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環境に配慮した路面補修工法システム
NETIS　No.TH-000049-Ａ

小規模施工用で低騒音・省力化を可能とした小型薄層
切削機「フラット 1」と高耐久路面補修材「ファルコン」
及びファルコンを熔融する「FCクッカー」を組み合わ
せた環境負荷を抑えた画期的な路面補修システムです。
以下に各々の機械及び材料の特長を述べます。

■小型薄層切削機「フラット1」の特長
１．ダイヤモンドブレードによりアスファルトやコンク
リートを平滑に切削することができます。切削幅は
50 ～ 300mm、切削深さは 0～ 40mmまで薄層切削
が可能です。

２．重量は約 500kg で、カーゴクレーンで搬送が可能
であり、小規模施工・狭小箇所の施工に適します。

３．200V の電動型で低騒音仕様の為、市街地での作業
に適します。

４．構造上、粉塵が飛散しにくいため建築のリフォーム
等、室内作業も可能です。

■ファルコンの特長
１．小規模補修用材料として開発された、高耐久弾性舗
装材でライフサイクルコストの低減に寄与します。

２．排水性（高機能）舗装用 /流し込み用・転圧用 /明
色舗装用 /擦り付け用等、各種のバリエーションが
ございます。

３．開封後も常温で長期保存を可能とし、現場混合が一
切不要なプレミックスタイプです。

４．舗設後は散水養生により早期の交通開放が可能であ
り、養生後は弾性体となるため、衝撃やたわみに強
く、飛散や剥離が起こりにくい舗装材です。

５．アスファルト系材料のため、リサイクルが可能です。

■ファルコン専用クッカーの特長
１．ファルコンの熔融・攪拌を目的とした専用クッカー
です。

２．熔融温度の自動管理が可能で、必要な量だけを熔融
出来る為、余剰材が無く、廃棄物が発生しません。

３．間接加熱方式を採用しているため、ファルコンの劣
化を抑制します。
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メタクリル樹脂系補修工法
ドーロガード工法

ドーロガード工法とは、MMA（メチルメタクリレー
ト）樹脂を主成分とする液状樹脂と各種骨材を組み合わ
せた樹脂モルタル（樹脂コンクリート）を用いる補修工
法の総称です。

1. ドーロガードの特徴
施工性【速い！】…MMA 樹脂は 30 ～ 90 分（-15℃

～ +35℃の温度環境）で硬化が完了するので養生時間が
短く、施工時間が短縮できます。

高強度【強い！】…粘弾性特性を持ち、交通荷重のよ
うな衝撃荷重に効果的に作用します。　

耐久性【長持ち！】…耐摩耗性・耐候性が高く、紫外
線、水分、急激な温度変化や、酸、アルカリ塩分などへ
の耐薬品性に優れています。

2. ドーロガードの種類
ドーロガードは、下記の 3 種類に大別され、これらを

組み合わせる事によって様々な補修用途に使用する事が
できます。
「パーミタイト」
ドーロガード工法に用いる下地処理材で、接着プライ

マー又は浸透性補強材としてコンクリートのひび割れ充
填、劣化部等の補修・補強、 緻密化を行うものです。
「ドーロガード」
ドーロガードは、人工または天然の骨材（ドーロガー

ド骨材）を常温重合 型のメタクリル樹脂（ドーロガー
ド樹脂）で結合させた、強靭な樹脂モルタルの総称で、 
アスファルトやコンクリート下地面に塗覆することによ
り摩耗や劣化を防止し、耐久性を 向上させます。
「パーミトップ」
パーミトップは、化粧・仕上げ専用の上塗り材で、一

般塗料に比べて格段の耐候性及び耐久 性を有していま
す。パーミタイト及びドーロガードと同系のメタクリル
樹脂を主成分であ るため、下地と完全に接着・一体化
し耐候性・耐水性に 優れた塗膜を形成します。

3. ドーロガード工法の種類

4. 施工事例

資料－ 109

補修工法

メタクリル樹脂モルタル「ドーロガード」
と浸透性メタクリル樹脂「パーミタイト」
の組合せで、土木構造の補修や補強、耐
久性の向上を行う工法です。

メタクリル樹脂系補修工法
ドーロガード工法

ドーロガード工法とは、MMA（メチルメタクリ
レート）樹脂を主成分とする液状樹脂と各種骨材を
組み合わせた樹脂モルタル（樹脂コンクリート）を
用いる補修工法の総称です。

1. ドーロガードの特徴
速い！…MMA 樹脂は 30 ～ 90 分（-15℃～ +35℃

の温度環境）で硬化が完了するので養生
時間が短く、施工時間が短縮できます。

強い！…粘弾性特性を持ち、交通荷重のような衝
撃荷重に効果的に作用します。　

長持ち！…耐摩耗性・耐候性が高く、紫外線、水分、
急激な温度変化や、酸、アルカリ塩分
などへの耐薬品性に優れています。

2. ドーロガードの種類
ドーロガードは、下記の 3 種類に大別され、こ

れらを組み合わせる事によって様々な補修用途に使
用する事ができます。

「パーミタイト」
ドーロガード工法に用いる下地処理材で、接着プ

ライマー又は浸透性補強材としてコンクリートのひ
び割れ充填、劣化部等の補修・補強、 緻密化を行う
ものです。

「ドーロガード」
ドーロガードは、人工または天然の骨材（ドーロ

ガード骨材）を常温重合 型のメタクリル樹脂（ドー
ロガード樹脂）で結合させた、強靭な樹脂モルタ
ルの総称で、 アスファルトやコンクリート下地面に
塗覆することにより摩耗や劣化を防止し、耐久性を 
向上させます。

「パーミトップ」
パーミトップは、化粧・仕上げ専用の上塗り材で、

一般塗料に比べて格段の耐候性及び耐久 性を有し
ています。パーミタイト及びドーロガードと同系の
メタクリル樹脂を主成分であ るため、下地と完全
に接着・一体化し耐候性・耐水性に 優れた塗膜を
形成します。

商　品　名 用　　　　途 特　　　　徴

ドーロガード
P-01
P-05

コンクリート舗装わだち掘れ
補修および対摩耗性薄層舗装

・コンクリート舗装の4～5倍程度の耐摩耗性。
・寒冷地でのトンネル内コンクリート舗装
 やわだち掘れ補修などに最適。

ドーロガード
P-02  

〃
・コンクリート舗装の2～3倍程度の耐摩耗性
・薄塗りが可能でコンクリート舗装等の
 段差すり付けに最適。

ドーロガード
A-03

アスファルト舗装及び
コンクリート舗装の段差修正

・高靭性、低温時での柔軟性に優れ、厚さ
0～20mm程度の薄層でのすり付けに最適。

ドーロガード
S-02

橋梁コンクリート床版
断面欠損部復旧

・コンクリートと同程度の強度を持つ粘弾
性メタクリル樹脂モルタル｡橋梁コンクリ
ート床版断面欠損部の復旧に適用。

ドーロガード
スラリー

W-01

橋梁コンクリート床版、
塗布防水
鋼床版塗膜防水

・硬化後の柔軟性に優れた樹脂を直接塗布する
床版防水材｡樹脂は機械吹付け施工が可能。

ドーロガード
S-01

橋梁コンクリート床版
増厚補強、断面復旧

・粘弾性樹脂モルタルの性質を活かした床
版増厚補強に適用｡

ドーロガード
C-50

コンクリート構造物
不良・欠損部の厚塗り補修

・高強度タイプ樹脂コンクリート｡

ドーロガード
C-02

コンクリート構造物
薄層補修

・倉庫や駐車場のコンクリート床の極薄層
のわだち補修や全面的な化粧に用いる。ダ
レ止め剤の添加で急勾配面でも施工可能。

ドーロガード
キットⅡ

アスファルト舗装
コンクリート舗装
速硬補修

・アスファルト舗装用のASⅡ ､コンクリート舗
装用のJCⅡの２種類。プライマー(JCⅡ )、撒き
砂 がセットになっており小規模の補修に最適｡

ドーロガード
目地

コンクリート舗装
弾性目地

・コンクリート舗装の伸縮目地材｡

ドーロガード
J-02

橋梁伸縮装置嵩上
・橋梁伸縮装置嵩上工法用材料で、鉄面､コン
クリート面に対応し、優れた施工性を有する。

ドレントップ
排水性舗装用トップコート
樹脂

・所定量散布する事で、 骨材の飛散を防止し、
排水性舗装面を強化させる事が可能です。

3. ドーロガード工法の種類

4. 施工事例

トンネル補修 漁港桟橋補修

鉄道踏切補修 テストコース舗装

送電鉄塔補修 交差点カラー化
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メタクリル樹脂モルタル「ドーロガード」と浸透性メタクリル樹脂「パーミタイト」の組合せで、土木構造の補修や補強、
耐久性の向上を行う工法です。ドーロガードキットはアスファルト舗装用の AS Ⅱ、コンクリート舗装用の JCE があり
小規模の補修に最適です。
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補修工法

メタクリル樹脂モルタル「ドーロガード」

と浸透性メタクリル樹脂「パーミタイト」

の組合せで、土木構造の補修や補強、耐

久性の向上を行う工法です。

メタクリル樹脂系補修工法

ドーロガード工法

ドーロガード工法とは、MMA（メチルメタクリ
レート）樹脂を主成分とする液状樹脂と各種骨材を
組み合わせた樹脂モルタル（樹脂コンクリート）を
用いる補修工法の総称です。

1. ドーロガードの特徴

速い！…MMA 樹脂は 30 ～ 90 分（-15℃～ +35℃
の温度環境）で硬化が完了するので養生
時間が短く、施工時間が短縮できます。

強い！…粘弾性特性を持ち、交通荷重のような衝
撃荷重に効果的に作用します。　

長持ち！…耐摩耗性・耐候性が高く、紫外線、水分、
急激な温度変化や、酸、アルカリ塩分
などへの耐薬品性に優れています。

2. ドーロガードの種類

ドーロガードは、下記の 3 種類に大別され、こ
れらを組み合わせる事によって様々な補修用途に使
用する事ができます。

「パーミタイト」

ドーロガード工法に用いる下地処理材で、接着プ
ライマー又は浸透性補強材としてコンクリートのひ
び割れ充填、劣化部等の補修・補強、 緻密化を行う
ものです。

「ドーロガード」

ドーロガードは、人工または天然の骨材（ドーロ
ガード骨材）を常温重合 型のメタクリル樹脂（ドー
ロガード樹脂）で結合させた、強靭な樹脂モルタ
ルの総称で、 アスファルトやコンクリート下地面に
塗覆することにより摩耗や劣化を防止し、耐久性を 
向上させます。

「パーミトップ」

パーミトップは、化粧・仕上げ専用の上塗り材で、
一般塗料に比べて格段の耐候性及び耐久 性を有し
ています。パーミタイト及びドーロガードと同系の
メタクリル樹脂を主成分であ るため、下地と完全
に接着・一体化し耐候性・耐水性に 優れた塗膜を
形成します。

商　品　名 用　　　　途 特　　　　徴

ドーロガード
P-02  

〃
・コンクリート舗装の2～3倍程度の耐摩耗性
・薄塗りが可能でコンクリート舗装等の
 段差すり付けに最適。

ドーロガード
A-03

アスファルト舗装及び
コンクリート舗装の段差修正

・高靭性、低温時での柔軟性に優れ、厚さ
0～20mm程度の薄層でのすり付けに最適。

ドーロガード
S-02

橋梁コンクリート床版
断面欠損部復旧

・コンクリートと同程度の強度を持つ粘弾
性メタクリル樹脂モルタル｡橋梁コンクリ
ート床版断面欠損部の復旧に適用。

ドーロガード
S-01

橋梁コンクリート床版
増厚補強、断面復旧

・粘弾性樹脂モルタルの性質を活かした床
版増厚補強に適用｡

ドーロガード
C-50

コンクリート構造物
不良・欠損部の厚塗り補修

・高強度タイプ樹脂コンクリート｡

ドーロガード
C-02

コンクリート構造物
薄層補修

・倉庫や駐車場のコンクリート床の極薄層
のわだち補修や全面的な化粧に用いる。ダ
レ止め剤の添加で急勾配面でも施工可能。

ドーロガード
キット

ASⅡ・JCE

アスファルト舗装
コンクリート舗装
速硬補修

・アスファルト舗装用のASⅡ ､コンクリート舗
装用のJCⅡの２種類。プライマー(JCⅡ )、撒き
砂 がセットになっており小規模の補修に最適｡

ドーロガード
目地

コンクリート舗装
弾性目地

・コンクリート舗装の伸縮目地材｡

ドーロガード
J-02

橋梁伸縮装置嵩上
・橋梁伸縮装置嵩上工法用材料で、鉄面､コン
クリート面に対応し、優れた施工性を有する。

ドレントップ
排水性舗装用トップコート
樹脂

・所定量散布する事で、 骨材の飛散を防止し、
排水性舗装面を強化させる事が可能です。

3. ドーロガード工法の種類

4.施工事例

トンネル補修 漁港桟橋補修

鉄道踏切補修 テストコース舗装

送電鉄塔補修 交差点カラー化
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