
道路橋に関わる防災・減災、
復旧技術
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■災害に強い、メタルロード工法
■補強厚が薄い、グリッドメタル
■軽量で地震に強い、二重鋼管ダンパー
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メタルロード 工法
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基本構造

格点部

主桁

床版

杭頭ﾌﾞﾛｯｸ

横桁

鋼管杭

実績：573件、総延長30,679m

（φ500）

（H-588×300）

（RC床版）

4

格点部において杭と横桁および主桁が連結している
多柱式立体ラーメン構造です。



★ 多柱式立体ラーメン構造で耐震性に優れ、本設道路に
適用可能（レベル２地震に対応）

★ 中山間の狭小な道路でも部材の運搬・架設が容易で、
施工性に優れる

★ 手延べ式施工で、既存交通を確保しながら施工可能

★ 自然環境への影響が最小限で、環境保全に優れる

★ 施工困難な急斜面での道路建設において経済的
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★ 短尺軽量なプレファブ部材で構成され、現地施工期間が
短縮できる

工法概要
（特徴）

主に中山間部急傾斜面の道路建設に適した
鋼製桟道橋です。



構造タイプ
地形や施工条件によって最適なタイプ（形式）を
選定してレイアウトします。
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拡幅タイプ

山側張り出しタイプ 既存道路路肩部への杭打ちが困難な場合に適する

既存道路との境界部は段差や隙間が生じない目地処理を採用
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独立タイプ①

沢部に架橋するなど新設道路を構築する場合に適する

既存道路と切り離して新設道路を設置する場合に適する

独立タイプ②

構造タイプ
地形や施工条件によって最適なタイプ（形式）を
選定してレイアウトします。
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適用範囲
一般的に 「勾配が30度以上の斜面」において、しかも

「支持層が深い（堆積層が2m以上と厚い）」
場合に適しています。

斜面勾配θ(度)

（
堆
積
層
の
厚
さ
）
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持
層
ま
で
の
深
さ
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施工手順
<<手延べ工法>>

現道通行路を確保したまま施工します。

1．杭基礎工

2．杭頭ブロックの設置

3．格点桁の設置

4．主桁の設置

5．覆工板の設置

6．覆工板撤去および床版工

7．防護柵・高欄の設置

8．舗装・仕上げ工

9．完成
9

リーダー方式
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1．杭基礎工

2．杭頭ブロックの設置

3．格点桁の設置

4．主桁の設置

5．覆工板の設置

6．覆工板撤去および床版工

7．防護柵・高欄の設置

8．舗装・仕上げ工

9．完成
鋳鋼杭頭ブロック

杭の打設誤差を
100㎜まで吸収

施工手順
<<手延べ工法>>

現道通行路を確保したまま施工します。



1．杭基礎工

2．杭頭ブロックの設置

3．格点桁の設置

4．主桁の設置

5．覆工板の設置

6．覆工板撤去および床版工

7．防護柵・高欄の設置

8．舗装・仕上げ工

9．完成
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施工手順
<<手延べ工法>>

現道通行路を確保したまま施工します。
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1．杭基礎工

2．杭頭ブロックの設置

3．格点桁の設置

4．主桁の設置

5．覆工板の設置

6．覆工板撤去および床版工

7．防護柵・高欄の設置

8．舗装・仕上げ工

9．完成

施工手順
<<手延べ工法>>

現道通行路を確保したまま施工します。



1．杭基礎工

2．杭頭ブロックの設置

3．格点桁の設置

4．主桁の設置

5．覆工板の設置

6．覆工板撤去および床版工

7．防護柵・高欄の設置

8．舗装・仕上げ工

9．完成

施工手順
<<手延べ工法>>

現道通行路を確保したまま施工します。
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1．杭基礎工

2．杭頭ブロックの設置

3．格点桁の設置

4．主桁の設置

5．覆工板の設置

6．覆工板撤去および床版工

7．防護柵・高欄の設置

8．舗装・仕上げ工

9．完成

施工手順
<<手延べ工法>>

現道通行路を確保したまま施工します。



1．杭基礎工

2．杭頭ブロックの設置

3．格点桁の設置

4．主桁の設置

5．覆工板の設置

6．覆工板撤去および床版工

7．防護柵・高欄の設置

8．舗装・仕上げ工

9．完成

施工手順
<<手延べ工法>>

現道通行路を確保したまま施工します。
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1．杭基礎工

2．杭頭ブロックの設置

3．格点桁の設置

4．主桁の設置

5．覆工板の設置

6．覆工板撤去および床版工

7．防護柵・高欄の設置

8．舗装・仕上げ工

9．完成

施工手順
<<手延べ工法>>

現道通行路を確保したまま施工します。
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1．杭基礎工

2．杭頭ブロックの設置

3．格点桁の設置

4．主桁の設置

5．覆工板の設置

6．覆工板撤去および床版工

7．防護柵・高欄の設置

8．舗装・仕上げ工

9．完成

施工手順
<<手延べ工法>>

現道通行路を確保したまま施工します。



1．杭基礎工

2．杭頭ブロックの設置

3．格点桁の設置

4．主桁の設置

5．覆工板の設置

6．覆工板撤去および床版工

7．防護柵・高欄の設置

8．舗装・仕上げ工

9．完成

施工手順
<<手延べ工法>>

現道通行路を確保したまま施工します。



●既存道路の改良事業
（河川沿い・急傾斜地での道路拡幅、線形改良、

既存交通を確保した道路拡幅事業）
●農道，林道での橋梁代替案
●ダム建設等の工事用道路や管理用道路
●斜面上に構築する人工地盤（パーキングエリアなど）
〇災害復旧事業 ※設計/桁製作期間が必要

既存道路の改良事業 新設道路 斜面上の人工地盤19

採用事例
道路改良、新設道路など様々な用途でご採用
頂いています。



岐阜県 市道小豆沢線災害復旧採用事例
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施工後施工前

豪雨と河川の洗堀により崩壊
→ 復旧時の経済性を評価



東京都大島 元町（南）林道災害復旧工事採用事例
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施工後施工前

土砂災害の影響により林道が被災
支持層が深い・地形形状により現況復旧不可

→ 深い支持層に対応・手延べ施工



台風豪雨により盛土部が崩壊
→ メタルロード部は健全性を保つ

三重県 一般国道422号
八知山拡幅 国補道路特殊改良(一種)工事

採用事例



改良整備に伴う一般車両用切り回し道路（長期使用）として
本設仕様であるメタルロード工法を採用
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長野県 国道158号 奈川渡改良付替道路工事採用事例
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グリッドメタルを使った補強工法

・コンクリート構造物の補修・補強用、格子鋼板筋。
・縦筋と横筋が同一断面のため、補強断面が薄くでき経済的です。
・構造物の形状に合わせて工場加工でき、現場の作業を省力化できます

橋梁の補強 グリッドメタルの補強工法
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グリッドメタルの製造工程

レーザー加工 展張加工

亜鉛メッキ 曲げ加工・ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装

展張前 展張後

曲げ加工
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グリッドメタルの製造（展張作業）

■A型の展張作業

ｽﾄﾛｰｸ
2500mm

4

展張前 展張後



グリッドメタル標準仕様
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B型A型

板厚
ピッチ 幅 断面積 ピッチ 幅 断面積

ｔ D1 b1 A1 呼び名 公称断面積 D2 b2 A2
(mm) (mm) (mm) (mm

2
) (mm

2
) (mm) (mm) (mm

2
)

6 100 6 36 D6 31.67 100 6 36
6 100 12 72 D10 71.33 100 7 42
9 100 15 135 D13 126.7 100 7 63
9 100 23 207 D16 198.6 100 7 63
12 100 24 288 D19 286.5 100 7 84
16 100 18 288 D19 286.5 100 7 112
16 100 25 400 D22 387.1 100 7 112
16 100 32 512 D25 506.7 100 7 112

注） 寸法や形状については個別にお問合せ下さい。

縦　筋 横　筋
相当する鉄筋



ｸﾞﾘｯﾄﾞﾒﾀﾙ補強効果（梁の載荷試験）

・設計値と実験値はほぼ合致
・ｸﾞﾘｯﾄﾞﾒﾀﾙにより補強した梁（A,B,C,D）は、無補強
RCはりの最大耐荷力に比べて、
A：1.5倍、B：1.9倍、C：2.1倍、D：2.6倍の補強効果
がある

A,B,C：一方向筋
D ：二方向筋
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床版(下面増厚)の走行疲労試験

・グリッドメタルでの走行疲労試験を実施
・無補強RC床版に比べ等価走行回数で約5倍～7倍、既
設コンクリートの界面に接着剤(KSボンド)を使用するこ
とで約15倍～20倍の補強効果がある
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床版(上面増厚)の走行疲労試験

・グリッドメタルでの走行疲労試験を実施
・無補強RC床版に比べ等価走行回数で約50倍、既設コ
ンクリートの界面に接着剤(KSボンド)を使用することで
約90倍の補強効果がある

増厚

グリッドメタル

（4.5×b4)

10
4.5

25.5
4030

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ

切削10mm、ﾌﾞﾗｽﾄ研創

表面処理剤塗布

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ

切削10mm
既存

130

ＳＦＲＣ打設

(40mm)

@75

上面増厚の断面
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約90倍

約50倍



補修工法比較（下面増厚工法）
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橋梁床下面補強（乳ノ木橋）

●昭和39年建設
●一等橋(TL-20)

３径間ｹﾞﾙﾊﾞｰ鋼鈑桁橋
●設計荷重 T-20から

現行基準 T-25に対応
●工事延長 82.7m 道路幅7.7m

一般国道120号 乳ノ木橋補強工事
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橋梁床下面補強（乳ノ木橋）

●補強厚が薄く死荷重の増加を最
小にできる

●工場で既設橋梁の形状に合わ
せて製作するため、現場施工が低
減できる

●亜鉛めっきにより防食性を高め
ることができる

グリッドメタルの採用ポイント

●床版下面補強
面積 480m2
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橋梁床下面補強（乳ノ木橋）

グリッドメタルによる床版下面補強工法

・下面は片持部、支間部ともグリッドメタルにて補強

・グリッドメタルA型（t=6mm）で補強厚26mm ・継ぎ手部は補強厚32mm
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橋梁床下面補強（乳ノ木橋）

１.グリッドメタル１枚
（2.5m×1.1 m) 40kg

２．約500ｍｍピッチで固定金具を
設置する

３．金具はコンクリートアンカー（ね
じ固定式アンカーφ6mm）で既設床
版に固定する

グリッドメタルの設置（固定方法）
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橋梁床下面補強（乳ノ木橋）

製作図作成

橋梁下面補強 施工フロー

施工前調査

足場工

現地測量

下地処理 グリッドメタル製作

グリッドメタル取付工

接着剤塗布

断面修復工

表面被覆

工事は片側一車線規制

仮設足場設置後（調査工）
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橋梁床下面補強（乳ノ木橋）

グリッドメタル荷卸し作業

①グリッドメタル荷卸し作業

②足場への荷卸し作業 ③足場上仮置

①4tonユニック荷卸し
②作業員が桁下へ引き込む
③足場上へ仮置き
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橋梁床下面補強（乳ノ木橋）

①アクアリフト（水圧式） ②リフトアップ（グリッド重量約40kg）

グリッドメタル設置作業

③電動ドリルによる削孔作業 ④固定金物・アンカーによる取付作業
16



橋梁床下面補強（乳ノ木橋）

ＲＣ床版下面のグリッドメタル設置完了状況

固定金物・アンカーボルト
17



橋梁床下面補強（乳ノ木橋）

モルタル吹付作業

②接着剤塗布完了

①接着剤の塗布（ＫＳボンド）

②ポリマーセメントモルタル吹き付
け工(t=26mm)
③左官仕上げ

①接着剤塗布状況
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橋梁床下面補強（乳ノ木橋）

モルタル吹き付け作業

①小型モルタルミキサー ②ポリマーセメント吹付作業

③左官作業 ④施工完了
19



橋梁床上面補強（乳ノ木橋）

＜工法の採用ポイント＞

●補強厚が薄くできることで、道路の擦
り付けが容易となる。

●現場施工を省力化することで、交通
規制期間を短縮できる

●グリッドメタルと接着剤を使うことで、
高耐久性の断面修復が可能となる

●既設高欄と地覆コンクリートの補修工事
＜材料＞
・グリッドメタル：A型めっき、t=12mm
・浸透性KSプライマー：微細ひび割れに

自然浸透し、劣化部分を補強する
・KSボンド：コンクリート床版、鋼床版

に使用可能な、打継用接着剤
・鋼繊維補強コンクリート(SFRC)：鋼繊維

(長さ30mm)入り超速硬コンクリート
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橋梁床上面補強（乳ノ木橋）

橋梁床版張出部の上面の補強

①アスファルト舗装撤去、
劣化コンクリート斫り

接着剤の塗布 超速硬コンクリートの打設

②グリッドメタル設置後、接着剤を塗布、
超速硬コンクリート打設
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ボックスカルバート補修（仲原橋）

●千葉県南房総市白子、太平洋海岸沿いの県道下を横断するボックスカルバートの補修
（橋長2.3m、幅員7.87m)
●台風時は海水がボックス直下の水路まで逆流する
●塩害の影響を大きく受け、コンクリートが劣化し鉄筋が露出している部分もある

県単橋梁補修工事（仲原橋）

海岸沿線の県道（工事場所） 水路（海側より撮影）
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ボックスカルバート補修（仲原橋）

グリッドメタル採用のポイント

●グリッドメタルを使用することで、補修厚を薄くす
ることができ、内空阻害を最小に抑える事が可能

●塩害腐食環境で損傷したＲＣ構造物に対する工
法として、グリッドメタル（亜鉛めっき）＋遮塩吹き付
けモルタルを採用（ＳＳＩ工法）
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ボックスカルバート補修（仲原橋）

固定金物の固定方法

１.グリッドメタル１枚
（2.5m×1.1 m) 40kg

２．約500ｍｍピッチで固定金具を
設置する

３．金具はコンクリートアンカー（ね
じ固定式アンカーφ6mm）で既設床
版に固定する
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ボックスカルバート補修（仲原橋）

施工前調査（現地計測）

はつり工

既設鉄筋のさび落し

防錆ペースト塗布

グリッドメタル製作

グリッドメタル取付工

モルタル吹き付け作業

養生工

表面被覆工

ボックスカルバートの施工フロー

25



ボックスカルバート補修（仲原橋）

①劣化部のはつり作業

③劣化部分のはつり完了②鉄筋のケレン作業 26



ボックスカルバート補修（仲原橋）

●高性能防錆ペースト塗布（塩分吸着材）

①コンクリートのある程度の深部まで塩化物
イオンを吸着することが可能なため、はつり深
度を軽減できる

②防錆材の塗布量は塩化物イオン量と鉄筋
の腐食状況に応じて設定する

防錆ペースト塗布完了
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ボックスカルバート補修（仲原橋）

③金物設置完了

①グリッドメタル（手運搬） ②固定金物設置状況

④グリッドメタル設置完了
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ボックスカルバート補修（仲原橋）

②遮塩モルタル吹付け工 ③左官工（仕上げ）

①モルタル吹付け機材（道路は片側一車線規制 常設）
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ボックスカルバート補修（仲原橋）

表面被覆工

●表面被覆材を塗布

・ケイ酸塩系表面含浸材（ア
イゾールＥＸ）を塗布
・ローラーにて２層塗り

表面被覆材塗布工

ローラー塗布状況 表面被覆材の施工完了
30



ホームドア設置に伴う床版補強

・中目黒駅のホームドア設置に伴い生じる、張出部上面の引張力増に対して行う、
グリッドメタルを使った床上面の増厚補強工事。

・従来工法の、アラミド繊維補強では、積層数が多くなり、対応できない箇所に使
用した。
・グリッドメタルを採用することで、増厚を抑え、 現場の作業時間を短縮できた。

ポリマーセメントモルタル

グリッドメタル
T=9mm(SS400)

ホームドア
設置位置

床版の上面増厚
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ホームドア設置に伴う床版補強

③施工完了

①グリッドメタル設置、ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 ②ポリマーセメントモルタル打設

④ホームドア設置完了
32



グリッドメタルの実績（その他）

公共工事（床版補強、ボックスカルバート補修他 １１件）
民間工事（床版補強、ボックスカルバート補修他 ９件）

水槽下部の補強 護岸の補修工事
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グリッドメタルによる補強設計

荷重ｰ変位曲線の
線形範囲では、部材
断面のひずみ分布
は、平面保持の法則
を満足する。
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σｃ2ｂ

As

X

ｄDg

ｄ’

Aｇ

σs2’

σs2

σg

As’ 曲げモーメント

Ｍ2

部材断面のひずみ分布（載荷試験結果）

補強後のRC部材の計算

圧縮側ｺﾝｸﾘｰﾄσｃ2=M2･Ｘ/I
既設圧縮側鉄筋σs2’=M2･ｎ･(X-d)/I
既設引張側鉄筋σs2=M2･ｎ･(d-X)/I
ｸﾞﾘｯﾄﾞﾒﾀﾙσg=M2・n･(Dg-X)/I

各応力度の算出



グリッドメタルの重ね継手

35

継手長の算定

T
t

L=σsa×φ/4τa

継手部

一般部

σsa:：鉄筋の許容引張応力
τa:：ｺﾝｸﾘｰﾄの許容付着応力
φ：鉄筋径
「道路橋示方書・同解説」

鉄筋の継手長算定式
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二重鋼管ダンパー（建築実績）

建築向け耐震・制振デバイス
1994年の販売開始より1200物件に採用
（一財）日本建築センター 建築技術証明）

耐震・制振デバイス市場
約20%のシェアを獲得

静岡県庁（東館）
二重鋼管座屈拘束ブレース
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二重鋼管ダンパーの構造
■低降伏点鋼管を用いた二重鋼管ﾀﾞﾝﾊﾟｰは、地震時の繰返し荷重を
受けても耐力低下することなく、安定した性能を発揮する

（片歪振幅 最大2%)
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橋梁での適用例（1/2)
橋名 ：太田切川橋梁 新潟県
工事名 ：橋梁新設工事（2018年）
構造形式 ：鋼逆ローゼ橋（橋長259m)
二重鋼管ダンパー（３６本）
新技術：累積変位記録計の採用。鋼製ダンパーの取替え時期を判断するために、
累積変位を記録する計測装置を開発し、設置した。

太田切川橋梁（全景） 二重鋼管ダンパー設置状況
39



累積変位記録計の開発と採用
・ＮＥＸＣＯ東日本 太田切川橋（新設橋梁）で採用
・大地震時の累積変位を記録することができる（機械式）
・二重鋼管ダンパーの塑性化レベルを数値化、大地震後の取替え時期
を判断することが可能となる。

累積変位記録計の設置状況（太田切川橋梁） 動作確認試験（高速二軸試験機） 40



橋梁での適用例（2/2)
橋名 ：田浦第二高架橋 神奈川県
工事名 ：橋梁耐震補強工事（2019年）
構造形式 ：橋長約174m

鋼4径間連続方丈ラーメン箱桁(上り線)
鋼3径間連続方丈ラーメン箱桁(下り線)

二重鋼管ダンパー（48本）

田浦第二高架橋（全景） 二重鋼管ダンパー設置状況

累積変位
記録計
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J-UPブレース（KT-190048-A）
■J-UPブレースは高歪領域（片歪振幅 最大4%)でも安定した復元力を示し、
橋梁の制震ダンパーに要求される大きな伸縮量
（80～120mm)に対応できます。

・鋼材の弾塑性変形を利用した履歴型ダンパーであるため、温度や速度の影響
が小さく安定したエネルギー吸収能を発揮します
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J-UPブレ－スによる耐震補強(KT-190048-A）

＜ダンパー＞降伏軸力207kN,塑性化部L=2.0m(LY225)

■橋梁の上部構造と下部構造（橋脚・橋台）の間に設置する
中小の橋梁用に低コストのダンパーとして活用

・スライド機構を付加することで、
レベル２地震時にダンパーが作
用して、地震荷重の分散と制震
効果を発揮します
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〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4 JFE蔵前ビル4階

社会基盤事業部 営業部 吉岡 泰邦 石原 弘一 ＴＥＬ：03-3864-3796

e-mail : koukyou@jfe-civil.com

URL : https://www.jfe-civil.com/infra/

JFEシビルのホームページからも商品情報・施工動画が取得できます
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