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フォームライトW

技術の適用範囲・用途

現場発泡ウレタン軽量盛土材料「フォームライトＷ」は、軽量性（土の 1/50）、耐圧縮性、難燃性に加え現地盤形状に合わ
せた自由形状の盛土施工が可能です。また、「フォームライトＷ」は現場発泡であるため、輸送手間の削減が可能となり、幅広
いニーズに対応できる盛土材料です。

平成28年12月 26日～平成33年12月 25日

審査証明有効期間

株式会社イノアック住環境　　本社 〒456-0062 愛知県名古屋市熱田区大宝四丁目9番27号
 TEL  052-684-0280   FAX  052-682-6909
 URL : http://www.inoac.co.jp/tokuzai/

技術保有会社／お問合せ先

擁壁構造物の土圧軽減 盛土工事における沈下防止急傾斜地における盛土工事

構造物に対する荷重軽減

建技審証第0112号

主な実績

平成13年 1月 徳島県 防災ステーション  13,500m3

平成15年 7月 北海道 道路改良工事 国道12号 529m3

平成19年 12月 長野県 災害復旧工事 川尻小谷糸魚川線 1,183m3

平成20年 3月 岩手県 道路改良工事 国道397号 5,832m3

平成21年 3月 新潟県 法面防災工事 国道8号線 3,900m3

平成23年 12月 島根県 道路改良工事 多伎朝山道路 2,389m3

平成26年 6月 静岡県 道路改良工事 国道152号 936m3

平成27年 9月 宮崎県 道路改良工事 野方野末市線 6,144m3

平成28年3月末までに、国土交通省、県土木事務所等の公共事業を中心に約930件、460,000m3の実績があります。

「フォームライトＷ」の用途例

落石等の緩衝材としての利用
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本概要書は、一般財団法人土木研究センター（PWRC）が行った「建設技術審査証明（土木系材料・製品・技術、道路保全技術）」の結果を、広く関係各位に紹介する目的で作成したものであります。
一般財団法人 土木研究センター（PWRC）企画・審査部　TEL03-3835-3609　http://www.pwrc.or.jp/shinsa.html
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工法の概要

現場発泡ウレタン軽量盛土工法（以下、Ｒ－ＰＵＲ工法という。）は、現場で硬質ウレタン樹脂を発泡させ盛土体を構築するとい

う新しい軽量盛土工法の１つとして、1990年に世界で初めて試験施工が実施されました。2000年にはノンフロンタイプ「フォー

ムライトＷ」を開発し、更に環境に優しい軽量盛土工法として、山岳道路の拡幅工事を始めとして幅広く活用されている工法です。

工法の概要

Ｒ－ＰＵＲ工法は、小型のプラントを用いて現場にて２液の材料を混合し、約30倍に発泡硬化させて軽量盛土体を形成する
工法です。Ｒ－ＰＵＲ工法には、以下のような特長があります。

一般特性

施工方法

審査証明の結果

ウレタン発泡工壁面工

杭打工アンカー工

※圧縮比例限：応力と歪みの関係が、直線関係から離れ始めるときの圧縮応力

急傾斜地における
盛土工事完了写真

「フォームライトＷ」は水を発泡剤として使用した、ノンフロン硬質ウレタンであり、軽量性、耐圧縮性に加え、耐熱性、

耐ガソリン性など耐久性に優れた材料です。

ウレタン発泡工
完了写真

（1）軽量性
密度が36kg/m3と土砂に比べて約1/50と超軽量な
ため、従来構造物に比べ、大幅な土圧の荷重軽減が可能。

（2）現場における対応性
結合部や継ぎ目のない一体化したフォーム体が形成で
きるため、現地の地山形状および周辺構造物に対し柔軟
に追随できる対応性・適用性がある。

（3）安定性
硬質ウレタンの使用により、耐圧縮性に優れるという
「構造的な安定性」に加え、耐薬品性、耐候性、難燃性
といった「材料としての安定性」を実現。

（4）施工性
大型建設機械を要さず、人力施工が可能。常に均一性
の高い安定した材料を供給することが可能。

（5）経済性
現場において必要量(施工数量の約1/30)の原料を現
場搬入し機械発泡させるため、過不足がなく経済的な施
工が可能。

（6）接着性
自己接着性を有しており発泡硬化と同時に対象物に強
く接着したフォ－ムを作ることが可能。

材料物性
軽量盛土材料として軽量性を確保しながら、十分な
耐圧縮性、強度を有していることが確認されている。

耐久性
盛土材として使用する硬質発泡ウレタンの物性およ
び形状の経時的な変化が少ないことが確認されている。

安定性
施工現場での挙動が確認された。また、振動台実験
により地震動に対する挙動が確認されている。

現場施工性
現場における施工性が優れ、安定した材料を供給できることが
確認されている。

環境への配慮
環境に対して汚染等の恐れが少ないことが確認されている。

フォームライトＷは、国土交通省の「新技術情報・
NETIS(No.QS-990001-VE」に登録されています。
������������������������������������������������������������������������������������������

フォームライトＷの材料特性

施工順序 断面図

圧縮応力－圧縮歪みの関係
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 項目 単位 標準値 試験法 

 密度 kg/m3 36±4 JISA9511 

 圧縮強度 kN/m2 120以上 JISA9511 

 許容圧縮応力度 kN/m2 60以上 JISA9511 

 ポアソン比  0.05 

 溶出試験１  環告第59号基準値以下 環告第13号 

 溶出試験２  JWWAK143基準値以下 JWWAK143 

振動台実験状況
（高さ6m）

走行試験状況
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