモルタルを亀裂壁面（内側）になじみよく、こすりつ
けながら積み上げていく。
・深さは亀裂幅と同じくらいの寸法とする。
④箱抜管設置・転石を接着するための必要面積を算出し、必要数の箱抜き管を設置する。
⑤高強度モルタル吹付・吹付面が吸水性の場合には、事前に吸水措置をする。
・吹付に際しては、他の構造物を汚さないようにし、跳ね返り材料はすみやかに取り除いて
不良個所が生じないように施工する。
・2～4㎡の範囲で水抜きパイプを挿入する。
・吹付は接着用箱抜管の外側10cm程度のかぶりを設ける。
⑥ボンド注入・高強度モルタルが硬化後、箱抜管を取り外し、
接着ボンドモルタルを充填する。
⑦機械撤去・片付け
・機械や工具を片づける。

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

参考歩掛あり。（都度、見積りにより対応。）

積算資料（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

新技術概要説明資料（２／５）
新技術名称

（短　所）
・目視で容量を確認できない亀裂部への注入予定数量と、実施数量の誤差が発生する。

（長　所）
・不安定要素である岩塊や転石群をまとめて固定するため、高強度モルタル及び接着ボンド
モルタルにより周辺全体を被覆し、重心を安定する斜面側へ移動させることで、不安定要素
を有効に利用転換する。
・大がかりな足場を使用しないため、作業員の負担が軽減する。
・高強度モルタル固定工を施工すると、降雨による洗掘の地形不安定化が抑制できる。
・保全対象物を大小に関わらずまとめて固定できる。
・ワイヤーロープ等を使って落石を抑え込むのではなく、そのままの形状で固定するため、
景観を損ねることなく固定することができる。

掲載刊行物 建設物価（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　）

資料-2　積算比較表　　資料-7　ケイワンボンド工法見積り（参考)

資料-1　ケイワンボンド工法　設計・施工マニュアル



登録No. 1546

（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 4
特許番号

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

「落石対策工設計マニュアル」平成14年2月：勘田益男
「落石対策便覧」平成12年6月：社団法人日本道路協会
「道路土工・切土工・斜面安定工指針」平成21年6月：社団法人日本道路協会

1）・急勾配の斜面にも対応可能
・注入予定数量と実施数量の誤差減少
2）ケイワンボンド接着力・施工性の向上
・機械加圧注入により、注入工の粘度を変動する。

【高強度モルタル吹付実証実験】
高強度モルタルと接着ボンドモルタルの接着力により、水平な状態から垂直方向に滑動・転倒に
対し安全であるか確認実験を行った。
結果：高強度モルタルと接着ボンドモルタルは完全に一体化しており、その接着力は全体重量を
垂直（90°）まで落下移動させることなく、安定させることができると分かった。
【高強度モルタル基礎物性試験】
高強度モルタルの圧縮強度試験
結果：材齢7日で52.2Ｎ/ｍｍ2

資料-3　高強度モルタル開発実験　　　資料-4　ケイワンボンド工法実証実験
資料-5　施工スペース・工程参考資料　資料-6　ケイワンブレンド製品安全データシート
資料-8　凍結融解試験・接着力実験

・接着面の清掃は入念に行う。（清掃工の際、水の使用が困難な場合には、エアー清掃を行
う。）
・5ｍの範囲以内に隣接するロープを使用する場合には、上下作業となるため、隣接者との高低
差を2ｍ以上とってはならない。

（適用できる条件）
・吹付機械の材料圧送ができる場所（標準値　水平長さ100ｍ、垂直高さ45ｍ以下）
・吹付材料が垂れ下がらない斜面勾配（標準値　1：0.2以下の緩勾配）

・保全対象（岩塊や転石）と支持部（地山）との区分を確認する。

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 ケイワンボンド工法

A-3

（適用できない条件）
・吹付機械の材料圧送が困難な場所（標準値　水平長さ100ｍ、垂直高さ45ｍまで）
・吹付材料が垂れ下がる急な傾斜（標準値　1：0.2を超える急勾配）
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登録No. 1546

実績件数 公共機関： 1 民間：

発　注　者 施工時期

岡山県
美作県民局

建設部

H27/6/5～
H27/11/30

県道倉見斎の谷線　津山市　加茂町
黒木　2-10-1　単県道路工事

（法面工）

施
工
実
績

新技術概要説明資料（４／５）
新技術名称 ケイワンボンド工法

工　事　名

0

CORINS登録No.



登録No. 1546

接着力実験写真（震度計測器有） 接着力実験　震度計測器結果

実験体落下後の鉄板状況 施工方法フロー

高強度モルタル吹付実証実験方法 実験経過写真

新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 ケイワンボンド工法

A-5

震度計測器

震度5以上


