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１章 総則 

 

１ 適用範囲 

 本マニュアルは、既設の鉄筋コンクリート柱（以下、RC柱という）の耐震補強工事に適用する。な

お、各工法の施工にあたっての一般事項および本マニュアルに明記されていない事項については、「土

木工事標準仕様書」（東京都交通局）によるものとする。 

 

２ 施工にあたっての留意点 

 工事を施工するに当たり、次の項目を十分に配慮の上、最も適した施工方法で工事を実施する。 

 (1) 工事箇所の状況（既存資料による、RC柱形状、フーチング土被り等を含む） 

  (2) 工事に支障する添架物・地下埋設物の確認および撤去移設方法 

 (3) 資材・掘削土等の搬出入経路 

 (4) 工事作業スペースの確認 

 (5) 周辺環境へ与える影響（振動、騒音、粉塵等） 

 (6) 安全対策 

 (7) その他必要事項 

 

３ 各工法の施工マニュアルの構成 

 各工法の施工マニュアルは、施工計画書、施工管理者、材料、施工、工事記録、工事写真、その他

によって構成される。 
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２章 鋼板巻立て補強工法 

 

１ 施工計画書 

 鋼板巻立て補強工法による耐震補強工事の施工にあたっては、 次の事項を記載した施工計画書をあ

らかじめ監督員に提出すること。 

 なお、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。 

 (1) 工事概要 

(2) 施工体制 

 (3) 作業工程 

  (4) 使用材料および数量（補強鋼板、無収縮モルタル、樹脂系接着剤、防錆処理材等） 

 (5) 機械器具類 

 (6) 施工方法（施工順序、地中部の施工方法、補強鋼板取り付け工、充填材注入工、表面処理工等） 

 (7) 品質管理計画 

（品質管理値、品質管理（検測項目）・箇所・方法・記録方式、工事記録、工事写真等） 

 (8) その他 

 

２ 施工管理者 

 (1)鋼板巻立て補強工法の施工にあたっては、コンクリート構造物の耐震補強工事に関する２年以上

の実務経験を有するもの、またはこれと同等以上の専門的知識を有すると監督員が認めた者を施

工管理者として現場に常駐させること。 

 

３ 材料 

 (1) 補強鋼板 

      SS400（JIS G3101）以上 

 (2) 充填材 

   圧縮強度が材齢28日で 5N/㎜２以上かつ終局ひずみが3,000×10-6以上とし、試験等で耐震性能

が確認されたもの 

 

４ 構造一般 

 本マニュアルでは、RC柱軸方向の継手方法は、かみ合わせ継手を用いた補強鋼板で巻立てることを

標準とする。 

 (1) 補強鋼板の板厚 

    補強鋼板の板厚は、表2.4.(1)を標準とする。 

                          表2.4.(1) 補強鋼板の板厚とかみ合わせ継手厚 

 

 

 

 

 

 

 

補強鋼板厚 

(㎜) 

かみ合わせ継手 

（㎜） 

6 
31.5 

9 

12 
34.5 

14 
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 (2) 補強鋼板の継手位置および形状 

    補強鋼板は、RC柱を両側から挟み込む方法で補強できるようコ字型に成型し、鉛直方向継手位 

  置はRC柱幅中央でかみ合わせが出来る形状とする。図2.4.(2)-1、図2.4.(2)-2 

 

 

         図2.4.(2)-1 補強鋼板形状          図2.4.(2)-2 かみ合わせ継手形状 

 

   なお、補強鋼板を数組に分割し、RC柱下方から積み上げて補強する場合は、継手施工の効率性、

および平滑性に配慮し、先付けする補強鋼板上端に厚さ 6㎜以上の裏当金をすみ肉溶接で取り付

けること。 

 (3) 充填材とその注入厚 

   補強鋼板とRC柱の間隙の充填材は、無収縮モルタルを標準とし、その注入厚は30㎜を標準と

する。ただし、かみ合わせ継手のある面については、50㎜を標準とする。 

 (4) 注入孔 

   施工上必要があれば、注入孔(空気抜き孔兼用）を設けることができる。 

 

５ 鋼板製作 

 (1) 鋼板巻立て補強工の着手に先立ち、既設 RC柱の形状、寸法を充分に実測調査し、これにより 

  補強鋼板を製作すること。製作にあたっては、製作要領書を作成し、監督員の承諾を得ること。 

 (2) 鋼板製作要領書には、次のことを記載すること。 

  ①製作工場 

  ②材料 

  ③製作方法 

  ④表面処理工（工場塗装を含む） 

  ⑤補強鋼板運搬および保管方法 

  ⑥その他必要事項 

 

６ 溶接 

 Ⅰ 組立 

  （1）組立に際しては、原則として異材を母材に仮付けしないこと。また、補助治具を利用する 

    などして無理のない姿勢で組立溶接ができるようにすること。 

充填材 

充填材 
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  （2）材片の組立精度は、溶接部の応力伝達が円滑で、かつ、溶接不良を起こさないものとする。 

  （3）開先溶接を行う場合の材片の組合せ精度は、次の値を標準とすること。 

    ｱ）ルート間隔の誤差      ：規定値±1. 0 mm以下 

    ｲ）板厚方向の材片の偏心    ：薄い方の板厚の10%以下 

    ｳ）裏当金を用いる場合の密着度 ：1. O ㎜以下 

    ｴ）開先角度          ：±5° 

  （4）すみ肉溶接の材片の密着度   ：1. O ㎜以下 

 Ⅱ 部材の組立用溶接 

  （1）組立用溶接は、長さ 50 mm以上を標準とし本溶接と同様の方法を適用し、本溶接箇所に施工 

   すること。 

  （2）組立用溶接にあたっては、必要により予熱を行うこと。 

  （3）組立用溶接に割れが生じた場合には、健全な溶接部に達するまでその部分をはつり取り、必 

   要に応じて再度組立溶接を行うこと。 

 Ⅲ 作業一般 

   (1) 工場溶接に用いる溶接法は、原則として被覆アーク溶接（以下手溶接という）、サブマージ 

    アーク溶接および炭酸ガスアーク溶接（以下半自動アーク溶接という）とすること。 

   (2) 工場溶接は、原則として屋内で行うこと。 

   (3) 溶接面および隣接部分は、溶接に先立ち水分、錆、スラグごみなどを取除くこと。 

   (4) 熔接に際しては、組立絵具および組立用溶接などにより、材片相互の位置を正確に保ち、で 

    きるだけ部材に溶接歪みが生じないように保持すること。 

   (5) 溶接は無理のない姿勢で行うようにし、材片相互の位置は正確に保ち、溶接欠陥や歪みの 

    生じない方法で施工すること。 

   (6) 突合せ、部分溶込みおよびすみ肉溶接の場合は、溶接部の端部に適切なエンドタブを用い 

    ること。ただし、回し溶接または、その他の適切な方法によって溶接端部の欠陥を防止でき 

    る場合は、この限りでない。 

   (7) エンドタブは、原則として母材および溶接部に損傷を与えないように切断すること。 

   (8) 本溶接にあたっては、必要により予熱を行うこと。 

   (9) 完全溶込み継手を手溶接で行う場合の裏溶接は、健全な溶接部に達するまで裏はつりをし 

    た後溶接を行うこと。 

   (10) 材片集成後は特に湿気を避け、サブマージアーク溶接は原則としてその日のうちに行うこと。 

   (11) 手溶接のビード端部および棒継部は、クレーターを十分埋めるよう施工すること。 

   (12) サブマージアーク溶接は、原則として部材の中途でアークを切らないこと。 

   (13) サブマージアーク溶接から手溶接に移る場合は、サブマージアーク溶接の 50㎜以上はつり 

    取ってから手溶接に移ること。 

   (14) 溶接作業場の温度がO℃以下の場合には、原則として溶接を行わないこと｡ 

   (15) 降雨雪などで母材が濡れているとき、または、強風のときは溶接作業を行ってはならない。 

   ただし、十分な処置がとられ支障のない場合は、この限りではない。 

 Ⅳ 溶接工の資格 

   溶接工は次の技量を有する者とし、技量証明書その他必要な資料を届出て、承諾を受けること。 

   (1) 手溶接JIS Z 3801 

   (2) 半自動アーク溶接JIS Z 3841 
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 Ⅴ 溶接材料の管理 

(1) 被覆の剥脱および汚損のある溶接棒、ならびに湿潤状態の溶接棒は、使用しないこと。 

     乾燥状態で使用すること。 

 Ⅵ 溶接部の品質 

    溶接部には、割れ、溶込み不足、有害なスラグの巻き込み、有害なブローホール、オーバーラ 

  ップ、クレーターおよび径0.3mm以上のピットがないこと。突合せ溶接部の品質の判定は、表2.6 

  によること。 

                      表2.6 溶接ビード寸法の許容差標準   （単位mm） 

種   別  許 容 限 界 

  ビード表面の波の高低差 （ａ）   任意の25の間で2.5以下 

  脚長の許容差 （ｂ）  0～3以下 

  任意の断面ののど厚の許容差 （ｃ）  0～3以下 

  アンダーカットの深さ （ｄ） 0.5以下 

  余   盛 （ｅ）  B＜15   のとき h≦3 

 15≦B＜25 のとき h≦3 

 25≦B     のとき h≦4B/25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅶ 溶接によって生じた歪みの処理 

  溶接によって生じた歪みは、所定の精度を確保できない場合は機械的方法または加熱方法 

  （900℃以下）で矯正すること。ただし、この場合溶接部および部材を傷つけないこと。 

 Ⅷ 金具、架設用治具の取り付け 

  吊金具、架設用治具などを取り付ける場合溶接部は、本溶接と同等以上とすること。 

 

７ 施工 

 (1) 準備工 

  ｱ)工事の施工の支障となる設備等は、必要最小限の範囲を撤去し工事の完了後復旧すること。ま 

 た、柱の寸法を確認すること。 

  ｲ) 足場や養生設備は、安全性や作業性に十分配慮すること。 

 (2) 使用材料の搬入および保管 

  ｱ) 補強鋼板は、搬入前にミルシートにより所定の引張強度が確認されていること。 

  ｲ) 充填する無収縮モルタルは、搬入前に試験成績表により流動性、ブリージング率、膨張率また

は収縮率および圧縮強度について確認されていること。 

  ｳ) 補強鋼板および無収縮モルタルの搬入時に数量、品質について監督員の立会を受けること。 
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  ｴ) 補強鋼板は、防錆および変形に留意して保管すること。 

  ｵ) 無収縮モルタルは、防湿について留意すること。 

  ｶ) シール用およびパテ用エポキシ樹脂は、容器の密封を確実にし、直射日光が当たらず、風通し 

 の良い、水のかからないところに保管すること。また、保管数量については消防法の数量を遵守 

 すること。 

 (3) 下地処理 

  ｱ) 工事の施工にあたり、既設RC柱に付着している泥、貼り紙等は取り除くこと。 

   また、レイタンスや浮き等の脆弱部がある場合には、強固なく体が現れるまでピックや 

サンダー等で除去すること。 

   ｲ) 既設RC柱の吸水性が高い場合は、無収縮モルタル中の水分が既設のコンクリートに吸収（ドラ 

  イアウト）され、モルタルの流動性を妨げる原因となるので、吸水防止剤を塗布すること。 

  ｳ) 既設RC柱の有害なひびわれは、エポキシ系樹脂にて注入し、その表面は滑らかに整正すること。 

 (4) 補強鋼板取り付け工 

  ｱ) 補強鋼板の設置は、鋼板の接合および充填材の施工を確実に行えるよう補強鋼板と既設RC柱と 

  の間隙を確保するため、スペーサーを設置するなど設置の精度について十分配慮すること。 

  ｲ) かみ合わせ継手は、計画された接合状態でその性能を発揮するので、接合が確実となるよう作 

  業手順を十分に検討すること。 

  ｳ) 補強鋼板を数組に分割し、既設RC柱下方から積み上げて補強する場合は、鋼板の隙間から充填

材が漏洩しないよう密着させること。 

  ｴ) 現場溶接を行う場合は、「６ 溶接」によること。 

  ｵ) 現場溶接部の検査は以下によること。 

   a 検査方法は、浸透探傷試験（JIS Z 2343）により全数検査とし、全溶接延長について行うこ

と。 

   b 合格基準は、割れがないこと。 

   c 浸透探傷試験に従事する技術者は、（一社）日本非破壊検査協会により認定された資格を有

する者とする。また、検査および合否の判定は、レベル2以上の技術者が行うこととする。 

   d 現場溶接部の検査にあたっては、検査要領、検査技術者の経歴および資格等について、あら

かじめ届け出て監督員の承諾を受けること。 

   e 現場溶接部の検査の記録を行い、その結果を監督員に報告すること。 

 (5) 充填材注入工 

  ｱ) 充填材注入前に、シール用エポキシ樹脂により補強鋼板の下端部にシールし、注入圧力に対し

て強度を有し、充填材が漏洩しないようにすること。なお、補強鋼板上端部は、モルタル注入後

にシールすること。また、水平継手についても漏洩しないように注意すること。 

  ｲ) 注入パイプ兼空気抜きパイプ等を設置した場合、この周囲についても同様にパテ用エポキシ系

樹脂でシールすること。 

  ｳ) プレミックスタイプの無収縮モルタルを使用する場合は、メーカーの定めた配合、練り混ぜ手 

 順により製造すること。 

  ｴ) エポキシ系樹脂を使用する場合、主剤と硬化剤の混合は、メーカーの取り扱い説明書によるも 

  のとする。一回の調合量は可使用時間内に使用できる量とし、可使用時間を過ぎた樹脂は使用し 

  てはならない。 

  ｵ) 使用する無収縮モルタルおよびエポキシ系樹脂は、表 2.7.(5)-1、表 2.7.(5)-2の試験項目と
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規格値に適合することを証明する試験成績表を搬入前に監督員に提出して、承諾を受けること。

無収縮モルタルの終局ひずみについては、製品の技術資料等で確認する。 

 

                表2.7.(5)-1 無収縮モルタル(プレミックスタイプ)の試験項目と規格 

項目 規格値 備考 

圧縮強度 材令28日： 5N/㎜２以上 
JIS A 1108 

供試体 径5㎝×高さ10㎝ 

ブリージング 
練り混ぜ2時間後でブリー 

ジングがないものとする。 
JIS A 1123 

 

       表2.7.(5)-2 シール用およびパテ用エポキシ系樹脂の試験項目と規格 

試験項目 試験方法 試験条件 単位 規格値 

比   重 JIS K 7112 20℃ 7日間   1.7±0.2  

可使用時間 温度上昇法  20℃  分 60以上 

圧縮降伏強度 JIS K 7208 20℃ 7日間 N/㎜２ 50 〃  

曲げ強度 JIS K 7203 〃 〃 35 〃  

引張強度 JIS K 7113 〃 〃 20 〃  

圧縮弾性係数 JIS K 7208 〃 〃 (1.0～8.0)×10３以上 

引張せん断強度 JIS K 6850 〃 〃 10 〃  

衝撃強度 JIS K 7111 〃 KJ/m2 1.5 〃  

硬   度 JIS K 7215 〃 HDD 80 〃 

 

  ｶ) 確実な充填を行うため、注入中は補強鋼板表面を木製ハンマーでたたくなど、間隙の隅々まで

無収縮モルタルが行きわたるよう注入作業を行うこと。注入方法は、補強鋼板と既設RC柱との間

隔、RC柱の断面寸法、高 さ、注入位置からの流動距離等を考慮し、適切な方法を事前に検討し、

施工計画書に記載すること。 

  ｷ) 無収縮モルタルの現場管理項目と試験頻度は、表2.7.(5)-3によるものとし、規格値と比較し

てその性能に問題のないことを確認するとともに、監督員に報告すること。 

  ｸ) 注入終了後、木製ハンマー等で充填状態を確認し、未充填箇所がある場合には再注入を行ない、 

  監督員に報告すること。 

  ｹ) 注入パイプを使用した場合は、注入完了後注入パイプを撤去し、グラインダー等で補強鋼板表 

  面を平滑に仕上げを行うこと。 

 

                     表2.7.(5)-3 無収縮モルタルの現場管理試験 

項   目 試 験 頻 度 

圧縮強度 
 １日に１回 

   材令28日 ： 3個/回 
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(6) 表面処理工（補強鋼板の防錆） 

  ｱ) 塗装による防錆処理を行う場合は、表2.7.(6)-1を標準とするが、「土木工事施工管理基準」

に準じた塗膜厚による管理を行うこと。なお、標準使用量と塗膜厚の換算値は表2.7.(6)-2によ

る。 

ｲ) 補強鋼板の接合に溶接継手を用いる場合は、溶接継手の溶接線の両側それぞれ10㎝以内の部分

は工場塗装を行わないこと。この部分は現場溶接完了後、グラインダーまたはワイヤブラシ等に

て素地調整を行い、第1層以降は本体と同じ塗装系を塗装すること。 

 

                        表2.7.(6)-1 一般環境の塗装系 

工 種 塗 装 名 標準使用量（g/㎡) 塗装間隔（20℃） 

工
場
塗
装 

素地調整  ブラスト方法で、さび、黒皮などを除去する。 
3H以内 

第 1層 
 鉛・クロムフリー長ばく型 

エッチングプライマー 
スプレー 130 

12H～3M 

現
場
塗
装 

第 2層  厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 は  け 200 

24H～7D 

第 3層  厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 は  け 200 

24H～7D 
第 4層  厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 は  け 200 

   (注) 1 厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料について、気温10℃以下で塗装する場合は、同、低温用を用いる。 

        なお、低温用を用いる場合の塗装間隔は5℃の時を示す。 

            2  同一塗料を塗り重ねる場合は、多少色を変えること。 

       3  H：時間、D：日、M：月 を示す。 

       4  現場塗装は、はけによらずローラー塗りとすることができる。 

 

表2.7.(6)-2 標準使用量と塗膜厚の換算値 

塗 料 名 

スプレー はけ（ローラー） 

標準使用量 

(g/m2) 

塗膜厚 

(μm) 

標準使用量 

(g/m2) 

塗膜厚 

(μm) 

鉛・クロムフリー長ばく型エッチングプライマー 130 15 － － 

厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 
工場塗装時 350 90 200 60 

塗替え時 240 60 200 60 

 

  ｳ) 塗装による防錆処理を行う場合、塗料の色合いは、コンクリートに近い色とし、あらかじめ届

け出て監督員の承諾を受けること。 

  ｴ) 塗装による防錆処理を行う場合、第２層目の塗装に先立ち、搬入および現地仮設時等の塗膜損 

    傷やさびの発生、モルタル等の付着がある場合には、入念に処理すること。 

  ｵ) 防錆処理剤の使用量の記録を行い、その結果を監督員に報告すること。 

  ｶ) 防錆処理はめっき処理によることもできる。めっきによる防錆処理を行う場合には、JIS H 8641 
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 HDZ35（亜鉛めっき）によるものとする。この際、かみ合わせ継手の性能を確保するため、継手

内面には「りん酸塩処理」または「不めっき処理」を行い、確実な摩擦力を発揮できるようにす

る。 

  ｷ) 地中部防錆用として根巻きコンクリートを使用する場合、高炉セメント（B種）18N/㎜２以下、 

  スランプ15㎝以下のものを使用することとし、ひびわれ防止用鉄筋を配筋すること。 

 

８ 工事記録 

 次の資料を報告すること。 

 (1) 補強鋼板規格証明書（ミルシート） 

 (2) かみ合わせ継手鋼材規格証明書 

 (3)建設技術審査証明書「かみ合わせ鋼板巻立て工法」 

 (4) 補強鋼板取り付けについての検測記録 

 (5) 溶接部の検査記録 

 (6) 無収縮モルタルの検査報告(規格証明書、現場管理試験、購入量） 

 (7) 無収縮モルタルの使用量の記録 

 (8) シール用およびパテ用エポキシ系樹脂の検査報告(規格証明書、購入量） 

 (9) シール用およびパテ用エポキシ系樹脂の使用量の記録 

 (10) 防錆処理剤の検査報告（品質、規格証明書、購入量） 

 (11) 防錆処理剤の使用量の記録 

 (12) 根巻きコンクリートの検査報告（品質、規格証明書、購入量） 

  (13) 根巻きコンクリートの使用量の記録 

 (14) 仕上がり形状の記録 

 

９ 工事写真 

  工事写真は、「土木工事標準仕様書」によるほか、「８ 工事記録」が確認できる写真を監督員

に報告すること。 
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３章  一面耐震補強工法 

 

１ 施工計画書 

 一面耐震補強工法による耐震補強工事の施工にあたっては、 次の事項を記載した施工計画書をあら

かじめ監督員に提出すること。 

 なお、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。 

 (1) 工事概要 

(2) 施工体制 

 (3) 作業工程 

  (4) 使用材料および数量（補強鉄筋、補強鋼板、モルタルカプセル、樹脂系接着剤、防錆処理材等） 

 (5) 機械器具類 

  (6) 事前調査（く体強度の測定方法、配筋の確認方法等） 

 (7) 施工方法 

（施工順序、地中部の施工方法、配筋状態の確認方法、削孔工、補強鉄筋取り付け工（足場工、

削孔、孔内の前処理、充填工、補強鉄筋固着工等）、補強鋼板取り付け工、表面処理工等） 

 (8) 品質管理計画 

（品質管理値、品質管理（検測項目）・箇所・方法・記録方式、工事記録、工事写真等） 

 (9) その他 

 

２ 施工管理者 

 (1)一面耐震補強工法の施工にあたっては、コンクリート構造物の耐震補強工事に関する２年以上の 

  実務経験を有するもの、またはこれと同等以上の専門的知識を有すると監督員が認めた者を施工 

  管理者として現場に常駐させること。 

 (2)補強鉄筋取り付け工にあたっては、（一社）日本建築あと施工アンカー協会の認定する作業資格

認定者、またはこれと同等以上の専門知識を有すると監督員が認めた者を現場に常駐させ、施工管

理すること。なお、(1)の施工管理者がこれを兼ねることができる。 

 

３ 材料 

 (1)補強鉄筋 

   SD345 (JIS G 3112)、SD390 (JIS G 3112) 

 (2)補強鋼板 

   SS400 (JIS G 3101)、SS490 (JIS G 3101) 

 (3)モルタルカプセル 

  モルタルカプセルは以下の品質を有するものとし、その品質証明および引抜試験の成績をあらか 

じめ届け出て、監督員の承諾を得ること。 

  ｱ) 圧縮強度は耐震補強対象の柱の設計基準強度以上であること。 

  ｲ) 膨張率は、7日で収縮を示さないこと。 

  ｳ) ブリージング率は、0.0％であること。 

  ｴ) 孔内をモルタルで確実に充填できるものとし、J14漏斗による流下時間10秒以上を標準とする。 

  ｵ) 引抜試験の結果は、補強鉄筋の降伏荷重以上の強度を満足すること。 

  ｶ) 製造後６ヶ月以内（使用保証期間内）のものであること。 
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４ 鋼板製作 

 (1)一面耐震補強工法の着手に先立ち、既設 RC柱の形状、寸法を充分に実測調査し、これにより 

  補強鋼板を製作すること。製作にあたっては、製作要領書を作成し、監督員の承諾を得ること。 

 (2)鋼板製作要領書には、次のことを記載すること。 

  ①製作工場 

  ②材料 

  ③製作方法 

  ④表面処理工（工場塗装を含む） 

  ⑤補強鋼板運搬および保管方法 

  ⑥その他必要事項 

 

５ 施工 

 (1)準備工 

  工事の施工の支障となる設備等は、必要最小限の範囲を撤去し工事の完了後復旧すること。また、 

柱の寸法を確認する他、施工に先立ち、必要に応じて以下の項目に対するく体コンクリートの調査を行

うこと。なお､調査の結果は､測定後すみやかにその結果を報告すること。 

  ｧ) コンクリート強度（設計図等により強度を確認できない場合） 

  ｲ) く体表面の状況（クラック、鉄筋の被りコンクリートの浮き、鉄筋の腐食など） 

  ｳ) く体内の実配筋位置 

  ｴ) その他（施工上の情報等） 

 (2)柱表面清掃 

  工事の施工にあたり、柱く体に付着している泥等は取り除くこと。 

 (3)削孔工 

   ｱ) 削孔時は、既設RC部材の配筋状況を十分把握し、既設RC部材の鉄筋を切断しないよう施工す

ること。 

   ｲ) 削孔工にあたり、あらかじめ削孔位置を届け出て監督員の承諾を受けること。また、配筋等 

   が想定していた状況と異なり、削孔長や削孔位置等を変更する場合は、あらかじめ届け出て、 

   監督員の承諾を得ること。 

   ｳ) 削孔工にあっては、既設RC部材の配筋状況の確認方法、削孔位置の決定方法、削孔機械、削 

孔方法、既設RC部材の配筋等が支障した場合の対処方法を定め、あらかじめ施工計画書に記載

すること。 

   ｴ）削孔工に先立ち、既設RC部材の複数の箇所（少なくとも部材両端部の２箇所）で鉄筋を露出 

   させ、配筋状況を確認し、結果を配筋図および工事写真として記録し監督員に報告すること。 

    なお、既設RC部材軸直角方向の鉄筋の配筋状況確認については、超音波探傷器によることが 

   できる。 

   ｵ) 鉄筋を露出させる範囲は、１箇所当たり、既設RC部材幅×100㎜程度を標準とする。 

    ｶ) 鉄筋を露出させた範囲は、削孔工に先立ち、「一面耐震補強工法標準図」の鉄筋露出部復旧 

   により補修すること。 

   ｷ) 削孔工により既設RC部材から切り取ったコア全数について、削孔位置およびコアの状況を工

事写真として記録し監督員に報告すること。 

   ｸ) 削孔工により既設RC部材から切り取ったコア全数について、工事の完成までの間に削孔位置 
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   およびコンクリート全周の状況の施工確認を受けること。 

   ｹ) 削孔の途中でく体内の鉄筋が支障し、その孔に接するように再削孔する場合には、先の孔内を 

く体と同等以上の強度の無収縮モルタル等で埋め戻した後に行うこと。 

   ｺ) 削孔後は、孔内の清掃を十分行い、きり粉等の異物を完全に取り除くとともに、孔内の自由水 

を除去し、適切な表面状態になるようにすること。 

 (4) 補強鉄筋取り付け工 

   ｱ) 孔内に充填するモルタルカプセルが、孔内の空隙を満たすかどうかあらかじめ検討すること。 

    ｲ) 使用する製品の品質､性能および､１箇所当たりの使用数量をあらかじめ届出て承諾を受け  

    ること。 

   ｳ) 施工は5℃以上で行うことを原則とし、施工時の気温を計測し報告すること。 

   ｴ) 可使時間を超えたモルタルカプセルは使用しないこと。 

   ｵ) 各モルタルカプセルの浸透時間と水温を測定し、その結果をすみやかに報告すること。 

   ｶ) 補強鉄筋は、所定の位置に所定の長さを挿入すること。 

   ｷ) 補強鉄筋挿入後、モルタルが孔内に確実に充填されていることを確認し、空隙がある場合に 

   ついては、モルタルの追加充填を行うこと。 

   ｸ) 補強鉄筋全数について、モルタルカプセルの使用量および補強鉄筋挿入後のモルタルの充填状

況を記録し、その結果を監督員に報告すること。 

   ｹ) 補強鉄筋全数について、「(6)補強鉄筋長の計測」により、補強鉄筋長の検測を行い、その結

果を監督員に報告すること。なお、補強鉄筋長の検測は､超音波探傷器を用いて行い、基準値（設

計長）を上回ることを確認することを原則とする。ただし、他に合理的な検測方法がある場合

については、別途具体的な確認方法を定め監督員の承諾を受けた上で実施してもよい。 

   ｺ) 補強鉄筋の取り付けの許容差・基準は表3.5.（4）を標準とする。 

 

             表3.5.（4） 補強鉄筋取り付けの許容差・基準の標準 

検査項目 許容差・基準 

 補強鉄筋本数 

 

 補強鉄筋と柱左右端部との距離 

 

 補強鉄筋と柱上下端部との距離 

 1D （D：部材の断面高さ） 区間および 1D 区間以外の

それぞれの区間について、補強鉄筋本数が設計図書どお

りで、その配置間隔、配置状況（補強鉄筋と柱左右端部

との距離、補強鉄筋と柱上下端部との距離 ）が設計図書

と著しく異ならないこと。 

 補強鉄筋の長さ  設計値以上 （注） 

        (注)補強鉄筋が対面する軸方向鉄筋に支障する場合には、対面する軸方向鉄筋までの長さとしてよい。 

 

   ｻ) 補強鉄筋の取り付けについての検測を行い、その結果を監督員に報告すること。 

 (5) 補強鋼板取り付け工 

   ｱ) 補強鋼板は、所定の位置に取り付けること。 

   ｲ) 補強鋼板の取り付けの許容差・基準は表3.5.（5）を標準とする。 
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           表3.5.（5） 補強鋼板取り付けの基準 

検査項目 基準 

 補強鋼板と柱上下端部との距離 
 補強鋼板と柱上下端部との距離が設計図書と

著しく異ならないこと。 

補強鋼板と柱との間隙 3～5mmを標準とし、著しく異ならないこと。 

    

ｳ) 補強鋼板の取り付けについて検測を行い、結果を記録し、監督員に報告すること。 

   ｴ) 柱部材端から補強鋼板取り付け面の柱断面幅の２倍までの範囲の補強鋼板を分割して取り付

ける場合、およびこれ以外の範囲で補強鋼板を鉛直に分割して取り付ける場合には、補強鋼板

は溶接等により一体化すること。 

   ｵ) 溶接を行う場合は、「２章６ 溶接」によること。 

   ｶ) 溶接部の検査は以下によること。 

   a 検査方法は、浸透探傷試験（JIS Z 2343）により全数検査とし、全溶接長を行うこと。 

   b 合格基準は、割れがないこと。 

   c 浸透探傷試験に従事する技術者は、（一社）日本非破壊検査協会により認定された資格を有

する者とする。また、検査および合否の判定は、レベル2以上の技術者が行うこととする。 

   d 溶接部の検査にあたっては、検査要領、検査技術者の経歴および資格等について、あらかじ

め届け出て監督員の承諾を受けること。 

   e  溶接部の検査の記録を行い、その結果を監督員に報告すること。 

   ｷ) 樹脂系接着剤を用いて補強鋼板と既設RC部材を一体化する場合は、樹脂系接着剤の品質につ 

   いてあらかじめ届け出て、監督員の承諾を得ること。 

   ｸ) 樹脂系接着剤を用いて補強鋼板と既設RC部材を一体化する場合は、接着剤の性能が発揮でき 

   るように、部材表面を十分乾燥させてから施工すること。 

   ｹ) 樹脂系接着剤は所定量使用すること。 

   ｺ) 樹脂系接着剤の注入を行う場合、空気抜きパイプから注入樹脂の漏出の確認を行うこと。 

   ｻ) 樹脂系接着剤の使用量の記録を行い、その結果を監督員に報告すること。 

 (6) アンカー長の測定 

ｱ) アンカー長の検査は、パルス反射法による探傷法とし、使用機材は、下記の仕様もしくは同等以上の

機器を使用することとし、あらかじめ届出て承諾を受けること。 

探傷器：デジタル探傷器 

探傷子：周波数2MHz または5MHz 

接触媒体：ソニコートBSLまたはそれに代わるもの 

距離校正用対比試験片：測定対象となるアンカーと同等の鉄筋 

ｲ) 測定に従事する技術者のうち１名は、使用する超音波探傷器に精通し、（一社）日本非破壊検査協

会の超音波探傷レベル2以上のものが実施するものとし、あらかじめ届出て承諾を受けること｡ 

ｳ) 本測定の前に、距離校正用対比試験片を用いて、超音波探傷器の校正を行う。また、測定部    

の第１回底面エコー高さを表示画面の50～100％になるように､測定感度を調整すること。 

ｴ) 各アンカーの頭部端面に接触媒体を塗布し、探傷子を密着させて長さを測定する。測定値を    

記録用紙に記入すると同時に、測定波形および測定値を記録紙により出力する。記録紙による出力機

能がない測定器を使用する場合は､モニターをデジタルカメラによる撮影等で記録すること。 
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ｵ) 検測結果は、アンカー長ごとの検測結果記録および波形図を添付して報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.5.(6) 超音波探傷器によるアンカー長の測定例 

 

(7) 表面処理工（補強鉄筋、補強鋼板、ナットの防錆） 

 ｱ) 補強鉄筋、補強鋼板およびナットが表面に露出する場合は、原則として塗装等の防錆処理を行う

こと。なお、塗装による防錆処理を行う場合は、表3.5.（7）を標準とする。 

 ｲ) めっきによる防錆処理を行う場合には、JIS H 8641 HDZ35（亜鉛めっき）、亜鉛クロム酸複合被

膜（ダクロタイズドめっき、２コート、２ペーク）と同等以上とすること。 

 ｳ) エポキシコーティングによる防錆処理を行う場合は塗膜厚を200μｍ以上とすること。 

 

              表3.5.（7） 一般環境用の外表面塗装系 

工 種 塗 装 名 標準使用量（g/㎡) 塗装間隔（20℃） 

工
場
塗
装 

素地調整  ブラスト方法で、さび、黒皮などを除去する。 
3H以内 

第 1層 
 鉛・クロムフリー長ばく型 

エッチングプライマー 
スプレー 130 

12H～3M 

現
場
塗
装 

第 2層  厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 は  け 200 

24H～7D 

第 3層  厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 は  け 200 

24H～7D 
第 4層  厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 は  け 200 

    (注) 1 厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料について、気温10℃以下で塗装する場合は、同、低温用を用いる。 

         なお、低温用を用いる場合の塗装間隔は5℃の時を示す。 

             2  同一塗料を塗り重ねる場合は、多少色を変えること。 

        3  H：時間、D：日、M：月 を示す。 

        4  現場塗装は、はけによらずローラー塗りとすることができる。 



15 

  ｴ) 塗装による防錆処理を行う場合、塗料の色合いは、コンクリートに近い色とし、あらかじめ届

け出て監督員の承諾を受けること。 

  ｵ) 塗装による防錆処理を行う場合、第２層目の塗装に先立ち、搬入および現地仮設時等の塗膜損

傷やさびの発生、モルタル等の付着がある場合には、入念に処理すること。 

  ｶ) 防錆処理剤の使用量の記録を行い、その結果を監督員に報告すること。 

 

６ 工事記録 

 次の資料を報告すること。 

 (1)補強鉄筋規格証明書 

 (2)補強鋼板規格証明書 

 (3)削孔時検査報告書（径、長、位置(全数)） 

 (4)補強鉄筋の取り付けについての検測記録 

 (5)超音波探傷器による補強鉄筋長検測結果および波形図(全数)(注) 

 (6)モルタルカプセルの使用量 

 (7)モルタルカプセルの浸水時間と水温の記録 

 (8)モルタルカプセルの充填状況（補強鉄筋挿入後）（全数） 

 (9)補強鋼板の取り付けについての検測記録 

 (10)溶接部の検査記録 

 (11)接着剤の品質証明書 

 (12)接着剤の使用量の記録 

 (13)防錆処理剤の検査報告書（防錆処理剤の品質、規格証明書類、防錆処理剤の購入量に関する資 

    料） 

 (14)防錆処理剤の使用量の記録 

 (15)仕上がり形状の記録 

    （注）超音波探傷器による検測以外に他の合理的な方法がある場合は、あらかじめその方法について届け出て監 

    督員の承諾を得た後、その方法により検測を行ってもよい。 

 

７ 工事写真 

 工事写真は、次の項目が確認できる写真を監督員に報告すること。 

 (1)配筋状態確認状況 

 (2)削孔時検測 

 (3)補強鉄筋の取り付けについての検測 

 (4)補強鉄筋長の検測 

 (5)モルタルの充填状況（補強鉄筋挿入後） 

 (6)補強鋼板の取り付けについての検測 

 (7)溶接部の検査 

 (8)接着剤の使用量の確認 

 (9)防錆処理剤の購入量および使用量の確認 

 (10)塗装検査（素地調整および塗装各層の記録写真） 

 (11)仕上がり形状の測定 
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４章 RB（リブバー）耐震補強工法 

 

１ 施工計画書 

 RB耐震補強工法による耐震補強工事の施工にあたっては、 次の事項を記載した施工計画書をあら

かじめ監督員に提出すること。 

 (1) 工事概要 

(2) 施工体制 

 (3) 作業工程 

  (4) 使用材料および数量（補強鋼材、コーナー支持材、充填モルタル、防錆処理材等） 

 (5) 機械器具類 

  (6) 施工方法 

（施工順序、コーナー支持材および補強鉄筋組立工、モルタル充填工、ナット本締工、表面処理

工等） 

 (7) 品質管理計画 

（品質管理値、品質管理（検測項目）・箇所・方法・記録方式、工事記録、工事写真等） 

 (8) その他 

 

２ 施工管理者 

 RB耐震補強工法の施工にあたっては、コンクリート構造物の耐震補強工事に関する２年以上の実務

経験を有するもの、またはこれと同等以上の専門的知識を有すると監督員が認めた者を施工管理者と

して現場に常駐させること。 

 

３ 材料 

 (1)補強鋼材 

   SD345 (JIS G 3112)、SD390 (JIS G 3112)、SD490（JIS G 3112）、 

USD685のねじふし鉄筋およびPC鋼棒（丸棒B種） 

 (2)充填モルタル 

  ｱ) コーナー支持材に充填モルタル（無収縮モルタル）を用いる場合は、所要の強度、および良好

な流動性を有するものとし、その材料について、あらかじめ届け出て承諾を得ること。 

  ｲ) 充填材の品質は表4.3.（2）を標準とする。 

                表4.3.（2） 充填材の品質 

コンシステンシー（注） 

ＪＰ漏斗使用 
圧縮強度 

流下時間（秒） 28日（Ｎ/㎜ 2） 

14～23 設計値以上 

 （注）コンシステンシーをＪＡ漏斗、Ｊ14漏斗により測定する場合は、別途基準値を定めること。 

 

４ 施工 

 (1)準備工 

  工事の施工の支障となる設備等は、必要最小限の範囲を撤去し工事の完了後復旧すること。また、 
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柱の寸法を確認すること。 

 (2)柱表面清掃 

  工事の施工にあたり、柱く体に付着している泥等は取り除くこと。 

 (3)コーナー支持材および補強鋼材組立工 

   ｱ) コーナー支持材および補強鋼材は、所定の位置に堅固に組み立てること。 

  ｲ) コーナー支持材および補強鋼材の組立の許容差・基準は表4.4.（3）を標準とする。 

       表4.4.（3） コーナー支持材および補強鋼材組立の許容差・基準の標準 

検査項目 許容差・基準 

 補強鋼材段数 

 

 補強鋼材と柱表面との間隔 

 

 柱上下端部から補強鋼材までの距離 

   1D （D：部材の断面高さ） 区間および 1D 区間以外の 

 それぞれの区間について、補強鋼材段数が設計図書どおり

で、その配置間隔、配置状況 （補強鋼材と柱表面との間隔、

柱上下端部から補強鋼材までの距離 ）が設計図書と著しく

異ならないこと。 

ｳ) コーナー支持材は、柱コンクリート面と面接触するように整正すること。 

   ｴ) コーナー支持材の組立にあたり、位置がずれないように措置すること。 

   ｵ) コーナー支持材および補強鋼材の組立の検測を行い、その結果を報告すること。 

(4)モルタル充填工 

  ｱ) 充填モルタルは、確実に充填すること。 

  ｲ) 充填モルタルの品質管理試験は、コンシステンシーおよび圧縮強度について行い、その頻度は

１打設日ごと１回（３供試体）とする。 

ｳ) 充填モルタルの品質管理試験の基準値は、表4.4.(2)の値を参照すること。 

ｴ) 充填モルタルの品質管理試験の記録を行い、その結果を報告すること。 

  ｵ) 充填モルタルの使用量の記録を行い、その結果を報告すること。 

(5) ナット本締工 

  ｱ) 補強鋼材をコーナー支持材に固定するナットは、ダブルのナットとすることを原則とし、供用

中に緩みが生じないように締め付け、緩み止め対策を行うこと。 

    ただし、D51（SD345、SD390、SD490）およびPC鋼棒（丸棒B種）を使用する場合については、

シングルのナットとしてよい。 

  ｲ) ナットの本締めにあたっては、トルクレンチ（所定の締付け力が得られるもの）により、トル

ク管理を行うこと。なお、所定の締付け力とは、ねじふし鉄筋に使用するナットの場合、 

   177N･mを標準とし、PC鋼棒に使用するナットの場合、表4.4.（5）に示す鋼棒径ごとに定めら

れた1次締付け、2次締付けの所要締付けトルク値を標準とする。 

 

表4.4.（5） PC鋼棒を用いた場合のナットの所要締付けトルク 

 

 

 

 

 

 

 

PC鋼棒径（㎜） １次締付け（Ｎ・m） 2次締付け（Ｎ・m） 

19 100 200 

23 120 250 

26 150 300 

32 180 350 
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ｳ) 全ナットの本締め後、外側のナットについて、再度、トルクレンチ（所定の締付け力が得られ

るもの）により、所定のトルクが導入されていることを確認し、結果を記録し報告すること。 

  ｴ) 緩み止め対策は、接着剤（ハードロックⅡボルトロック6M、ボルトロック2M、または同等品

以上）注入もしくは塗布、または、これと同等の効果のあるものにより行うこと。 

ｵ) 接着剤（ハードロックⅡボルトロック6M、ボルトロック2M、または同等品以上）塗布の場合、

補強鋼材とナットの間に接着剤を全周にわたり塗布すること。なお、接着剤（ハードロックⅡ

ボルトロック6M、ボルトロック2M、または同等品以上）の標準的な塗布量は2ｇとする。 

ｶ) 接着剤の使用量の記録を行い、結果を記録し報告すること。 

   ｷ) 施工終了時には、緩み止め対策について、全箇所の確認を行い、結果を記録し報告すること。 

(6) 表面処理工（補強鋼材、コーナー支持材の防錆） 

   ｱ) 補強鋼材にSD345、SD390、SD490、USD685のねじふし鉄筋を用いる場合の補強鋼材およびコー

ナー支持材（ナット、定着金具等）については、原則として、めっき、エポキシコーティング、

または塗布等の防錆処理を行うこと。 

   ｲ) 補強鋼材にPC鋼棒を用いる場合の補強鋼材およびナットについては、原則としてディスゴ処

理または、亜鉛クロム酸複合被膜（ダクロタイズドめっき、2コート、2ペーク）により防錆処

理を行うこと。なお、その他のコーナー支持材の定着金具等については、原則として、めっき、

エポキシコーティング、または塗装等の防錆処理を行うこと。 

   ｳ) めっきによる防錆処理を行う場合には、JIS H 8641 HDZ35（亜鉛めっき）、亜鉛クロム酸複

合被膜（ダクロタイズドめっき、2コート、2ペーク）と同等以上とすること。 

   ｴ) エポキシコーティングによる防錆処理を行う場合は被覆厚を200μｍ以上とすること。 

   ｵ) 塗装による防錆処理を行う場合は、表4.4.（6）を標準とする。 

   ｶ) 防錆処理剤の使用量の記録を行い、その結果を報告すること。 

 

表4.4.（6） 一般環境の塗装系（工場塗装） 

工 種 塗 装 名 標準使用量（g/㎡) 塗装間隔（20℃） 

素地調整 
 ブラスト方法で、さび、黒皮などを除去する。 

部材隅角部を処理する。 3H以内 

第1層 
 エッチングプライマー２種または

３種 
スプレー 130 

12H～3M 

第2層  厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 スプレー 300 

24H～7D 

第3層  厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 スプレー 300 

24H～7D 
第4層  厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 スプレー 300 

H：時間、D：日、M：月 を示す。 
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５ 工事記録 

 次の資料を報告すること。 

 (1)補強鉄筋規格証明書 

 (2)コーナー支持材の品質証明書 

 (3)補強鋼材およびコーナー支持材の組立検測記録 

 (4)充填モルタルの品質管理記録 

 (5)充填モルタルの使用量の記録 

 (6)トルクの再確認の記録 

 (7)接着剤の使用量の記録 

 (8)緩み止め対策実施状況確認結果の記録 

 (9)防錆処理剤の検査報告書 

（防錆処理剤の品質、規格証明書類、防錆処理剤の購入量に関する資料等） 

 (10)防錆処理剤の使用量の記録 

 

６ 工事写真 

 工事写真は、次の項目が確認できる写真を監督員に報告すること。 

 (1)コーナー支持材および補強鋼材の組立検測 

 (2)充填モルタルの品質管理 

 (3)接着剤の使用量の確認 

 (4)防錆処理剤の購入量および使用量の確認  

 (5)塗装検査（素地調整および塗装各層の記録写真） 
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