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① イージースラブ橋 
（ H鋼桁埋込RC単純床版橋） 

 

 

Easy Slab Bridge 



 工法の概要 
 簡単な加工(孔あけ)を施したH形鋼を並べて架設し、下フランジ間に桁
下面型枠を設置し、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、桁上面鉄筋等を配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。 



 ・低コスト・低桁高（経済性・利便性） 

 

  工法の特徴 
・単純な構造 

・低桁高を低コストで実現 

・多様な平面形状に対応 

・容易な施工･短い現場工期 

・狭小箇所での施工 

・分割施工 

・ミニマムメンテナンス 

・適用条件 
      最大支間長 20m程度 
      斜 角     45°～ 90°（60°以上が望ましい） 



 桁高比較 



 安全性検証公開実験 
 

  １．荷重分配試験状況 

荷重分配試験状況 
（中央載荷） 

金沢大学工学部土木建設工学科大型実験室にて（平成15年8月） 

荷重分配試験状況 
（偏心載荷） 



 安全性検証公開実験 
 

  ２．静的破壊試験･繰り返し荷重載荷試験状況 

静的破壊試験状況 繰り返し荷重載荷試験状況
（200万回） 

つくば市ショーボンド建設（株）補修工学研究所にて（平成16年8月） 



 
 
 

 

② イージーラーメン橋 
（H鋼桁埋込RC複合門形ラーメン橋） 

 

 

Easy Rahmen Bridge 



 
 工法の概要 

橋梁上部工と橋梁下部工を剛結合し､上下部一体構造とした複合門形ラーメン 

橋です。 上部工は、イージースラブ橋構造を採用しています。 

下部工は、直接基礎､杭基礎､矢板基礎などの基礎形式に対応可能です。 



 

 ナット定着による簡単・確実な剛結方法 



 ・低コスト・低桁高（経済性・利便性） 

 

 工法の特徴 

・上部工にイージースラブ橋を採用 

・耐震性の向上 

・下部工サイズの縮小 

・周辺環境への影響を最小限に 

・支承、伸縮装置、落橋防止装置等が不要 

・適用条件 
      最大支間長 20m程度 
      斜 角     75°～ 90° 
      矢板基礎式は掘込河道に適用限定 



・上部構造と下部構造を剛結した一体化構造 

   不静定次数が上がり、耐震性が向上 
   地震の他、洪水や津波にも強い構造 



・下部工サイズの縮小・杭本数の低減 

ラーメン構造にすることで従来工法（単純橋）より 
下部工サイズを縮小することが可能となります 

従来工法（単純橋） 新工法（イージーラーメン橋） 

建設コスト縮減 現場工期短縮 

下部工サイズの縮小 杭本数の低減 



・仮設工の縮小や省略が可能 

掘削量が低減され仮設工（土留め工・締め切り工）を省略できるので 
大型重機なども不要となるため、狭小箇所でも施工が可能となります 

建設コスト縮減 現場工期短縮 
周辺環境への 
影響を最小限に 

新工法（イージーラーメン橋） 

掘削量の低減 締切工の省略 

従来工法（単純橋） 



・支承、伸縮装置、落橋防止装置等が不要 

建設コスト低減 維持管理コスト低減 騒音・振動の低減 

従来工法（単純橋） 新工法（イージーラーメン橋） 

騒音・振動
が発生 



  
  上下部剛結部の安全性検証公開実験 

門形ラーメンモデル 隅角部モデル 

金沢大学工学部大型構造物実験室にて （平成19年12月） 



 隅角部応力伝達機構比較図 

 ＲＣラーメン橋の隅角部のコンクリートにクラックが発生すると、剛結構造になら
なくなってしまうので、クラックが発生しにくい構造にしなければならない。隅角部
の応力は、左上図のように伝達されるため、コンクリートの引張応力が大きくなる
箇所に主鉄筋および補強鉄筋を配置することが重要である。 

 イージーラーメン橋は、竪壁主鉄筋からＨ鋼桁に応力が伝達する構造となって
いるため、ＲＣラーメン橋の隅角部のように竪壁主鉄筋や補強鉄筋を配置する必
要はない。したがって、竪壁主鉄筋をＨ鋼桁の上面設置された上下部連結金物
に専用ナットで締結するだけの簡単な構造ですむ。 

注：配力筋の図示は、省略するものとする     



  ＲＣラーメン橋の剛結構造説明図 
端支点（隅角部）の構造 中間支点の構造 

 ＲＣラーメン橋の剛結方法は、上図のように中間支点と端支点（隅角部）とでは異なるが、鉄筋定
着をコンクリートと鉄筋の付着力に期待していることは同じであり、コンクリートの引張領域に定着
部を設けないようにすることが重要である。 

 中間支点では、上部工の引張主鉄筋は剛結部から左右に充分伸ばされ、コンクリートの圧縮領
域に定着されるようになっている。しかし、右上図のように端支点（隅角部）では、隅角部に引張応
力が発生するため鉄筋定着はできないので、上部工引張主鉄筋は隅角部で折り曲げられて竪壁
引張主鉄筋と一体となるように接続されている。 

 隅角部の引張応力が発生する箇所には、主鉄筋および補強鉄筋が上図のように配置される。 



中間支点の構造 端支点（隅角部）の構造 

  イージーラーメン橋の剛結構造説明図 

 イージーラーメン橋の剛結方法は、竪壁主鉄筋（上下部連結鉄筋）をＨ鋼桁の上フランジ上面にＨ
鋼桁と直角方向に設置された上下部連結金物(支圧板）の上で、専用ナットを用いて確実に定着さ
せており、定着部のＨ鋼桁部周辺が損傷しない限り安全に定着出来る構造となっている。 

 定着部の応力は、鉄筋定着部（上部工埋込部）付着応力の他、上下部連結金物やＨ鋼桁の上フ
ランジによって分散（支圧板効果）されるようになっている。 

 イージーラーメン橋の隅角部は、右上図のような梁構造モデルとして表すことができる。隅角部の
応力は、梁部材（Ｈ鋼桁）が壊れない限り、竪壁～梁部材へと伝達される。 

梁構造モデル 



 コスト縮減提案例  



 

    ラーメン構造採用のメリット 

１．耐震性の向上  （構造性） 

２．下部工サイズの縮小  （建設コスト） 

３．仮設工(土留工･締切り工)の縮小または省略 

                                                     （建設コスト・周辺環境） 

４．工事影響範囲の縮小  （周辺環境） 

５．施工工期の短縮  （周辺環境） 

６．伸縮装置・支承の省略  （建設・メンテナンスコスト） 
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③ ポータルラーメン橋 
設計関連情報 

 
 



   イージーラーメン橋は、橋台部ジョイン
トレス構造の橋梁で、ポータルラーメン
橋に分類されます。 
 

 橋台部ジョイントレス構造橋梁の種類 
   ・ポータルラーメン橋 
   ・インテグラル橋 
   ・セミインテグラル橋 
   ・両端固定端・延長床版橋 
 
 イージーラーメン橋の設計は、「ポータルラーメン
橋の設計に関する基本事項（平成20年1月）土木

研究所資料」に準拠しています。  



橋台部ジョイントレス構造の分類 









単純梁構造とラーメン構造の曲げモーメントの違い 

ケース１ ： 単純梁構造（ヒンジ＋ローラーヒンジ支点） 

ケース３ ： ラーメン構造（両端ヒンジ支点） 

ケース２ ： ラーメン構造（ヒンジ＋ローラーヒンジ支点） 

ケース４ ： ラーメン構造（両端剛結支点） 

支間部の曲げモーメントが大きい 支間部の曲げモーメントが大きい 
単純梁構造と同じ 

単純梁構造に比べ、頂版支間部の曲げモーメントが小さくなる 
隅角部に負の曲げモーメントが発生する 

頂版支間部の曲げモーメントが最も小さくなる 
隅角部の負の曲げモーメントが最も大きくなる 



  
     
イージーラーメン橋の合成前作用荷重と合成後作用
荷重による曲げモーメント 

橋体コンクリート打設時荷重 橋体コンクリート打設後荷重 

Ｈ鋼桁が単純支持となっているので、隅角部には
曲げモーメントが生じない。 

下部構造に曲げモーメントが生じない。 

橋体コンクリートの硬化後は、隅角部は剛結合
となるため、隅角部に曲げモーメントが生じる。 

下部構造に曲げモーメントが生じる。 

合成前作用荷重
（Ｈ鋼桁自重・橋体コンクリート自重）

ヒンジ結合 ヒンジ結合

合成後作用荷重

剛結合 剛結合

（橋面荷重・土圧・乾燥収縮・活荷重など）



  
     

土圧力等の作用方法（常時およびレベル1地震時） 

レベル1地震時 常 時 

常時には、橋台背面には静止土圧（Kc=0.5：
標準値）を考慮する。 

上記土圧の1/2の大きさの土圧が作用した場
合も検討する。 

地震時には、橋台背面に地震時土圧（道示式）
を片側に載荷し、左右それぞれの方向に地震
力が作用したについて検討する。 



  レベル2地震時：ケース1（液状化の影響がない場合の照査） 



レベル2地震時：ケース2（液状化および慣性力の両方の影響を受ける場合の照査） 



レベル2地震時：ケース3（慣性力の影響が小さくなるが液状化の影響が継続する場合の照査） 



 
 

施工例写真 
 

イージーラーメン橋 
 

（鋼管杭・鋼矢板併用基礎） 

④ 



鋼管矢板（バイブロハンマー工法）
φ500、t=9、L=39.50m

鋼矢板（バイブロ打設）
ハット型（25H）、L=8.50m

鋼矢板先端 鋼矢板先端

鋼矢板（バイブロ打設）

鋼管矢板（バイブロハンマー工法）
φ500、t=9、L=39.50m

ハット型（25H）、L=8.50m

側面図 断面図

支間長　7700750 750 600車道幅員　10000600

橋　長　9200 全幅員　11200



鋼管杭・鋼矢板の打設 



基礎工完了 



橋台鉄筋組立状況 



橋台型枠組立状況 



橋台コンクリート打設状況 



橋台施工完了 



Ｈ鋼桁架設状況 



側部足場取付状況 



桁下面型枠設置状況 



横繋鉄筋設置状況 



桁上面鉄筋組立状況 



橋体（頂版）コンクリート打設状況 



上フランジ下面Ｃｏ充填状況 



地覆鉄筋・型枠組立状況 



地覆コンクリート打設状況 



防水層施工状況 



舗装目地工施工状況 



施工完了 

ご静聴有り難うございました。 


