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コンクリート建造物の維持保全に アサヒボンドの接着補修材が
確実な施工に アサヒボンド工業会の会員が お役に立ちます
概

要
アサヒボンド工業㈱は、昭和 40 年の創業直後から、
コンクリート建造物の、補修・改修・保存工事用接着剤
の研究・開発・製造・販売に取り組んで来た。
現場施工用の接着剤は、様々な悪条件の中でも、期待
した性能が得られる事が大切である。そこで、昭和 58 年、
意欲ある施工店・販売店等で「アサヒボンド工業会」を
組織し、現場の最前線の方々の知恵と苦労を活かして、
材料・工法の開発を始めとして、様々な課題に取り組ん
で来た。それらの成果の一部を紹介する。
建築改修工事用接着剤

アサヒボンド

用 途
浮き補修に（JIS A6024）
ひび割れ補修に
欠損部補修に
U カット補修に
タイル部分張替用に
シール用エポキシ樹脂は
注入用軟質系エポキシ樹脂は

品 番
576/573
551/573
BE2 ★ /BE12/BE13
EL55 ★
507
505 ★
556/556M

★は（社）公共建築協会「建築材料等評価名簿」掲載品

土木・建築

構造補強用接着剤

アサヒボンド

用 途
品 番
鋼板等接着補強工法用（注入材） 801 ☆ /801L ☆
〃
（シール材） 850 ☆
耐震補強各種工法用（プライマー）700P
〃
（含浸・接着）701
アンカーボルト接着工法用
871 ☆
☆は日本道路公団他の品質規格合格品

スクイズ bar（工期短縮型 自動式低圧注入器）
●スクイズ bar ポンプによる簡単充てん
●ワンタッチ装着
●樹脂の追加も注入器を交換するだけで簡単
●作業効率大幅向上
レジアンダー（水性エポキシ樹脂混入下地処理材）
レジアンダーは、水性エポキシ樹脂を混和液としたセ
メント系下地調整塗材である。
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塗膜防水材、樹脂系床材、エポキシライニング材等の
塗り仕上材を施工する際に生じるピンホールやクレー
ター、積層ライニングに生じるフクレ等のトラブルを防
止するとともに各種既存下地に堅固に付着する。
また、混和液を上塗りすることにより、透水性のない
下地調整材とすることができる。
（特 長）
1. ピンホール・クレーター・ふくれの原因となる下地の
巣穴・豆穴を容易に修復できる。
2. 各種下地（コンクリート・タイル・金属類等）との付
着性に優れている。
3. 混和液を上塗りすると、短時間で透水のない下地調整
材
4. 上塗材（ウレタン・エポキシ等）の付着性が良く、プラ
イマーなしでも樹脂塗材がレジアンダーに堅固に付着。
5. 耐溶剤性に優れ、FRP 防水の下地調整材として使用
が可。
6. 表面乾燥が早い。
7. 塗りのびが良く、材料の使用量が少なくてすむ。
（用 途）
1. 防水改修工事の下地調整
2. 塗床・ライニング工事の下地調整
3. 連続繊維シート工法の下地調整
4. 長尺シート・Ｐタイル等の下地調整
5. 各種下地と上塗材との仲介接着
ゴムエース（加硫ゴムシート防水の耐久性向上）
防水用ゴムシートは、20 年以上の耐久性があると言
われるが、通常使用される接着剤の耐久性が劣るため、
接合部のシートがめくれ易く、接合不良から漏水事故の
原因になりかねない。
ゴムエースは、防水用ゴムシート同士やモルタル等へ
の接着性に優れるので、端末や接合部からの漏水を確実
にシャットして、防水寿命をシートの寿命近くまで延ば
すことが可能となった。
（特 長）
1. 無溶剤なので、肉痩せや、引火の危険性がなく、大気
の汚染性がない。
2.EPDM 系加硫ゴム防水シート、コンクリート、モルタ

ル、金属への接着性良好。
ル、金属への接着性良好。
3.片面塗りのため、施工性に優れている。
3. 片面塗りのため、施工性に優れている。
4.柔軟性があるので、ゴムシートの伸びに、かなり追従
4. 柔軟性があるので、ゴムシートの伸びに、かなり追従
できる。
できる。

（用 （用
途） 途）
1.防水ゴムシートの接合部剥がれの補修。
1. シートの接合部の剥がれの補修
2.防水ゴムシートの切断箇所の補修。
2. シートの切断箇所の補修。
3.防水ゴムシートのふくれ箇所の補修。
3. シートのふくれ箇所の補修。
4.防水ゴムシートの末端の補修。
4. シートの末端の補修。
5.シートの張付け施工。ウレタン防水との組合せ施工。
5. ウレタン防水との組み合わせ工法。

速モル（短時間硬化型 断面欠損修復材）
速モル（短時間硬化型 断面欠損修復材）
「速モル」は、欠損部補修材の短時間硬化タイプ。
「速モル」は、欠損部補修材の短時間硬化タイプ。
１液１粉体方式で優れた成形性を持つ。大規模改修工
１液１粉体方式で優れた成形性を持つ。大規模改修工
事等の現場における、防水・塗装工事の下地に発見され
事等の現場における、防水・塗装工事の下地に発見され
た、予期しない断面欠損箇所の修復。冷凍倉庫の欠損部
た、予期しない断面欠損箇所の修復。冷凍倉庫の欠損部
補修工事や冬季の工事等、低温硬化性の要求される現場
補修工事や冬季の工事等、低温硬化性の要求される現場
等に活用されている。
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耐震補強ハイゼラス工法
［(財)日本建築防災協会
技術評価
｢建防災発2497号｣］
［（財）日本建築防災協会
技術評価
｢建防災発
2497 号｣］

ハイゼラス工法は、ファイベックス株式会社が実用化
ハイゼラス工法は、ファイベックス株式会社が実用化
し、ハイゼラス工法研究会を組織し展開している、アラ
し、ハイゼラス工法研究会を組織し展開している、アラ
ミド繊維シートを使用した、耐震補強工法である。
ミド繊維シートを使用した、耐震補強工法である。
アサヒボンド工業株式会社は、この工法に使用する接
アサヒボンド工業株式会社は、この工法に使用する接
着剤を供給すると共に、アサヒボンド工業会と連動し、
着剤を供給すると共に、アサヒボンド工業会と連動し、
ハイゼラス工法研究会のメンバーとして、この工法の普
ハイゼラス工法研究会のメンバーとして、この工法の普
及活動と、施工技術者の養成に協力している。
及活動と、施工技術者の養成に協力している。
（概（概
要）要）
●既存建物の柱・梁にアラミド繊維シートを巻き付けて
●既存建物の柱・梁にアラミド繊維シートを巻き付けて
地震時の安全性を向上させる耐震補強工法。
地震時の安全性を向上させる耐震補強工法。
●壁付き柱に対してもシート定着金物や柱際のスリット
●壁付き柱に対してもシート定着金物や柱際のスリット
が不要な、合理的かつ画期的な補強工法。
が不要な、合理的かつ画期的な補強工法。
帯シート

等に活用されている。

1day グラウト ( 下地補修一日完了工法 )
1dayグラウト (下地補修一日完了工法)
使用中の建造物の補修・改修工事は、短時間施工が望
使用中の建造物の補修・改修工事は、短時間施工が望
まれる。通常のひび割れ注入補修工事は、器具の取付け
まれる。通常のひび割れ注入補修工事は、器具の取付け
から器具の撤去・仕上げまでの３日工程である。
から器具の撤去・仕上げまでの３日工程である。
1day
グラウトを注入剤とし、シール及び器具の取付
1dayグラウトを注入剤とし、シール及び器具の取付け
けに「速硬化型パテ材：ラピッド５」を使用して自動式
に「速硬化型パテ材：ラピッド５」を使用して自動式低
低圧注入器としてスクイズｂ
a ｒ を活用すると、１日
圧注入器としてスクイズｂaｒ を活用すると、１日で、
で、器具の撤去・仕上げまで完了する。
器具の撤去・仕上げまで完了する。
1day
グラウトは、－ 10℃でも使用できま、油面や湿
潤面にもよく接着する。
JIS A 6024 の要求性能を満たす。
1dayグラウトは、-10℃でも使用できま、油面や湿潤

アラミド繊維の「カ
アラミド繊維の
バーシート」を柱・
「カバーシート」を
梁の表面に貼り付け
柱・梁の表面に貼り
た上に、壁やスラブ
付けた上に、壁やス
に一定の間隔で設け
ラブに一定の間隔で
た貫通孔に「帯シート」を通して巻きつける。
設けた貫通孔に「帯シート」を通して巻きつける。
「帯シート」には従来のものに比べて繊維量の多いも
「帯シート」には従来のものに比べて繊維量の多いも
のを用いて補強効果を高めている。
のを用いて補強効果を高めている。
PL-9×200
L-200×200×9

面にもよく接着する。JIS A 6024 の要求性能を満たす。

ＵＦセラトップ工法（鋼構造物塗替え防錆工法）
下塗材から仕上塗材まで全てに、重金属を含まない、
ＵＦセラトップ工法（鋼構造物塗替え防錆工法）
無溶剤水系材料で塗材を構成できた。そこで、これらの
下塗材から仕上塗材まで全てに、重金属を含まない、
材料による鋼構造物塗替え防錆工法を展開するもの。
無溶剤水系材料で塗材を構成できた。そこで、これらの
施工は、｢ＵＦ施工管理士」が在籍するアサヒボンド
材料による鋼構造物塗替え防錆工法を展開するもの。
工業会の会員会社で実施する。
施工は、 ｢ＵＦ施工管理士」が在籍するアサヒボンド
下塗材（アンダーフィックス）の開発は、平成 13 年、
工業会の会員会社で実施する。
鉄道総合技術研究所との出会いから始まった。室内実験
下塗材（アンダーフィックス）の開発は、平成13年、
を重ね、平成 15 年からは、千葉県南房総市千倉町海岸
鉄道総合技術研究所との出会いから始まった。室内実験
沿いで、さまざまな材料の組み合わせでの暴露試験を積
を重ね、平成15年からは、千葉県南房総市千倉町海岸沿
み重ね、材料選定を行った。
いで、さまざまな材料の組み合わせでの暴露試験を積み
中塗材を含め、市販仕上塗材を活用した実証試験は、
重ね、材料選定を行った。

平成 17 年、初代南極観測船 ｢宗谷｣ の船室内部と、秋
中塗材を含め、市販仕上塗材を活用した実証試験は、
田市の商業ビル外階段の塗替え工事などに採用された
平成17年、初代南極観測船 ｢宗谷｣ の船室内部と、秋田
他、数多くの試験施工現場で行われ、現在良好な経過を
市の商業ビル外階段の塗替え工事などに採用された他、
観察している。
数多くの試験施工現場で行われ、現在良好な経過を観察
市販仕上塗材を活用した、代表的な本格施工は、平成
19 ～ している。
20 年に、熊本県南阿蘇鉄道の全橋梁。21 年と 22
市販仕上塗材を活用した、代表的な本格施工は、平成
年には、新潟県佐渡市の大型店舗の折板屋根の塗装。22
19～20年に、熊本県南阿蘇鉄道の全橋梁。21年と22年に
年～ 23 年に、熊本県くま川鉄道の橋梁に、実施された。
は、新潟県佐渡市の大型店舗の折板屋根の塗装。22年～
この度、水系仕上塗材を発売する準備ができたので、
23年に、熊本県くま川鉄道の橋梁に、実施された。
「ＵＦセラトップ工法」として発表することになった。

この度、水系仕上塗材を発売する準備ができたので、

「ＵＦセラトップ工法」として発表することになった。

アラミドシート
（90t 級 3 層）
ボルト（M20）
空隙部樹脂充填

従来の、シートを柱
全面に巻き付ける工法
は、壁位置でシートが
途切れるので、金物を
用いて定着するか、柱
際に沿って、壁の全高
さにスリットを設けて
シートを通す必要があ
り、施工が非常に困難
な場合が多い。

[壁付き柱の全面巻き付けによる補強例]

ハイゼラス工法
ハイゼラス工法
（�igh Quantity �ebra-shaped

Retrofitting with Aramid Sheet）

（High Quantity Zebra-shaped Retrofitting with Aramid Sheet）

（特

長）

（特 長）
●帯シートを間隔を開けて巻き付けても全面巻き付けと
●帯シートを間隔を開けて巻き付けても全面巻き付けと
同等の性能が得られる。
同等の性能が得られる。
●カバーシートを併用することで補強性能をより高める
●カバーシートを併用することで補強性能をより高める
ことができる。
ことができる。
●壁付き柱、スラブに取り付く梁への補強が効果的。
●壁付き柱、スラブに取り付く梁への補強が効果的。
●補強後の建物の荷重増は少なく，基礎などに及ぼす影
●補強後の建物の荷重増は少なく，基礎などに及ぼす影
響がない。
響がない。
●重機を必要とせず、狭い空間での施工が可能。
●重機を必要とせず、狭い空間での施工が可能。
●アラミドシートはしなやかなので，柱コーナーの面取
●アラミドシートはしなやかなので，柱コーナーの面取
りを簡略化できる。
りを簡略化できる。
●高軸力を受ける柱にも、対応可能。
●高軸力を受ける柱にも、対応可能。
��は：アサヒボンド工業会 または

詳細は：アサヒボンド工業会
ファイベックス株式会社内または
ハイゼラス工法研究会
ファイベックス株式会社内
ハイゼラス工法研究会
(http://www.fibex.co.jp
)
（http://www.fibex.co.jp）
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