良くある質問（Ｑ＆Ａ）

Ⅲ.特許に関すること

Ｑ

Question

Ａ

イージースラブ橋では上部構造全体に、イージーラーメン橋では該当する橋梁
全体にかかります。
基本となる特許のほかに部分的な特許が複数介在しています。
たとえ基礎杭が一般工法であっても、イージーラーメン橋の構造の一部となって
いるものには特許がかかります。

Ｑ

Question

Ａ

特許使用料については工事発注前に特許権者（エーイージャパン）に見積もり取
得をしていただき、工事発注時に特許使用料を含めて発注していただきます。入
札後、受注会社を介して特許使用料の入金をしていただきます。

Ⅲ－１

イージースラブ橋・イージーラーメン橋の特許は橋のどの部分にかかるのです
か？

2016・03・10 更新

Ⅲ－２

イージースラブ橋・イージーラーメン橋の特許使用料支払い方法はどの様にすれ
ばいいですか？

2016・03・10 更新

ＥＲＢ

ＥＳＢ

特許使用料見積書

特許使用料見積書
平成

◯◯◯◯◯◯◯◯

年

月

日

平成

◯◯◯◯◯◯◯◯

殿

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

工事場所

◯◯県◯◯◯

有効期限

平成26年3月末日

支払条件

現

№

項

地内

代表取締役
住 所
ＴＥＬ
ＦＡＸ
E-mail

徳野 光弘

石川県金沢市三口新町３丁目９番６号
（０７６）２６１－１３６０
（０７６）２６１－９６２８
info@a-e-japan.com

金

目

特許使用料

***** 円 ( 税別 )

特許番号

発明の名称

1

特許使用料

2

※上記特許使用料は、全ての諸経費対象外と致します。

第4318694号

床版橋構造（イージーラーメン橋）

額

*****

備

考

橋 長 *.*m
総幅員 *.*m
杭基礎式

日

エーイージャパン株式会社
工 事 名

◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯

工事場所

◯◯県◯◯◯

有効期限

平成26年3月末日

支払条件

現

地内

№

項

代表取締役
住 所
ＴＥＬ
ＦＡＸ
E-mail

徳野 光弘

石川県金沢市三口新町３丁目９番６号
（０７６）２６１－１３６０
（０７６）２６１－９６２８
info@a-e-japan.com

金

***** 円 ( 税別 )

特許使用料

金

月

殿

エーイージャパン株式会社
工 事 名

年

目

発明の名称

特許番号

1

特許使用料

2

※上記特許使用料は、全ての諸経費対象外と致します。

第3708495号

床版橋の構造（イージースラブ橋）

金

額

*****

備

考

橋 長 *.*m
総幅員 *.*m
斜 角 **°

本特許を用いて工事を実施する場合の注意事項

本特許を用いて工事を実施する場合の注意事項
１、 本特許の使用に係る特許権者との必要な手続きは工事請負者が行うものとし、工事請負者はその使用に関す
る一切の責任を負うものとする。また、工事請負契約時には、現場に配置するESB施工技術者講習修了証を
有する技術者の講習修了証の写しを契約書と同時に提出すること。

１、 本特許の使用に係る特許権者との必要な手続きは工事請負者が行うものとし、工事請負者はその使用に関す
る一切の責任を負うものとする。また、工事請負契約時には、現場に配置するESB施工技術者講習修了証を
有する技術者の講習修了証の写しを契約書と同時に提出すること。

２、 工事請負者は、工事請負契約日から60日以内に本特許の使用に係る特許使用料を特許権者に支払うものとす
る。特許権者はその証明として特許実施許諾書（兼特許使用料受領証明証）を発行し、工事請負者は上記の
特許実施許諾書を監督員に提出し、確認を受けるものとする。

２、 工事請負者は、工事請負契約日から60日以内に本特許の使用に係る特許使用料を特許権者に支払うものとす
る。特許権者はその証明として特許実施許諾書（兼特許使用料受領証明証）を発行し、工事請負者は上記の
特許実施許諾書を監督員に提出し、確認を受けるものとする。

３、 工事請負者は、ESB施工技術者講習修了証を有する技術者を必ず現場に配置し、その指示に従って適正に施
工管理を行うこと。もし、指示に従わない場合には、特許実施許諾を取り消されることがあるので注意する
こと。この場合、工事請負者はいかなる損害賠償も行うことはできない。

３、 工事請負者は、ESB施工技術者講習修了証を有する技術者を必ず現場に配置し、その指示に従って適正に施
工管理を行うこと。もし、指示に従わない場合には、特許実施許諾を取り消されることがあるので注意する
こと。この場合、工事請負者はいかなる損害賠償も行うことはできない。

４、 工事請負者は、本橋の施工管理に必要な技術資料（施工マニュアル等）の最新版データを一般社団法人イー
ジースラブ橋協会（以下「ESB協会」という。）の管理するインターネットサイト（http://www.esbjp.com/）から入手し、工事着手前に施工管理方法等の確認を行うこと。もし、疑義がある場合には、遅延
なくESB協会会員またはESB協会事務局に問い合わせを行い、疑義を解決した後に工事に着手すること。

４、 工事請負者は、本橋の施工管理に必要な技術資料（施工マニュアル等）の最新版データを一般社団法人イー
ジースラブ橋協会（以下「ESB協会」という。）の管理するインターネットサイト（http://www.esbjp.com/）から入手し、工事着手前に施工管理方法等の確認を行うこと。もし、疑義がある場合には、遅延
なくESB協会会員またはESB協会事務局に問い合わせを行い、疑義を解決した後に工事に着手すること。

５、 本特許を用いて工事を実施する場合は、すべて上記の注意事項を承諾したものと見做します。

５、 本特許を用いて工事を実施する場合は、すべて上記の注意事項を承諾したものと見做します。

工事実施設計書には、知的財産権に関するト
ラブルを防止するため必ず特記仕様書を添付し
て下さい。

工事実施設計書には、知的財産権に関するト
ラブルを防止するため必ず特記仕様書を添付し
て下さい。
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良くある質問（Ｑ＆Ａ）

Ⅲ.特許に関すること

Ｑ

Question

Ａ

上下部で分割発注される場合は各々の発注明細に対して特許使用料を分割し
て請求いたします。
イージースラブ橋協会事務局に分割される明細を連絡いただき特許見積を取得
してください。

Ⅲ－３

イージーラーメン橋で上下部で分割発注となる場合は特許使用料の支払いはど
のようになりますか？

2016・03・10 更新

Ｑ

Question

Ⅲ－４

特許使用料に値引きはありますか？

Ａ

特許使用料は発注者と特許権者との契約事項ですので、支払いを代行される受
注会社への値引きはありません。発注者に提示した特許使用料見積金額に従っ
て受注会社は発注者に代わって特許使用料のお支払いを行ってください。

Ｑ

Question

2016・03・10 更新

Ａ

Ⅲ－５

特許実施許諾はどの様にすれば取得できますか？
特許使用料の入金を受注会社を介してしていただき、入金の確認後、特許実施
許諾書（兼特許使用料受領証明書）をエーイージャパン（特許権者）より発行い
たします。
2016・03・10 更新

Ｑ

Question

Ａ

いいえ、該当する工種の入札参加資格を所有する地元の会社であれば入札に
参加できます。

Ⅲ－６

工事入札はイージースラブ橋協会員しか参加できませんか？

2016・03・10 更新

Ｑ

Question

Ａ

イージースラブ橋では桁製作、支承工、桁架設工、桁下面型枠工、横繋鉄筋工
が該当し、イージーラーメン橋では桁製作、桁架設工、桁下面型枠工、横繋鉄筋
工、上下部剛結工が該当します。
その他の特許範囲の施工に関しては工事受注会社とESB協会員が協議の上分
担します。

Ｑ

Question

Ａ

特記仕様書がありますので資料③④を参照ください。

Ⅲ－７

工事の施工分担について協会員が実施する必須項目はありますか？

2016・03・10 更新

Ⅲ－８

イージースラブ橋・イージーラーメン橋に特記仕様書はありますか？

2016・03・10 更新
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良くある質問（Ｑ＆Ａ）
（資料③）

Ⅲ.特許に関すること
特記仕様書

１．本工事の橋梁（イージーラーメン橋）は、下記の特許を用いた工法を採用している。
特許第 4318694 号（床版橋構造）
商標登録第 5071037 号（イージーラーメン）
特許権者
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
TEL 076-261-1360
FAX 076-261-9628
Email info@a-e-japan.com
２．本特許の使用に係る特許権者との必要な手続きは工事請負者が行うものとし、工事
請負者はその使用に関する一切の責任を負うものとする。
また、工事請負契約時には、現場に配置する ESB 施工技術者講習修了証を有する
技術者の講習修了証の写しを契約書と同時に提出すること。
３．工事請負者は、工事請負契約日から 60 日以内に本特許の使用に係る特許使用料を
特許権者に支払うものとする。特許権者はその証明として特許実施許諾書（兼特許
使用料受領証明証）を発行し、工事請負者は上記の特許実施許諾書を監督員に提出
し、確認を受けるものとする。
４．工事請負者は、ESB 施工技術者講習修了証を有する技術者を必ず現場に配置し、そ
の指示に従って適正に施工管理を行うこと。もし、指示に従わない場合には、特許
実施許諾を取り消されることがあるので注意すること。この場合、工事請負者はい
かなる損害賠償も行うことはできない。
５．工事請負者は、本橋の施工管理に必要な技術資料（施工マニュアル等）の最新版デ
ータを一般社団法人イージースラブ橋協会（以下「ESB 協会」という。
）の管理す
るインターネットサイト（http://www.esb-jp.com/）から入手し、工事着手前に施
工管理方法等の確認を行うこと。もし、疑義がある場合には、遅延なく ESB 協会
会員または下記に示す ESB 協会事務局に問い合わせを行い、疑義を解決した後に
工事に着手すること。
一般社団法人 イージースラブ橋協会 事務局
〒920-0944
石川県金沢市三口新町３丁目９番６号
TEL 076-264-1184
FAX 076-264-1175
Email info@esb-jp.com
http://www.esb-jp.com/
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良くある質問（Ｑ＆Ａ）
（資料④）

Ⅲ.特許に関すること
特記仕様書

１．本工事の橋梁（イージースラブ橋）は、下記の特許を用いた工法を採用している。
特許第 3708495 号（床版橋の構造）
商標登録第 4678433 号（イージースラブ）
特許権者
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
TEL 076-261-1360
FAX 076-261-9628
Email info@a-e-japan.com
２．本特許の使用に係る特許権者との必要な手続きは工事請負者が行うものとし、工事
請負者はその使用に関する一切の責任を負うものとする。
また、工事請負契約時には、現場に配置する ESB 施工技術者講習修了証を有する
技術者の講習修了証の写しを契約書と同時に提出すること。
３．工事請負者は、工事請負契約日から 60 日以内に本特許の使用に係る特許使用料を
特許権者に支払うものとする。特許権者はその証明として特許実施許諾書（兼特許
使用料受領証明証）を発行し、工事請負者は上記の特許実施許諾書を監督員に提出
し、確認を受けるものとする。
４．工事請負者は、ESB 施工技術者講習修了証を有する技術者を必ず現場に配置し、そ
の指示に従って適正に施工管理を行うこと。もし、指示に従わない場合には、特許
実施許諾を取り消されることがあるので注意すること。この場合、工事請負者はい
かなる損害賠償も行うことはできない。
５．工事請負者は、本橋の施工管理に必要な技術資料（施工マニュアル等）の最新版デ
ータを一般社団法人イージースラブ橋協会（以下「ESB 協会」という。
）の管理す
るインターネットサイト（http://www.esb-jp.com/）から入手し、工事着手前に施
工管理方法等の確認を行うこと。もし、疑義がある場合には、遅延なく ESB 協会
会員または下記に示す ESB 協会事務局に問い合わせを行い、疑義を解決した後に
工事に着手すること。
一般社団法人イージースラブ橋協会 事務局
〒920-0944
石川県金沢市三口新町３丁目９番６号
TEL 076-264-1184
FAX 076-264-1175
Email info@esb-jp.com
http://www.esb-jp.com/
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