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P.8 

本文 

3.4.2.1b 

 

3.4.2.1 現場調合モルタル 

b.細骨材 

 細骨材は、清浄で有害量の粘土塊・

泥分・有機不純物・塩化物など含まな

いものとする。細骨材の粒度は、表

3.3を標準とする。ただし、最大寸法

は塗り厚に支障のない限り大きいも

のを用いるものとし、塗り厚の半分以

下とする。上記以外の砂を使用する場

合は、特記による。ただし、左官用軽

量骨材は適用外とする。 

3.4.2.1 現場調合モルタル 

b.細骨材 

 細骨材は、清浄で有害量の粘土塊・

泥分・有機不純物・塩化物など含まな

いものとする。細骨材の粒度は、表 3.3

を標準とする。ただし、最大寸法は塗

り厚に支障のない限り大きいものを

用いるものとし、塗り厚の半分以下と

する。 

上記以外の細骨材を使用する場合

は、特記による。 

P.72 

本文 

3.4.2.1b 

 

3.4.2.1 現場調合モルタル 

b.細骨材 

 細骨材は、清浄で有害量の粘土塊・

泥分・有機不純物・塩化物など含まな

いものとする。細骨材の粒度は、表

3.3を標準とする。ただし、最大寸法

は塗り厚に支障のない限り大きいも

のを用いるものとし、塗り厚の半分以

下とする。上記以外の砂を使用する場

合は、特記による。ただし、左官用軽

量骨材は適用外とする。 

3.4.2.1 現場調合モルタル 

b.細骨材 

 細骨材は、清浄で有害量の粘土塊・

泥分・有機不純物・塩化物など含まな

いものとする。細骨材の粒度は、表 3.3

を標準とする。ただし、最大寸法は塗

り厚に支障のない限り大きいものを

用いるものとし、塗り厚の半分以下と

する。 

上記以外の細骨材を使用する場合

は、特記による。 

P.73 

解説 

3.4.2.1b 

 

 左官用軽量骨材については、近年の

研究により初期強度や施工後初期の

接着強度についてはその品質が確認

されている。しかし、長期間の使用に

対する安全性を確認できる技術資料

が不足していること、左官用軽量骨材

を用いたモルタルはタイル張り下地

材料としては普通モルタルに比べて

乾燥収縮や吸水率が大きく、また乾湿

に伴う伸縮が大きいためひび割れや

現場調合モルタルに軽量骨材を使

用する場合は、特記による。左官用軽

量骨材については、近年の研究により

初期強度や施工後初期の接着強度に

ついてはその品質が確認されている。

しかし、長期間の使用に対する安全性

を確認できる技術資料が不足してい

ること、左官用軽量骨材を用いたモル

タルはタイル張り下地材料としては

普通モルタルに比べて乾燥収縮や吸



はく離などに与える影響が大きいこ

とから適用外とした。 

水率が大きく、また乾湿に伴う伸縮が

大きいためひび割れやはく離などに

与える影響が大きいことから、現場調

合モルタルで軽量骨材の使用に当た

っては工事監理者と十分な検討が必

要である。 

P.8 

本文 

3.4.2.2a 

 

3.4.2.2 既製調合下地用モルタル 

a.既製調合下地用モルタルおよび既

製調合下地調整用補修モルタル 

(１) 既製調合タイル張り下地材料

は、試験または信頼できる資料で品質

の確かめられたものとする。 

(２) 既製調合下地調整用補修モルタ

ルは以下による。 

JIS A 6916 (建築用下地調整材) 

3.4.2.2 既製調合下地用モルタル 

a.既製調合下地用モルタルおよび既

製調合下地調整用補修モルタル 

(１) 既製調合タイル張り下地材料

は、試験または信頼できる資料で品質

の確かめられたものとする。 

(２) 既製調合下地調整用補修モルタ

ルは以下による。 

JIS A 6916-2000 (建築用下地調整塗

材) 

上記以外の既製調合下地調整用補

修モルタルを使用する場合は、特記に

よる。 

P.76 

本文 

3.4.2.2a 

 

3.4.2.2 既製調合下地用モルタル 

a.既製調合下地用モルタルおよび既

製調合下地調整用補修モルタル 

(１) 既製調合タイル張り下地材料

は、試験または信頼できる資料で品質

の確かめられたものとする。 

(２) 既製調合下地調整用補修モルタ

ルは以下による。 

JIS A 6916 (建築用下地調整材) 

3.4.2.2 既製調合下地用モルタル 

a.既製調合下地用モルタルおよび既

製調合下地調整用補修モルタル 

(１) 既製調合タイル張り下地材料

は、試験または信頼できる資料で品質

の確かめられたものとする。 

(２) 既製調合下地調整用補修モルタ

ルは以下による。 

JIS A 6916-2000 (建築用下地調整塗

材) 

上記以外の既製調合下地調整用補

修モルタルを使用する場合は、特記に

よる。 

P.76 

解説 

3.4.2.2a 

 

a.既製調合タイル張り下地材料およ

び既製調合下地調整用補修モルタル 

 最近の現場では良質な細骨材を入

手することが困難な場合が多い。そこ

で品質が均一で、現場における取扱い

の簡便さなどの目的で、工場において

所定の調合に準備された既製調合タ

a.既製調合タイル張り下地材料およ

び既製調合下地調整用補修モルタル 

 最近の現場では良質な細骨材を入

手することが困難な場合が多い。そこ

で品質が均一で、現場における取扱い

の簡便さなどの目的で、工場において

所定の調合に準備された既製調合タ



イル張り下地材料および既製調合下

地調整用補修モルタルが使用されて

いる。 

(１) 既製調合タイル張り下地材料に

は数多くの製品があり、それぞれの性

能には差があるので、その性質・作業

性、使用実績などを十分検討し、適切

な製品を選定して使用することが必

要である。 

(２)既製調合下地調整用補修モルタ

ルは、近年の研究により初期強度や施

工後初期の接着強度についてはその

品質が確認されている。しかし、長期

間の使用に対する安全性を確認でき

る技術資料が不足していること、タイ

ル張り下地材料としては普通モルタ

ルに比べ乾燥収縮や吸水率が大きく、

また乾湿に伴う伸縮が大きいため、ひ

び割れやはく離などに与える影響が

大きいことから、JIS A 6916 (建築用

下地調整材)においてタイル仕上げに

適用する CM-2に適合するものとし

た。 

イル張り下地材料および既製調合下

地調整用補修モルタルが使用されて

いる。 

(１) 既製調合タイル張り下地材料に

は数多くの製品があり、それぞれの性

能には差があるので、その性質・作業

性、使用実績などを十分検討し、適切

な製品を選定して使用することが必

要である。 

(２)既製調合下地調整用補修モルタ

ルは、近年の研究により初期強度や施

工後初期の接着強度についてはその

品質が確認されている。しかし、長期

間の使用に対する安全性を確認でき

る技術資料が不足していること、タイ

ル張り下地材料としては普通モルタ

ルに比べ乾燥収縮や吸水率が大きく、

また乾湿に伴う伸縮が大きいため、ひ

び割れやはく離などに与える影響が

大きいことから、JIS A 6916-2000 (建

築用下地調整塗材)においてタイル仕

上げに適用する CM-2 に適合するもの

とした。 

上記以外の既製調合下地調整用補

修モルタルを使用する場合は、特記に

よる。この場合、既製調合下地調整用

補修モルタルの性質・作業性、使用実

績などを十分検討し、適切な製品を選

定し製造業者の標準仕様を遵守して

使用することが必要である。 

P.12 

本文 

3.5.2.2e 

 

3.5.2.2 モルタル下地 

e.軽量モルタル下地 

 軽量モルタルをタイル張り下地と

する場合には、JIS A 6916-2000 (建

築用下地調整材)の品質基準に適合し

たタイル下地用既製調合モルタルを

用いる。 

3.5.2.2 モルタル下地 

e.軽量モルタル下地 

 軽量モルタルをタイル張り下地と

する場合には、JIS A 6916-2000 (建

築用下地調整塗材)の品質基準に適合

したタイル下地用既製調合モルタル

を用いる。 

上記以外のタイル下地用軽量モル

タルを使用する場合は、特記による。 



P.91 

本文 

3.5.2.2e 3.5.2.2 モルタル下地 

e.軽量モルタル下地 

 軽量モルタルをタイル張り下地と

する場合には、JIS A 6916-2000 (建

築用下地調整材)の品質基準に適合し

たタイル下地用既製調合モルタルを

用いる。 

3.5.2.2 モルタル下地 

e.軽量モルタル下地 

 軽量モルタルをタイル張り下地と

する場合には、JIS A 6916-2000 (建

築用下地調整塗材)の品質基準に適合

したタイル下地用既製調合モルタル

を用いる。 

上記以外のタイル下地用軽量モル

タルを使用する場合は、特記による 

P.92 

解説 

3.5.2.2e 

 

e.軽量モルタル下地 

 左官用軽量モルタルは施工性が良

いために広く普及しているが、吸水率

や乾燥収縮量が大きく、モルタルの調

合や塗り厚など、誤った使い方によっ

て不具合になった事例が散見される。

JASS15左官工事標準仕様書では一定

の条件の下で現場調合の軽量モルタ

ルの仕様を定めているが、タイル工事

では、品質管理上有効な手段として、

既製調合モルタルを使用することを

標準とした。既製調合モルタルは、JIS 

A 6916-2000 (建築用下地調整材)のセ

メント系下地調整厚塗材 CM-2 の品質

基準に適合したものを使用し、塗り厚

については、メーカーの標準仕様を遵

守する。 

e.軽量モルタル下地 

 左官用軽量モルタルは施工性が良

いために広く普及しているが、吸水率

や乾燥収縮量が大きく、モルタルの調

合や塗り厚など、誤った使い方によっ

て不具合になった事例が散見される。

JASS15 左官工事標準仕様書では一定

の条件の下で現場調合の軽量モルタ

ルの仕様を定めているが、タイル工事

では、品質管理上有効な手段として、

既製調合モルタルを使用することを

標準とした。既製調合モルタルは、JIS 

A 6916-2000 (建築用下地調整塗材)の

セメント系下地調整厚塗材 CM-2の品

質基準に適合したものを使用し、塗り

厚については、製造業者の標準仕様を

遵守する。 

上記以外のタイル下地用軽量モル

タルを使用する場合は、特記による。

この場合、モルタルの性質・作業性、

使用実績などを十分検討し、適切な製

品を選定し製造業者の標準仕様を遵

守して使用することが必要である。 

＊P.92 

解説 

3.5.2.2a 

 

躯体コンクリートの上にタイル張り下

地のモルタルを塗付ける方法は，JASS 
15「左官工事」に準拠して行うことを

原則とする，JASS 15 の 5 節「コンク

リート下地セメントモルタル塗り」にそ

の詳細が記述されているので，上塗りを

除いて下塗り・むら直し，中塗りまでの

躯体コンクリートの上にタイル張り下

地のモルタルを塗付ける方法は，JASS 
15「左官工事」に準拠して行うことを

原則とする，JASS 15 の 5 節「コンク

リート下地セメントモルタル塗り」にそ

の詳細が記述されているので，上塗りを

除いて下塗り・むら直し，中塗りまでの



方法をそのまま適用する．ただし，最近

のタイル張りの故障は，コンクリートと

モルタル下地の界面で剥離する故障が

多く見られることから，タイル張りの場

合のコンクリート面は，モルタル下地の

有無に係わらず解説表1.3.3の方法で清

掃または目荒らしするのが望ましい．モ

ルタル下地にタイル張りすると，左官系

の仕上げよりも仕上げ厚が厚くなるた

め，コンクリートと下塗モルタルの接着

強度の確保，さらには中塗モルタルの表

面強度の確保が品質上，重要となる． 

方法をそのまま適用する．ただし，最近

のタイル張りの故障は，コンクリートと

モルタル下地の界面で剥離する故障が

多く見られることから，タイル張りの場

合のコンクリート面は，モルタル下地の

有無に係わらず解説表 3.19 の方法で清

掃 または および目荒らしするのが望ま

しい．モルタル下地にタイル張りする

と，左官系の仕上げよりも仕上げ厚が厚

くなるため，コンクリートと下塗モルタ

ルの接着強度の確保，さらには中塗モル

タルの表面強度の確保が品質上，重要と

なる． 

＊P.90 

解説 

3.5.2.1a. ａ．現場打込みコンクリート下地 
(４)最近，地球環境問題や廃棄物問題へ

の対応として，合板型枠の転用回数を伸

ばす目的で，塗装合板が使用されること

が多くなっている．型枠脱型後の塗装合

板打込み面は，平滑でコンクリート面へ

の張付けモルタルの食いつきが悪く，接

着強度が得られにくく，コンクリート界

面からの剥離原因の一因に挙げられて

いる．また，普通合板を用いた場合でも，

コンクリート表面には脆弱な層が存在

し，清掃または除去が必要になる．そこ

で，コンクリート面にタイル張りを行う

場合には，清掃または目荒らしを必須と

し，一例として解説表 3.19 に方法を示

した．ワイヤーブラシ掛けは，主に脆弱

層を除去するための目的で適用する工

法で，平滑なコンクリート面へ目荒らし

には適用できない．高圧水洗浄法は，吐

出水量が多く，ガンの反力が大きいた

め，足場作業の場合には，安全面での配

慮が必要である．超高圧水洗浄法は，螺

旋状の引っかきキズがつくため施工管

理がしやすく，平滑面の目荒らしに適し

た工法である．ＭＣＲ工法は，ＭＣＲ専

用シートの廃材が発生するため，予め，

ａ．現場打込みコンクリート下地 
(４)最近，地球環境問題や廃棄物問題へ

の対応として，合板型枠の転用回数を伸

ばす目的で，塗装合板が使用されること

が多くなっている．型枠脱型後の塗装合

板打込み面は，平滑でコンクリート面へ

の張付けモルタルの食いつきが悪く，接

着強度が得られにくく，コンクリート界

面からの剥離原因の一因に挙げられて

いる．また，普通合板を用いた場合でも，

コンクリート表面には脆弱な層が存在

し，清掃または除去が必要になる．そこ

で，コンクリート面にタイル張りを行う

場合には，清掃および目荒らしを必須と

し，一例として解説表 3.19 に方法を示

した．ワイヤーブラシ掛けは，主に脆弱

層を除去するための目的で適用する工

法で，平滑なコンクリート面へ目荒らし

には適用できない．高圧水洗浄法は，吐

出水量が多く，ガンの反力が大きいた

め，足場作業の場合には，安全面での配

慮が必要である．超高圧水洗浄法は，螺

旋状の引っかきキズがつくため施工管

理がしやすく，平滑面の目荒らしに適し

た工法である．ＭＣＲ工法は，ＭＣＲ専

用シートの廃材が発生するため，予め，



その処理対策を講じておく必要がある． 
これらの方法の効果については，使用

する型枠，コンクリート表面状態およ

びコンクリート強度により様々なの

で，現場で試験施工など行い，清掃ま

たは目荒らしの状況を確認してから，

本施工を行うことが望ましい． 
各種工法による目荒し後のコンクリー

ト表面状態を解説写真 3.3 に示す． 

その処理対策を講じておく必要がある． 
これらの方法の効果については，使用

する型枠，コンクリート表面状態およ

びコンクリート強度により様々なの

で，現場で試験施工など行い，清掃 ま

たは および目荒らしの状況を確認して

から，本施工を行うことが望ましい． 
各種工法による目荒し後のコンクリー

ト表面状態を解説写真 3.3 に示す． 
 
 
特記は、修正後のみ記述する（修正前は記述しない） 
  項目 特記事項 

P.38 

本文 

５節特記 

 

3.4.2.1 現場調合モルタル 

b.細骨材 

 

3.4.2.2 既製調合下地用モルタル 

a.既製調合下地用モルタルおよび既

製調合下地調整用補修モルタル 

 

3.5.2.2 モルタル下地 

e.軽量モルタル下地 

 

標準粒度分布以外の細骨材 

 

JIS A 6916-2000 (建築用下地調整塗

材)以外の既製調合下地調整用補修モ

ルタル 

 

JIS A 6916-2000 (建築用下地調整塗

材)以外のタイル下地用軽量モルタル 

P.205 

解説 

５節特記 

 

3.4.2.1 現場調合モルタル 

b.細骨材 

 

3.4.2.2 既製調合下地用モルタル 

a.既製調合下地用モルタルおよび既

製調合下地調整用補修モルタル 

 

3.5.2.2 モルタル下地 

e.軽量モルタル下地 

 

標準粒度分布以外の細骨材 

 

JIS A 6916-2000 (建築用下地調整塗

材)以外の既製調合下地調整用補修モ

ルタル 

 

JIS A 6916-2000 (建築用下地調整塗

材)以外のタイル下地用軽量モルタル 

 


