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親子フィラーＱタイプは、鋼製フィラーの適切な取付けと、ブラケット設
置面及びブラケット孔の空隙部位に、親子フィラーＱグラウトを充填する
ことで、所定の性能を得ています。
この要件を確保するために、鋼製フィラーの取付け及び親子フィラーＱグ
ラウトの注入作業は建設会社(元請け)様にお願いします。
見積り内容については本「施工マニュアル」をご参照ください。
また、ブラケット等の固定(本締め)は、グラウト材注入後に行うのではな
く、親子フィラーＱグラウトの注入前に完了していることをご確認下さい。
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［ 表記について ］
本書では、親子フィラーを「OF-Q」、親子フィラーＱグラウトを「OF-Q グラウト」
と表現することがあります
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1. 親子フィラー取り扱い上のご注意
1.1.親子フィラーＱ施工マニュアルの種類とご使用上のご注意
本書は、工事会社（元請け）様向けに作成されたものです。
親子フィラーＱの施工に関する説明書は 5 種類用意されています。
本書は、親子フィラーＱ標準施工マニュアル＜2＞アンカーボルトを横使いした場合です。
併せて、作業解説書＜4＞もご参照下さい。
●01 親子フィラーＱ標準施工マニュアル ＜1＞ アンカーボルトを縦使いした場合
●02 親子フィラーＱ標準施工マニュアル ＜2＞ アンカーボルトを横使いした場合
●03 親子フィラーＱ作業解説書 ＜3＞ アンカーボルトを縦使いした場合(●01)を要約
●04 親子フィラーＱ作業解説書 ＜4＞ アンカーボルトを横使いした場合(●02)を要約
●05 親子フィラーＱ梱包箱同梱資料
●01 と●02 は、親子フィラーＱの標準作業（鋼製フィラー及び OF-Q グラウト）に関するマ
ニュアルです。
●03 及び●04 は現場での作業者及び管理者用として、作業の要点をまとめた資料で、施工
時に参照できるようになっています。
●05 は親子フィラー(鋼製部材)が現場搬入される(梱包)箱に入っているもので、親子フィ
ラーＱの取付け手順及び注意が記されています。
本書は、一般的な施工状況を想定して書かれており、必ずしも、適用現場に 100％マッチす
るものではないと思われます。従いまして、親子フィラーＱを扱う工事管理者は、現場状況
を考慮して、本書の内容を適宜現状に合わせて適用することをお願いします。
また、施工を担う作業者に対して、それらを遵守させるようご指導ください。
親子フィラーＱの施工管理は、元請け様が行ってください。
ご意見・ご質問がある場合は、㈱構造工学研究所までご連絡ください。
（TEL：03-5981-5621 FAX：03-5981-5622 メール：oyako@kozo-kogaku.co.jp）

1.2.親子フィラーＱに関する弊社の機能
弊社は、親・子フィラー(鋼製部材)及び親子フィラーＱグラウトの製造・販売と技術サポ
ートを行っております。
上記以外の部材（アンカーボルト・平座金・ナット等）の取り扱いは行っておりません。
別途ご準備ください。
また、親子フィラーの施工（鋼製部品の取付・親子フィラーＱグラウトの施工）は行ってお
りません。

1.3.親子フィラーＱグラウトの施工に関するご注意
●施工・施工管理は、建設会社(元請け)様にお願いします。
●親子フィラーＱ(OF-Q)の子フィラーは「空気抜き溝」という他の(親)子フィラーにはない
機能を備えています。
これはグラウト材注入時、ブラケットのアンカー孔周辺に残存している空気を外部に逸出さ
せるために必要な機構であり、これにより、必要なグラウト材の充填が可能になります。
取付け時には、子フィラーの空気抜き溝に有害な傷や汚れ等がないことをご確認ください。
●スラスター(5.4.項/p16 参照)による加圧は、この空気抜きによるアンカーボルト周辺の
充填を確実にするために必要な操作です。適正な寸法・形状のものをご使用ください。
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●親子フィラーＱグラウトの施工に伴って必要となる機材
＜流動性確認試験＞
本書 3.3.4.▼21 及び 5.2.に示す親子フィラーＱグラウトの流動性確認試験には、➊試
験筒及び➋台板(フラットフロー板)が必要です。以下の基準を満たすものをご用意くだ
さい。
➊試験筒：内径 50～51 ㎜φ、高さ 100 ㎜の円筒／材質は問いません。
一般に塩化ビニール製を使用している例が多いです。
➋台 板：大きさ 300ｘ300 ㎜／表面状況は、磨いた鋼板、ガラス板又は塩化ビニール
板のように凹凸面がなく、曲がりにくいものをご使用ください。
＜OFQ グラウト注入の施工補助機材＞
アンカーボルトを横使いする場合の OF-Q において、空気抜き機構を有効に機能させるた
めに、以下の補助機材をご用意下さい。
➌スラスター50
➍注入枠設置ガイド
※弊社では、上記➊～➍の補助機材を用意しております。

1.4.ブラケット取付け後のナットの弛み止めに関するご注意
親子フィラーＱでは、ブラケット～RC 躯体面間、及び、ブラケットのアンカー孔空隙部位
に、親子フィラーＱグラウトを充填します。
このため、ブラケットの固定は、鉄骨工事技術指針・工事現場施工編等に示されるグラウト
注入後に行うのではなく、親子フィラーＱグラウトの注入前の段階（取付け物位置調

整後）で行ってください。
OF-Q を使用する場合、アンカーボルトのねじ部とアンカー孔空隙部に充填されたグラウト材と
は密着しており、グラウト後にアンカーボルトに軸力を発生させると、この部分に乖離が起き
る可能性が生じます。（OF-Q グラウトを使用した接合部の性能を損なうものです）
従いまして、ブラケット設置以降の施工手順（ナットの締め付け）は上記指針等に示されてい
る方法とは異なったものになりますのでご注意ください。
以下にその手順を示します。

(参考:工事指針等)
＜工程＞
●鉄骨建方・
ナット締付(1)

＜OF-Q を使用した場合＞

＜従来の取付けの場合の例＞

■ブラケット位置決め後、ナット
で固定する
▼固定に必要な軸力外の力は付加
しない

■取付物位置決め後、ナット
のゆるみを取る
または、必要な軸力を均等
に導入する

■OF-Q 施工マニュアルに従って
注入施工を行う

■通常のモルタル施工を行う

■ブラケットの面側のナットに
は再度の締め付けはしない
■戻り止めの処置は必要に応じて
行う

■ナットの締付を行う
（必要に応じて、）
▼30°回転角法による
▼トルクの導入による

●グラウト材施工

●ナット締付(2)

●終了
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2. ブラケット(等)取付の一般的な工程と親子フィラーQ
親子フィラーＱ工法(アンカーボルトを横使い)に適用した場合の施工の流れを示します。
図表-01
親子ﾌｨ
ﾗｰ機材
の保管

レベル
調整材
の設置

ブラケ
ットの
設置

(梁間方向)

(水平・鉛直)

親子ﾌｨﾗｰ
Q 設置
ﾅｯﾄ締付

親子ﾌｨﾗｰ
Ｑｸﾞﾗｳﾄ
注入

報告
承認

※親子フィラーＱの施工については特段の資格は必要ありません。
※親子フィラーＱグラウトの施工については特段の資格は必要ありません。
但し、作業を行う者は、「親子フィラーＱ標準施工マニュアル」又は「作業解説書」に従っ
て施工及び施工管理を行うものとします。

3. 親子フィラーＱの施工要領
2.に示した施工の流れに沿って、以下に、親子フィラーＱを使用した接合部の施工手順を示し
ます。

3.1. 準備 ／ 使用部材の荷受・保管
■ 親子フィラーＱにおいて、弊社が提供する製品は以下に示す 2 点です。
●親・子フィラーＱ（鋼製部材）
●親子フィラーＱグラウト
■ 親子フィラーＱの施工に関連して供給が可能な機材は以下のようなものです。
●フラットフロー板・試験筒およびスラスター
※スラスターは、現場施工において注入部位寸法と合わない場合があります。
その場合は、必要部分の寸法（隙間 2 ㎜程度）を確保した上で自作することは可とします。
■ 親子フィラーＱは、取付物設置前までに指定日・場所にセットで納入されます。（大阪）
親子フィラーＱグラウトは、指定日に指定場所に納入されます。（山口）
施工補助機材は、別便で納入されます。（東京）
■ 取り扱い上の注意および要件を示します。
●親子フィラーＱ（鋼製部材）
▼01 親子フィラーＱは、親フィラー(大)と子フィラー(小)の 2 個で 1 セットです。
▼02 アンカーボルトのサイズとの適合および数量の確認をして下さい。
▼03 一つのブラケットにおいて、親子フィラーＱと親子フィラー一般品の混用はでき
ません。
▼04 箱単位(宅急便サイズ)で納品されるので、紛失に注意して下さい。
●親子フィラーＱグラウト
▼05 紙袋(25Kg 入り／防水加工)で納品されます。
▼06 保管時の袋の破損、水濡れ、吸湿を防止して下さい。(保管に注意／雨水不可)
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3.2.親子フィラーＱの取付け
▼07 親子フィラーＱとアンカーボルトが適合していることを確認して下さい。
(図表-10／p16 参照)
▼08 ブラケットを、アンカーボルトを通して仮止めします。
正確な位置に設置することが重要
▼09 親フィラーＱを鍔の部分を手前にしてアンカーボルトに沿って挿入します。
アンカーボルトに偏心がある場合は、隙間が小さい方に、親フィラーＱの胴部の薄
い方を合わせておくと施工が簡単です。
▼10 親フィラーＱをブラケット孔の上部に押し付けた状態で、子フィラーＱを親フィラ
ーＱの孔内に挿入します。
その後、両者を相互に回転させ、ブラケット孔の下部に親・子フィラーＱが押し付
けられるように位置決めをし、ナットで仮止めをします。
(必ずしも親・子フィラーＱを孔の下辺に接触させる必要はありません)
▼11 子フィラーＱ上面の「空気抜き溝」に変形や目詰まり等の異常がないことを確認し
ます。
(空気抜溝付き座金を使用する場合も同様)
▼12 子フィラーＱの上に平座金、ナット(いずれも現場で用意)を設置して作業終了です。
▼13 チェックシートの必要事項に結果を記入して、工事管理者が保管して下さい。
※アンカーボルトを横使いする場合、ブラケットの設置位置は、鉛直方向荷重（自らの重さ）
により下がろうとするので、注意が必要です。
※チェックシートへの記入は、親子フィラーＱのみ(の報告)です。
※(日付入りの)工事写真を残すことは有効です。
以下の場合は、工事監理者に報告し、指示を得て作業して下さい。
※親子フィラーＱは、サイズ毎にアンカーボルトのずれの許容距離が決められており、ア
ンカーボルトの設置位置がこの範囲を逸脱している(親フィラーの設置ができない)とき。
※ダブルナット螺合の後、アンカーボルトの余長がないとき。
※ブラケットの取付けの施工事例は、5.7.項（p19）をご参照ください。

3.3. 親子フィラーＱグラウトの施工
※ブラケットの固定が完了した後に、OFQ グラウトの注入作業を行ってください。
OF-Q グラウト後に、ナットの締め付け等で、アンカーボルトに軸力を発生させてはい
けません。
3.3.1.親子フィラーＱのグラウト量の計算
※グラウト量の計算表（EXCEL）を別途用意しています。
●グラウト量の計算表（アンカーボルト横使い用）
これを使用して、OFQ グラウトの必要袋数を計算することができます。
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これ等は、弊社、販売店に常備されているので、資料の要求をお願いします。また、弊社 HP にも
掲載されておりますので、自由にご使用ください。※グラウト量(袋数)は、鋼製のフィラーと異
なり、アンカーボルトのサイズ・数量の情報だけでは準備できません。
そのため、最初にブラケット条件(大きさ・厚さ)および周辺要件(注入幅、注入枠の位置等)を確
定することができる工事会社(元請け)様に積算をお願いすることにしました。
ご協力をよろしくお願いします。
※使用部位 1 カ所あたりの使用量を検討するときは以下の点にご注意ください。
・ブラケットと躯体面の間の距離(隙間)：30mm または 50 ㎜と仮定
・ブラケット底面と注入枠内面との距離：0 ㎜ (密着)
・ブラケット側面と注入枠内面との距離：0 ㎜ (密着)
・上部開放部への注入高さ：+20mm（以上）
別紙、グラウト量の計算表(ABt 横使い／EXCEL)をご参照ください。

3.3.2.親子フィラーＱグラウトの注入施工（流れ）
親子フィラーＱグラウトは以下の手順で施工します.

① グラウト材を確認

②水量の確認

⑤流動性確認(ﾌﾗｯﾄﾌﾛｰ) ⑥グラウト材の投入

図表-02

③水温チェック

④混錬

⑦加圧(1)/木槌

⑧加圧(2)スラスター

※本書では④グラウト材の流動性の確認に「フラットフロー方式」を使用しています。
※流動性確認試験として、J14 ロートを用いて、流下時間を測定する場合、コンシステンシーは、
8 秒±2 秒です。

＜使用機器の例＞

図表-03

▼攪拌機

▼攪拌用羽(ｱﾙﾐ不可)

▼フラットフロー板
試験筒
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3.3.3.注入枠の作製
▼14 枠組みとします。 ※参考例を 5.3.項(p15)に示します。ご参照ください。
▼15 注入枠は、側面および底面についてはブラケットの縁端に密着させて設置して下さい。
上面は注入口となるため開放端として下さい。
但し、スラスターにより加圧する必要があるため、堰(注入幅 50 ㎜)を設けます。
▼16 注入枠はブラケットの上面から 50 ㎜以上をカバーできる高さのものを設置して下さい。
▼17(側面および底面)は、グラウト材流出防止のために目止めが必要です。
※アンカーボルトを縦方向に使用する場合と異なり、開放端は上面のみに設けます。

3.3.4.親子フィラーＱグラウトの作製
▼18 使用機器 ：撹拌機は、回転数が 800rpm 以上のものを使用します。
：攪拌用羽根は、板状で折り返しのあるもの（3.3.2.使用機器の例参照）を推奨
します。但し、鋼製とし、アルミ製は不可とします。
▼19 水

量：1 袋(25kg)に対して水道水 4.6(ℓ)を標準とします。
グラウト混錬量が少ない場合は、180(㏄/kg)を標準として行います。

▼20 水

温：練り上がり温度で、5℃～35℃の範囲です。

▼21 攪拌時間：120±10 秒とします。
これ以下でもこれ以上でも不可。
練り玉ができないようにまんべんなく攪拌を行ってください。
▼22 流動性の確認
流動性のチェックは以下に示す「フラットフロー」で行うことを標準とします。
※フラットフローは、φ50(51)x100 の円筒(基準筒)を使用し、一方向への広がりが 150 ㎜
～250 ㎜の範囲にあることを確認して下さい。
150 ㎜未満の場合は、練り混ぜ水の温度を上げる等の対処をして対応
250 ㎜を超す場合は、練り混ぜ水の温度を下げるかグラウト材を増量して対応
※フラットフロー板は、水平に設置します。
※流動性チェックに使用したグラウト材は、再使用しないでください。
※流動性は、グラウト材の温度に左右される傾向があります。材温が低いと、一般に、流動
性は落ちます。
▼23 グラウト材は、混錬後、15 分以内に使い切ってください。
▼24 グラウト関連の作業の安全については、5.1.項(p14)をご参照ください。

3.3.5.グラウト材の注入と充填の促進(木槌・スラスター)
▼25 開放端がある上面部位から、親子フィラーＱグラウトを流し込みます。
空気たまりが生じないように工夫して下さい。
▼26 最終的に、ブラケット上端面位置∔20～30 ㎜迄まで注入を行ってください。
▼27 注入時は、グラウト材の流動化を促し、充填し易くするために、木槌で型枠壁面(2 面)を
叩きながら行うと有効です。ボルト近傍を 10～20 回
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▼28 注入がブラケット端面に達したら、グラウト面を「スラスター50(押し板)」で、上下にゆ
すり、アンカーボルト周りの残存空気を押し出します。回数は、3～5 回
※スラスターは、グラウト材がブラケット上端面に達した段階で使用してください。
▼29 スラスターは、基本として、「スラスター50」を使用します(図表-09／p16 参照)
※(日付入りの)工事写真を残すことは有効です。
※必要に応じて、メーカーは施工に立ち合います。(有料)

※この時点以降に、ブラケット面に接するナットの締付作業（張力の導入）は行わないで
ください。

3.4.報告
3.4.1.チェックシート
※以下に「親子フィラーＱチェックシート」の記入例を示します。
■01 本チェックシートは、親子フィラーＱ（アンカーボルト横使い）専用です。
■02 記入は、親子フィラーＱの施工・グラウト材の充填を元請サイドで行うことから、元請の
工事管理者が作成し、所定事項の施工・確認をした後に、自らチェックシートを記入して
保管してください。
※チェックシートは、下記の 2 種類がありますので、適合する方を使用してください。
記入内容の一部が異なります。
▼アンカーボルトを横方向に使用する場合用：本紙（5.6.項参照）
▼アンカーボルトを縦方向に使用する場合用

3.4.2.チェックシート項目の記入
■03 標準項目の記入
▽01 工事名称：構造図面に記載されている工事名を記述
▽02 工事場所：現場所在地(地番でも良い)を記述
▽03 施工者

：施工した本人の名前（フルネーム）・所属会社及び施工日を記入

▽04 施工管理者：工事をチェックした本人の名前（フルネーム）・所属会社及び確認日
を記入
※施工日・確認日が 2 日以上にわたる場合は、1 日ごとに記述
■04 親子フィラーQ の施工位置の記入
▽05 使用する部位の柱記号

：現場図面に従い、施工した柱ごとに記号名を記入

▽06 取付け位置（X／Y）

：柱に対応する設置位置を、[X 通]-[Y 通]の要領で記述
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■05 親子フィラーQ の取付け
▽07 アンカーボルトサイズ

：柱ごとに使用したアンカーボルトのサイズを記入

▽08 アンカーボルト本数

：柱ごとに使用セット数(アンカーボルト本数)を記入

▽09 所定位置への取付け

：適合した親子フィラーセットをアンカーボルトに取付け、
ナットで固定したことを確認して（✔）を記入

■06 OF-Q グラウトの注入施工
※OFQ グラウトの注入は 2 段階に分けて行います。（▽11・▽14）
▽10 攪拌後 15 分以内に使用した
▽11 木槌による型枠打撃（10～20 回）を行った
▽12 ブラケットの上端面まで注入した ＜①＞

※この段階で一旦止めます。

▽13 スラスターによるグラウト面への加圧（3～5 回）を行った
▽14 更に、ブラケット上端部＋20ｍｍ以上充填されていることを確認した＜②＞
■07 施工要件
※▽15～▽18 の項目は、問題ないことを確認して（✔）を記入
▽15 アンカーボルトの設置：アンカーボルトの設置方向は横方向です。（既述済）
▽16 グラウト材ロット No：グラウト材のロットナンバーを記入します。
▽17 袋の保管状態：〇を付けます。
▽18 注入部位壁面の清掃：該当する方に〇印をつけます。
▽19 水量：グラウト材攪拌事に使用した水量(ℓ／袋)を記入します。
▽20 水温：グラウト材攪拌用の投入水の温度を記入します。
▽21 混錬時間：グラウト材作成時の混錬時間を記入します。
▽22 注入枠～ベースプレート端面間の幅：数値を記入します。
（標準は 50 ㎜ですが、実際に採用した注入幅を記録します）
▽23 流動性チェック：フラットフローにより行います。（標準方式）
広がったグラウトの幅が基準値(150 ㎜～250 ㎜をクリアしているかどうかをチェック
して下さい。空欄には測定結果を記入します。
※流動性チェックは、J ロート(14)を使用して行っても構いません。
この場合は何秒かかったか数値を記入します。本シートには記入欄がないので、処理
の記録の項に既述して下さい。
▽24 スラスター幅：使用したスラスターの幅(実数値)を記入します。
（標準方式の場合は 48 ㎜）
▽25 圧縮強度の確認方法：該当する方に○印をつけて下さい。
▽26 工事管理者等への報告と処理の記録
→補助行動：注入時に通常の作業と異なる事態が発生したか
（発生した場合は、状況を記述する）
→その他、指定事項と異なる部分の報告
※J14 ロートによって流動性の確認をした場合は、コンシステンシーの記録
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4.親子フィラーＱ事前検討事項
※以下に、親子フィラーＱの施工に関し、事前の検討を要する諸事項を示します。
4.1.親子フィラーＱグラウト圧縮強度性能の確認
4.2.ブラケットの取付けに関するご注意
4.3.親子フィラーＱ事前確認事項
4.4.準備部材チェック（リスト）
4.5.証明書類の発行

4.1. 親子フィラーＱグラウト圧縮強度性能の確認
※当該工事において、使用する親子フィラーＱグラウトの性能(圧縮強度)試験を実施するか否か
を事前に確認しておきます。

＜試験成績書の提供＞
親子フィラーＱグラウトは、生産ロットごとに、製造メーカーにおいて、性能試験（圧縮強度試
験を含む）を実施しています。
圧縮試験の実施日は、グラウト材作製時点から、●3 日後、●7 日後、●28 日後の 3 回で、これら
をグラフ化することによって、特定の日の圧縮強度値が推定できます。
このデータは、製造ロット単位の母集団のデータですので、現場でご使用いただくグラウト材も、
この母集団に属するものと考えられます。（基準に則って施工が行われた場合）
本データは、製品出荷時点以降に提供できます。

＜現場での試験体採取・圧縮強度試験＞
現場において作製したグラウト材について、指定日の圧縮強度試験を行うことは可能です。
但し、圧縮強度試験の実施は、以下の点で注意が必要です。
1)
2)
3)
4)
5)

養生（水中養生はしにくい）
供試材の準備（試験体注入枠、試験に必要な余分なグラウト材）
試験機関の選定・特定
試験機関への配送（試験指定日との合致）
別途費用として計上

これ等の内、対応に手間がかかると思われる項目は 3）及び 4)です。
特に、養生期間が短い場合(3 日後のデータ)は、施工日と試験日が近接しているため、一般には、
非常に扱いにくいと思われます。
実施される前に、ご検討をお願いします。
現場において採取したサンプルの圧縮試験を弊社にて対応する場合は、グラウト材の製造メーカ
ーに依頼して必要な試験を行います。
この場合は、最短で、7 日後のデータを入手することが限界です。その際、試験体の採取・送付・
養生等についてはご手配をお願いします。
元請け様の関連で、試験等の手配をしていただくか、先に述べた、使用する材料に対するメーカ
ーの試験成績書をご使用いただくと、諸事への対応がスムーズに行えるので、ご協力をお願い申
し上げます。
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4.2.ブラケットの取付けに関するご注意
アンカーボルトを横使いして、鋼製の梁等を取り付ける場合は、一般的に RC 躯体側にブラケット
を取り付け、次いで、梁をつなげるという手順になります。
このブラケットを取り付ける際に注意すべき点を以下に示します。
●ナットを使用して梁間方向位置の設定を行う場合
ナットを使用して梁間方向位置の調整を行う場合に注意することは、アンカーボルトの偏心
（位置ずれ）が小さい場合、ブラケットを基準位置（上下・左右）に合わせると、設置したナ
ットが孔の中心付近に位置することになり、孔の内部に入り込むことがあることです。
親子フィラーＱにおけるアンカーボルト孔径は、使用されるナットの最外径よりも大きいの
です。これによって梁間方向距離が確保できなくなる場合があります。
また、ナットによってブラケット位置の保持ができた場合でも、ナットがブラケットの孔の
大部分を覆う格好となるため、グラウトの移動（注入）を阻害することになります。
従いまして、親子フィラーＱの工事においては、(捨て)ナットのご使用は不可とします。
この改善提案として 2 点挙げます。
▼1 捨てナットに対して流動性を阻害
しないように羽を付けて設置範囲
を広げます。
数本のアンカーボルトにこれらを
配置して梁間方向位置保持機能と
グラウト材の流動路の確保をしま
す。（図表－04 に例示）

(羽根)
(ナット)
(図表-04)

▼2 ブラケット取付けの最初の段階は、孔の上面がアンカーボルトに接触しています。（ぶ
ら下がっている状況）
この段階で、側面及び底面を薄い鋼板で囲い、ブラケットに溶接することで梁間方向位
置を決めることができます。
但し溶接する場合は、ブラケットを梁間方向の基準位置を示すナットに押付けた状態で
行うことが必要です。
また、ブラケット側面に中心線の表示がある場合は、取り付けた鋼板の面に、転写して
おくことが必要です。
このケースでは、溶接施工後に一度ブラケットを取り外し、捨てナットを除去した後に
型枠兼梁間方向位置調整済みのブラケットを再セットします。
※▼1、▼2 共に、これらの後に、ブラケットの水平方向・鉛直方向の調整を行い、親子フ
ィラーを設置して締め付け、作業を終了します。
※5.6.項（図表-13）に取付けの例を示します。
●捨てナット方式以外の方法として、
▼事前にブラケットの位置(3 次元：梁間方向・鉛直方向・水平方向)を測定する
▼梁間方向位置と梁間方向の傾きを補正したブラケットの位置にアングル材等を溶接する
▼RC 壁面の基準線（水平方向・鉛直方向）に合わせた位置にあと施工アンカー等で固定する
等のことも考えられます。
※施工方法についてのご意見・ご提案等があれば、ぜひ、弊社までご連絡ください。
（TEL：03-5981-5621 FAX：03-5981-5622 メール：oyako@kozo-kogaku.co.jp）
よろしくお願い申し上げます。
10
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4.3.親子フィラーQ 事前確認事項
親子フィラーＱのご使用に当たって、事前に確認しておきたい項目を以下に示します。
記入事項以外でも必要事項があれば追加で記述して下さい。

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

作業
OFQ の広報
打合せ(1)
打合せ(2)
打合せ(3)
見積・注文
証明書の扱い
立会試験
OFQ 施工(1)
試験・施工

OFQ 施工(2)

手段
(技術)資料の提供
説明
グラウト量の積算
現場圧縮試験の実施
ブラケットの取付
鋼製フィラー
OFQ グラウト
施工補助機材
要求の意思表示
試験・施工
機材の準備
ブラケットの取付け
鋼製フィラーの設置
圧縮強度試験
注入部位清掃
注入枠の設置
流動性確認試験
グラウト材作成
グラウト材注入
残存空気逸出
注入の確認
チェックシート作成

元請 販社 KKK
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

図表-05
㎝

備考
カタログ、設計・施工資料／HP 等
電話、対面、説明会
計算表(EXCEL)を使用／HP 等
実施の有無・方法の検討
取付方法の検討
サイズ・数量／納期・納品場所
袋数／納期・納品(ｵﾝﾄﾗｯｸ)場所
フラットフロー、スラスター

施工マニュアルによる
施工マニュアルによる
試験・立会(有料)

フラットフロー試験による
施工マニュアルによる
木槌等による打撃(流動性促進)
スラスターによる押圧
注入高さ（BLT 天端+20mm 以上）
施工部位とグラウト注入完了

※販社：元請け様と弊社の間に位置する弊社製品の販売店
※KKK：㈱構造工学研究所(弊社)
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4.4.準備部材チェックリスト
親子フィラーＱのご使用に当たって、事前に準備しておきたい項目を以下に示します。
記入事項以外でも必要事項があれば追加で記述して下さい。

No

部品・部材・作業

供給

備考

1

親子フィラーＱ

構造工学研究所

2

親子フィラーＱグラウト

構造工学研究所

3

フラットフロー機材

構造工学研究所 フロー板・注入筒・水温計

4

スラスター

構造工学研究所 注入枠の幅 50 ㎜を確定して対応

5

注入枠設置ガイド

構造工学研究所 注入枠の位置決め

6

注入枠材・組立補助材

元請

木材？薄鋼板？

7

攪拌器

元請

回転数：800～1300rpm

8

攪拌用羽根

元請

鋼製 (アルミ製は不可)

9

攪拌用缶

元請

鋼製・合成樹脂製 (アルミ製不可)

10

ｽﾄｯﾌﾟｦｯﾁ又は時計

元請

攪拌時間計測用

11

温度計(水温計測)

元請

攪拌後のグラウト温度計測用

12

水量測定用ビーカー

元請

4.6ℓ/25 ㎏

13

木槌

元請

グラウト材充填促進用

14

小型ビーカー(小分け)

元請

15

防護具/防護眼鏡

元請／作業者

グラウト関連作業

16

防護具/防塵マスク

元請／作業者

グラウト関連作業

17

防護具/ゴム手袋

元請／作業者

グラウト関連作業

18

注入枠の製作・設置

元請

19

グラウト注入施工

元請

20

施工立会い

構造工学研究所 必要に応じ対応

図表-06
㎝
ﾁｪｯｸ

※No が反転表示されている項目は有料です。
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4.5.証明書類等の発行
親子フィラーＱについては、以下の証明書類を発行しています。
いずれも、要求があってから発行いたしますので、ご注文時発注書に指示を頂くか、その他必要
な場合はメール・FAX により、文書でご連絡ください。
1）親子フィラー製品寸法検査証明書（鋼製フィラー）
2）親子フィラーＱグラウト試験成績表（親子フィラーＱグラウト）
3）メッキ証明書（鋼製フィラー）
4）親子フィラー製品品質証明書（ミルシート）（鋼製フィラー）
5）出荷証明書（鋼製フィラー・親子フィラーＱグラウト）
上記の 1)～3)については、下記の 2 項目の提供が必要です。これがないと発行できません。
イ）提出先(正式名称)
ロ）工事名(正式名称)
また、4）については、市中購買(JIS 製品)となるため、裏書のミルシートとなります。
いずれも出荷時点以降に発行します。
特に 3)については、別工程であるため、発行に時間がかかりますので、早めのデータ提供をお願
いします。
また、3）の発行は有料とさせていただきます。
各書類は、PDF データで、各 1 部を提供させて頂きます。
送付の方法は、●メール／●郵送／●Fax の何れかとなります。ご指定下さい。

特段の要件がある場合は、弊社までご連絡をお願いします。
（TEL：03-5981-5621 FAX：03-5981-5622

メール：oyako@kozo-kogaku.co.jp）
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5.参考資料
5.1.親子フィラーＱグラウトの安全作業について
親子フィラーＱグラウトは、セメント系の無収縮モルタル材です。
一般のグラウト材作成時のご注意と同程度の安全管理が必要です。
以下に要点を示します。

＜安全対策＞
※以下に示す 6 項目の安全注意を読み、理解するまで本製品を取り扱わないこと。
▼粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸引しないこと
▼屋外または換気の良い場所でのみ使用すること
▼取り扱い後は汚染箇所をよく洗うこと
▼保護手袋、保護衣、防塵マスク等を着用すること
▼保護メガネ（保護面等）を着用すること
▼この製品を使用する時は、飲食、喫煙等をしないこと

＜応急処置＞
※特別な処理が必要な場合は、以下の要領で対応すること。
▼気分が悪い時は、ただちに医師の診断・手当を受けること
▼粉じん等を吸引した場合は、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢
で休息させること
▼皮膚や髪に付着した場合は、直ちに汚染された衣服を全て脱ぐこと
皮膚を流水、シャワー等で洗うこと
▼汚染された衣服を再使用する場合は、洗濯した後に行うこと
▼目に入った場合は、
・直ちに清浄な水で、15 分以上の時間をかけて洗眼をすること
・コンタクトレンズを着用していて、容易に取り外せる場合は外し、15 分
以上の洗眼を行うことこと
・速やかに眼科医の診断を受けること
▼飲み込んだ場合は、口をすすぐこと（無理やり吐かせたりはしない）

＜保管＞
▼換気の良い場所に保管すること
▼容器を密閉しておくこと
▼部外者が触れないように処置をし、保管すること

＜廃棄＞
※内容物、容器を廃棄する場合は以下による。
▼国・都道府県・市町村の規則に従うこと

＜参考資料＞
※本製品の安全な取り扱いについては、メーカー発行の「安全データシート（SDS）」
をご確認ください。
要求があれば、ご提供します。
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5.2.フラットフローによる流動性確認の手順

※注入作業前に必ず実施します。

▼フラットフローとは、親子フィラーＱに使用するグラウト材の流動性を
チェックするための方法で、以下の手順で行います。

●フロー板を水平に設置

●試験筒を中央に設置
(50x100 ㎜)

●グラウト材を投入
(筒の上面まで)

図表-07
㎝

●筒を真上に引き上げ

親子フィラーＱをお買い上げの方には、当
面の間、下記の機材を無償で提供します。

※150～250 ㎜の範囲にあること

●フラットフロー板 1 枚
●試験筒 1 基
●スラスター(50) 1 基
●注入枠設置ガイド(50) 4 個
●温度計 1 本

5.3.注入枠の設置例
※注入幅は

※注入の幅は、下記の寸法を想定
本体部 30 ㎜、加圧部(上端)50 ㎜
本体部：30mm
を想定
加圧部(上部)：50mm

※使用するスラスターは「スラスター50」

※使用する加圧機材は、スラスター50 を想定
を想定
※上板(塞ぎ板)取付け部は、注入枠設置ガイド-50
の使用を想定

図表-08
㎝
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5.4.スラスター50（PAT.P.）注入枠設置ガイド-50

L=300mm タイプ

図表-10

図表-09

※注入作業の最終段階で必ずご使用ください。
※形状・寸法は幅(48mm)を除き、異なる場合があります。

5.5.親子フィラーＱサイズ一覧表
名称

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

OF-Q12
OF-Q16
OF-Q20
OF-Q22
OF-Q24
OF-Q27
OF-Q30
OF-Q33
OF-Q36
OF-Q39
OF-Q42
OF-Q45
OF-Q48
OF-Q52
OF-Q56
OF-Q60
OF-Q64
OF-Q68
OF-Q72
OF-Q76
OF-Q80

M12
M16
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68
M72
M76
M80

D：アンカーボルトの孔径
F5：親フィラー鍔の外径

＜ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ＞
D (mm)

＜子ﾌｨﾗｰ＞
K5 (mm)

35
40
45
50
50
55
55
60
65
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

35
40
45
50
55
60
65
70
75
85
90
95
100
115
120
125
130
135
140
155
160

＜親ﾌｨﾗｰ＞
F5 (㎜)
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
110
120
135
140
145
150
155
160
175
180

図表-11
㎝
＜親ﾌｨﾗｰ＞
Fb (㎜)
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
8.0
10.0
10.0
10.0
10.0
12.0
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
16.0

K5：子フィラー鍔の外径
Fb：親フィラー挿入長さ

▼親子フィラーＱを使用する場合は、設計図書に記載されている親子フィラーＱに対して、図表-11
に示すＫ5(子フィラーの外径)の数値と合致しているかを確認してください。
(図書の指定が OF-Q48 の場合、お使いになる子フィラーの外径が 100 ㎜であること)
(親フィラーの方は、OF-Q42 と OF-Q45 のＦ5 寸法が同一であるため、子フィラーの K5 でチェック
する必要があります)
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5.6.親子フィラーＱチェックシート(記入例)
※ チェックシートは、次ページのシートを複写してご使用いただ
くか、または、別紙をご使用ください。

図表-12・13
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5.7.ブラケットの取付け事例
4.2.項で述べた、ブラケットの取付け事例を示します。
ここでは、M24 のアンカーボルトを例にとって解説しています。
先ず、梁間方向位置保持金具（①）を使用してブラケットの梁間方向位置に合わせます。
次いで、鉛直位置調整金具（②）を使用して、アンカーボルトにぶら下がった（初期）状態のブ
ラケット位置を補正します。次いで、水平方向位置を（人力で）合わせ、親子フィラーＱを設置
して終了です。
※①についてはナット上面からの羽根の出は 10 ㎜です。断面の大きなナット面で梁間方向の

レベルを取る場合、梁間方向位置保持金具のブラケットへの接面位置は羽根の頂部です。
よって、ナット面+10 ㎜が、梁間方向の基準位置（ブラケット底面）となります。

図表-14
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