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副題

□１.安全・安心 ■５.公共工事の品質確保・向上 4

□２.環境 □６.景観 5

□３.情報化 □７.伝統・歴史・文化

■４.コスト縮減・生産性の向上 □８.リサイクル 番号：

■1.省人化 □5.耐久性向上 □9.地球環境への影響抑制 1
開発目標 ■2.省力化 □6.安全性向上 ■10.省資源・省エネルギー 2
（選択） □3.経済性向上 □7.作業環境の向上 ■11.品質の向上 10

□4.施工精度向上 □8.周辺環境への影響抑制 □12.リサイクル性向上 番号： 11

従来技術名：

1.経済性 □1.向上（　％）　□2.同程度　■3.低下（-47％）　 番号： 3
2.工程 ■1.短縮（71％）　□2.同程度　□3.増加（　％）　 番号： 1
3.品質・出来型 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
4.安全性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
5.施工性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
6.環境 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
7.その他 □1.　（定義済みの値なし） 番号：

開発体制 番号：

開発会社 錦工業株式会社 販売会社 建設工学株式会社 協会名

会社名： 住所：

技術 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

会社名： 住所：

営業 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

（概要）

１）何について何をする技術なのか？
・矢板（U型・広幅型・ハット型）用護岸の笠コンクリートをプレキャスト化した技術で
ある。
２）従来はどのような技術で対応していたのか？
・現場打設コンクリートによって対応していた。
３）公共工事のどこに適用できるのか？
・河川及び水路等の矢板護岸基礎、護岸基礎全般。重力式擁壁。
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□1.工法　□2.機械　□3.材料　■4.製品　□5.その他

問合せ先
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059-352-5506

鈴木康隆

059-354-2766

059-352-5506

ken-kou@cty-net.ne.jp

ken-kou@cty-net.ne.jp

キーワード

国土交通省へ
の登録状況

申請地方整備局名 登録年月日

北海道開発局 平成23年10月21日

区分

新技術概要説明資料（１／５）

名称 笠コンクリートブロック
収受受付年月日 平成29年10月18日

変更受付年月日

寸法設定自由なプレキャスト笠コンクリートブロック 開発年

分類

□1.単独 ■2(1)共同研究(民民) □2(2)共同研究(民官) □2(3)共同研究(民学)

HK-110036-VE 活用促進技術

活用の効果

現場打設笠コンクリート
-47%
71%

登録番号

番号：
4

1-1-5.共通工／基礎工

評価（事前・事後）



笠コンクリートブロック 登録No. 1633

（特　徴）

（施工方法）

（施工単価等） １（１）

その他（カタログなど）

積算資料等

施工管理基準資料等

A-2

(1) 高さ調整用のフラットバーを2組、延長分用意する。　(2) フラットバーを、指定高さに
合わせて、鋼矢板の天端に溶接する。(3)　笠コンクリートブロックをフラットバー上に順次
設置する。（この際、各々製品レベル等を確認）　(4) 目地材をセットする。(5) 隣接する
笠コンブロック同士を所定の金具で連結する。　(6) 鋼矢板との一体化を要する場合は、フ
ラットバーと笠コンブロックの鋼材を溶接で繋ぐ。(7) 底型枠が必要な場合は、支持金具で
底型枠を設置する。(8) 生コンクリートを投入・コテ均しにより中詰めを完了する。(9) 養
生期間をへて完成（底型枠を設置した場合は、底型枠と支持金具を取り外す）

■1(1).歩掛りあり（標準）　□1(2).歩掛りあり（暫定）　□2.歩掛りなし

積算資料（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　）
（　カタログ有り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

新技術概要説明資料（２／５）
新技術名称

（短　所）
・コンクリートの一体成型でなく、コンクリート版を鋼材で繋ぐ製造方法のため、製造に手
間が掛り、安価ではない。
・同様の理由で、底型枠が必要な場合は、別途に設置する必要がある。

（長　所）
・笠コンクリートをプレキャスト化することで、施工の迅速化と品質の向上を図る。
・独自の構造で寸法設定が自由である。
・レール施工方法のため調整の手間が少なく、工期の短縮が図れる。

掲載刊行物
建設物価（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　）

・土木工事積算基準（国土交通省）
・土木工事積算標準単価Ｈ28＜パッケージ方式・標準＞（建設物価調査会）
・製品価格は当社単価による。材料単価は、建設物価（建設物価調査会）による。

・当社による「笠コンクリートブロック製品管理基準書」による。



登録No. 1633

（適用条件）

（設計上の留意点）

（施工上・使用上の留意点）

（残された課題と今後の開発計画）

（実験等作業状況）

（添付資料）
実験資料等

その他

特　許 □1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　■4:無し 番号 4
特許番号

実用新案 □1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　■4:無し 番号 4
新案番号

建設技術評価制度番号 民間開発建設技術の審査証明番号

証明年月日 証明年月日

評価・証明 □1.　（定義済みの値なし）

制度等の名称 証明機関

制度等の名称 制度等の名称

制度名、番号 制度名、番号

その他の
制度等に 証明年月日 証明年月日

よる証明
証明機関 証明機関

証明範囲 証明範囲

1） 曲線部、折れ部の対応。　 2) 前面への模様、色彩など
3） 製品長の延長化・指定寸法での製造。

地盤等の影響による鋼矢板の施工誤差、中詰コンクリートの粗骨材最大寸法を、ブロックのサイズ
決定に考慮する。

（適用できる条件）
・ブロック設置にクレーン車を利用するため、車両の進入・旋回・吊り上げが可能な事。また、あ
る程度のブロック仮置場が必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
工期の短縮が求められる現場に最適です。

1) 鋼矢板の種類と現場の状況により適切なサイズを選定する。
2) コンクリート版厚が前後で20cmあることから、最低でも30cm以上の天端幅が必要となる。

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 笠コンクリートブロック

A-3

（適用できない条件）　上記の条件が満たされない現場。
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実績件数 公共機関： 142 民間：

発　注　者 施工時期
国土交通省
関東地方整備局
下館河川事務所

平成25年12月

国土交通省
関東地方整備局
下館河川事務所

平成25年12月

国土交通省
関東地方整備局
下館河川事務所

平成26年12月

国土交通省
関東地方整備局
下館河川事務所

平成29年1月

国土交通省
北海道開発局　　　　　石
狩川開発建設部

昭和62年７月

国土交通省
北海道開発局　　　　　石
狩川開発建設部

平成21年7月

国土交通省
北海道開発局　　　　　室
蘭開発建設部

平成23年2月

国土交通省
北海道開発局　　　　　札
幌開発建設部

平成26年5月

国土交通省
北海道開発局　　　　　室
蘭開発建設部

平成27年3月

国土交通省
北海道開発局　　　　　札
幌開発建設部

平成29年9月

石狩川改修工事の内　生振築堤工
事

石狩川改修工事の内　美唄川築堤
外工事

平成24年度　中妻低水護岸工事

平成24年度　三妻低水護岸工事

Ｈ25　中妻低水護岸工事

Ｈ２８　若宮戸（上）低水護岸工事

施
工
実
績

新技術概要説明資料（４／５）
新技術名称 笠コンクリートブロック

工　事　名

石狩川応急対策工事の内　旧美5号
樋門外吐口改良工事

墫前山火山砂防工事の内　苫小牧
川遊水地外工事

石狩川改修工事の内　鳳川右岸築
堤河岸保護工事

墫前山火山砂防工事の内　苫小牧
川遊水地右岸外工事

4027977695

0

CORINS登録No.
4012996628

4013002672
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クレーンにて吊り上げ施工 笠コンクリートブロック据付・連結

必要に応じて底型枠設置 中詰コンクリート施工・コテ均し

新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 笠コンクリートブロック

A-5

笠コンクリートブロック　各種 鋼矢板に施工レール設置


