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副題

□１.安全・安心 ■５.公共工事の品質確保・向上 2 8

■２.環境 ■６.景観 4

□３.情報化 □７.伝統・歴史・文化 5

■４.コスト縮減・生産性の向上 ■８.リサイクル 番号： 6

■1.省人化 ■5.耐久性向上 ■9.地球環境への影響抑制 1 8
開発目標 □2.省力化 □6.安全性向上 □10.省資源・省エネルギー 3 9
（選択） ■3.経済性向上 □7.作業環境の向上 ■11.品質の向上 4 11

■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： 5 12

従来技術名：

1.経済性 ■1.向上（1.41％）　□2.同程度　□3.低下（　％）　番号： 1
2.工程 ■1.短縮（35％）　□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　□4.低下 番号： 2
5.施工性 ■1.向上　□2.同程度　□5.低下 番号： 1
6.環境 ■1.向上　□2.同程度　□6.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

会社名： 住所：

技術 担当部署： TEL：

担当者名： FAX：

会社名： 住所：

営業 担当部署： TEL：

担当者名： FAX：

（概要）

■1.工法　□2.機械　□3.材料　□4.製品　□5.その他
番号：

1

1-3-7.道路／橋梁工

構造性・施工性・経済性に優れた新しい複合構造床版橋 開発年

分類

朝日エンヂニヤリング株式会社、（一社）イージースラブ橋協会

□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)

HR-020028 試験フィールド

活用の効果

PC床版橋

北陸地方整備局 2003.01.14

区分

新技術概要説明資料（１／５）

名称 イージースラブ橋（Ｈ鋼桁床版橋）
収受受付年月日

変更受付年月日 平成24年7月10日

2002年

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 登録番号 評価結果

問合せ先

エーイージャパン株式会社 〒920-0944　石川県金沢市三口新町3丁目9番6号

事務局 076-264-1184

西　圭二郎 076-264-1175

イージスラブ橋協会　静岡県支部

登録No.

簡単な加工（孔あけ）を施したH形鋼を並べて架設し、桁下面型枠を桁上面から挿入し
て腹板（WEB）に設けた孔に横繋鉄筋を通してその両端をナットで留め、桁上面鉄筋等
を設置して桁間にコンクリートを打設して橋体を築造する複合構造（SRC構造）の橋梁
です。

〒427-0045　静岡県島田市金谷東1-753番地の1

事務局 0547-46-1551

0547-46-1554

2



イージースラブ橋（Ｈ鋼桁床版橋） 登録No. 0

（特　徴）

（施工方法）

（施工単価等） 1(2)

（適用条件）

A-2

① 準備工(材料発注等)
② 桁工場製作工（鋼材孔あけ加工）
③ 鋼材防蝕加工（アルミ亜鉛シリコーン塗装または溶融亜鉛メッキ処理）
④ ゴム支承設置及び桁架設(写真)
⑤ 横繋鉄筋設置及び桁上面鉄筋配筋(写真)
⑥ 橋体コンクリート打設(写真)
⑦ 橋面工施工(舗装・高欄等)

⑧ 施工完了

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

イージースラブ橋の概算工事費は以下のとおりです。
設計条件
① 設計荷重 B活荷重(T荷重)/雪荷重 W=1.0KN/m2
② 車道幅員 W=6.00m or 4.00m
③ 地覆幅 W=0.60m×2
④ 全幅員 W=7.20m or 5.20m

工費例一覧(諸経費含む)
橋長(支間長)　      車道幅員6.00m(全幅員7.20m)　    車道幅員4.00m(全幅員5.20m)
5.00m(4.50m)　         5,664千円 [157千円/m2]　        4,316千円 [166千円/m2]
7.50m(7.00m)　         7,541千円 [140千円/m2]　        5,959千円 [153千円/m2]
10.00m(9.50m)　        9,666千円 [134千円/m2]　        7,456千円 [143千円/m2]
15.00m(14.50m)　      14,299千円 [132千円/m2]　       11,674千円 [150千円/m2]

斜角は45度程度まで可能です。
支間長は18m程度（B活荷重）まで可能です。
（H400×400より大型のＨ形鋼を使用すれば適用支間長はさらに長くなります。）

新技術概要説明資料（２／５）

新技術名称

● 低コスト - 従来橋種に比べて経済的となります。
● 低桁高 - 従来橋種に比べて桁高が低くなります。
● 短い現場工期 - 従来橋種に比べて現場施工が短期間で済みます。（桁架設から地覆Co打設までに要する日
数）
    例)イージースラブ橋 7～10日程度/1連当り ・ ・ 従来橋種 14～60日程度/1連当り
● 容易な桁運搬
① 主桁にはH鋼材を使用しており、桁重量が非常に軽量であるため運搬が容易です。
② 桁の取り扱いが簡単なため、架設現場までの道路状況が比較的悪い場合にでも、容易に搬入が可能です。
● 容易な施工
① 主桁はH形鋼を用いており、孔あけ作業が主体の為容易に製作できます。
② 現場溶接は不要です。
③ 現場架設に特殊技術を必要としない為、桁をクレーンで吊り上げ並列すれば据え付け完了です。その後、横
繋鉄筋を桁腹部の孔に通して両端をナットで留め、桁上面鉄筋と拘束鉄筋を配筋して側部形枠を設置し、コン
クリートを打設すれば橋体工が完成します。
● 床版形枠および支保工が不要 - 床版形枠や支保工が不要なので架設資材が少なくて済みます。



登録No. 0

（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

積算資料等

施工管理基準資料等

その他

特　許 ■1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　□4:無し 番号 1
特許査定を受け、現在、登録手続中 特許番号 特願2002-86134

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
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

新技術概要説明資料（３／５）

新技術名称 イージースラブ橋（Ｈ鋼桁床版橋）

A-3

桁製作工と桁架設工以外は、すべて国交省標準歩掛りを使用します。
１．積算資料－１（工場製作工）
２．積算資料－２（現場架設工）

従来の施工管理基準を適用する。

特許工法であるため、施工実施権所有者が施工して下さい。
（実施権所有者が下請けとして施行することも可能です。）

１．適用支間の拡大（軽量化：非充実構造）
２．マニュアル類の整備

１．荷重横分配効果確認試験　平成15年8月(金沢大学工学部にて)
２．イージースラブ橋載荷実験（平成16年8月、茨城県つくば市にて)
（破壊試験、疲労試験(200万回)、疲労試験終了後の供試体を用いての破壊試験）

１．Ｈ形鋼を用いた床版橋（橋梁と基礎：2005-2）
２．イージースラブ橋載荷実験　実験結果報告書（速報版）　平成16年10月



A-4

登録No. 0

実績件数 公共機関： 下記含む81件 民間：

発　注　者 施工時期
静岡県島田土木事務所 Ｈ21.10.

～Ｈ22.03

静岡県沼津土木事務所 Ｈ22.03.
～Ｈ22.09.

静岡県浜松土木事務所 Ｈ22.10.
～Ｈ23.03.

国土交通省
中部地方整備局
沼津河川国道事務所

Ｈ21.9
～Ｈ22.03.

静岡県
掛川市役所

Ｈ19.10
～Ｈ20.03

国土交通省
中部地方整備局
名四国道事務所

Ｈ19.05.
～Ｈ19.11

国土交通省
中部地方整備局
越美山系砂防事務所

Ｈ22.03.
～Ｈ23.08

国土交通省
近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所

Ｈ22.10
～Ｈ23.3

富山県入善土木事務所 Ｈ16.09.17～Ｈ
17.05.31

石川県県央土木総合事
務所

Ｈ16.10.21～Ｈ
17.03.25

1147-2951Ｖ

1150-0790Ｖ

国道24号紀北分院前
交差点改良他工事
小田井第1号橋
（車道橋B橋）

砂防改良２号橋梁工工事

県単河川改良工事

施
工
実
績

新技術概要説明資料（４／５）

新技術名称 イージースラブ橋（Ｈ鋼桁床版橋）

工　事　名

越美山系ドン谷渓流保全工事
（車道橋B活荷重）

CORINS登録No.

H19田園自然環境整備事業
田ヶ池地区管理道路改良舗装工事
（歩道橋）

H18年度23号蒲郡BP
坂本側道橋整備工事
車道橋（A活荷重）

二級河川高草川
河川改良付帯工事
みどり橋　上部工・取合道路工

緊急豪雨対策事業に伴う
河川改良付帯工事
富士見橋　橋梁上部工
（車道橋A活荷重）

浜松基地周辺障害防止対策工事
山之神二号橋　上部工
（車道橋A活荷重）

狩野川水系深沢川流路工事
（歩道橋）



登録No. 0

久保橋上部工架替工事 太郎田橋上部工架替工事

新技術概要説明資料（５／５）

新技術名称 イージースラブ橋（Ｈ鋼桁床版橋）

A-5

幸町涌波線道路改良工事（4径間連続ラーメン式

太郎田橋上部工架替工事 幸町涌波線道路改良工事（4径間連続ラーメン式
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