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タイルの床施工には、主にモルタル張りが採用されているが、衝撃荷重に強い反面、ひび割れ追従性がないため、コン

クリート下地のひび割れがタイル表面まで伝達する懸念がある。一方、ひび割れ対策として接着剤張りを採用する場合

があるが、材料の軟らかさによって耐衝撃性が小さくなる。これらの懸念事項を解決するため、両工法のメリットを掛

け合わせた有機無機ハイブリッド接着工法を開発した。本工法は、未硬化の有機系接着剤上にモルタルでタイルを施工

することにより、耐衝撃性とひび割れ追従性の両立が可能である。本稿では、基本物性試験、実大施工試験および実案

件の施工後調査結果を報告する。 
 
 

A cement-based mortar is often used when laying tile floors. Although this method provides good resistance to 
impact loads, it offers no compliance when cracking occurs. There is a possibility that cracks in the underlying 
concrete base will be transmitted to the tile surface. An alternative construction method uses an organic adhesive 
that acts as a cushioning material. This soft material offers low impact resistance. In order to resolve both concerns, 
we have developed an organic-inorganic hybrid bonding method that combines the desirable characteristics of both 
cement and organic adhesive. The tiles are laid on mortar that has been applied over a layer of uncured organic 
adhesive, giving the surface impact resistance as well as crack compliance. In this report, we describe a basic 
performance test for the new organic-inorganic hybrid bonding method, a full-scale construction test, and 
post-construction survey results. 
 
 
1.はじめに 

 

 店舗等の高級感を演出しつつ、耐久性がある材

料として内装用のセラミックタイル（以下、タイ

ル）を床に張る場合が多い。従来大形タイルとさ

れていた 300mm 角サイズが、生産技術や模様の

印刷技術の発展により、 一辺が 600mm、1200mm、

1500mm とさらに大形化される傾向にある。大形

タイルは厚みが 6mm~9mm と薄く、床仕上材に

必要とされる 3 つの基本性能であるひずみ追従性、

ひび割れ追従性、耐衝撃性を従来の施工法のまま

満たすことは難しい。 
従来の施工法には、無機系材料であるモルタル

を用いる方法と有機系接着剤を用いる方法の 2 種

類がある。図－1 に示すように、モルタル張りの

場合、モルタル自体もコンクリートと同様に硬い

材料であるため、コンクリートに発生した乾燥収

縮等のひび割れがタイル表面まで貫通して発生し

てしまう。有機系接着剤張り（以下、接着剤張り）

の場合、接着剤自体が軟らかくコンクリートのひ

び割れは吸収することができるが、重たい荷物を

載せた台車を転がすと割れてしまうといった、タ

イル上からの衝撃に耐えることができない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－1 各工法の層構成 
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そこで、両工法の良い点を掛け合わせた有機無

機ハイブリッド接着工法（以下、ハイブリッド張

り）を開発した。本工法は、コンクリート下地に

接着剤を塗布し、接着剤が生乾きの状態に張付け

モルタルを塗り付けてタイル張りする方法のため、

コンクリートスラブの乾燥収縮ひび割れに軟らか

い接着剤が追従し、衝撃を硬いモルタルで緩衝す

ることが可能である。 
本稿では、表－1 に示すように、ハイブリッド

張りを実案件適用するまでに実施した各試験の概

要および結果を報告する。  

 

2.ハイブリッド張りの基本物性 

 

2.1 接着性の確認 

2.1.1 試験概要  

表－2 に使用材料、表－3に試験条件、図－2に試

験体を示す。塗り継ぎ時間は、実際のタイル工事で

起こりうる時間を考慮して 3 水準とした。下地材に

接着剤を塗布後、塗り継ぎ時間を取った後、張付け

モルタルを接着剤上とタイル裏面に塗布する改良圧

着張りにてタイル張りを行い、所定の養生を実施し

た。試験体数は n=3 とした。 
引張接着試験は材齢 28 日で実施し、オートグラ

フ（島津製作所製、AG-B）を用いて試験速度

3mm/min で載荷した。また、試験後の試験体の破

壊状態を目視で観察した。 
 
2.1.2 試験結果と考察 

表－4 に引張接着試験結果を示す。接着強度は、

塗り継ぎ時間が 5 分では平均 1.43N/mm2、3 時間は

平均 1.59 N/mm2、6 時間は平均 1.55 N/mm2であっ

た。試験条件の範囲内において、塗り継ぎ時間の長

短が付着性に与える影響は少ないと考えられる。 
写真－1に破壊状態の様子を示す。破壊状態は、

全ての試験体で接着剤の凝集破壊 100%（A100）と

なった。未硬化の接着剤上に張付けモルタルを塗り

継いでも、良好な接着性が得られることを確認した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－2 試験体（引張接着試験） 

表－1 確認項目および実施内容 
確認項目 実施内容 章・節 

基

本

物

性 

接着性 1 接着剤と張付けモルタルの付着性を引

張接着試験で確認 1) 2.1 

ひび割れ 
追従性 

下地材の板間をコンクリート下地のひ

び割れに見立て、ゼロスパンテンショ

ン試験で確認 1) 
2.2 

耐衝撃性 実大施工試験の試験体に対して鋼球落

下試験 1)および引張接着試験を実施 2) 
2.3 

接着性 2 3.5 

施工性 
寸法 150mm×900mm のタイルを施工

する実大施工試験を実施し、翌日、打

音検査にて施工品質を確認 1) 

3.1 

～ 

3.4 

経年調査 
ハイブリッド張りを適用して 2 年経過

した床タイルを目視観察および打音検

査してひび割れや浮きがあるか調査 
4 

 
表－2 使用材料（引張接着試験） 

材料 仕様・主成分 

タイル 寸法 45mm×45mm×t 6.5mm 
JIS A 5209 Ⅰ類、裏足あり 

張付けモルタル 既調合ポリマーセメントモルタル 

接着剤 一液硬化形変成シリコーン樹脂系 
JIS A 5557 

下地材 
モルタル板 
寸法 70mm×70mm×t 20mm 

 
表－3 試験条件（引張接着試験） 

項目 条件 
塗り継ぎ時間 5 分以内、3 時間、6 時間 

養生方法 
20±2℃、99%RH 以上環境下で 2 日間

養生後、20℃±3℃、60±10%RH 環境

下で 26 日間養生 
 

表－4 引張接着試験結果 

塗り継ぎ時間 No. 接着強度 
(N/mm2) 

破壊状態 
(%) 

5 分 

1 1.35 A100 
2 1.44 A100 
3 1.50 A100 

平均 1.43 A100 
標準偏差 0.08 － 

3 時間 

1 1.54 A100 
2 1.55 A100 
3 1.67 A100 

平均 1.59 A100 
標準偏差 0.07 － 

6 時間 

1 1.57 A100 
2 1.68 A100 
3 1.40 A100 

平均 1.55 A100 
標準偏差 0.14 － 

A：接着剤の凝集破壊 
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写真－1 破壊状態の様子 
 
2.2．ひび割れ追従性の確認 

2.2.1 試験概要 

ひび割れ追従性を確認するためにゼロスパンテン

ション試験を実施した。表－5に使用材料、表－6

に試験条件、図－3 に試験体および試験の様子を示

す。張付けモルタルおよび接着剤は 2.1節と同様の

ため表－5から割愛した（以後の試験も同様）。本

試験では、接着剤の厚みとひび割れ追従性の関係に

ついて明らかにするため、接着剤の厚みを 3 水準と

した。試験体は、下地材 2 枚を突き付けた状態で仮

固定し、接着剤塗布後、塗り継ぎ時間を 3 時間取り、

張付けモルタルを用いてタイルを改良圧着張りして

所定養生を行った。試験体数は n=3 とした。 
ゼロスパンテンション試験は、材齢 28 日におい

て万能試験機（エー・アンド・デイ製、RTF-2410）
を用いて実施した。ひび割れを模した下地材間の変

位量を測定するためにパイ型変位計（東京測器製、

PI-5-50）をシアノアクリレート系接着剤で固定した。

試験体は図－3に示すように試験機へ取り付け、試

験速度 1mm/min にて載荷し、荷重および変位量を

測定した。 
 
2.2.2 試験結果と考察 

表－7 にゼロスパンテンション試験結果、図－4

に変位量と荷重の関係を示す。変位量について、張

付けモルタルのみでタイル張りした接着剤厚み

0mm は、平均 0.10mm であるのに対し、接着剤厚

み 2mm は平均 1.31mm、接着剤厚み 3mm は平均

2.01mm となった。接着剤を使用した試験体は、張

付けモルタルのみでタイル張りした試験体と比較し、

ひび割れ追従性に優れ、接着剤の厚みが増すほど、

ひび割れ追従性に優位に働くことがわかった。接着

剤厚み 3mm のようにひび割れ追従性が高い場合、

変位量がばらつく傾向が得られた。接着剤の上に張

付けモルタルを塗布しても接着剤はひび割れ追従性

を保持していることを確認した。 
 

 表－5 使用材料（ゼロスパンテンション試験） 
材料 仕様 

タイル 寸法 35mm×70mm×t 9mm 
JIS A 5209 Ⅰ類、裏足なし 

下地材 フレキシブル板 JIS A 5430 
寸法 120mm×70mm×t 12mm 

 
表－6 試験条件（ゼロスパンテンション試験） 

項目 条件 

接着剤厚み 3mm、2mm、 
0mm（張付けモルタルのみ） 

養生方法 
23±2℃、95%RH 以上環境下で 2 日間

養生後、23℃±3℃、50±10%RH 環境下

で 26 日間養生 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
図－3 試験体および試験の様子 
（ゼロスパンテンション試験） 

 
表－7 ゼロスパンテンション試験結果 

接着剤 
厚み No. 変位量 

(mm) 
荷重 
(N) 

0mm 

1 0.09 6478 
2 0.10 6766 
3 0.12 6532 

平均 0.10 6592 
標準偏差 0.01 153 

2mm 

1 1.17 1976 
2 1.34 2020 
3 1.41 2251 

平均 1.31 2082 
標準偏差 0.13 148 

3mm 

1 1.80 1653 
2 2.55 1883 
3 1.67 1758 

平均 2.01 1765 
標準偏差 0.47 116 
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また、鉄筋コンクリート造建築物の収縮ひび割れ

制御設計・施工指針（案）・同解説 3)では、屋内に

おける収縮ひび割れ幅の標準的な設計値は、0.3mm
以下としていることから、本工法は十分なひび割れ

追従性を有していると考えられる。 
 

2.3耐衝撃性の確認 

2.3.1 試験概要 

 3章の施工試験で施工した大形タイルを試験体と

して、施工 2 週間後に鋼球落下試験を実施して耐衝

撃性を確認した。試験体詳細については次章にて記

載する。また、衝撃圧の概算値を求めるため、感圧

紙による圧力測定を実施した。 
 
2.3.2 鋼球落下試験方法 

表－8 に試験条件、写真－2に使用した鋼球、写真

－3に試験の様子を示す。測定部は、3.4節の打音検

査より判別した健全、自然浮き、人工浮きの 3 部位

を用い、それぞれ試験体数は n=3 とした。打痕およ

び割れの確認は、鋼球落下後インクを垂らし、目視

により判定した。 
 
2.3.3 鋼球落下試験結果と考察 

 表－9に鋼球落下試験結果を示す。モルタル張り

の健全部は、150cm からの落下でも割れが発生しな

かった。自然浮き部の場合、30cm で打痕を確認し、

60cm で割れが発生した。ハイブリッド張りは、健

全部で 60cm まで、ほぼ異常なしであった。60cm
の 3 回目で割れが発生したが、これは、1 回目、2
回目の鋼球落下によって、目視では確認できない微

少なひび割れが発生し、これが原因で割れたと考え

られる。ハイブリッド張りの自然浮き部は、モルタ

ル張りと同様に 60cm で割れが発生した。人工浮き

部については、モルタル張りとハイブリッド張り両

者とも 30cm で割れた。これは、タイル自体の耐衝

撃性を表しており、張り方による差はないと考えら

れる。 
 
2.3.4 圧力測定方法 

 鋼球落下試験による結果と、日常使用でタイルに

加わる衝撃力を比較するため、簡易的に感圧紙を用

いた試験を実施した。対象とする圧力は、鋼球落下

の他に、ハイヒールを履いた女性が 20cm の高さか

ら飛び降りた時の衝撃、100kg のおもりを載せた台

車が 5mm 程度の段差を通過した際の車輪 1 つ分の

衝撃とした。使用した感圧紙は、圧力測定フィルム

（富士フィルム社製）で、色の濃度と標準チャート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図－4 変位量と荷重の関係 

 
表－8 試験条件 

項目 条件 
鋼球 球形おもり 約 286g 

落下高さ（cm） 10、30、60、100、150 
測定部 健全、自然浮き、人工浮き 
確認事項 打痕、割れの有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表－9 鋼球落下試験結果 

測定部 落下高さ（cm） 
10 30 60 100 150 

モル 
タル 

健全 ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ △△△ 

自然浮き ○○○ ○△△ △×× －－－ －－－ 

人工浮き ○○○ ○×× ××× －－－ －－－ 

ハイブ

リッド 

健全 ○○○ ○○○ ○○× ××× －－－ 

自然浮き ○○○ ○○○ △×× －－－ －－－ 

人工浮き ○○○ ○×× ×－－ －－－ －－－ 

接着剤 ○○○ ××× －－－ －－－ －－－ 

○異常なし △打痕あり ×割れあり －実施なし 

 
を比較することによって、圧力が測定可能である。

鋼球およびハイヒールは高圧用、台車は超低圧用の 
シートを用いた。 
 図－5に測定フローを示す。スキャナを使用して

読み込んだ画像は、画像解析ソフトを用いてグレー

スケールに輝度変換することにより、色の濃淡のみ

で比較した。輝度変換は 256 階調とし、色見本と試

験した感圧紙の濃度を読み取り、比較した。鋼球は、

30cm 以上の高さから落下させた場合、感圧紙が破

れたため、測定不能であった。 

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

荷
重

（
N
）

変位量（mm）

厚み0mm
厚み2mm
厚み3mm

写真－2 鋼球    写真－3 試験の様子 
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2.3.5 圧力測定結果と考察 

 図－6 にハイヒールと鋼球落下の輝度比較を示す。

図－6 の縦軸の頻度とは、画像の画素全体に対する

各輝度値の分布を示している。表－10 に輝度と圧力

の対応、表－11に感圧紙の結果一覧を示す。色見本

および標準チャートから読み取った圧力は、高圧用

が 147、122、101、79、55MPa、超低圧用は 0.5、
0.9、1.2、1.6、2.1MPa の 5 段階とし、この値を基

準に概算値を算出した。 
測定結果より、ハイヒールを履いた女性が 20cm

の段差を飛び降りた際に、片足にかかる圧力は 13
～45MPa 程度と推察された。一方、10cm の高さか

ら鋼球落下させた際の圧力は 106～136MPa 程度と

なり、ハイヒールに対して 2 倍以上の衝撃値であっ

た。台車については、5mm 段差を通過した衝撃が

2.0MPa、段差が無い場所では 0.7MPa 程度であっ

た。10cm の高さから落とした鋼球の衝撃強さが最

も大きく、全ての接着工法について、日常使用では

割れない耐衝撃性が確保されているとわかった。 
 
3.施工性の確認 

3.1試験概要 

ハイブリッド張りを現場適用に繋げるため、大形

タイルを用いて実大施工試験を実施し、従来のモル

タル張りと比較した施工データを取得した。また、

施工後 10 カ月経過した時点における引張接着試験

を実施し、接着性が確保されているか確認を行った。 
 
3.2実大施工試験方法 

写真－4に大形タイル施工場所を示す。2016 年 5
月 17日に清水建設技術研究所内施設の 1F土間床に

147×900×t10mm の大形タイル（中国製）を用いて、

ハイブリッド張りを試験施工した。施工場所は、屋

内で天候に左右されずに作業できる環境にあった。

当日の天気は、雨のち曇り、平均気温 18.5℃、最高

気温 20.3℃、最低気温 14.9℃、湿度 95%であった。 
表－12に試験水準、図－7および図－8 に各工法

のブロック分けと施工位置を示す。場所 A はタイル

目地幅を 3mm、場所 B は目地幅 5mm とした。施

工は、①から⑫の数字順に実施した。 
工法 a～c は、ハイブリッド張りとし、くし目ごて

を用いて接着剤の塗布量を一定にした。工法 a およ

び c は、接着剤のくし目を立てたまま、上に張付け

モルタルを施工した。工法 b は、くし目を引き、く

し山を潰して均した後、張付けモルタルを施工した。 
工法 d は、モルタル張り、工法 e は接着剤張りとし

た。施工位置⑦および⑧には、張付け材の塗布量を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図－5 測定フロー     図－6 輝度比較 

 

表－10 輝度と圧力の対応 

高圧用 超低圧用 
色見本 
濃度 

変換後 
輝度 

圧力 
(MPa) 

色見本 
濃度 

変換後 
輝度 

圧力 
(MPa) 

1.3 97 指定なし 1.3 93 指定なし 
1.1 121 147 1.1 116 2.1 
0.9 140 122 0.9 143 1.6 
0.7 160 101 0.7 162 1.2 
0.5 184 79 0.5 183 0.9 
0.3 207 55 0.3 206 0.5 
0.1 241 指定なし 0.1 238 指定なし 

 

表－11 感圧紙試験結果 

対象 輝度 圧力 
(MPa) 

ハイヒール 
左足 216 45 
右足 246 13 

鋼球 10cm 
No.1 157 106 
No.2 129 136 
No.3 147 117 

台車 100kg 
段差有 118 2.0 
段差無 194 0.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－4  大形タイル施工場所 
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部分的に減らした浮き部分を作製し、2 章の耐衝撃

性試験に用いるための試験体とした。 
図－9 に施工フロー、写真－5 に施工状況を示す。

コンクリート下地は施工 2 日前にハイウォッシャー

とデッキブラシで水洗いし、乾燥させた。全ての工

法において、タイル 6～8 枚分（1m2 前後）の面積

を 1 セットとし、繰返し施工した。1 セットとは、

張付け材をコンクリートに塗布し、タイルを改良圧

着張りし、振動工具で密着させるまでの工程とした。 
ハイブリット張りは、幅 5mm、高さ 5mm、ピッ

チ 10mm、形状が角ノッチのくし目ごてを用いて、

接着剤の塗布量を一定にした。張付けモルタルは平

ごてを用いて、3mm 厚を目安に接着剤上に塗布し

た。工法 d のモルタル張りは、3～4mm 厚になるよ

うに平ごてを用いて張付けモルタルを塗付した。工

法 e の接着剤張りは、幅 10mm、高さ 10mm、ピッ

チ 20mm、形状が角ノッチのくし目ごてを用いて接

着剤を塗布した。 
全ての工法において、タイル裏面にも張付けモル

タルまたは接着剤を塗付し、改良圧着張りでタイル

張りした。その後、振動工具を用いて密着させなが

ら、レベル調整や目地合わせを実施した。 
 
3.3実大施工試験結果と考察 

 表－13 に施工試験結果を示す。ハイブリッド張り

とモルタル張りを比較する。ハイブリッド張りした

⑥と⑩、モルタル張りした⑤と⑨の施工時間を比較

した場合、⑥15 分、⑩14 分という結果に対して、

⑤13 分、⑨14 分と差がない。ハイブリッド張りは、

モルタル張りに対して、接着剤を塗布する 1 工程が

追加されるが、歩掛りに大きな影響を与える程では

ないとわかった。これは、タイルの大形化に伴い、

タイルを張り付け、高さや目地を調整する工程に多

大な時間を要するためである。 
また、塗り継ぎ時間が 5 分程度で、接着剤の上に

張付けモルタルを塗布したが、接着剤を引っ張るこ

となく施工できた。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

表－12 試験水準 

項目 水準 
張付け場所 A B 

工法 a b c d e 
施工方法 ハイブリッド モル

タル 
接着
剤 

くし目均し × ○ × － × 
施工面積（m2） 1.62 1.62 3.28 4.11 0.81 
タイル（枚） 12 12 24 30 6 
目地幅（mm） 3 3 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－8 張付け場所 B タイル割り図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－9 施工フロー 
 
 
 
 
 
 
 

水湿し

張付けモルタル塗布

モルタル張り 接着剤張り

下地掃除・墨出し

接着剤塗布

張付けモルタル塗布

接着剤塗布

タイル裏面張付けモルタル塗布

振動工具を使用してタイル張付け

目地掃除・タイル面洗い

ハイブリッド張り

繰返し

1）接着剤塗布        2）モルタル塗布      3）タイル裏面にモルタル塗布    4）振動工具で密着させる 

 

 
写真－5 施工状況 
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図－7 張付け場所 A タイル割り図 
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写真－6に充填検査の様子を示す。改良圧着張り

でタイル張りし、振動工具を用いたが、張り付けた

際に入った空気を抜くことが困難であった。大形タ

イルの場合、充填率を 100%にすることは難しいが、

今回使用したタイルのように、150mm 幅程度のタ

イルであれば、目地からはみ出してくる張付けモル

タルの様子から、充填状況を予想することは可能で

あった。目地幅が 3mm（工法 a、b）の場合、振動

時にはみ出す張付けモルタル量が多く、後工程の目

地掃除に手間が掛かった。接着剤張りの場合、接着

剤を 7.37kg/m2使用したが、改良圧着張りしても、

くし目が残る結果となり十分な充填ができなかった。

今回、既存建物のコンクリート下地を使用したが、

接着剤張りの場合は、事前に不陸調整等で下地精度

を確保する必要がある。 
 

3.4打音検査 

 タイル裏面の充填率を調査するため、施工直後に

打音検査を実施したが、張付けモルタルおよび接着

剤が硬化していない間は、浮き音による判断がつか

なかった。そのため、施工翌日にタイル張りした全

範囲について、打音検査を実施した。 
 表－14 に打音検査の結果を示す。各数値は、タイ

ル1枚147mm×900mm＝1323cm2毎の浮き音がし

た面積である。モルタル張りの場合、自然に発生し

た未充填部は 0～4%程度であった。タイルの外周部

分に未充填部が出やすい傾向であったが、その面積

は小さい。一方、1 カ所の未充填面積が 100cm2を

超える箇所（表－14の■色）は、タイル 62 枚中 6
枚に発生した。 
 

表－13 施工試験結果 

施工位置 
工法 a 工法 b 工法 c 工法 d 工法 e 

① ② ③ ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑫ 
タイル（枚） 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 6 6 

施工時間（分） 10 16 13 14 15 12 14 13 7 14 12 10 
接

着

剤 

使用量（kg） 10 10 － 6 
塗布面積（m2） 3.24 3.28 － 0.82 
使用量（kg/m2） 3.09 3.05 － 7.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表－14 打音検査結果 

施工位置 工法 a 工法 b 工法 c 工法 d 工法 e 
① ② ③ ④ ⑥ ⑧ ⑩ ⑤ ⑦ ⑨ ⑪ ⑫ 

未充填面積

（cm2） 

1 0 0 8 40 114 300 148 0 435 0 105 

測定不可 

2 0 13 0 6 20 405 32 8 288 0 0 
3 0 225 0 165 0 300 0 0 255 50 38 
4 20 0 0 0 60 100 0 0 100 0 0 
5 172 0 0 0 80 120 0 0 382 0 0 
6 0 90 38 70 0 255 0 0 420 0 0 
7     0 225 0 0 360 0  
8     0 76 0 0 35 0  

合計未充填率（%） 2.4 4.0 0.6 3.5 2.6 18.2 1.7 0.1 21.5 0.5 1.4 
施工位置⑦⑧の数字は故意的に作製した未充填部：人工浮き 

⑦⑧以外の未充填部：自然浮き

1）位置①充填率 100%     2）位置⑤充填率 100%    3）位置⑦充填率 66%     4）位置⑫充填 30% 

写真－6 充填検査 
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3.5 10カ月後の引張接着試験 

3.5.1試験方法 

図－10に試験位置を示す。試験箇所は再度、打音

検査を実施し、浮きが無い箇所を選択した。45mm
角となるようにコンクリート下地まで切れ込みを入

れ、40mm 角の引張治具を取り付けた。試験数はハ

イブリッド張りが 12 箇所、接着剤張りおよびモル

タル張りは各 5 箇所とした。 
引張接着試験は、変位計付日本建築仕上学会認定

簡易引張試験機（サンコーテクノ社製、テクノテス

ター RT-2000LDⅡ）を用いて、荷重と変位量を測

定し、最大荷重時の接着強度を求めた。更に、破壊

後の状態を目視観察し、破壊の割合を求めた。 
 
3.5.2引張接着試験結果と考察 

ハイブリッド張りの試験結果を表－15、接着剤張

りおよびモルタル張りの試験結果を表－16 に示す。

接着強度は平均でハイブリッド張り 0.88N/mm2、接

着剤張り 0.87N/mm2、モルタル張り 1.55N/mm2で

あった。懸念されていたハイブリッド張りの接着剤

と張付けモルタルの界面破壊（AM 破壊■色）は見

られなかった。しかし、タイルと張付けモルタルの

界面破壊（MT 破壊）が 12 試験片中 7 試験片で見

られた（表－15赤字部分）。図－10の試験箇所を見

ると、同一タイルから切り出した試験片毎で破壊状

態が類似していた。改良圧着張りでタイル裏面へ張

付けモルタルを塗り付ける際、こて圧が不十分で

あったと考えられる。 
確認として MT破壊が見られた試験片の張付けモ

ルタルに直接、冶具を取り付けて再度測定した結果

を表－17 に示す。No.6 および No.12 は接着不良に

より冶具が剥離したため結果から除外した。確認の

ため再度測定した試験片おいても AM 破壊（■色）

は見られず、良好な接着性能が確保できていた。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－10 試験位置 

表－15 ハイブリッド張り試験結果 
No. 接着強度 

(N/mm2) 
破壊状態(%) 

MT M AM A RA R CR 
1 1.67 0 5 0 95   0 
2 0.75 100 0 0 0   0 
3 1.01 60 40 0 0   0 
4 0.08 0 0 0 0 45 0 55 
5 0.55 100 0 0 0 0 0 0 
6 0.68 60 40 0 0 0 0 0 
7 0.79 0 0 0 30 65 5 0 
8 0.65 0 10 0 90   0 
9 0.96 0 0 0 100   0 

10 1.04 65 35 0 0 0 0 0 
11 0.73 65 35 0 0   0 
12 0.90 65 35 0 0   0 
平均 0.88 43 16 0 26 23 1 4 
C.V. 0.33 C.V.（変動係数）＝標準偏差／平均 

MT：タイルと張付けモルタルの界面破壊 
M：張付けモルタルの凝集破壊 
AM：張付けモルタルと接着剤の界面破壊 
A：接着剤の凝集破壊 
RA：下地補修材と接着剤の界面破壊 
R：下地補修材の凝集破壊 
CR：コンクリートと下地補修材の界面破壊 
 
表－16 接着剤張りおよびモルタル張り試験結果 
No. 接着強度 

(N/mm2) 
破壊状態(%) 

T AT A RA R CR C 
13 0.90 30 0 60 0  0 10 
14 0.92 30 0 70 0  0 0 
15 0.72 5 0 25 0 70 0 0 
16 1.05 25 0 35 0  0 40 
17 0.76 10 0 25 0 65 0 0 
平均 0.87 20 0 45 0 25 0 10 
C.V. 0.15 C.V.（変動係数）＝標準偏差／平均 
18 2.32 0 0 0 0 100 0 0 
19 2.13 0 0 0 0 100 0 0 
20 1.40 0 0 0 0 0 100 0 
21 1.29 0 90 10 0 0 0 0 
22 0.61 0 75 25 0 0 0 0 
平均 1.55 0 33 7 0 40 20 0 
C.V. 0.44 C.V.（変動係数）＝標準偏差／平均 

T：タイルの凝集破壊 
AT：タイルと張付け材(接着剤または張付けモルタル)の界面破壊 
A：張付け材の凝集破壊 
RA：下地補修材と張付け材の界面破壊 
R：下地補修材の凝集破壊 
CR：コンクリートと下地補修材の界面破壊 
C：コンクリートの凝集破壊 
 

表－17 ハイブリッド張り再試験結果 
No. 接着強度 

(N/mm2) 
破壊状態(%) 

ME M AM A RA R C 
2’ 1.54 0 0 0 100 0 0 0 
3’ 1.24 0 0 0 75 0 0 25 
5’ 0.58 0 0 0 30 65 5 0 
10’ 1.80 0 0 0 0 0 100 0 
11’ 2.00 65 5 0 30 0 0 0 
平均 1.43 15 1 0 45 15 21 5 
C.V. 0.39 C.V.（変動係数）＝標準偏差／平均 

ME：張付けモルタルと治具取付用接着剤の界面破壊 
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4．案件適用したハイブリッド張りの経年調査 

2017 年～2018 年にかけて実案件に施工したハイ

ブリッド張りが竣工後約 2 年経過したため、表面の

目視観察および打音検査を実施した。

表－18に建物概要を示す。No.1 の建物は内装リ

ニューアルに合わせて大形タイルを採用するためハ

イブリッド張りを適用した。No.2 の建物は大形タイ

ルではない 300 角タイルだが、モルタル張りを用い

て施工されており、ひび割れ発生が繰り返されるた

めハイブリッド張りを用いて改修された。全ての建

物でタイル下地は、コンクリートスラブの不陸を調

整するため、もしくは原設計では石張り仕上であり

スラブレベルを下げて打設していたため、モルタル

下地となっていた。

目視観察の結果、全ての建物でひび割れは、ほぼ

発生しておらず、ハイブリッド張りの効果が発揮さ

れていた。ひび割れが発生していた箇所は、エスカ

レーターや自動扉周囲といった面外応力が加わる部

分、かつ、平面に合わせてタイルを切欠いた部分で

発生していた。

打音検査の結果、コンクリートスラブと下地モル

タル間、張付けモルタルとタイル間の浮きがあり、

前者が支配的であった。コンクリートスラブと下地

モルタルの接着性向上が必要であると判明し、今後

の課題として抽出された。

5．まとめ 

一辺が 600mm 以上の大形タイルの普及に伴い、

床に必要な基本性能を満たす新しい施工法として有

機無機ハイブリッド接着工法を開発した。表－19に

従来工法との比較を示す。各試験において以下のこ

とが明らかとなった。

1) 接着性は、各工法とも合格であった。ひび割れ

追従性は、コンクリートの耐久性上有害なひび

割れと判断される 0.3mm を基準にすると、モル

タル張りは 0.1mm の変位量でタイルが破断し、

接着剤張りとハイブリッド張りは、1mm の変位

量で破断せず、高い追従性があった。

2) 耐衝撃性について、ハイブリッド張りは、モル

タル張りほどの耐衝撃性は確保できなかったが、

鋼球落下高さ 30cm でも割れず、日常使用にお

ける十分な耐衝撃性はあることが確認できた。

3) 施工性は、在来工法であるモルタル張りと大き

な差はなく、歩掛りへの影響はほぼないと考え

られる。

表－18 建物概要 

No. 新築

／改修
竣工年月

対象面積

(m2) 
タイル寸法

(mm)
1 改修 2017/09 300 600×600 
2 改修 2018/01 74 300×300 
3 新築 2017/01 814 900×150 
4 新築 2018/01 124 600×300 

表－19 各工法の比較 

工法 モルタル 接着剤
ハイブ

リッド

接着性 ○ ○ ○

ひび割れ追従性 × ○ ○

耐衝撃性 ○ △ ○

付着性：○合格 ×不合格 

ひび割れ追従性：○0.2mm 以上 ×0.3mm 未満

耐衝撃性：○30cm 以上合格 △30cm 不合格 ×10cm 不合格 

4) 施工試験後 10 か月経過したタイルおよび実案

件に施工し竣工後 2 年経過したタイルを調査し

た結果、張付けモルタルと有機系接着剤の接着

性能は確保されており、ハイブリッド張りに期

待されたひび割れ追従性も効果を発揮していた。 
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