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株式会社ｅフレーム

ｅフレーム工法

（NETIS登録№CB170007-A）

山型吹付枠工法



LOGO



LOGO会社案内

建設資材
（山型吹付枠eフレーム、特殊配合モルタル 他）

建設機械
（ ＵＳＤ初號機（二重管削孔機） 他）



LOGOｅフレーム工法とは



LOGOｅフレーム工法とは

クリンプ金網

ｅフレーム e-200タイプ



LOGOｅフレーム工法とは

施工完了直後

施工完了後、約１カ月経過

注）同一工事の別工区



LOGOｅフレーム工法とは

用途

自然斜面・切土法面の保護

治山・道路・急傾斜地・鉄道・大規模地すべり・災害復旧

構造物築造・宅地造成・ダム湛水のり面・トンネル坑口のり面

災害復旧 治山工事 林道改良



LOGO開発経緯

急すぎて吹付できないよ うーん



LOGO開発経緯

困ったなぁ



LOGO開発経緯

これなら出来るよ！



LOGO開発経緯

e-100タイプ e-150タイプ

e-200タイプ



LOGO特長

■組立枠の場合 ■金網状型枠の場合

吹付モルタルの剥落が防止できます。



LOGO特長

クリンプ金網型枠がクラックを抑制できます。

■金網状型枠の場合■組立枠の場合



LOGO特長

クリンプ金網型枠が目安となり確実な出来形を形成できます。

■金網状型枠の場合■組立枠の場合



LOGO特長

植物誘導に優れています。

■山型法枠工の場合■吹付枠の場合



LOGO特長

法面に対して経済的なフレーム断面を選択できます。

種類 規格 標準梁間隔

eフレーム100 H=100 
B=300 c.t.c 1300

eフレーム150 H=150 
B=350 c.t.c 1500

eフレーム200 H=200 
B=350 c.t.c 1500



LOGOタイプ選定



LOGO特長

部材が軽量で運搬等の作業性が良好です。

種類 規格 単位重量 規格 単位重量

吹付枠工 200×200 1.7kg/
m 150×150 1.2kg/m

eフレーム工
H=200 
B=350

1.2kg/
m

H=150 
B=350 1.1kg/m



LOGO施工手順



LOGO施工手順

人力切崩し・のり面整形・・・自然斜面においては伐採・人力切り崩し・法面整形を行う。



LOGO

法面清掃工・・・法面のゴミ・浮石等を除去する。

施工手順



LOGO施工手順

金網設置工・・・法面に対し金網をアンカーピンで確実に固定する。



LOGO施工手順

法枠組立工・・・ｅフレーム・鉄筋受・鉄筋を組立て、アンカーを打設する。

①下鉄筋の配筋・・・先に縦方向に配筋をし、次に横方向の配筋をする。

下鉄筋

下鉄筋



LOGO施工手順

法枠組立工・・・ｅフレーム・鉄筋受・鉄筋を組立て、アンカーを打設する。

②鉄筋受の設置・・・鉄筋受を梁中心に設置し、下鉄筋を持ち上げ鉄筋受と結束する。

鉄筋受

下鉄筋

下鉄筋



LOGO施工手順

③縦梁フレームの設置・・・ロスを減らすために、L=2.0ｍのフレーム材を使用する。
フレーム材と横鉄筋が交差する箇所は、フレーム材の下部を一部切断し鉄筋を通し、
鉄筋受とフレーム材を結束する。



LOGO施工手順

法枠組立工・・・ｅフレーム・鉄筋受・鉄筋を組立て、アンカーを打設する。



LOGO施工手順

法枠組立工・・・ｅフレーム・鉄筋受・鉄筋を組立て、アンカーを打設する。

縦梁の通りを揃え仕上りを良くする為に、交点付近でフレーム材とラス金網を結束する。

交点付近



LOGO施工手順

法枠組立工・・・ｅフレーム・鉄筋受・鉄筋を組立て、アンカーを打設する。

④横梁フレームの設置・・・L=1.15ｍのフレーム材を使用する。
フレーム材を設置後、縦梁同様に鉄筋受とフレーム材を結束する。

横梁用
L=1.15ｍ



LOGO施工手順

法枠組立工・・・ｅフレーム・鉄筋受・鉄筋を組立て、アンカーを打設する。

縦梁同様に、横梁の通りを揃え仕上りを良くする為、交点付近でフレーム材とラス金網を結束する。

交点付近



LOGO施工手順

法枠組立工・・・ｅフレーム・鉄筋受・鉄筋を組立て、アンカーを打設する。

⑤上鉄筋の配筋・・・上鉄筋を設置し、フレーム材及び鉄筋の交点を結束する。

上鉄筋

上鉄筋



LOGO施工手順

⑥アンカー打設・・・法枠の交点に主アンカー、横梁の中心に補助アンカーを打設する。

法枠組立工・・・ｅフレーム・鉄筋受・鉄筋を組立て、アンカーを打設する。



LOGO

枠内シート養生工・・・モルタルの飛散を避ける為、枠内をシートにて養生する。

施工手順



LOGO施工手順

法枠吹付工・・・クリンプ金網を目安として法枠にモルタルを吹付ける。



LOGO施工手順

AFTERBEFORE

枠部分はフレキシブルで地山の凹凸にも対応できます。



LOGO施工手順

枠内吹付工・・・枠内に植生基材吹付工等を施工する。



LOGO施工手順

枠内吹付工・・・枠内に植生基材吹付工等を施工する。



LOGO施工手順

枠内吹付工・・・枠内に植生基材吹付工等を施工する。



LOGO経済性

◎ｅフレーム工法（ｅ－200)

名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　要

ラス張工 100 ㎡ 1,725 172,500 表1

鉄筋等設置工 100 ㎡ 3,092 309,200 表2

アンカー設置工 土砂 52 本 1,053 54,756 表3

枠シート設置工 100 ㎡ 492 49,200 表4

法枠吹付工 1: 4　モルタル 5.87 m3 53,922 316,522 表5

枠内吹付工 植生基材吹付工　t=5㎝ 55.9 ㎡ 3,908 218,457 表6

合　　　　計 1,120,635

1 ㎡ 11,206

ｅフレーム工法 （ｅ－200）歩掛表
100㎡当たり

◎従来の矩形法枠工法 （H=200）

名　　称 規　　格 数　量 単位 単　価 金　額 摘　要

ラス張工 100 ㎡ 1,725 172,500 表1

吹付枠工 135.2 ｍ 13,790 1,864,408 表2

枠内吹付工 植生基材吹付工　t=5㎝ 72.96 ㎡ 3,908 285,128 表3

合　　　　計 2,322,036

1 ㎡ 23,220

従来の矩形法枠工法 （H=200）歩掛表
100㎡当たり

52％向上!!


表紙





								工法選定資料集 コウホウ センテイ シリョウ シュウ

























		      　ｅフレーム協会 イー





工法選定フロー

																						出典元：道路土工　切土工・斜面安定工指針(日本道路協会)























































				注：のり面緑化工の施工可能性をのり面勾配から判断する際には、参表8－2や解表8－4を参照すること。 チュウ メン リョクカ コウ セコウ カノウセイ メン コウバイ ハンダン サイ サンヒョウ カイ ヒョウ サンショウ

				参図8－1　切土のり面におけるのり面保護工の選定フロー サンズ キリ ツチ メン メン ホゴ コウ センテイ
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始

安定勾配が確保できるか

落石の発生や、表層の部分的な
滑落の恐れがあるか

地山の分類

軟岩

風化しやすいか

湧水があるか

風化が進んでも崩壊を生じない
勾配を確保できるか

植生工

（参図８－２）

緑化が可能な勾配か

切り直しは可能か

つる植物、緑化用ブロック等を
利用した緑化枠工や柵工などの
緑化基礎工を適用して植生工を
施す（参図８－２）

植生工

（参図８－２）

緑化するか

無処理

硬岩

土　砂

湧水があるか

浸食を受けやすいか

プレキャスト枠工、柵工等の
緑化基礎工と植生工の併用
（解表８－２、参図８－２）
植生基材吹付工（参図８－２）

湧水による不安程度が大きいか

かご工
プレキャスト枠工
＜開放型＞

緑化するか

緑化するか

かご工、非桁組擁壁工
吹付枠工、
現場打ちコンクリート枠工
＜開放型＞

吹付枠工
現場打ちコンクリート枠工（グラウンドア
ンカー工、地山補強土工当との併用）
＜開放型枠内緑化　植生工の併用を
検討する（参図８－２）＞

吹付枠工
現場打ちコンクリート枠工
モルタル・コンクリート吹付工
コンクリート張工＜密閉型＞

石張工
ブロック張工
コンクリート張工＜密閉型＞

擁壁工、杭工、グラウンドアンカー工、
地山補強工、吹付枠工、
現場打ちコンクリート枠工
（グラウンドアンカー工、地山補強土工等と併用）＜開放型＞
植生工の併用を検討しつつ工法を選定する。
併用可能な場合は参図8-2を参照。

落石防護網
吹付枠工
モルタル・コンクリート吹付工
現場打ちコンクリート枠工
地山補強土工等

詳しくは「落石対策便欄」参照
植生工の併用を検討しつつ工法を選定
する。併用可能な場合は参図8-2を参照。
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表層すべり対策 工法比較表

		表層すべり対策 工法比較表（案） ヒョウソウ タイサク コウホウ ヒカク ヒョウ アン

		目的：のり面表層部の崩落防止、多少の土圧を受ける恐れのある箇所の土留め、岩盤はく落防止 モクテキ メン ヒョウソウ ブ ホウラク ボウシ タショウ ドアツ ウ オソ カショ ドド ガンバン ラク ボウシ



				第1案　かご工 ダイ アン コウ								第2案　井桁組擁壁工 ダイ アン イゲタグミ ヨウヘキ コウ								第3案　吹付枠工 ダイ アン フキツケ ワク コウ								第4案　現場打ちコンクリート枠工 ダイ アン ゲンバ ウ ワク コウ



		イメージ写真 シャシン











		断面図 ダンメンズ











		工法概要 コウホウ ガイヨウ		・かご工は機能、形状や設置方法等により、じゃかご工、ふとんかご工、かごマット工に区分される。じゃかご工は主にのり面表層部の湧水処理等に、ふとんかご工は、じゃかごの機能と土圧に抵抗する機能を有しており、主に土留め用として使用され、かごマット工は主に景観性向上やのり面の表層安定対策として用いられる。 コウ								・基礎地盤が良好で、擁壁背面が安定した地山や切土部に用いられ、プレキャスト等のコンクリート部材と中詰め材の重量により土圧に抵抗する構造で、透水性に優れることから、主に山間部等の湧水や浸透水の多い箇所に用いられる。								・のり面の表層の浸食や表層すべりの抑制を目的として用いられるほか、抑止工に対する反力体としても用いられる。主に切土のり面、自然斜面などに連続した格子枠をつくることにより、のり面の安定化を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・吹付枠工は亀裂の多い岩盤のり面や、早期に保護する必要のあるのり面に多く用いられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 メン ヒョウソウ シンショク ヒョウソウ ヨクセイ モクテキ モチ ヨクシ コウ タイ ハンリョク タイ モチ オモ キリド メン シゼン シャメン レンゾク コウシ ワク メン アンテイカ ハカ ソウキ ホゴ ヒツヨウ メン オオ モチ								・のり面の表層の浸食や表層すべりの抑制を目的として用いられるほか、グランドアンカー工等の抑止工と併用して用いられる。主に切土のり面、自然斜面などの基面を平滑に仕上げ、連続した格子枠をつくり、型枠を組立てコンクリートを打設し、のり面の安定化を図る。












		工法の特徴 コウホウ トクチョウ		・じゃかご工は、多量の湧水や表流水によるのり表面の浸食及び凍上を防止する機能がある。
・ふとんかご工の最大積高は2.0mである。
・一般にのり面に使用している場合には、かごマットを使用している例が多い。
・かごマット工は鉄線で直方体状に形状がほぼ固定されたもので、法面勾配1：1.2～1：1.5に適用し、かごマット同士は鉄線で連結し、アンカーバーを打設してずれ止めとする。						×		・プレキャストコンクリート等の部材を用いるため、養生期間が必要ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・井桁組擁壁自体の安定性の照査は、もたれ式擁壁に準じて行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一般的な適用高は15m程度以下が望ましい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヨウジョウ キカン ヒツヨウ イゲタ イッパンテキ テキヨウ ダカ テイド イカ ノゾ						×		・現場にてラス金網を張り、枠部材を組立て、吹付モルタルで造成する連続した枠構造である。　　　　　　　　　　　　　　　・のり面状況に応じて各種形状の枠の選定が可能である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・枠部分は、フレキシブルで地山の凹凸にも対応できる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・通常の施工管理を行えば、所定の強度を確保できる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・湧水が多い場合も、枠内を開放型として対応できる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゲンバ カナアミ ハ ワク ブザイ クミタテ フキツケ ゾウセイ レンゾク ワク コウゾウ メン ジョウキョウ オウ カクシュ ケイジョウ ワク センテイ カノウ ワク ブブン ジヤマ オウトツ タイオウ ツウジョウ セコウ カンリ オコナ ショテイ キョウド カクホ ワキミズ オオ バアイ ワク ナイ カイホウガタ タイオウ						◎		・枠は鉄筋コンクリートの現場打ちとし、枠内は状況に応じて石張り、ブロック張り、コンクリート張り、モルタル吹付あるいは植生等により保護する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・のり面状況に応じて矩形枠の選定が可能である。 ワク テッキン ゲンバ ウ ワク ナイ ジョウキョウ オウ イシ バ バ バ フキツケ ショクセイ トウ ホゴ クケイ						△













		施工性 セコウセイ		■大規模なクレーンもしくはモノレールの架設が必要である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■施工ペースが人力のため遅く、工期が延長する。 ダイキボ カセツ ヒツヨウ セコウ ジンリキ オソ コウキ エンチョウ						×		■大規模なクレーン等の架設が必要である。　　　　　　　　　　　　　　　　■大型車搬入路の整備が必要である。 ダイキボ トウ カセツ ヒツヨウ オオガタシャ ハンニュウ ロ セイビ ヒツヨウ						×		□枠部材の重量が軽く、高所や狭所での施工性は良い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□切土地山の不陸に合わせ施工が可能である。　　　　　　■吹付枠工の圧送距離に制限があり、プラントヤードが必要である。 ワク ブザイ ジュウリョウ カル コウショ キョウショ セコウセイ ヨ キリ ド ジヤマ フ リク ア セコウ カノウ フキツケ ワク コウ アッソウ キョリ セイゲン ヒツヨウ						○		■吹付枠工に対し、地山の不陸に合わせることが難しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■型枠組立ての足場が必要である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ポンプ圧送の配管が必要である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■コンクリートの養生期間が必要である。 ヨウジョウ キカン ヒツヨウ						×









		維持管理 イジ カンリ		■のり面全面を覆えないため、土砂の流出がおき、維持管理性が低い。						×		■基礎地盤の沈下・浸食で安定性が保たれない。 キソ ジバン チンカ シンショク アンテイセイ タモ						×		□のり面全面を覆うため、抜け落ちが少なく、維持管理性は高い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□枠内を開放型とすれば、湧水処理は比較的容易である。 メン ゼンメン オオ ヌ オ スク イジ カンリセイ タカ ワク ナイ カイホウガタ ワキミズ ショリ ヒカクテキ ヨウイ						◎		□同左　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□同左 ドウサ ドウサ						◎









		経済性　　　　　100㎡あたり　　　※仮設を除く ケイザイセイ カセツ ノゾ		ふとんかご工 コウ		1,494,000		円 エン		2		井桁ブロック積工 ツミ		2,641,000		円 エン		4		簡易法枠工 カンイ ノリワク コウ		1,005,600		円 エン		1		現場打ちコンクリート枠工		2,621,100		円 エン		3

				比率 ヒリツ		1.49						比率 ヒリツ		2.63						比率 ヒリツ		1.00						比率 ヒリツ		2.61

		評価 ヒョウカ		△経済性は普通だが、施工性に劣る。								×最も経済性と施工性に劣る。 モット ケイザイセイ セコウセイ オト								◎最も経済性に優れ、施工性も優れている。 モット ケイザイセイ スグ セコウセイ スグ								×経済性も施工性も劣る。

		注：施工単価は概算です。現場条件や価格変動により施工単価も変わりますのでご了承ください。 チュウ セコウ タンカ ガイサン ゲンバ ジョウケン カカク ヘンドウ セコウ タンカ カ リョウショウ





簡易法枠工法 比較表(150-1)

		簡易法枠工 工法比較表（案） カンイ ノリ ワク コウ コウホウ ヒカク ヒョウ

						①						②						③

						ｅフレーム工法 コウホウ						ソイルクリート工法 コウホウ						イージーシェルフ工法 コウホウ

						ｅ-150タイプ						Ｍタイプ						グラスタンドＡ

		部材名称 ブザイ メイショウ				金網状型枠 カナアミ ジョウ カタワク						組立枠 クミタテ ワク						組立枠 クミタテ ワク

		部材図 ブザイ ズ



















		寸法 スンポウ				 330（W）×140（H）×枠全長（L）						 330（W）×140（H）×400（L)						 266（W）×110（H）

						 クリンプ金網　φ=2.3㎜ カナアミ						 素線径5㎜						 鋼製組立材

		用途 ヨウト				 吹付幅・高さの基準 キジュン						 吹付幅・高さの目安						 吹付幅・高さの目安

						 吹付用型枠、鉄筋位置保持						 鉄筋位置保持						 鉄筋位置保持

		枠寸法出来形 ワク スンポウ デキ ガタ				 全面型枠使用によりバラつかない ゼンメン カタワク シヨウ						 吹付職人の技能によりバラつく フキツ ショクニン ギノウ						 吹付職人の技能によりバラつく フキツ ショクニン ギノウ

		施工性 セコウセイ				 良い ヨ						 良い ヨ						 良い ヨ

						 金網状型枠の設置が容易である カナアミ ジョウ カタワク セッチ ヨウイ						 組立枠の設置が容易である クミタテ ワク セッチ ヨウイ						 組立枠の設置が容易である クミタテ ワク セッチ ヨウイ

		吹付材料のロス フキツ ザイリョウ				 型枠があるので縦・横梁とも少ない。						 型枠がないので多い。						 型枠がないので多い。

						 (全長型枠があるので、ロスが少ない)						 特に急勾配では横梁で顕著						 特に急勾配では横梁で顕著

		枠の強度 ワク キョウド				 型枠がクリンプ金網等で形成されているので、
 モルタル強度より高くなる。						 吹付モルタルの強度						 吹付モルタルの強度



						 型枠使用により、交点の一体化・縦横梁の連続性が
 確保され、強度低下はない。 ハリ						 急勾配ではモルタル自重によるダレ等で、
 低下しやすい。						 急勾配ではモルタル自重によるダレ等で、
 低下しやすい。



		クラックの発生 ハッセイ				 梁部分全てにフレーム材があるため、
 クラックの発生は少ない。 ハリ ブブン スベ ザイ						 急勾配対応、クラック発生防止のために、
 NAF-6を使用する。 キュウ コウバイ タイオウ						 急勾配対応、クラック発生防止のために、
 モルタル補強繊維を使用する。 キュウ コウバイ タイオウ

		出来形 デキ ガタ				 出来形が確保できる デキ ガタ カクホ						 部分的に出来形が確保できない ブブンテキ デキ ガタ カクホ						 部分的に出来形が確保できない ブブンテキ デキ ガタ カクホ

		1㎡当たり施工単価 ア セコウ タンカ				10,283円 エン						11,582円						11,582円								※ソイルクリート工法、イージーシェルフ工法は、建設物価H27.4単価。 ケンセツ ブッカ タンカ

		（植生基材吹付ｔ=5㎝含む） ショクセイ キザイ フ ツ フク

		判定 ハンテイ				◎						△						△

		注：施工単価は概算です。現場条件や価格変動により施工単価も変わりますのでご了承ください。 チュウ セコウ タンカ ガイサン ゲンバ ジョウケン カカク ヘンドウ セコウ タンカ カ リョウショウ

																		→イージーシェルフは㈱深沢工務所宛には入れない。抜く場合は、印刷範囲設定と一番上の題名のセル結合に注意する。 フカサワ アテ イ ヌ バアイ インサツ ハンイ セッテイ イチバン ウエ ダイメイ ケツゴウ チュウイ

																		→㈱深沢工務所以外は、シートを１ページに印刷で４種入れる。 フカサワ イガイ インサツ シュ イ





e-150

		ｅフレーム工法 （ｅ－150）歩掛表 コウ ノリ アル カカ ヒョウ														ｅフレーム工法 （ｅ－150）歩掛表						単価根拠 タンカ コンキョ

		◎ｅフレーム工法（ｅ－150)　 コウ ホウ										100㎡当たり

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 チャク ヨウ		労務費入力欄 ロウムヒ ニュウリョク ラン

		ラス張工 ハ コウ				100		㎡		1,725		172,500		表1 ヒョウ				静岡県 シズオカケン

		鉄筋等設置工 テッキン ナド セツ コウ				100		㎡		2,493		249,300		表2 ヒョウ		世 　話　 役 ヨ ハナシ エキ		23,500		平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価 ヘイセイ ネン ガツ テキヨウ コウキョウ コウジ セッケイ ロウム タンカ

		アンカー設置工 セッチ コウ		土砂 ドシャ		52		本 ホン		1,053		54,756		表3 ヒョウ		法　 面　 工 ホウ メン コウ		25,200		〃

		枠シート設置工 ワク セッチ コウ				100		㎡		492		49,200		表4 ヒョウ		普通作業員 フツウ サギョウイン		20,100		〃

		法枠吹付工 ノリ ワク フキツ コウ		1: 4　モルタル		5.27		m3		53,911		284,111		表5 ヒョウ		特殊作業員 トクシュ サギョウイン		21,200		〃

		枠内吹付工 ワク ナイ スイ ツ コウ		植生基材吹付工　t=5㎝ ショクセイ キザイ フキツケ コウ		55.9		㎡		3,908		218,457		表6 ヒョウ

		合　　　　計 ゴウ ケイ										1,028,324

						1		㎡		10,283						材料費入力欄 ザイリョウ

																				静岡県 シズオカ ケン

																ラス張り工 ハ コウ				1,725		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

		◎表１ ラス張工 単価表 ヒョウ ハ コウ タンカヒョウ										100㎡当たり ア				鉄　　　筋 テツ スジ		D10		76.8		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ		金網状型枠　設計単価 セッケイ タンカ				1,000		近距離中距離 キンキョリ チュウキョリ

		ラス張工		 		100		㎡		1,725		172,500		市場単価 シジョウ タンカ		主アンカー シュ				224		平成29年度建設資材等価格表（土木工事編）（4月期）農林分含むｐ73

		小　　　計										172,500				法枠シート ノリワク				180		平成29年度建設資材等価格表（土木工事編）（4月期）農林分含むｐ73

						1		㎡		1,725						セメント　　＊/25				20		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

																砂 スナ				3,950		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

		◎表２ 鉄筋等設置工 単価表 ヒョウ テッキン トウ セッチ コウ タンカ ヒョウ										100㎡当たり ア				植生基材　　　ｔ＝ ショクセイ キザイ		5		4,885		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		世 　話　 役 ヨ ハナシ エキ		 		0.5		人 ニン		23,500		11,750

		法　 面　 工 ホウ メン コウ		 		2.6		人 ニン		25,200		65,520

		普通作業員 フツウ サギョウイン		 		0.5		人 ニン		20,100		10,050

		鉄　　　筋 テツ スジ		Ｄ10		188.8		㎏		76.8		14,500

		金網状型枠 カナアミ ジョウ カタワク		W=330 H=140 ｅフレーム		144.9		ｍ		1,000		144,900

		諸 雑 費 率 モロ ザツ ヒ リツ		労務費の3％ ロウムヒ		3		％				2,619

		小　　　計										249,339

						1		㎡		2,493



		◎表３ アンカー設置工 単価表 ヒョウ セッチ コウ タンカヒョウ										100本当たり ホン ア

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		世 　話　 役 ヨ ハナシ エキ		 		0.5		人 ニン		23,500		11,750

		法　 面　 工 ホウ メン コウ		 		1.9		人 ニン		25,200		47,880

		普通作業員 フツウ サギョウイン				1.0		人 ニン		20,100		20,100

		主アンカー シュ		D16 L=750		100		本 ホン		224		22,400

		諸 雑 費 率 モロ ザツ ヒ リツ		労務費の4％ ロウムヒ		4		％				3,189

		小　　　計 ショウ ケイ										105,319

						1		本 ホン		1,053



		◎表４ 枠シート設置工 単価表 ヒョウ ワク セッチ コウ タンカヒョウ										100㎡当たり ア

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		法　 面　 工 ホウ メン コウ		 		1.5		人 ニン		25,200		37,800

		法枠シート ノリワク				42.3		枚 マイ		180		7,614

		諸 雑 費 率 モロ ザツ ヒ リツ		労務費の10％ ロウムヒ		10		％				3,780

		小　　　計 ショウ ケイ										49,194

						1		㎡		492





		◎表５ 法枠吹付工 単価表 ヒョウ ノリ ワク フ ツ コウ タンカヒョウ										10m3当たり ア

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		世 　話　 役 ヨ ハナシ エキ		 		1.6		人 ニン		23,500		37,600

		法　 面　 工 ホウ メン コウ		 		3.2		人 ニン		25,200		80,640

		特殊作業員 トクシュ サギョウイン		 		3.2		人 ニン		21,200		67,840

		普通作業員 フツウ サギョウイン		 		3.2		人 ニン		20,100		64,320

		セメント		普通ポルトランド フツウ		5,460		㎏		20.2		110,292

		砂 スナ				16.12		m3		3,950		63,674

		モルタルコンクリート吹付機運転 スイ ヅケ キ ウンテン		湿式　0.8～1.2m3/ｈ シツ シキ		11.2		ｈ		2,417		27,070

		ホイルローダ運転 ウンテン		排出ガス対策型　0.34m3 ハイシュツ タイサク ガタ		1.6		日 ヒ		25,063		40,101

		諸 雑 費 率 モロ ザツ ヒ リツ		労務費の19％ ロウムヒ		19		％				47,570

		小　　　計										539,107

						1		㎥		53,911



		◎表６ 枠内吹付工 単価表 ヒョウ ワク ウチ フ ツ コウ タンカヒョウ										100㎡当たり ア

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		植生基材吹付工 フキツケ コウ		ｔ=5㎝		100		㎡		4,885		488,500		市場単価 シジョウ タンカ

		 補正係数 ホセイ ケイスウ		枠内吹付の場合 ア		0.8		×

		 市場単価×最終補正係数 シジョウ タンカ サイシュウ ホセイ ケイスウ				80		％				390,800

		小　　　計 コ ケイ										390,800

						1		㎡		3,908
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Mタイプ

		ソイルクリート工法 （Ｍタイプ）歩掛表 コウ ノリ アル カカ ヒョウ														ソイルクリート工法 （Ｍタイプ）歩掛表						単価根拠 タンカ コンキョ

		◎ソイルクリート工法（Ｍタイプ)　 コウ ホウ										100㎡当たり

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 チャク ヨウ

		建設物価　公表価格 ケンセツ ブッカ コウヒョウ カカク		厚5.0cm Mタイプ 1500 1.5×1.5 アツ		100		㎡		11,582		1,158,200

		合　　　　計 ゴウ ケイ										1,158,200

						1		㎡		11,582



												     



ソイルクリート工法 （Mタイプ）歩掛表
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吹付枠工法 比較表(200)

		吹付枠工 工法比較表（案） フキツ ワク コウ コウホウ ヒカク ヒョウ

						①						②						③

						ｅフレーム工法 コウホウ						ソイルクリート工法 コウホウ						フリーフレーム工法 コウホウ

						ｅ-200タイプ						ダイザタイプ						Ｆ200

		部材名称 ブザイ メイショウ				金網状型枠 カナアミ ジョウ カタワク						組立枠 クミタテ ワク						吹付枠 フキツケ ワク

		部材図 ブザイ ズ



















		寸法 スンポウ				 330（W）×180（H）×枠全長（L）						 330（W）×190（H）×400（L)						 200（W）×200（H）

						 クリンプ金網　φ=2.3㎜ カナアミ						 素線径5㎜						 クリンプ金網　φ=2.3㎜ カナアミ

		用途 ヨウト				 吹付幅・高さの基準 キジュン						 吹付幅・高さの目安						 吹付幅・高さの基準 キジュン

						 吹付用型枠、鉄筋位置保持						 鉄筋位置保持						 吹付用型枠、鉄筋位置保持

		枠寸法出来形 ワク スンポウ デキ ガタ				 全面型枠使用によりバラつかない ゼンメン カタワク シヨウ						 吹付職人の技能によりバラつく フキツ ショクニン ギノウ						 全面型枠使用によりバラつかない ゼンメン カタワク シヨウ

		施工性 セコウセイ				 良い ヨ						 良い ヨ						 良い ヨ

						 金網状型枠の設置が容易である カナアミ ジョウ カタワク セッチ ヨウイ						 組立枠の設置が容易である クミタテ ワク セッチ ヨウイ						 金網状型枠の設置が容易である カナアミ ジョウ カタワク セッチ ヨウイ

		吹付材料のロス フキツ ザイリョウ				 型枠があるので縦・横梁とも少ない。						 型枠がないので多い。						 型枠があるので縦・横梁とも少ない。

						 (全長型枠があるので、ロスが少ない)						 特に急勾配では横梁で顕著						 (全長型枠があるので、ロスが少ない)

		枠の強度 ワク キョウド				 型枠がクリンプ金網等で形成されているので、
 モルタル強度より高くなる。						 吹付モルタルの強度						 吹付モルタルの強度



						 型枠使用により、交点の一体化・縦横梁の連続性が
 確保され、強度低下はない。 ハリ						 急勾配ではモルタル自重によるダレ等で、
 低下しやすい。						 枠内排水処理のため、水切りモルタルが必要である。
 コテ当てが必要であり、枠の強度が低下する。 ハイスイ



		クラックの発生 ハッセイ				 梁部分全てにフレーム材があるため、
 クラックの発生は少ない。 ハリ ブブン スベ ザイ						 急勾配対応、クラック発生防止のために、
 NAF-6を使用する。 キュウ コウバイ タイオウ						 急勾配対応、クラック発生防止のために、
 NAF-6を使用する。 キュウ コウバイ タイオウ

		出来形 デキ ガタ				 出来形が確保できる デキ ガタ カクホ						 部分的に出来形が確保できない ブブンテキ デキ ガタ カクホ						 モルタル補強繊維を使用する。

		1㎡当たり施工単価 ア セコウ タンカ				11,206円						13,524円 エン						23,220円 エン

		（植生基材吹付ｔ=5㎝含む） ショクセイ キザイ フ ツ フク

		判定 ハンテイ				◎						△						×

		注：施工単価は概算です。現場条件や価格変動により施工単価も変わりますのでご了承ください。 チュウ セコウ タンカ ガイサン ゲンバ ジョウケン カカク ヘンドウ セコウ タンカ カ リョウショウ





e-200

		ｅフレーム工法 （ｅ－200）歩掛表 コウ ノリ アル カカ ヒョウ														ｅフレーム工法 （ｅ－200）歩掛表						単価根拠 タンカ コンキョ

		◎ｅフレーム工法（ｅ－200)　 コウ ホウ										100㎡当たり

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 チャク ヨウ		労務費入力欄 ロウムヒ ニュウリョク ラン

		ラス張工 ハ コウ				100		㎡		1,725		172,500		表1 ヒョウ				静岡県 シズオカケン

		鉄筋等設置工 テッキン ナド セツ コウ				100		㎡		3,092		309,200		表2 ヒョウ		世 　話　 役 ヨ ハナシ エキ		23,500		平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価 ヘイセイ ネン ガツ テキヨウ コウキョウ コウジ セッケイ ロウム タンカ

		アンカー設置工 セッチ コウ		土砂 ドシャ		52		本 ホン		1,053		54,756		表3 ヒョウ		法　 面　 工 ホウ メン コウ		25,200		〃

		枠シート設置工 ワク セッチ コウ				100		㎡		492		49,200		表4 ヒョウ		普通作業員 フツウ サギョウイン		20,100		〃

		法枠吹付工 ノリ ワク フキツ コウ		1: 4　モルタル		5.87		m3		53,922		316,522		表5 ヒョウ		特殊作業員 トクシュ サギョウイン		21,200		〃

		枠内吹付工 ワク ナイ スイ ツ コウ		植生基材吹付工　t=5㎝ ショクセイ キザイ フキツケ コウ		55.9		㎡		3,908		218,457		表6 ヒョウ

		合　　　　計 ゴウ ケイ										1,120,635

						1		㎡		11,206						材料費入力欄 ザイリョウ

																				静岡県 シズオカ ケン

																ラス張り工 ハ コウ				1,725		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

		◎表１ ラス張工 単価表 ヒョウ ハ コウ タンカヒョウ										100㎡当たり ア				鉄　　　筋 テツ スジ		D10		76.8		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ		金網状型枠　設計単価 セッケイ タンカ				1,300		近距離中距離 キンキョリ チュウキョリ

		ラス張工		 		100		㎡		1,725		172,500		市場単価 シジョウ タンカ		主アンカー シュ				224		平成29年度建設資材等価格表（土木工事編）（4月期）農林分含むｐ73

		小　　　計										172,500				法枠シート ノリワク				180		平成29年度建設資材等価格表（土木工事編）（4月期）農林分含むｐ73

						1		㎡		1,725						セメント　　＊/25				20		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

																砂 スナ				3,950		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

		◎表２ 鉄筋等設置工 単価表 ヒョウ テッキン トウ セッチ コウ タンカ ヒョウ										100㎡当たり ア				植生基材 　　ｔ＝ ショクセイ キザイ		5		4,885		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ		補助アンカー ホジョ				78		社長指示 シャチョウ シジ

		世 　話　 役 ヨ ハナシ エキ		 		0.5		人 ニン		23,500		11,750

		法　 面　 工 ホウ メン コウ		 		2.8		人 ニン		25,200		70,560

		普通作業員 フツウ サギョウイン		 		0.5		人 ニン		20,100		10,050

		鉄　　　筋 テツ スジ		Ｄ10		283.3		㎏		76.8		21,757

		金網状型枠 カナアミ ジョウ カタワク		W=330 H=180 ｅフレーム		144.9		ｍ		1,300		188,370

		補助アンカー ホジョ		Ｄ10 L=400		51		本 ホン		78		3,978

		諸 雑 費 率 モロ ザツ ヒ リツ		労務費の3％ ロウムヒ		3		％				2,770

		小　　　計										309,235

						1		㎡		3,092



		◎表３ アンカー設置工 単価表 ヒョウ セッチ コウ タンカヒョウ										100本当たり ホン ア

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		世 　話　 役 ヨ ハナシ エキ		 		0.5		人 ニン		23,500		11,750

		法　 面　 工 ホウ メン コウ		 		1.9		人 ニン		25,200		47,880

		普通作業員 フツウ サギョウイン				1.0		人 ニン		20,100		20,100

		主アンカー シュ		D16 L=750		100		本 ホン		224		22,400

		諸 雑 費 率 モロ ザツ ヒ リツ		労務費の4％ ロウムヒ		4		％				3,189

		小　　　計 ショウ ケイ										105,319

						1		本 ホン		1,053



		◎表４ 枠シート設置工 単価表 ヒョウ ワク セッチ コウ タンカヒョウ										100㎡当たり ア

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		法　 面　 工 ホウ メン コウ		 		1.5		人 ニン		25,200		37,800

		法枠シート ノリワク				42.3		枚 マイ		180		7,614

		諸 雑 費 率 モロ ザツ ヒ リツ		労務費の10％ ロウムヒ		10		％				3,780

		小　　　計 ショウ ケイ										49,194

						1		㎡		492





		◎表５ 法枠吹付工 単価表 ヒョウ ノリ ワク フ ツ コウ タンカヒョウ										10m3当たり ア

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		世 　話　 役 ヨ ハナシ エキ		 		1.6		人 ニン		23,500		37,600

		法　 面　 工 ホウ メン コウ		 		3.2		人 ニン		25,200		80,640

		特殊作業員 トクシュ サギョウイン		 		3.2		人 ニン		21,200		67,840

		普通作業員 フツウ サギョウイン		 		3.2		人 ニン		20,100		64,320

		セメント		普通ポルトランド フツウ		5,460		㎏		20.2		110,292

		砂 スナ				16.12		m3		3,950		63,674

		モルタルコンクリート吹付機運転 スイ ヅケ キ ウンテン		湿式　0.8～1.2m3/ｈ シツ シキ		11.2		ｈ		2,306		25,827

		ホイルローダ運転 ウンテン		排出ガス対策型　0.34m3 ハイシュツ タイサク ガタ		1.6		日 ヒ		25,910		41,456

		諸 雑 費 率 モロ ザツ ヒ リツ		労務費の19％ ロウムヒ		19		％				47,570

		小　　　計										539,219

						1		㎥		53,922



		◎表６ 枠内吹付工 単価表 ヒョウ ワク ウチ フ ツ コウ タンカヒョウ										100㎡当たり ア

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		モルタル吹付工 フキツケ コウ		ｔ=8㎝		100		㎡		4,885		488,500		市場単価 シジョウ タンカ

		 補正係数 ホセイ ケイスウ		枠内吹付の場合 ア		0.8		×

		 市場単価×最終補正係数 シジョウ タンカ サイシュウ ホセイ ケイスウ				80		％				390,800

		小　　　計 コ ケイ										390,800

						1		㎡		3,908
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ダイザ

		ソイルクリート工法 （ダイザタイプ）歩掛表 コウ ノリ アル カカ ヒョウ														ソイルクリート工法 （ダイザタイプ）歩掛表						単価根拠 タンカ コンキョ

		◎ソイルクリート工法（Ｍタイプ)　 コウ ホウ										100㎡当たり

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 チャク ヨウ

		建設物価　公表価格 ケンセツ ブッカ コウヒョウ カカク		厚5.0cm ダイザタイプ 1500 1.5×1.5 アツ		100		㎡		13,524		1,352,400

		合　　　　計 ゴウ ケイ										1,352,400

						1		㎡		13,524



												     



ソイルクリート工法 （Mタイプ）歩掛表


2




F200 

		フリーフレーム工法 （F200）歩掛表 コウ ノリ アル カカ ヒョウ														フリーフレーム工法 （F200）歩掛表						単価根拠 タンカ コンキョ

		◎フリーフレーム工法 （F200）										100㎡当たり

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 チャク ヨウ		労務費入力欄 ロウムヒ ニュウリョク ラン

		ラス張工 ハ コウ				100		㎡		1,725		172,500		表1 ヒョウ				静岡県 シズオカケン

		吹付枠工 フキツケ ワク コウ				135.2		ｍ		13,790		1,864,408		表2 ヒョウ		世 　話　 役 ヨ ハナシ エキ		23,500		平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価 ヘイセイ ネン ガツ テキヨウ コウキョウ コウジ セッケイ ロウム タンカ

		枠内吹付工 ワク ナイ スイ ツ コウ		植生基材吹付工　t=5㎝ フキツケ コウ		72.96		㎡		3,908		285,128		表3 ヒョウ		法　 面　 工 ホウ メン コウ		25,200		〃

		合　　　　計 ゴウ ケイ										2,322,036				普通作業員 フツウ サギョウイン		20,100		〃

						1		㎡		23,220						特殊作業員 トクシュ サギョウイン		21,200		〃





		◎表１ ラス張工 単価表 ヒョウ ハ コウ タンカヒョウ										100㎡当たり ア				材料費入力欄 ザイリョウ

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ						静岡県 シズオカ ケン

		ラス張工		 		100		㎡		1,725		172,500		市場単価 シジョウ タンカ		ラス張り工 ハ コウ				1,725		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

		小　　　計										172,500				吹付枠工 フキツケ ワク コウ				10,200		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

						1		㎡		1,725						植生基材　　　ｔ＝ ショクセイ キザイ		5		4,885		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン



		◎表２ 吹付枠工 単価表 ヒョウ フキツケ ワク コウ タンカ ヒョウ										100㎡当たり ア

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		吹付枠工 フキツケ ワク		 		135.2		㎡		10,200		1,379,040		市場単価 シジョウ タンカ

		小　　　計										1,379,040

						1		㎡		13,790



		◎表３ 枠内吹付工 単価表 ヒョウ ワク ウチ フ ツ コウ タンカヒョウ										100㎡当たり ア

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		植生基材吹付工 フキツケ コウ		ｔ=5㎝		100		㎡		4,885		488,500		市場単価 シジョウ タンカ

		 補正係数 ホセイ ケイスウ		枠内吹付の場合 ア		0.8		×

		 市場単価×最終補正係数 シジョウ タンカ サイシュウ ホセイ ケイスウ				80		％				390,800

		小　　　計 コ ケイ										390,800

						1		㎡		3,908



2




簡易法枠工法 比較表(150-深沢)

		簡易法枠工 工法比較表（案） カンイ ノリ ワク コウ コウホウ ヒカク ヒョウ

						①						②

						ｅフレーム工法 コウホウ						ソイルクリート工法 コウホウ

						ｅ-150タイプ						Ｍタイプ

		部材名称 ブザイ メイショウ				金網状型枠 カナアミ ジョウ カタワク						組立枠 クミタテ ワク

		部材図 ブザイ ズ



















		寸法 スンポウ				 330（W）×140（H）×枠全長（L）						 330（W）×140（H）×400（L)

						 クリンプ金網　φ=2.3㎜ カナアミ						 素線径5㎜

		用途 ヨウト				 吹付幅・高さの基準 キジュン						 吹付幅・高さの目安

						 吹付用型枠、鉄筋位置保持						 鉄筋位置保持

		枠寸法出来形 ワク スンポウ デキ ガタ				 全面型枠使用によりバラつかない ゼンメン カタワク シヨウ						 吹付職人の技能によりバラつく フキツ ショクニン ギノウ

		施工性 セコウセイ				 良い ヨ						 良い ヨ

						 金網状型枠の設置が容易である カナアミ ジョウ カタワク セッチ ヨウイ						 組立枠の設置が容易である クミタテ ワク セッチ ヨウイ

		吹付材料のロス フキツ ザイリョウ				 型枠があるので縦・横梁とも少ない。						 型枠がないので多い。

						 (全長型枠があるので、ロスが少ない)						 特に急勾配では横梁で顕著

		枠の強度 ワク キョウド				 型枠がクリンプ金網等で形成されているので、モルタル強度より高くなる。						 吹付モルタルの強度



						 型枠使用により、交点の一体化・縦横梁の連続性が確保され、
 強度低下はない。 ハリ						 急勾配ではモルタル自重によるダレ等で、低下しやすい。



		クラックの発生 ハッセイ				 梁部分全てにフレーム材があるため、クラックの発生は少ない。 ハリ ブブン スベ ザイ						 急勾配対応、クラック発生防止のために、NAF-6を使用する。 キュウ コウバイ タイオウ

		出来形 デキ ガタ				 出来形が確保できる デキ ガタ カクホ						 部分的に出来形が確保できない ブブンテキ デキ ガタ カクホ

		1㎡当たり施工単価 ア セコウ タンカ				10,283円 エン						11,582円

		（植生基材吹付ｔ=5㎝含む） ショクセイ キザイ フ ツ フク

		判定 ハンテイ				◎						△

		注：施工単価は概算です。現場条件や価格変動により施工単価も変わりますのでご了承ください。 チュウ セコウ タンカ ガイサン ゲンバ ジョウケン カカク ヘンドウ セコウ タンカ カ リョウショウ





簡易法枠工法 比較表(150-4)

		簡易法枠工 工法比較表（案） カンイ ノリ ワク コウ コウホウ ヒカク ヒョウ

						①						②						③						④

						ｅフレーム工法 コウホウ						ソイルクリート工法 コウホウ						フレキシブルフレーム工法 コウホウ						イージーシェルフ工法 コウホウ

						ｅ-150タイプ						Ｍタイプ						FF-B－1						グラスタンドＡ

		部材名称 ブザイ メイショウ				金網状型枠 カナアミ ジョウ カタワク						組立枠 クミタテ ワク						組立枠 クミタテ ワク						組立枠 クミタテ ワク

		部材図 ブザイ ズ



















		寸法 スンポウ				 330（W）×140（H）×枠全長（L）						 330（W）×140（H）×400（L)						 340（W）×140（H）						 266（W）×110（H）

						 クリンプ金網　φ=2.3㎜ カナアミ						 素線径5㎜						 メッキ鋼板　ｔ=1.6mm コウバン						 鋼製組立材

		用途 ヨウト				 吹付幅・高さの基準 キジュン						 吹付幅・高さの目安						 吹付幅・高さの目安						 吹付幅・高さの目安

						 吹付用型枠、鉄筋位置保持						 鉄筋位置保持						 鉄筋位置保持						 鉄筋位置保持

		枠寸法出来形 ワク スンポウ デキ ガタ				 全面型枠使用によりバラつかない ゼンメン カタワク シヨウ						 吹付職人の技能によりバラつく フキツ ショクニン ギノウ						 吹付職人の技能によりバラつく フキツ ショクニン ギノウ						 吹付職人の技能によりバラつく フキツ ショクニン ギノウ

		施工性 セコウセイ				 良い ヨ						 良い ヨ						 良い ヨ						 良い ヨ

						 金網状型枠の設置が容易である カナアミ ジョウ カタワク セッチ ヨウイ						 組立枠の設置が容易である クミタテ ワク セッチ ヨウイ						 組立枠の設置が容易である クミタテ ワク セッチ ヨウイ						 組立枠の設置が容易である クミタテ ワク セッチ ヨウイ

		吹付材料のロス フキツ ザイリョウ				 型枠があるので縦・横梁とも少ない。						 型枠でないので多い。						 型枠でないので多い。						 型枠でないので多い。

						 (全長型枠があるので、ロスが少ない)						 特に急勾配では横梁で顕著						 特に急勾配では横梁で顕著						 特に急勾配では横梁で顕著

		枠の強度 ワク キョウド				 型枠がクリンプ金網等で形成されているので、						 吹付モルタルの強度						 吹付モルタルの強度						 吹付モルタルの強度

						 モルタル強度より高くなる。						 急勾配の横梁では自重によるダレ等で						 急勾配の横梁では自重によるダレ等で						 急勾配の横梁では自重によるダレ等で

						 型枠使用により、交点の一体化・縦横梁の連続性が ハリ						 低下しやすい。						 低下しやすい。						 低下しやすい。

						 確保され、強度低下はない。												 鋼板が連続しておらず、クラックが発生しやすい。

		クラックの発生 ハッセイ				 梁部分全てにフレーム材があるため、 ハリ ブブン スベ ザイ						 急勾配対応、クラック発生防止のために、 キュウ コウバイ タイオウ						 急勾配対応、クラック発生防止のために、 キュウ コウバイ タイオウ						 急勾配対応、クラック発生防止のために、 キュウ コウバイ タイオウ

						 クラックの発生は少ない。						 NAF-6を使用する。						 ファイバーを使用する。						 モルタル補強繊維を使用する。

		出来形 デキ ガタ				 出来形が確保できる デキ ガタ カクホ						 部分的に出来形が確保できない ブブンテキ デキ ガタ カクホ						 部分的に出来形が確保できない ブブンテキ デキ ガタ カクホ						 部分的に出来形が確保できない ブブンテキ デキ ガタ カクホ

		1㎡当たり施工単価 ア セコウ タンカ				9,948円 エン						11,496円						9,837円 エン						11,496円								※ソイルクリート工法、イージーシェルフ工法は、建設物価H26.4単価。 ケンセツ ブッカ タンカ

		（植生基材吹付ｔ=5㎝含む） ショクセイ キザイ フ ツ フク

		判定 ハンテイ				◎						△						×						△

																								→イージーシェルフは㈱深沢工務所宛には入れない。抜く場合は、印刷範囲設定と一番上の題名のセル結合に注意する。 フカサワ アテ イ ヌ バアイ インサツ ハンイ セッテイ イチバン ウエ ダイメイ ケツゴウ チュウイ

																								→㈱深沢工務所以外は、シートを１ページに印刷で４種入れる。 フカサワ イガイ インサツ シュ イ
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工法選定フロー

																						出典元：道路土工　切土工・斜面安定工指針(日本道路協会)























































				注：のり面緑化工の施工可能性をのり面勾配から判断する際には、参表8－2や解表8－4を参照すること。 チュウ メン リョクカ コウ セコウ カノウセイ メン コウバイ ハンダン サイ サンヒョウ カイ ヒョウ サンショウ

				参図8－1　切土のり面におけるのり面保護工の選定フロー サンズ キリ ツチ メン メン ホゴ コウ センテイ
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始

安定勾配が確保できるか

落石の発生や、表層の部分的な
滑落の恐れがあるか

地山の分類

軟岩

風化しやすいか

湧水があるか

風化が進んでも崩壊を生じない
勾配を確保できるか

植生工

（参図８－２）

緑化が可能な勾配か

切り直しは可能か

つる植物、緑化用ブロック等を
利用した緑化枠工や柵工などの
緑化基礎工を適用して植生工を
施す（参図８－２）

植生工

（参図８－２）

緑化するか

無処理

硬岩

土　砂

湧水があるか

浸食を受けやすいか

プレキャスト枠工、柵工等の
緑化基礎工と植生工の併用
（解表８－２、参図８－２）
植生基材吹付工（参図８－２）

湧水による不安程度が大きいか

かご工
プレキャスト枠工
＜開放型＞

緑化するか

緑化するか

かご工、非桁組擁壁工
吹付枠工、
現場打ちコンクリート枠工
＜開放型＞

吹付枠工
現場打ちコンクリート枠工（グラウンドア
ンカー工、地山補強土工当との併用）
＜開放型枠内緑化　植生工の併用を
検討する（参図８－２）＞

吹付枠工
現場打ちコンクリート枠工
モルタル・コンクリート吹付工
コンクリート張工＜密閉型＞

石張工
ブロック張工
コンクリート張工＜密閉型＞

擁壁工、杭工、グラウンドアンカー工、
地山補強工、吹付枠工、
現場打ちコンクリート枠工
（グラウンドアンカー工、地山補強土工等と併用）＜開放型＞
植生工の併用を検討しつつ工法を選定する。
併用可能な場合は参図8-2を参照。

落石防護網
吹付枠工
モルタル・コンクリート吹付工
現場打ちコンクリート枠工
地山補強土工等

詳しくは「落石対策便欄」参照
植生工の併用を検討しつつ工法を選定
する。併用可能な場合は参図8-2を参照。
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表層すべり対策 工法比較表

		表層すべり対策 工法比較表（案） ヒョウソウ タイサク コウホウ ヒカク ヒョウ アン

		目的：のり面表層部の崩落防止、多少の土圧を受ける恐れのある箇所の土留め、岩盤はく落防止 モクテキ メン ヒョウソウ ブ ホウラク ボウシ タショウ ドアツ ウ オソ カショ ドド ガンバン ラク ボウシ



				第1案　かご工 ダイ アン コウ								第2案　井桁組擁壁工 ダイ アン イゲタグミ ヨウヘキ コウ								第3案　吹付枠工 ダイ アン フキツケ ワク コウ								第4案　現場打ちコンクリート枠工 ダイ アン ゲンバ ウ ワク コウ



		イメージ写真 シャシン











		断面図 ダンメンズ











		工法概要 コウホウ ガイヨウ		・かご工は機能、形状や設置方法等により、じゃかご工、ふとんかご工、かごマット工に区分される。じゃかご工は主にのり面表層部の湧水処理等に、ふとんかご工は、じゃかごの機能と土圧に抵抗する機能を有しており、主に土留め用として使用され、かごマット工は主に景観性向上やのり面の表層安定対策として用いられる。 コウ								・基礎地盤が良好で、擁壁背面が安定した地山や切土部に用いられ、プレキャスト等のコンクリート部材と中詰め材の重量により土圧に抵抗する構造で、透水性に優れることから、主に山間部等の湧水や浸透水の多い箇所に用いられる。								・のり面の表層の浸食や表層すべりの抑制を目的として用いられるほか、抑止工に対する反力体としても用いられる。主に切土のり面、自然斜面などに連続した格子枠をつくることにより、のり面の安定化を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・吹付枠工は亀裂の多い岩盤のり面や、早期に保護する必要のあるのり面に多く用いられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 メン ヒョウソウ シンショク ヒョウソウ ヨクセイ モクテキ モチ ヨクシ コウ タイ ハンリョク タイ モチ オモ キリド メン シゼン シャメン レンゾク コウシ ワク メン アンテイカ ハカ ソウキ ホゴ ヒツヨウ メン オオ モチ								・のり面の表層の浸食や表層すべりの抑制を目的として用いられるほか、グランドアンカー工等の抑止工と併用して用いられる。主に切土のり面、自然斜面などの基面を平滑に仕上げ、連続した格子枠をつくり、型枠を組立てコンクリートを打設し、のり面の安定化を図る。












		工法の特徴 コウホウ トクチョウ		・じゃかご工は、多量の湧水や表流水によるのり表面の浸食及び凍上を防止する機能がある。
・ふとんかご工の最大積高は2.0mである。
・一般にのり面に使用している場合には、かごマットを使用している例が多い。
・かごマット工は鉄線で直方体状に形状がほぼ固定されたもので、法面勾配1：1.2～1：1.5に適用し、かごマット同士は鉄線で連結し、アンカーバーを打設してずれ止めとする。						×		・プレキャストコンクリート等の部材を用いるため、養生期間が必要ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・井桁組擁壁自体の安定性の照査は、もたれ式擁壁に準じて行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一般的な適用高は15m程度以下が望ましい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヨウジョウ キカン ヒツヨウ イゲタ イッパンテキ テキヨウ ダカ テイド イカ ノゾ						×		・現場にてラス金網を張り、枠部材を組立て、吹付モルタルで造成する連続した枠構造である。　　　　　　　　　　　　　　　・のり面状況に応じて各種形状の枠の選定が可能である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・枠部分は、フレキシブルで地山の凹凸にも対応できる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・通常の施工管理を行えば、所定の強度を確保できる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・湧水が多い場合も、枠内を開放型として対応できる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ゲンバ カナアミ ハ ワク ブザイ クミタテ フキツケ ゾウセイ レンゾク ワク コウゾウ メン ジョウキョウ オウ カクシュ ケイジョウ ワク センテイ カノウ ワク ブブン ジヤマ オウトツ タイオウ ツウジョウ セコウ カンリ オコナ ショテイ キョウド カクホ ワキミズ オオ バアイ ワク ナイ カイホウガタ タイオウ						◎		・枠は鉄筋コンクリートの現場打ちとし、枠内は状況に応じて石張り、ブロック張り、コンクリート張り、モルタル吹付あるいは植生等により保護する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・のり面状況に応じて矩形枠の選定が可能である。 ワク テッキン ゲンバ ウ ワク ナイ ジョウキョウ オウ イシ バ バ バ フキツケ ショクセイ トウ ホゴ クケイ						△













		施工性 セコウセイ		■大規模なクレーンもしくはモノレールの架設が必要である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■施工ペースが人力のため遅く、工期が延長する。 ダイキボ カセツ ヒツヨウ セコウ ジンリキ オソ コウキ エンチョウ						×		■大規模なクレーン等の架設が必要である。　　　　　　　　　　　　　　　　■大型車搬入路の整備が必要である。 ダイキボ トウ カセツ ヒツヨウ オオガタシャ ハンニュウ ロ セイビ ヒツヨウ						×		□枠部材の重量が軽く、高所や狭所での施工性は良い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□切土地山の不陸に合わせ施工が可能である。　　　　　　■吹付枠工の圧送距離に制限があり、プラントヤードが必要である。 ワク ブザイ ジュウリョウ カル コウショ キョウショ セコウセイ ヨ キリ ド ジヤマ フ リク ア セコウ カノウ フキツケ ワク コウ アッソウ キョリ セイゲン ヒツヨウ						○		■吹付枠工に対し、地山の不陸に合わせることが難しい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■型枠組立ての足場が必要である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ポンプ圧送の配管が必要である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■コンクリートの養生期間が必要である。 ヨウジョウ キカン ヒツヨウ						×









		維持管理 イジ カンリ		■のり面全面を覆えないため、土砂の流出がおき、維持管理性が低い。						×		■基礎地盤の沈下・浸食で安定性が保たれない。 キソ ジバン チンカ シンショク アンテイセイ タモ						×		□のり面全面を覆うため、抜け落ちが少なく、維持管理性は高い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□枠内を開放型とすれば、湧水処理は比較的容易である。 メン ゼンメン オオ ヌ オ スク イジ カンリセイ タカ ワク ナイ カイホウガタ ワキミズ ショリ ヒカクテキ ヨウイ						◎		□同左　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□同左 ドウサ ドウサ						◎









		経済性　　　　　100㎡あたり　　　※仮設を除く ケイザイセイ カセツ ノゾ		ふとんかご工 コウ		1,494,000		円 エン		2		井桁ブロック積工 ツミ		2,641,000		円 エン		4		簡易法枠工 カンイ ノリワク コウ		1,005,600		円 エン		1		現場打ちコンクリート枠工		2,621,100		円 エン		3

				比率 ヒリツ		1.49						比率 ヒリツ		2.63						比率 ヒリツ		1.00						比率 ヒリツ		2.61

		評価 ヒョウカ		△経済性は普通だが、施工性に劣る。								×最も経済性と施工性に劣る。 モット ケイザイセイ セコウセイ オト								◎最も経済性に優れ、施工性も優れている。 モット ケイザイセイ スグ セコウセイ スグ								×経済性も施工性も劣る。

		注：施工単価は概算です。現場条件や価格変動により施工単価も変わりますのでご了承ください。 チュウ セコウ タンカ ガイサン ゲンバ ジョウケン カカク ヘンドウ セコウ タンカ カ リョウショウ





簡易法枠工法 比較表(150-1)

		簡易法枠工 工法比較表（案） カンイ ノリ ワク コウ コウホウ ヒカク ヒョウ

						①						②						③

						ｅフレーム工法 コウホウ						ソイルクリート工法 コウホウ						イージーシェルフ工法 コウホウ

						ｅ-150タイプ						Ｍタイプ						グラスタンドＡ

		部材名称 ブザイ メイショウ				金網状型枠 カナアミ ジョウ カタワク						組立枠 クミタテ ワク						組立枠 クミタテ ワク

		部材図 ブザイ ズ



















		寸法 スンポウ				 330（W）×140（H）×枠全長（L）						 330（W）×140（H）×400（L)						 266（W）×110（H）

						 クリンプ金網　φ=2.3㎜ カナアミ						 素線径5㎜						 鋼製組立材

		用途 ヨウト				 吹付幅・高さの基準 キジュン						 吹付幅・高さの目安						 吹付幅・高さの目安

						 吹付用型枠、鉄筋位置保持						 鉄筋位置保持						 鉄筋位置保持

		枠寸法出来形 ワク スンポウ デキ ガタ				 全面型枠使用によりバラつかない ゼンメン カタワク シヨウ						 吹付職人の技能によりバラつく フキツ ショクニン ギノウ						 吹付職人の技能によりバラつく フキツ ショクニン ギノウ

		施工性 セコウセイ				 良い ヨ						 良い ヨ						 良い ヨ

						 金網状型枠の設置が容易である カナアミ ジョウ カタワク セッチ ヨウイ						 組立枠の設置が容易である クミタテ ワク セッチ ヨウイ						 組立枠の設置が容易である クミタテ ワク セッチ ヨウイ

		吹付材料のロス フキツ ザイリョウ				 型枠があるので縦・横梁とも少ない。						 型枠がないので多い。						 型枠がないので多い。

						 (全長型枠があるので、ロスが少ない)						 特に急勾配では横梁で顕著						 特に急勾配では横梁で顕著

		枠の強度 ワク キョウド				 型枠がクリンプ金網等で形成されているので、
 モルタル強度より高くなる。						 吹付モルタルの強度						 吹付モルタルの強度



						 型枠使用により、交点の一体化・縦横梁の連続性が
 確保され、強度低下はない。 ハリ						 急勾配ではモルタル自重によるダレ等で、
 低下しやすい。						 急勾配ではモルタル自重によるダレ等で、
 低下しやすい。



		クラックの発生 ハッセイ				 梁部分全てにフレーム材があるため、
 クラックの発生は少ない。 ハリ ブブン スベ ザイ						 急勾配対応、クラック発生防止のために、
 NAF-6を使用する。 キュウ コウバイ タイオウ						 急勾配対応、クラック発生防止のために、
 モルタル補強繊維を使用する。 キュウ コウバイ タイオウ

		出来形 デキ ガタ				 出来形が確保できる デキ ガタ カクホ						 部分的に出来形が確保できない ブブンテキ デキ ガタ カクホ						 部分的に出来形が確保できない ブブンテキ デキ ガタ カクホ

		1㎡当たり施工単価 ア セコウ タンカ				10,283円 エン						11,582円						11,582円								※ソイルクリート工法、イージーシェルフ工法は、建設物価H27.4単価。 ケンセツ ブッカ タンカ

		（植生基材吹付ｔ=5㎝含む） ショクセイ キザイ フ ツ フク

		判定 ハンテイ				◎						△						△

		注：施工単価は概算です。現場条件や価格変動により施工単価も変わりますのでご了承ください。 チュウ セコウ タンカ ガイサン ゲンバ ジョウケン カカク ヘンドウ セコウ タンカ カ リョウショウ

																		→イージーシェルフは㈱深沢工務所宛には入れない。抜く場合は、印刷範囲設定と一番上の題名のセル結合に注意する。 フカサワ アテ イ ヌ バアイ インサツ ハンイ セッテイ イチバン ウエ ダイメイ ケツゴウ チュウイ

																		→㈱深沢工務所以外は、シートを１ページに印刷で４種入れる。 フカサワ イガイ インサツ シュ イ





e-150

		ｅフレーム工法 （ｅ－150）歩掛表 コウ ノリ アル カカ ヒョウ														ｅフレーム工法 （ｅ－150）歩掛表						単価根拠 タンカ コンキョ

		◎ｅフレーム工法（ｅ－150)　 コウ ホウ										100㎡当たり

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 チャク ヨウ		労務費入力欄 ロウムヒ ニュウリョク ラン

		ラス張工 ハ コウ				100		㎡		1,725		172,500		表1 ヒョウ				静岡県 シズオカケン

		鉄筋等設置工 テッキン ナド セツ コウ				100		㎡		2,493		249,300		表2 ヒョウ		世 　話　 役 ヨ ハナシ エキ		23,500		平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価 ヘイセイ ネン ガツ テキヨウ コウキョウ コウジ セッケイ ロウム タンカ

		アンカー設置工 セッチ コウ		土砂 ドシャ		52		本 ホン		1,053		54,756		表3 ヒョウ		法　 面　 工 ホウ メン コウ		25,200		〃

		枠シート設置工 ワク セッチ コウ				100		㎡		492		49,200		表4 ヒョウ		普通作業員 フツウ サギョウイン		20,100		〃

		法枠吹付工 ノリ ワク フキツ コウ		1: 4　モルタル		5.27		m3		53,911		284,111		表5 ヒョウ		特殊作業員 トクシュ サギョウイン		21,200		〃

		枠内吹付工 ワク ナイ スイ ツ コウ		植生基材吹付工　t=5㎝ ショクセイ キザイ フキツケ コウ		55.9		㎡		3,908		218,457		表6 ヒョウ

		合　　　　計 ゴウ ケイ										1,028,324

						1		㎡		10,283						材料費入力欄 ザイリョウ

																				静岡県 シズオカ ケン

																ラス張り工 ハ コウ				1,725		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

		◎表１ ラス張工 単価表 ヒョウ ハ コウ タンカヒョウ										100㎡当たり ア				鉄　　　筋 テツ スジ		D10		76.8		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ		金網状型枠　設計単価 セッケイ タンカ				1,000		近距離中距離 キンキョリ チュウキョリ

		ラス張工		 		100		㎡		1,725		172,500		市場単価 シジョウ タンカ		主アンカー シュ				224		平成29年度建設資材等価格表（土木工事編）（4月期）農林分含むｐ73

		小　　　計										172,500				法枠シート ノリワク				180		平成29年度建設資材等価格表（土木工事編）（4月期）農林分含むｐ73

						1		㎡		1,725						セメント　　＊/25				20		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

																砂 スナ				3,950		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

		◎表２ 鉄筋等設置工 単価表 ヒョウ テッキン トウ セッチ コウ タンカ ヒョウ										100㎡当たり ア				植生基材　　　ｔ＝ ショクセイ キザイ		5		4,885		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		世 　話　 役 ヨ ハナシ エキ		 		0.5		人 ニン		23,500		11,750

		法　 面　 工 ホウ メン コウ		 		2.6		人 ニン		25,200		65,520

		普通作業員 フツウ サギョウイン		 		0.5		人 ニン		20,100		10,050

		鉄　　　筋 テツ スジ		Ｄ10		188.8		㎏		76.8		14,500

		金網状型枠 カナアミ ジョウ カタワク		W=330 H=140 ｅフレーム		144.9		ｍ		1,000		144,900

		諸 雑 費 率 モロ ザツ ヒ リツ		労務費の3％ ロウムヒ		3		％				2,619

		小　　　計										249,339

						1		㎡		2,493



		◎表３ アンカー設置工 単価表 ヒョウ セッチ コウ タンカヒョウ										100本当たり ホン ア

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		世 　話　 役 ヨ ハナシ エキ		 		0.5		人 ニン		23,500		11,750

		法　 面　 工 ホウ メン コウ		 		1.9		人 ニン		25,200		47,880

		普通作業員 フツウ サギョウイン				1.0		人 ニン		20,100		20,100

		主アンカー シュ		D16 L=750		100		本 ホン		224		22,400

		諸 雑 費 率 モロ ザツ ヒ リツ		労務費の4％ ロウムヒ		4		％				3,189

		小　　　計 ショウ ケイ										105,319

						1		本 ホン		1,053



		◎表４ 枠シート設置工 単価表 ヒョウ ワク セッチ コウ タンカヒョウ										100㎡当たり ア

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		法　 面　 工 ホウ メン コウ		 		1.5		人 ニン		25,200		37,800

		法枠シート ノリワク				42.3		枚 マイ		180		7,614

		諸 雑 費 率 モロ ザツ ヒ リツ		労務費の10％ ロウムヒ		10		％				3,780

		小　　　計 ショウ ケイ										49,194

						1		㎡		492





		◎表５ 法枠吹付工 単価表 ヒョウ ノリ ワク フ ツ コウ タンカヒョウ										10m3当たり ア

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		世 　話　 役 ヨ ハナシ エキ		 		1.6		人 ニン		23,500		37,600

		法　 面　 工 ホウ メン コウ		 		3.2		人 ニン		25,200		80,640

		特殊作業員 トクシュ サギョウイン		 		3.2		人 ニン		21,200		67,840

		普通作業員 フツウ サギョウイン		 		3.2		人 ニン		20,100		64,320

		セメント		普通ポルトランド フツウ		5,460		㎏		20.2		110,292

		砂 スナ				16.12		m3		3,950		63,674

		モルタルコンクリート吹付機運転 スイ ヅケ キ ウンテン		湿式　0.8～1.2m3/ｈ シツ シキ		11.2		ｈ		2,417		27,070

		ホイルローダ運転 ウンテン		排出ガス対策型　0.34m3 ハイシュツ タイサク ガタ		1.6		日 ヒ		25,063		40,101

		諸 雑 費 率 モロ ザツ ヒ リツ		労務費の19％ ロウムヒ		19		％				47,570

		小　　　計										539,107

						1		㎥		53,911



		◎表６ 枠内吹付工 単価表 ヒョウ ワク ウチ フ ツ コウ タンカヒョウ										100㎡当たり ア

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		植生基材吹付工 フキツケ コウ		ｔ=5㎝		100		㎡		4,885		488,500		市場単価 シジョウ タンカ

		 補正係数 ホセイ ケイスウ		枠内吹付の場合 ア		0.8		×

		 市場単価×最終補正係数 シジョウ タンカ サイシュウ ホセイ ケイスウ				80		％				390,800

		小　　　計 コ ケイ										390,800

						1		㎡		3,908
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Mタイプ

		ソイルクリート工法 （Ｍタイプ）歩掛表 コウ ノリ アル カカ ヒョウ														ソイルクリート工法 （Ｍタイプ）歩掛表						単価根拠 タンカ コンキョ

		◎ソイルクリート工法（Ｍタイプ)　 コウ ホウ										100㎡当たり

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 チャク ヨウ

		建設物価　公表価格 ケンセツ ブッカ コウヒョウ カカク		厚5.0cm Mタイプ 1500 1.5×1.5 アツ		100		㎡		11,582		1,158,200

		合　　　　計 ゴウ ケイ										1,158,200

						1		㎡		11,582



												     



ソイルクリート工法 （Mタイプ）歩掛表
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吹付枠工法 比較表(200)

		吹付枠工 工法比較表（案） フキツ ワク コウ コウホウ ヒカク ヒョウ

						①						②						③

						ｅフレーム工法 コウホウ						ソイルクリート工法 コウホウ						フリーフレーム工法 コウホウ

						ｅ-200タイプ						ダイザタイプ						Ｆ200

		部材名称 ブザイ メイショウ				金網状型枠 カナアミ ジョウ カタワク						組立枠 クミタテ ワク						吹付枠 フキツケ ワク

		部材図 ブザイ ズ



















		寸法 スンポウ				 330（W）×180（H）×枠全長（L）						 330（W）×190（H）×400（L)						 200（W）×200（H）

						 クリンプ金網　φ=2.3㎜ カナアミ						 素線径5㎜						 クリンプ金網　φ=2.3㎜ カナアミ

		用途 ヨウト				 吹付幅・高さの基準 キジュン						 吹付幅・高さの目安						 吹付幅・高さの基準 キジュン

						 吹付用型枠、鉄筋位置保持						 鉄筋位置保持						 吹付用型枠、鉄筋位置保持

		枠寸法出来形 ワク スンポウ デキ ガタ				 全面型枠使用によりバラつかない ゼンメン カタワク シヨウ						 吹付職人の技能によりバラつく フキツ ショクニン ギノウ						 全面型枠使用によりバラつかない ゼンメン カタワク シヨウ

		施工性 セコウセイ				 良い ヨ						 良い ヨ						 良い ヨ

						 金網状型枠の設置が容易である カナアミ ジョウ カタワク セッチ ヨウイ						 組立枠の設置が容易である クミタテ ワク セッチ ヨウイ						 金網状型枠の設置が容易である カナアミ ジョウ カタワク セッチ ヨウイ

		吹付材料のロス フキツ ザイリョウ				 型枠があるので縦・横梁とも少ない。						 型枠がないので多い。						 型枠があるので縦・横梁とも少ない。

						 (全長型枠があるので、ロスが少ない)						 特に急勾配では横梁で顕著						 (全長型枠があるので、ロスが少ない)

		枠の強度 ワク キョウド				 型枠がクリンプ金網等で形成されているので、
 モルタル強度より高くなる。						 吹付モルタルの強度						 吹付モルタルの強度



						 型枠使用により、交点の一体化・縦横梁の連続性が
 確保され、強度低下はない。 ハリ						 急勾配ではモルタル自重によるダレ等で、
 低下しやすい。						 枠内排水処理のため、水切りモルタルが必要である。
 コテ当てが必要であり、枠の強度が低下する。 ハイスイ



		クラックの発生 ハッセイ				 梁部分全てにフレーム材があるため、
 クラックの発生は少ない。 ハリ ブブン スベ ザイ						 急勾配対応、クラック発生防止のために、
 NAF-6を使用する。 キュウ コウバイ タイオウ						 急勾配対応、クラック発生防止のために、
 NAF-6を使用する。 キュウ コウバイ タイオウ

		出来形 デキ ガタ				 出来形が確保できる デキ ガタ カクホ						 部分的に出来形が確保できない ブブンテキ デキ ガタ カクホ						 モルタル補強繊維を使用する。

		1㎡当たり施工単価 ア セコウ タンカ				11,206円						13,524円 エン						23,220円 エン

		（植生基材吹付ｔ=5㎝含む） ショクセイ キザイ フ ツ フク

		判定 ハンテイ				◎						△						×

		注：施工単価は概算です。現場条件や価格変動により施工単価も変わりますのでご了承ください。 チュウ セコウ タンカ ガイサン ゲンバ ジョウケン カカク ヘンドウ セコウ タンカ カ リョウショウ





e-200

		ｅフレーム工法 （ｅ－200）歩掛表 コウ ノリ アル カカ ヒョウ														ｅフレーム工法 （ｅ－200）歩掛表						単価根拠 タンカ コンキョ

		◎ｅフレーム工法（ｅ－200)　 コウ ホウ										100㎡当たり

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 チャク ヨウ		労務費入力欄 ロウムヒ ニュウリョク ラン

		ラス張工 ハ コウ				100		㎡		1,725		172,500		表1 ヒョウ				静岡県 シズオカケン

		鉄筋等設置工 テッキン ナド セツ コウ				100		㎡		3,092		309,200		表2 ヒョウ		世 　話　 役 ヨ ハナシ エキ		23,500		平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価 ヘイセイ ネン ガツ テキヨウ コウキョウ コウジ セッケイ ロウム タンカ

		アンカー設置工 セッチ コウ		土砂 ドシャ		52		本 ホン		1,053		54,756		表3 ヒョウ		法　 面　 工 ホウ メン コウ		25,200		〃

		枠シート設置工 ワク セッチ コウ				100		㎡		492		49,200		表4 ヒョウ		普通作業員 フツウ サギョウイン		20,100		〃

		法枠吹付工 ノリ ワク フキツ コウ		1: 4　モルタル		5.87		m3		53,922		316,522		表5 ヒョウ		特殊作業員 トクシュ サギョウイン		21,200		〃

		枠内吹付工 ワク ナイ スイ ツ コウ		植生基材吹付工　t=5㎝ ショクセイ キザイ フキツケ コウ		55.9		㎡		3,908		218,457		表6 ヒョウ

		合　　　　計 ゴウ ケイ										1,120,635

						1		㎡		11,206						材料費入力欄 ザイリョウ

																				静岡県 シズオカ ケン

																ラス張り工 ハ コウ				1,725		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

		◎表１ ラス張工 単価表 ヒョウ ハ コウ タンカヒョウ										100㎡当たり ア				鉄　　　筋 テツ スジ		D10		76.8		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ		金網状型枠　設計単価 セッケイ タンカ				1,300		近距離中距離 キンキョリ チュウキョリ

		ラス張工		 		100		㎡		1,725		172,500		市場単価 シジョウ タンカ		主アンカー シュ				224		平成29年度建設資材等価格表（土木工事編）（4月期）農林分含むｐ73

		小　　　計										172,500				法枠シート ノリワク				180		平成29年度建設資材等価格表（土木工事編）（4月期）農林分含むｐ73

						1		㎡		1,725						セメント　　＊/25				20		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

																砂 スナ				3,950		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

		◎表２ 鉄筋等設置工 単価表 ヒョウ テッキン トウ セッチ コウ タンカ ヒョウ										100㎡当たり ア				植生基材 　　ｔ＝ ショクセイ キザイ		5		4,885		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ		補助アンカー ホジョ				78		社長指示 シャチョウ シジ

		世 　話　 役 ヨ ハナシ エキ		 		0.5		人 ニン		23,500		11,750

		法　 面　 工 ホウ メン コウ		 		2.8		人 ニン		25,200		70,560

		普通作業員 フツウ サギョウイン		 		0.5		人 ニン		20,100		10,050

		鉄　　　筋 テツ スジ		Ｄ10		283.3		㎏		76.8		21,757

		金網状型枠 カナアミ ジョウ カタワク		W=330 H=180 ｅフレーム		144.9		ｍ		1,300		188,370

		補助アンカー ホジョ		Ｄ10 L=400		51		本 ホン		78		3,978

		諸 雑 費 率 モロ ザツ ヒ リツ		労務費の3％ ロウムヒ		3		％				2,770

		小　　　計										309,235

						1		㎡		3,092



		◎表３ アンカー設置工 単価表 ヒョウ セッチ コウ タンカヒョウ										100本当たり ホン ア

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		世 　話　 役 ヨ ハナシ エキ		 		0.5		人 ニン		23,500		11,750

		法　 面　 工 ホウ メン コウ		 		1.9		人 ニン		25,200		47,880

		普通作業員 フツウ サギョウイン				1.0		人 ニン		20,100		20,100

		主アンカー シュ		D16 L=750		100		本 ホン		224		22,400

		諸 雑 費 率 モロ ザツ ヒ リツ		労務費の4％ ロウムヒ		4		％				3,189

		小　　　計 ショウ ケイ										105,319

						1		本 ホン		1,053



		◎表４ 枠シート設置工 単価表 ヒョウ ワク セッチ コウ タンカヒョウ										100㎡当たり ア

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		法　 面　 工 ホウ メン コウ		 		1.5		人 ニン		25,200		37,800

		法枠シート ノリワク				42.3		枚 マイ		180		7,614

		諸 雑 費 率 モロ ザツ ヒ リツ		労務費の10％ ロウムヒ		10		％				3,780

		小　　　計 ショウ ケイ										49,194

						1		㎡		492





		◎表５ 法枠吹付工 単価表 ヒョウ ノリ ワク フ ツ コウ タンカヒョウ										10m3当たり ア

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		世 　話　 役 ヨ ハナシ エキ		 		1.6		人 ニン		23,500		37,600

		法　 面　 工 ホウ メン コウ		 		3.2		人 ニン		25,200		80,640

		特殊作業員 トクシュ サギョウイン		 		3.2		人 ニン		21,200		67,840

		普通作業員 フツウ サギョウイン		 		3.2		人 ニン		20,100		64,320

		セメント		普通ポルトランド フツウ		5,460		㎏		20.2		110,292

		砂 スナ				16.12		m3		3,950		63,674

		モルタルコンクリート吹付機運転 スイ ヅケ キ ウンテン		湿式　0.8～1.2m3/ｈ シツ シキ		11.2		ｈ		2,306		25,827

		ホイルローダ運転 ウンテン		排出ガス対策型　0.34m3 ハイシュツ タイサク ガタ		1.6		日 ヒ		25,910		41,456

		諸 雑 費 率 モロ ザツ ヒ リツ		労務費の19％ ロウムヒ		19		％				47,570

		小　　　計										539,219

						1		㎥		53,922



		◎表６ 枠内吹付工 単価表 ヒョウ ワク ウチ フ ツ コウ タンカヒョウ										100㎡当たり ア

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		モルタル吹付工 フキツケ コウ		ｔ=8㎝		100		㎡		4,885		488,500		市場単価 シジョウ タンカ

		 補正係数 ホセイ ケイスウ		枠内吹付の場合 ア		0.8		×

		 市場単価×最終補正係数 シジョウ タンカ サイシュウ ホセイ ケイスウ				80		％				390,800

		小　　　計 コ ケイ										390,800

						1		㎡		3,908
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ダイザ

		ソイルクリート工法 （ダイザタイプ）歩掛表 コウ ノリ アル カカ ヒョウ														ソイルクリート工法 （ダイザタイプ）歩掛表						単価根拠 タンカ コンキョ

		◎ソイルクリート工法（Ｍタイプ)　 コウ ホウ										100㎡当たり

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 チャク ヨウ

		建設物価　公表価格 ケンセツ ブッカ コウヒョウ カカク		厚5.0cm ダイザタイプ 1500 1.5×1.5 アツ		100		㎡		13,524		1,352,400

		合　　　　計 ゴウ ケイ										1,352,400

						1		㎡		13,524



												     



ソイルクリート工法 （Mタイプ）歩掛表


2




F200 

		従来の矩形法枠工法 （H=200）歩掛表 ジュウライ クケイ ノリワク コウ ノリ アル カカ ヒョウ														従来の矩形法枠工法 （H=200）歩掛表						単価根拠 タンカ コンキョ

		◎従来の矩形法枠工法 （H=200）										100㎡当たり

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 チャク ヨウ		労務費入力欄 ロウムヒ ニュウリョク ラン

		ラス張工 ハ コウ				100		㎡		1,725		172,500		表1 ヒョウ				静岡県 シズオカケン

		吹付枠工 フキツケ ワク コウ				135.2		ｍ		13,790		1,864,408		表2 ヒョウ		世 　話　 役 ヨ ハナシ エキ		23,500		平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価 ヘイセイ ネン ガツ テキヨウ コウキョウ コウジ セッケイ ロウム タンカ

		枠内吹付工 ワク ナイ スイ ツ コウ		植生基材吹付工　t=5㎝ フキツケ コウ		72.96		㎡		3,908		285,128		表3 ヒョウ		法　 面　 工 ホウ メン コウ		25,200		〃

		合　　　　計 ゴウ ケイ										2,322,036				普通作業員 フツウ サギョウイン		20,100		〃

						1		㎡		23,220						特殊作業員 トクシュ サギョウイン		21,200		〃





		◎表１ ラス張工 単価表 ヒョウ ハ コウ タンカヒョウ										100㎡当たり ア				材料費入力欄 ザイリョウ

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ						静岡県 シズオカ ケン

		ラス張工		 		100		㎡		1,725		172,500		市場単価 シジョウ タンカ		ラス張り工 ハ コウ				1,725		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

		小　　　計										172,500				吹付枠工 フキツケ ワク コウ				10,200		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン

						1		㎡		1,725						植生基材　　　ｔ＝ ショクセイ キザイ		5		4,885		積算ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ セキサン



		◎表２ 吹付枠工 単価表 ヒョウ フキツケ ワク コウ タンカ ヒョウ										100㎡当たり ア

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		吹付枠工 フキツケ ワク		 		135.2		㎡		10,200		1,379,040		市場単価 シジョウ タンカ

		小　　　計										1,379,040

						1		㎡		13,790



		◎表３ 枠内吹付工 単価表 ヒョウ ワク ウチ フ ツ コウ タンカヒョウ										100㎡当たり ア

		名　　称 ナ ショウ		規　　格 キ カク		数　量 カズ リョウ		単位 タンイ		単　価 タン アタイ		金　額 キン ガク		摘　要 テキ ヨウ

		植生基材吹付工 フキツケ コウ		ｔ=5㎝		100		㎡		4,885		488,500		市場単価 シジョウ タンカ

		 補正係数 ホセイ ケイスウ		枠内吹付の場合 ア		0.8		×

		 市場単価×最終補正係数 シジョウ タンカ サイシュウ ホセイ ケイスウ				80		％				390,800

		小　　　計 コ ケイ										390,800

						1		㎡		3,908
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簡易法枠工法 比較表(150-深沢)

		簡易法枠工 工法比較表（案） カンイ ノリ ワク コウ コウホウ ヒカク ヒョウ

						①						②

						ｅフレーム工法 コウホウ						ソイルクリート工法 コウホウ

						ｅ-150タイプ						Ｍタイプ

		部材名称 ブザイ メイショウ				金網状型枠 カナアミ ジョウ カタワク						組立枠 クミタテ ワク

		部材図 ブザイ ズ



















		寸法 スンポウ				 330（W）×140（H）×枠全長（L）						 330（W）×140（H）×400（L)

						 クリンプ金網　φ=2.3㎜ カナアミ						 素線径5㎜

		用途 ヨウト				 吹付幅・高さの基準 キジュン						 吹付幅・高さの目安

						 吹付用型枠、鉄筋位置保持						 鉄筋位置保持

		枠寸法出来形 ワク スンポウ デキ ガタ				 全面型枠使用によりバラつかない ゼンメン カタワク シヨウ						 吹付職人の技能によりバラつく フキツ ショクニン ギノウ

		施工性 セコウセイ				 良い ヨ						 良い ヨ

						 金網状型枠の設置が容易である カナアミ ジョウ カタワク セッチ ヨウイ						 組立枠の設置が容易である クミタテ ワク セッチ ヨウイ

		吹付材料のロス フキツ ザイリョウ				 型枠があるので縦・横梁とも少ない。						 型枠がないので多い。

						 (全長型枠があるので、ロスが少ない)						 特に急勾配では横梁で顕著

		枠の強度 ワク キョウド				 型枠がクリンプ金網等で形成されているので、モルタル強度より高くなる。						 吹付モルタルの強度



						 型枠使用により、交点の一体化・縦横梁の連続性が確保され、
 強度低下はない。 ハリ						 急勾配ではモルタル自重によるダレ等で、低下しやすい。



		クラックの発生 ハッセイ				 梁部分全てにフレーム材があるため、クラックの発生は少ない。 ハリ ブブン スベ ザイ						 急勾配対応、クラック発生防止のために、NAF-6を使用する。 キュウ コウバイ タイオウ

		出来形 デキ ガタ				 出来形が確保できる デキ ガタ カクホ						 部分的に出来形が確保できない ブブンテキ デキ ガタ カクホ

		1㎡当たり施工単価 ア セコウ タンカ				10,283円 エン						11,582円

		（植生基材吹付ｔ=5㎝含む） ショクセイ キザイ フ ツ フク

		判定 ハンテイ				◎						△

		注：施工単価は概算です。現場条件や価格変動により施工単価も変わりますのでご了承ください。 チュウ セコウ タンカ ガイサン ゲンバ ジョウケン カカク ヘンドウ セコウ タンカ カ リョウショウ





簡易法枠工法 比較表(150-4)

		簡易法枠工 工法比較表（案） カンイ ノリ ワク コウ コウホウ ヒカク ヒョウ

						①						②						③						④

						ｅフレーム工法 コウホウ						ソイルクリート工法 コウホウ						フレキシブルフレーム工法 コウホウ						イージーシェルフ工法 コウホウ

						ｅ-150タイプ						Ｍタイプ						FF-B－1						グラスタンドＡ

		部材名称 ブザイ メイショウ				金網状型枠 カナアミ ジョウ カタワク						組立枠 クミタテ ワク						組立枠 クミタテ ワク						組立枠 クミタテ ワク

		部材図 ブザイ ズ



















		寸法 スンポウ				 330（W）×140（H）×枠全長（L）						 330（W）×140（H）×400（L)						 340（W）×140（H）						 266（W）×110（H）

						 クリンプ金網　φ=2.3㎜ カナアミ						 素線径5㎜						 メッキ鋼板　ｔ=1.6mm コウバン						 鋼製組立材

		用途 ヨウト				 吹付幅・高さの基準 キジュン						 吹付幅・高さの目安						 吹付幅・高さの目安						 吹付幅・高さの目安

						 吹付用型枠、鉄筋位置保持						 鉄筋位置保持						 鉄筋位置保持						 鉄筋位置保持

		枠寸法出来形 ワク スンポウ デキ ガタ				 全面型枠使用によりバラつかない ゼンメン カタワク シヨウ						 吹付職人の技能によりバラつく フキツ ショクニン ギノウ						 吹付職人の技能によりバラつく フキツ ショクニン ギノウ						 吹付職人の技能によりバラつく フキツ ショクニン ギノウ

		施工性 セコウセイ				 良い ヨ						 良い ヨ						 良い ヨ						 良い ヨ

						 金網状型枠の設置が容易である カナアミ ジョウ カタワク セッチ ヨウイ						 組立枠の設置が容易である クミタテ ワク セッチ ヨウイ						 組立枠の設置が容易である クミタテ ワク セッチ ヨウイ						 組立枠の設置が容易である クミタテ ワク セッチ ヨウイ

		吹付材料のロス フキツ ザイリョウ				 型枠があるので縦・横梁とも少ない。						 型枠でないので多い。						 型枠でないので多い。						 型枠でないので多い。

						 (全長型枠があるので、ロスが少ない)						 特に急勾配では横梁で顕著						 特に急勾配では横梁で顕著						 特に急勾配では横梁で顕著

		枠の強度 ワク キョウド				 型枠がクリンプ金網等で形成されているので、						 吹付モルタルの強度						 吹付モルタルの強度						 吹付モルタルの強度

						 モルタル強度より高くなる。						 急勾配の横梁では自重によるダレ等で						 急勾配の横梁では自重によるダレ等で						 急勾配の横梁では自重によるダレ等で

						 型枠使用により、交点の一体化・縦横梁の連続性が ハリ						 低下しやすい。						 低下しやすい。						 低下しやすい。

						 確保され、強度低下はない。												 鋼板が連続しておらず、クラックが発生しやすい。

		クラックの発生 ハッセイ				 梁部分全てにフレーム材があるため、 ハリ ブブン スベ ザイ						 急勾配対応、クラック発生防止のために、 キュウ コウバイ タイオウ						 急勾配対応、クラック発生防止のために、 キュウ コウバイ タイオウ						 急勾配対応、クラック発生防止のために、 キュウ コウバイ タイオウ

						 クラックの発生は少ない。						 NAF-6を使用する。						 ファイバーを使用する。						 モルタル補強繊維を使用する。

		出来形 デキ ガタ				 出来形が確保できる デキ ガタ カクホ						 部分的に出来形が確保できない ブブンテキ デキ ガタ カクホ						 部分的に出来形が確保できない ブブンテキ デキ ガタ カクホ						 部分的に出来形が確保できない ブブンテキ デキ ガタ カクホ

		1㎡当たり施工単価 ア セコウ タンカ				9,948円 エン						11,496円						9,837円 エン						11,496円								※ソイルクリート工法、イージーシェルフ工法は、建設物価H26.4単価。 ケンセツ ブッカ タンカ

		（植生基材吹付ｔ=5㎝含む） ショクセイ キザイ フ ツ フク

		判定 ハンテイ				◎						△						×						△

																								→イージーシェルフは㈱深沢工務所宛には入れない。抜く場合は、印刷範囲設定と一番上の題名のセル結合に注意する。 フカサワ アテ イ ヌ バアイ インサツ ハンイ セッテイ イチバン ウエ ダイメイ ケツゴウ チュウイ

																								→㈱深沢工務所以外は、シートを１ページに印刷で４種入れる。 フカサワ イガイ インサツ シュ イ
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LOGO積算基準について

適用範囲、鉄筋等設置工100㎡当たり単価表、施工標準図に、
ｅフレームである、“金網状型枠”が記載されました。

■平成23年版 ■平成24年版～最新版



LOGONETIS登録について

詳しくは、「新技術情報提供システム」で検索☝



LOGO

41

施工事例

静岡県 治山工事 e-200タイプ

３分の勾配で施工した例



LOGO

42

長野県 治山工事 e-150タイプ

施工事例

他工法との比較

●ｅフレームによる施工 ●他工法による施工

仕上がりが綺麗☆



LOGO

43

施工事例

静岡県 災害復旧 e-200タイプ

鉄筋挿入工と併用した例



LOGO

44

施工事例

静岡県 林道改良 e-150タイプ

梁の仕上がりが綺麗・枠内チップ



LOGO

45

施工事例

静岡県 災害復旧 e-150タイプ

100m以上の高所吹付に対応



LOGO登録特許



LOGOよくある質問①

A１．はい、変えられます。

特注になるので、早めに発注をお願いします。

Q１．枠のピッチを変えることは出来ますか？



LOGOよくある質問②

A２．はい、出来ます。

ロックボルトを打設する場合は、e-200タイプ

になります。

Q２．交点にロックボルトを打設出来ますか？



LOGO

ご視聴ありがとうございました。

株式会社ｅフレーム
〒421-1212 静岡市葵区千代1丁目3-3
TEL：054-295-7345 FAX：054-266-7210 

http://www.eframe.jp
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