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鉄筋ジャバラユニット工法
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はじめに
「鉄筋ジャバラユニット工法」は鉄筋工事業者が考案した

画期的な鉄筋先組工法です

梁筋ユニットの折畳み状況（開口補強済）



・Ｊワイヤー（ジャバラ用結束線）の説明
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ジャバラ用結束線は結束線の間に弾力性のあるゴムを介在させる
事により、鉄筋折畳時に鉄筋交差部の負荷が発生しても、結束線の
切断・伸びが発生せず、元の形状に復元しても結束箇所は本来の
鉄筋保持力が維持できる結束線です。
適用範囲
鉄筋主筋径D10－D41

ゴム結束線公称及び種類
寸法 Ｌ・Ｍ・Ｓ （旧称 太物用・細物用・極細用）

・Ｊワイヤーに用いるゴムの見解
・（学術的な検証）

大学の研究機関にジャバラ用ゴム結束線が「コンクリートに影響を与えるか」関して
実験及び研究を依頼しデーターにまとめた結果 「ジャバラ用ゴム結束線が鉄筋コンクリートの
引張耐力になんら影響しない」との結論を頂きました。

・九州地方整備局 営繕部技術・評価課の見解
「ＮＥＴＩＳ登録申請時の審査段階においてジャバラ用結束結線に用いるゴムの質量共に少なく
構造的な影響はなく又、コンクリートへの影響は一切考慮しないものと確認しております。」

・都市再生機構 東日本支社 設計部 構造監理主幹の見解
「結束線に使用しているゴムに関しては構造的になんら考慮いたしません、
通常コンクリートの中に入るスペーサーやドウナツ等と同じように考えています。」
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鉄筋ジャバラユニット工法とは
今まで現場作業で行っていた鉄筋組立作業を、事前に鉄筋加工場でユニット化した部材を

組立て、折畳集積後、現場へ搬入して、元の形状に復元し所定の位置に据付ける工法です。

施工イメージ図

工場組立 折畳 工場集積・保管 運搬

現場で元の形状に復元・吊込み・据付
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作業手順
①工場にての組立状況

②ジャバラ用結束線で結束

結束作業は通常の結束線と同じように

簡単に作業が出来ます

梁部材組立の事例
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③工場にての集積状況

④運搬状況

積載荷重の範囲内で数段重ねても運搬するこ
とが可能です、また復元してもズレ・歪み等は生
じません。スリーブ取付等のクリアランスも事前
に取り入れることもできます。
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⑤車上からの吊り込み状況

⑥吊り込み状況（開口補強済）

梁ユニット部材の上場主筋を持ち上げる
と簡単に元の形状に復元できます

梁ユニットを自立するためにスジカイ筋を結
束後、設備等の開口補強作業を行う
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⑦取付状況

⑧取付完了
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⑨溶接継手による作業状況

⑩機械式継手による作業状況

継手位置は端部、中央部とも可能です

中子筋も簡単に施工できます
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コンセプト
「鉄筋工事の工業化」

工場で組立建てる事によりにより

・ 鉄筋工事の施工品質の確保

・ 躯体工期の短縮

・ 鉄筋施工時の安全性の向上

・ 鉄筋工事の原価の低減

・ 鉄筋工不足の解消

以上の効果が期待できます
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・安全な作業ができます
ＲＣ造一般階における梁筋施工状況

危険な足場上の作業も大幅に削減でき安全な作業ができます。



クレーンを用いての取付作業のため、荷取ステージ等の仮設足場も不要です 12

・鉄筋足場等（鉄筋受け架台）が大幅に削減できます

Ｓ造基礎配筋（安全通路のみの作業）地中梁施工時の鉄筋受架台は必要ありません
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・従来工法との比較
現場先組工区（鉄筋先組架台）ヤード

仮設計画図
（RC8階 集合住宅・鉄筋数量２棟1800t）

ジャバラ工区（共用資材置場）

同一現場での地中梁施工における鉄筋足場の比較
ジャバラ工法工区 在来工法工区
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・現場での躯体工期が大幅に短縮できます。
１フロアー約６０ｔを９日サイクルで施工事例



・基礎工事の工期も短縮することが出来ます

15
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在来工法 ジャバラ工法

29日の工程短縮

5Ｆで15日の短縮です

ＲＣ10階建の工期を比較しました。
（在来工法の工期は隣工区の同一建物です。）

【工期比較表】

・在来工法との工期の比較（梁施工のみジャバラ工法使用）
ＲＣ造１０階 鉄筋数量８００トン
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【鉄筋１t当りの歩掛比較表】
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・工場で組立る事により配筋精度と作業効率が向上します

工場内で配筋検査も確実に行います組立作業も架台の高さを簡単に調整し無理のない姿勢で
効率的に作業ができます
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・事前に組立・集積出来るため施工の前倒しが可能です
作業員の計画的な人員配置が可能となり、効率的な労務管理が可能になります。
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・少人数の作業員での現場施工が可能です

工場にて組立作業
の６０～７０％は完
了しているため、
現場に入る作業員
数が大幅に削減で
きま少数の作業員
で施工できます。
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・事前の配筋検査が可能になり、補強工事などが簡単に施工でます

配筋検も確実に行なえます

スリーブ補強筋施工状況 ユニット垂直確認作業



・鉄筋工の作業効率が大幅に向上します
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鉄筋工1人当たりの作業効率が大幅に向上し
ます
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【鉄筋工１人当りの歩掛比較表】

ジャバラ工法 在来工法

在来鉄筋組立工法との比較
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・折畳むことにより運搬の効率化が図れます
積載重量の範囲で何段でもユニットの積み重ねが可能です、運搬時の部材のズレ、ネジレ等一切ありません。
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・ 高齢者や女性・年少工の雇用も確保出来ます

揚重設備がある工場内の作業は高齢者・女性でも十分可能な作業です

・狭い鉄筋加工場でも組立作業は可能です
門型クレーンの外側でユニット組立作業状況



施工事例
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・場所打杭の鉄筋組立状況
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・柱組立も安全な姿勢で作業ができます

柱筋組立用足場や高所作業車等は必要ありません

RC一般階

大型工場
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・大壁組立状況
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・ベース・土間・スラブ筋も簡単にユニット化できます

バーメッシュと比べ原価の低減が出来ます

RC一般階スラブ施工例



・土間スラブ施工例
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・太径鉄筋のスラブも素早く事前に作業出来ます

・鉄筋径D25を使用した大型スラブユニット例

基礎耐圧スラブ 勾配屋根スラブ
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・定着アンカーや機械式継手の使用例

定着アンカー納まり状況
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Ｓ造基礎工事全工期の約５０％短縮

・ジャバラユニットにラス型枠を先付けした施工例
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・地中梁の上フカシ筋を同時に施工

・一般階の梁と横フカシ筋の同時施工
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・ハンチ梁施工状況

＊ハンチ梁ユニットは何段も積重ねて搬送することはできません
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・大型地中梁を分割で施工した事例
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・大型地中梁分割施工状況
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・長尺鉄筋での先組例
長いユニットを作成することにより、継手の低減を図り工期・原価効率の良い作業ができます
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・「あき重ね継手」とジャバラの施工事例
アンカボルトと梁主筋が正規の場所に収まり位置の確保 配筋指針（0.2Lかつ150mm以下）
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柳井通商の理念

全国の工法特約店と

技術と情報の共有化を計り

建設業界に貢献いたします
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・全国の特約店網
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・全国特約店会の工法普及活動

特約店会議 事例発表及び施工検討会 年２回

各地域のジャバラユニット工法講習会

模型を使い継手位置や組立順序の確認
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・ 平成１７年 国土交通省の「新技術登録システム」ＮＥＴＩＳネティスに登録されました。

これにより官庁工事に採用できる技術であると評価されました。

（平成２３年 「東日本大震災の復旧・復興における新技術登録システム」に採用されました。）

・ 平成１７年 国土技術開発センター主催、国交省後援による第７回国土技術開発賞を

受賞いたしました。

・ 平成２４年 建災防（建設業労働災害防止協会）の顕彰制度より安全に施工できることが

評価され「鉄筋工事の工業化」として表彰されました。

＊公共工事の技術提案等に活用下さい。

最新の情報
＊東京鉄鋼㈱と業務提携を行いジャバラ工法の全国特約店に加盟致しました。

今後ゼネコン様にジャバラ工法とネジ筋の組み合わせで直接販売を行います。

＊建設業法に定める一級建築士更新時ある監理技術者講習会の講習用テキストにジャバラ工法が掲載されました。

ジャバラユニットを製品化し顧客への供給事業
＊梁部材ユニットの販売

鉄筋工事をする同業他社へ地中梁をユニット化し現場に供給し鉄筋工不足の解消を図るシステムを計画中です。

＊基礎場所打杭での鉄筋杭の製作

最近の官庁発注の杭筋は無溶接化の方向に進み、今までのように現地で施工すると、コストも高くなり

杭業界より依頼を受け実験的に施工し今年秋より本格的に供給事業を開始しました。

＊Ｓ造のデッキ型枠メーカと業務提携

スラブデッキにジャバラユニットを供給し、デッキ工（多能工）がスラブユニット配筋を施工を行う。

公共工事等の活用に関して



フープ・スタラップの形状

閉鎖型 片爪型

片爪型 両爪型 閉鎖型
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梁ユニット収まり
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端部上下アンカ付定着 端部上筋アンカ付定着 交差部の下筋を継手

G梁にB梁を差し込む
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溶接継手作業状況
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大梁隅部据付状況

スタラップ・フープ筋のツメ曲げ用機械
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スタラップのツメ角度１３５度施工手順


	鉄筋ジャバラユニット工法
	はじめに
	・Ｊワイヤー（ジャバラ用結束線）の説明
	鉄筋ジャバラユニット工法とは
	作業手順
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	コンセプト　�　　　　　　「鉄筋工事の工業化」�
	・安全な作業ができます
	　・鉄筋足場等（鉄筋受け架台）が大幅に削減できます
	・従来工法との比較�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	・現場での躯体工期が大幅に短縮できます。�
	・基礎工事の工期も短縮することが出来ます
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	・事前に組立・集積出来るため施工の前倒しが可能です�　　�
	スライド番号 19
	・事前の配筋検査が可能になり、補強工事などが簡単に施工でます　　
	・鉄筋工の作業効率が大幅に向上します�
	・折畳むことにより運搬の効率化が図れます
	　・　高齢者や女性・年少工の雇用も確保出来ます�
	　　施工事例
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	・ベース・土間・スラブ筋も簡単にユニット化できます
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	・地中梁の上フカシ筋を同時に施工
	・ハンチ梁施工状況
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	公共工事等の活用に関して
	フープ・スタラップの形状
	梁ユニット収まり
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47

