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ＮＯ．    作成日

工種

右番号から選択 　１　工法
　２　材料
　３　機械
　４　情報
　５　その他

会社名
住所 ＴＥＬ
会社名
担当部署
氏名
住所
TEL FAX
URL
E-mail

概要 セットフォーム工法は、既設トンネルの補修工事において覆工コンクリート背面に生じる
空隙を硬質発泡ウレタンによって充填する裏込注入工法である。従来の可塑性エアモルタル注入工法は
強度発現に時間がかかるため、水の存在下で分離、流出、消泡などの問題があり、これらを解決する
ために瞬結性の硬質ウレタンを注入するセットフォーム工法が開発された。40倍発泡品の開発に
より更なる注入時間の短縮と材料費の低減を可能にした。
特徴 注入後約1分で硬化し、30分で最終強度が発現するので、早期安定性に優れる。
地山への浸透や逸走が少ないため、注入量の低減が図れ、予算管理が容易。反対車線から注入材の
漏出事故が起こりにくい。搬入する材料が40分の1で済む。施工設備が小型軽量なため、ヤードや
道幅の狭さによる制約を殆ど受けない。発泡後のフォームは独立気泡で構成されており、止水効果に優れ
膨張、収縮などの体積変化はほとんど起きない。環境にやさしいノンフロンウレタンである。
施工方法
2液のウレタン系注入材を2ポンプで注入口付近まで圧送し、Y字管・圧力計等からなるミキシングユニット
で混合・撹拌する。混合された2液は注入ホース・注入管を通って覆工コンクリート背面に吐出され、撹拌
開始から約60秒で発泡硬化し、背面空洞を充填する。
施工・材料単価（従来との比較）　【令和2年度千葉県労務単価、200m3の裏込注入、昼間施工】
従来工法（可塑性エアモルタル工法）：59,300円/ｍ3
セットフォーム工法（40倍発泡）：57,500円/ｍ3

既設道路トンネル、水路トンネル等の裏込注入工事やコンクリート構造物の
空洞充填工事に適用可能。コンパクトな注入設備のため小断面のトンネルでの施工、
注入材の密度が小さく覆工に掛かる荷重負荷が少ないため覆工の薄いトンネル、止水性に優れているので
湧水のあるトンネルへの適用が可能

モルタル系の注入材はアルカリ性のため水質の影響が起こり得る。また濁水処理設備が必要となる場合
がある。セットフォーム工法は有害物質の溶出がなく、水質への影響はなく、濁水処理施設も不要である。

施工・使用上の留意点
原液の一つは危険物第4類第4石油類に該当するので、所定の取扱管理が必要。発泡後のフォームは
自己消火性を有しているが、注入管等の切断が必要な場合、火災等の危険があるためパイプカッター等
で切断すること。１ｍ以上の大空洞を注入する際は発煙事故防止のため分割注入を検討する。

国土交通省・地方自治体管理の道路トンネル裏込注入工事は、発泡ウレタン40倍のセットフォーム工法で、
令和2年3月までで600件を超える実績を有している。
内千葉県内の実績は20件（国土交通省・県、民間等）

農業農村整備民間技術情報データベース（NNTD）登録　№1021

令和2年7月6日

　７　その他

１．土木 ３．道路

右番号から選択

11.2.4.5.6
分　類

次のいずれかの項目に適合（該当項目の□をチェック下さい）

CB-040060-VE

平成16年9月28日

（提案者）

問合せ先

東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号
開発者 日清紡ケミカル株式会社

効　　果

実績状況（相手先、件数など）

日清紡ケミカル株式会社

技術の名称

副題(商標名等)

応募技術条件
チェック

急結性・高性能硬質発泡ウレタンによる裏込注入工法

ＮＥＴＩＳ　番号
セットフォーム工法

03-5695-8886

登録(申請)年月日

県内に自社工場のある建設関連企業等が開発したもの(旭事業所　旭市)
県内に本社のある建設業者等（協会、組合等を含む）が中心となって開発したもの
県内に本社のある建設業者等が開発したもの。

施工・使用後の環境への影響

適用条件・範囲

分　　野

　１　コストの縮減
　２　安全性向上
　３　品質の向上
　４　工期の短縮
　５　環　境

効果を選択した理由を
下記概要や特徴に含めて
記入してください

　６　施工性の向上

その他（特許番号、各種適合基準、グリーン購入法、建設技術審査証明書・ＧＩＳなど）

新技術の提案（様式２－１）

https://www.nisshinbo-chem.co.jp/index.html
j-sasano@nisshinbo.co.jp

断熱事業部　営業1課
笹野　順司
千葉県旭市鎌数9163-13
0497-60-3555 0479-62-4583



（様式２－２）



ＮＯ．    作成日 令和　２年 ６月 ８日

工種

右番号から選択 　１　工法
　２　材料
　３　機械
　４　情報
　５　その他

会社名
住所 ＴＥＬ
会社名
担当部署
氏名
住所
TEL FAX
URL
E-mail

概要

特徴

施工方法
LLｸﾘｰﾄは高炉ｽﾗｸﾞ微粉末を配合した場合でも、従来の普通ｺﾝｸﾘｰﾄ同様の材齢14日にて設計基準強度を十分に確保します。

施工・使用上の留意点

国7件、地方公共団体35件、民間4件　（千葉県内5件）

・建設技術審査証明（高炉ｽﾗｸﾞをもちいた耐塩害性・耐硫酸性の低炭素型のｺﾝｸﾘｰﾄ）審査証明第1909号

・特許第5912504号

LLｸﾘｰﾄtype-A：日本下水道事業団「下水道ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の腐食抑制技術及び腐食技術ﾏﾆｭｱﾙ」を準拠
製造コスト：一般的な普通ｺﾝｸﾘｰﾄと比較し、LLｸﾘｰﾄtype-Aは約１０%UPで耐塩害性・耐硫酸性を得ることが可能となる。
製品価格のご提示につきましては、個別対応とさせて頂いております。千葉営業所：担当者へお問い合わせをお願いします。

ゼニス羽田株式会社

適用条件・範囲

043-265-5636

03-3556-0464

千葉県千葉市中央区南町２－２２－１４　エースハイムちば２０３

ＮＥＴＩＳ　番号
長寿命コンクリート

　６　施工性の向上 右番号から選択

KT-160066-A

分　類

（提案者）

問合せ先

東京都千代田区麹町５丁目７－２
開発者

施工・使用後の環境への影響

・耐塩害性（type-S）
化学抵抗性や水密性に優れた高炉ｽﾗｸﾞを主材料に配合したLLｸﾘｰﾄは塩分の侵入に抵抗して鉄筋の腐食を著しく抑制します。
・耐硫酸性（type-A)
硫酸ｲｵﾝと水酸化ｶﾘｳﾑの反応により二水石膏が改正される過程をより緻密な結晶構造とすることで硫酸の浸透を抑制します。
・低炭素
ｾﾒﾝﾄの配合量を減らし高炉ｽﾗｸﾞ微粉末と高炉ｽﾗｸﾞ細骨材を配合することにより普通ｺﾝｸﾘｰﾄ比でCO2の60%削減を実現。

高炉ｽﾗｸﾞ微粉末を配合したｺﾝｸﾘｰﾄは初期強度の発現が遅くｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品の製造工程に用いることは難しいとされてきまし
た。しかしLLｸﾘｰﾄは混和材と養生の工夫から脱型強度を確保するとともに材齢14日において設計基準強度を十分に確保し強
度設計を可能としました。従って特別にｺﾝｸﾘｰﾄの養生期間を必要としません通常のｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品の取り扱いに準じます。

LLｸﾘｰﾄは、普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄを高炉ｽﾗｸﾞ微粉末へ70%以上置き換えることにより、普通ポルトﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄのような焼成工程が無
くｴﾈﾙｷﾞｰ節約ができ、二酸化炭素の発生も非常に少ない。  排出されるCO2の70%ｶｯﾄを実現しています。

耐塩害性（type-S)：塩害に対する照査は「土木学会　コンクリート標準示方書（設計編）」に準じて行う。
耐硫酸性(type-A)：硫酸水溶液浸せき試験の判定基準である日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及
び防食技術マニュアル」（供試体を5％の硫酸水溶液に28日間浸せきした時の重量変化率が±10％以内であること）を満たす。

分　　野

　１　コストの縮減
　２　安全性向上

１．土木 １．共 　通

その他（特許番号、各種適合基準、グリーン購入法、建設技術審査証明書・ＧＩＳなど）

043-265-7691

実績状況（相手先、件数など）

ゼニス羽田株式会社

施工・材料単価（従来との比較）

登録(申請)年月日

県内に自社工場のある建設関連企業等が開発したもの(千葉工場　横芝光町)
県内に本社のある建設業者等（協会、組合等を含む）が中心となって開発したもの
県内に本社のある建設業者等が開発したもの。

2

平成28年9月15日

次のいずれかの項目に適合（該当項目の□をチェック下さい）

技術の名称

副題(商標名等)

効果を選択した理由を
下記概要や特徴に含めて
記入してください

　３　品質の向上
　４　工期の短縮

効　　果
　７　その他

1、3、5

新技術の提案（様式２－１）

http://www.zenith-haneda.co.jp
mi-kodaira@zenith-haneda.co.jp

千葉営業所
古平　光正

応募技術条件
チェック

LLクリート

　５　環　境

LLｸﾘｰﾄは、結合材に70%を超える高炉ｽﾗｸﾞ微粉末を配合したｺﾝｸﾘｰﾄです。高炉ｽﾗｸﾞの特性から化学抵抗性、水密性や長期強
度の向上によって、耐久性に優れた長寿命ｺﾝｸﾘｰﾄとなります。また高炉ｽﾗｸﾞは、溶鉱炉で銑鉄を生産する際に生成される副産
物なので、その利用により、環境負荷の低減に寄与するエコなｺﾝｸﾘｰﾄです。

お客様より

設計検討のご依頼

お客様より

必要資料の送付
当社にて検討

お客様へ

検討成果品の引き渡し

工事発注後

落札業者様と協議・契約

製造販売

現場納入



（様式２－２）



ＮＯ．    作成日 令和２年７月１５日

工種

右番号から選択 　１　工法
　２　材料
　３　機械
　４　情報
　５　その他

会社名
住所 ＴＥＬ
会社名
担当部署
氏名
住所
TEL FAX
URL
E-mail

概要

特徴

施工方法

・建設物価　2020年7月号　P.361に掲載
・積算資料　2020年7月号　P.515に掲載

・擁壁高さ0.6ｍ～4.5mの使用に適用します。

・擁壁の載荷重は、10kN/m
2
、土の単位体積重量は、19kN/m

2
、土の内部摩擦角度は、30°を標準と

　しています。

特になし

施工・使用上の留意点
・根入れを底版つけ根上面より50cm以上を標準とします。
・H＝900以下の製品は、通常水抜孔がついておりませんので、必要な場合は別途確認する。
・H3100以上の擁壁には、たて壁に1/250の勾配がついております。

2018年度（H30年度）実績：６９件（国交省３件、地方自治体３１件、民間３５件）
2019年度（R1年度）実績：１１０件（国交省２件、地方自治体４３件、民間６５件）
千葉県内実績：印旛土木事務所1件、成田土木事務所1件、長生土木事務所３件、東葛土木事務所２件　他　

特になし

右番号から選択

21,3

（提案者）

問合せ先

千葉市中央区市場町3-1
開発者 千葉窯業株式会社

効　　果

実績状況（相手先、件数など）

千葉窯業株式会社

施工・材料単価（従来との比較）

千葉市中央区市場町3-1
043-221-7000

施工・使用後の環境への影響

適用条件・範囲

分　　野

　１　コストの縮減
　２　安全性向上

技術の名称

副題(商標名等)

応募技術条件
チェック

CLP-Ⅲ

「道路土工　擁壁工指針（平成24年度版）」適合L型擁壁

　７　その他

登録(申請)年月日

県内に自社工場のある建設関連企業等が開発したもの(    　工場　　　市)
県内に本社のある建設業者等（協会、組合等を含む）が中心となって開発したもの
県内に本社のある建設業者等が開発したもの。

ＮＥＴＩＳ　番号

１．土木 ３．道路

分　類

次のいずれかの項目に適合（該当項目の□をチェック下さい）

　本製品は、「道路土工　擁壁工指針（平成２４年度版）」に適合する、数少ないプレキャストL型擁壁です。

①従来品に比べて、ライフサイクルコスト（耐久性が２倍程度）が秀でている製品です。

②鉄筋かぶりをたて壁は26mm以上、水に接する底版は45mm以上確保した（設計基準強度35N/mm
2
時）。

③擁壁天端を道路勾配に合わせて加工することが出来る。

　３　品質の向上
　４　工期の短縮
　５　環　境

効果を選択した理由を
下記概要や特徴に含めて
記入してください

　６　施工性の向上

・据付施工は、従来のL型擁壁と同様です。
・製品間の継手は、金属プレートによる接続をします。

その他（特許番号、各種適合基準、グリーン購入法、建設技術審査証明書・JＩＳなど）

新技術の提案（様式２－１）

http://www.chibayogyo.co.jp/
yamanaka@chibayogyo.co.jp

千葉営業所
山中　俊一

043-221-7011

043-221-7000



（様式２－２）



ＮＯ．    作成日

工種

右番号から選択 　１　工法
　２　材料
　３　機械
　４　情報
　５　その他

会社名
住所 ＴＥＬ
会社名
担当部署
氏名
住所
TEL FAX
URL
E-mail

概要 石垣ＰＢ（曲面擁壁）
円筒ブロック擁壁は，円筒ブロック，円筒ブロックの横連結材・上下連結材，中詰め砕石からなる基本タイプと
基本タイプに控え板，控え板の連結冶具を取り付け控長を長くした控え板タイプの２種類の擁壁構造を備え
ている。

特徴

施工方法
基礎上に円筒ブロックを設置し，横連結鋼棒で隣接する円筒ブロックを横方向に連結する。連結冶具で
控え板を連結する。円筒ブロック内部および円筒ブロックと控え板の間には中詰め砕石を充填し、円筒
ブロック中詰め材の中に鋼棒を設置し，上下の円筒ブロックを連結する。

材工：26,031円/m2（胴込め、裏込め砕石含む。ブロック材料費：4,279円/m2）
※歩掛は自社歩掛

①標準的な擁壁の施工勾配は1：0.3～１：0.8とする。
②壁体の直高は７ｍ以下とする。

施工・使用上の留意点
①円筒ブロック相互のかみ合わせに留意し、ブロック間に隙間が生じないこと。
②各種連結治具の取付に留意すること。

①印旛土木事務所 - 1件
②君津土木事務所 - 1件

①道路・土工　擁壁工指針に準ずる。
②特許：登録2件、申請中6件、意匠7件、商標4件、海外特許韓国/PCT出願中4件

令和2年7月15日

　７　その他

１．土木 河川、道路、公園

右番号から選択

-

-

（提案者）

問合せ先

千葉県いすみ市岬町桑田1271
開発者 株式会社　トッコン

効　　果

実績状況（相手先、件数など）

株式会社　トッコン

施工・材料単価（従来との比較）

技術の名称

副題(商標名等)

応募技術条件
チェック

石垣ＰＢ（曲面擁壁）

ＮＥＴＩＳ　番号
円筒ブロック擁壁

登録(申請)年月日

県内に自社工場のある建設関連企業等が開発したもの(    　松丸工場　いすみ市)
県内に本社のある建設業者等（協会、組合等を含む）が中心となって開発したもの

県内に本社のある建設業者等が開発したもの。

施工・使用後の環境への影響

適用条件・範囲

分　　野

　１　コストの縮減
　２　安全性向上

0470-87-5111

分　類

次のいずれかの項目に適合（該当項目の□をチェック下さい）

　３　品質の向上
　４　工期の短縮
　５　環　境

効果を選択した理由を
下記概要や特徴に含めて
記入してください

　６　施工性の向上

その他（特許番号、各種適合基準、グリーン購入法、建設技術審査証明書・ＧＩＳなど）

新技術の提案（様式２－１）

http:/www.iizuka-group.co.jp
toccon@iizuka-group.co.jp

企画開発・技術
田中喜久・佐藤光司
千葉県いすみ市岬町桑田1271
0470-87-5111 0470-87-8555

②コンクリートブロックの再生利用が可能である。

③曲線部の施工が可能である。

③中詰め砕石や裏込め砕石として建設リサイクル材(再生砕石)なども活用できる。

①小段に植栽を用いた緑化景観や小動物の移動経路として自然環境の復元が可能である。

① 上下の円筒ブロックを連結して積み上げるため，擁壁前面は直線勾配または寺勾配の階段状となる。
② 円筒ブロックは，底板のない円筒形状で，中詰め砕石が円筒ブロック擁壁の高さ方向に連続する構造。
③擁壁躯体の構造は空積みであり、前面の小段は緑化が可能である。必要に応じ練積も可能。
④ 円筒ブロックの形状から，多様な平面線形や寺勾配の曲面擁壁に対応できる。
⑤ 擁壁高に応じ控え板により擁壁の奥行き方向の厚さを変え多様な現場条件に対応可能。



（様式２－２）

このページに、写真等の説明資料を添付してください。

ページ内であれば、写真や資料の枚数に制限はありませんが、

ファイル容量が３ＭＢを超えないよう、

また、セルの高さ・幅等の変更を行わないよう

注意してください。

石垣 ＰＢ 施工イメ゛ージ図

断面図

施工詳細図

小段緑化イメージ図 控え板部材

曲面擁壁イメージ図 石垣勾配積み断面図


