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かい適用時の扱い）－ノンダイアフラム形式柱梁
接合工法への筋かい適用－《第21-12号》，奥村式
ハイブリッド梁構法－端部RC中央S梁構法－《第
21-13号》，安藤ハザマPCaパイルキャップ工法
－鋼管を用いた杭頭接合工法とPCaパイルキャッ
プによる杭基礎構造－《第21-14号》，SQ Pile工
法－先端沓付き鋼管を用いた杭状地盤補強工法－

《第21-16号》，ODIシリーズ自在ジョイントエポ
キシ継手－A級継手性能を有する機械式鉄筋継手
工法－《第21-18号》，イチケン式一柱一杭工法－
鋼管柱脚と既製杭との接合工法－《第21-19号》，
エスミコラム工法－スラリー系機械攪拌式深層混
合処理工法－（改定2）《第01-16号 改2》，TG-m

工法－先端翼付き鋼管を用いた杭状地盤補強工法
－（改定2）《第14-31号 改2》，3Qダイアキャス
トを用いた3Q-Wall工法（改定1）《第17-03号 改
1》，ALKTOPⅡ工法（拡底型）－回転貫入鋼管ぐ
い工法－（改定1）《第17-37号 改1》，刄工法－先
端翼付鋼管を用いた杭状地盤補強工法－（改定2）

《第 19-04 号 改 2》，okabe 仮設開口補強工法（改
定1）《第19-17号 改1》，ニューバースコラム工法
－スラリー系機械撹拌式深層混合処理工法－（改定
1）《第20-09号 改1》，アスコラムTYPEⅡ－スラ
リー系機械攪拌式深層混合処理工法－（改定3）《第
06-09号 改3（更1）》，ライジングW工法－スラ
リー系機械攪拌式ブロック状混合処理工法－（改定）

《第13-02号 改（更2）》，ウルトラピラー工法－セ
メントミルク杭状地盤補強体を用いた地盤補強工
法－《第18-20号（更1）》，ピュアパイル工法 type

Ⅲ－セメントミルク杭状補強体による地盤補強工
法－《第18-24号（更1）》 ................................189

ALKTOPⅡ工法（拡底型）－回転貫入鋼管ぐい工法
－（改定 1）《第 17-37 号 改 1》（再掲），耐火塗料
プレコート被覆鉄骨梁合成耐火被覆工法－SJKプ
レコート耐火被覆工法－《第21-20号》，シミズの
鉄骨梁薄肉ウェブ補剛工法－スチフナによる梁端
ウェブ補剛工法－《第22-01号》，木質耐震垂れ壁
構法《第22-02号》，シースルー耐震補強工法－格
子ブレースを用いた鉄骨系補強架構による耐震補
強工法－《第22-03号》，AH－LTIパネル－安藤
ハザマ軽量断熱パネル－《第 22-04 号》，奥村式
RC 有孔梁鋼板補強工法－既存鉄筋コンクリート
造有孔梁のせん断補強－《第22-05号》，Mコラム
工法－スラリー系機械撹拌式柱状地盤改良工法－

《第22-06号》，杭頭部に後打ち部を有するパイル
キャップ構法《第22-07号》，安藤ハザマ混合柱梁
接合（APRSS）構法－ RC 柱と SRC 梁、S 梁また
はCFS梁との接合構法－（改定5）《第07-04号 改
5》，ニューバースパイルⅡ工法－先端翼付き鋼管
を用いた杭状地盤補強工法－（改定4）《第09-02号 

改4》，ダクタイルファスナー工法－外装PCa板の
ワンタッチファスナー工法－（改定2）《第09-15号 

改2》，NB構法－デッキプレート下地乾式屋根ノン
ブレース構法－（改定1）《第11-21号 改1》，しん
兵衛工法－節付細径鋼管を有するソイルセメント
コラムを用いた地盤補強工法－（改定2）《第13-04

号 改2》，ニューバースパイルⅤ工法－先端翼付
き鋼管を用いた杭状地盤補強工法－（改定3）《第
13-08号 改3》，ガイアスーパーパイル工法－先端
翼を有する回転貫入鋼管ぐい－（改定4）《第13-20

号 改4》，エコタイト -S工法－高圧噴射攪拌工法
－（改定1）《第14-30号 改1》，GTフープ－アプ
セットバット溶接による太径せん断補強筋－（改定
1）《第18-08号 改1》，CCLアンボンド&アフター
ボンド工法－Φ12.7mm ～28.6mm 向け定着シ
ステム－（改定1）《第18-22号 改1》，SATコラム
工法－スラリー系機械攪拌式深層混合処理工法－

（改定1）《第18-28号 改1》，SHハイブリッドコラ
ム工法－セメントミルク芯部を有する地盤改良体
を用いた地盤補強工法－（改定1）《第18-29号 改
1》，トルネードパイル工法－らせん溝付鋼管を有
するソイルセメントコラムを用いた地盤補強工法
－（改定1）《第20-06号 改1》，トルネードラフト
工法－らせん溝付鋼管を有するソイルセメントコ
ラムを利用した地盤補強工法－（改定1）《第21-05

号 改1》，セキスイハイムM3及びセキスイツーユー
ホームW複合地盤補強工法－杭状地盤補強材によ
る地盤補強工法－（改定 4）《第 09-06 号 改 4（更
1）》，ピュアパイル工法（PP工法）－セメントミル
ク杭状補強材による地盤補強工法Ⅱ－（改定4）《第
11-28号 改4（更2）》，クロスウィングコラム工法
－スラリー系機械攪拌式深層混合処理工法－（改定
1）《第12-17号 改1（更1）》，H－CP工法－H形
プレストレストコンクリート柱状材を用いた地盤
補強工法－（改定2）《第12-22号 改2（更2）》，ラ
イジングD工法－粉体系機械攪拌式ブロック状浅
層混合処理工法－《第13-01号 （更3）》，くし兵衛
工法－スラリー系機械攪拌式深層混合処理工法－
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