
伸縮装置及び床版防水の一体化工法

ARCHIST ONEPIECE-GEL SYSTEM工法

NETIS登録番号：CB-170021-A



プロジェクトコンセプト



国内の橋梁の状況について

国土交通省発表資料から見る

小規模橋梁（2m以上15m）の現状



小規模橋梁における課題（小規模橋梁の数）

〇国・高速道路会社管理では長大橋が多数存在
市町村管理の橋の約８割は１５ｍ未満

出典：国土交通省「第５７回基本政策部会（2016年11月16日）資料２ メンテナンスについて」



小規模橋梁における課題（市町村が管理する橋梁数）

出典：国土交通省「第５７回基本政策部会（2016年11月16日）資料２ メンテナンスについて」

〇全国７３万橋のうち、約７割の４８万橋を市町村が管理

〇建設後５０年を経過した橋梁の約９割が地方公共団体管理



小規模橋梁における課題（市町村の財政）

〇財政力指数が１．０未満の市町村は点検実施率が低く、
要修繕橋梁の割合が高い傾向

出典：国土交通省「第５７回基本政策部会（2016年11月16日）資料２ メンテナンスについて」

※ 財政力指数：地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去３年間の平均値。
財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。（H28.3時点）

※ 要修繕橋梁の割合：判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁の合計数／点検実施数
※ H26～27年度点検結果 ※特別区含む※財政力指数と要修繕橋梁の割合H26～27年度に点検を行った団体にて集計



小規模橋梁における課題（技術力と人材）

〇市町村の土木技術者は全職員の約３％

出典：国土交通省「第５７回基本政策部会（2016年11月16日）資料２ メンテナンスについて」



小規模橋梁における課題（技術力と人材）

〇技能労働者数の現状と見通し

出典：国土交通省「建設業を取り巻く情勢･変化 参考資料 平成28年3月2日」

建設投資額
の推移

建設技能労
働者の推移

＜ケースＡ＞ アベノミクスが着実に発現する場合（経済成長率が名目３％以上等を想定）
＜ケースＢ＞ 経済成長が足許の潜在成長率並みの場合（経済成長率が名目１％台半ば等を想定）
※2014年までの技能労働者数は総務省『労働力調査』、建設投資額は国土交通省『建設投資見通し』より引用



ＡＲＣＨＩＳＴ プロジェクトの目的

小規模橋梁における施工現場の課題

『コスト』 『技術力』 『人材』



伸縮装置及び床版防水の一体化工法

ARCHIST ONEPIECE-GEL SYSTEM工法

開発コンセプト



床版防水の必要性（床版上面）

出典：道路橋定期点検要領（平成26年6月、国土交通省）

〇コンクリート床版上面の土砂化



床版の劣化進行過程と水の関係 ①

• 道路橋のなかでも床版は、輪荷重を直接受け、雨水や凍結防止

剤などの劣化因子の影響も受けやすく、橋梁の中でも最も過酷

な環境に置かれた部材である。

• 床版の変状は直ちに路面に影響を及ぼすため、道路管理上も常

に良好な維持管理が要求される。

出典：道路橋床版防水システムガイドライン2016、土木学会）

床版の耐久性が、橋梁長寿命化の鍵



床版防水の必要性（床版下面）

出典：道路橋定期点検要領（平成26年6月、国土交通省）

〇コンクリート床版下面の劣化



床版の劣化進行過程と水の関係 ②

• 床版コンクリート表面に水が存在すると、ひび割れの進行と劣化

を著しく促進させたり、舗装にも損傷が生じるなど、床版の劣化を

著しく加速させる事が明らかになっている。
出典：道路橋床版防水便覧（平成19、日本道路協会）

床版の劣化を防ぐことは、「水」を防ぐこと

• 水張り状態（湿潤状態）と乾燥状態との輪荷重走行試験結果で

は、湿潤状態では、乾燥状態に較べて100～300倍もの速さで床

版の破壊に至っている 出典：道路橋床版防水便覧（平成19、日本道路協会）



床版防水の必要性（床版防水層の設置状況）

道路橋示方書の改定

補修時に床版防水工が必要と推定される

〇平成14年度 道路橋示方書から防水層設置明記



床版防水層の設置状況

古い橋梁には防水層がないことが多い

できるだけ早い時期に床版防水工を実施することが

橋梁の長寿命化につながる

• 「道路橋示方書」では2002年以降アスファルト舗装の床版には防

水層を設置することとされた。
出典：道路橋床版防水便覧（平成19、日本道路協会）



伸縮目地部 防水の必要性

（左）：既設コンクリート道路橋桁端部の腐食環境改善への取組み（土木技術資料 55-11(2013) ）

〇伸縮目地部からの漏水による劣化



桁端部（遊間部）の劣化対策 ①

• 床版の劣化損傷以外で橋梁に発生する損傷のほとんどが桁端

部に集中していることは、これまでの多数の道路橋における損傷

報告からも歴然とした事実である。

• 桁端部周辺では、設置後の経年が短い場合でも、伸縮装置の止

水構造の機能低下により、路面からの漏水などによる変状が多

発している。 出典：道路橋床版の長寿命化技術（2016、松井繁之）

桁端部の劣化対策も、「水」を防ぐこと



伸縮装置及び床版防水の一体化工法

ARCHIST ONEPIECE-GEL SYSTEM工法

工法紹介



工法コンセプト

橋梁模式図

橋台 橋台

床版

伸縮目地と床版防水を一体化し

橋面上部に一体的な防水層を作る
床版防水

伸縮目地



ONEPIECE-GEL SYSTEM工法 イメージ図

〇概要図 誘発目地
（ONEPIECE-GEL JOINT）

保護骨材（硅砂４号）

防水材
（ONEPIECE-GEL PROOF）

伸縮材
（ONEPIECE-GEL JOINT）

プライマー
（ONEPIECE-GEL プライマー）

伸縮分散剤
（ONEPIECE-GEL メッシュシート）

アスファルト混合物

バックアップ材



NETIS登録

〇NETIS登録番号 ： CB-170021-A （平成29年9月登録）



適用条件

桁種 プレストレスコンクリート桁 

鉄筋コンクリート桁 

桁長 
一般 20.0m 以下 

寒冷地 16.0m 以下 

床版遊間の 

許容範囲 

充填幅 

（遊間幅） 

標準 10～20mm 

（施工誤差許容範囲 -0mm,+4mm） 

充填深さ 
標準 20mm 

（施工誤差許容範囲 -0mm,+10mm） 

斜橋（斜角） 60 度まで 

舗装厚 車道 50mm 以上、歩道 40mm 以上（120mm 以下） 

合成勾配 6％以下（合成勾配） 

 

〇ARCHIST ONEPIECE-GEL SYSTEM工法の適用条件



材料 要求性能 試験内容

伸縮性 重度の舗装損傷がないこと 舗装の損傷なし

止水性 舗装下部遊間からの漏水がないこと 舗装下部遊間からの漏水なし

耐久性（6000回） 顕著な剥離・破損なし
± 4mm繰り返しで剥離・破損
がないこと

伸縮性（15回） 顕著な剥離・破損なし
±10mm繰り返しで剥離・破損
がないこと

伸縮追従性② 耐久性（6000回） 顕著な剥離・破損なし
± 6mm繰り返しで剥離・破損
がないこと

温度依存性 -5℃引張 剥離・破損なし 剥離・破損がないこと

35℃圧縮 剥離・破損なし 剥離・破損がないこと

ONEPIECE-GEL
JOINT＋PROOF

伸縮分散性

規格 試験結果

ONEPIECE-GEL
JOINT

試験項目

伸縮追従性①

性能照査試験①

試験方法は、「NEXCO試験方法 第4編 構造関係試験方法
試験法437（埋設ジョイントの実物大供試体試験方法）」を参照

〇伸縮目地 性能照査試験 試験結果



性能照査試験②

材料 要求性能 試験内容

防水性試験Ⅰ 防水性試験Ⅰ 減水量　0.2mL以下 0.1mL

 23℃　0.6N/mm2以上 0.87N/mm
2

-10℃　1.2N/mm2以上 1.91N/mm2

水浸後引張接着試験 水浸前の強度保持50%以上

 23℃　0.15N/mm2以上 0.167N/mm
2

-10℃　0.8N/mm
2
以上 1.30N/mm

2

1.0mm以上 1.75mm

0.5mm以上 1.90mm

ひび割れ追従限界0.3mm以上 0.61mm

飽和Ca(OH)2水溶液 異常なし

3%　NaCl水溶液 異常なし

3%　NaCl2水溶液 異常なし

硬化時間以降、雨水による流出がな
いこと

流出なし環境安全性

規格 試験結果

15日間の浸漬で異常がないこと

ONEPIECE-GEL

PROOF※2※3

接着性

耐薬品性

ひび割れ追従性Ⅱ（-10℃低音屈曲性）

試験項目

せん断接着強度

せん断接着変位量

引張接着試験

試験方法は、「道路橋床版防水便覧」による

〇床版防水 性能照査試験 試験結果



材料荷姿



ARCHIST ONEPIECE-GEL SYSTEM工法 施工フロー

舗装切削・伸縮装置撤去 ① バックアップ材を遊間部に挿入する。

①バックアップ材設置

②プライマー塗布

③ONEPIECE-GEL JOINT充填

④メッシュシート貼付

⑤プライマー塗布

⑥ONEPIECE-GEL PROOF塗布

舗装

⑦誘発目地設置



ARCHIST ONEPIECE-GEL SYSTEM工法 施工フロー

② 遊間部を中心に200㎜の幅にプライマーを塗布する。舗装切削・伸縮装置撤去

①バックアップ材設置

②プライマー塗布

③ONEPIECE-GEL JOINT充填

④メッシュシート貼付

⑤プライマー塗布

⑥ONEPIECE-GEL PROOF塗布

舗装

⑦誘発目地設置



材料の練り混ぜ

硬化剤を主剤容器に投入 容器を振るだけで練り混ぜ完了



ARCHIST ONEPIECE-GEL SYSTEM工法 施工フロー

③ ONEPIECE-GEL JOINTを遊間部に流し込む。舗装切削・伸縮装置撤去

①バックアップ材設置

②プライマー塗布

③ONEPIECE-GEL JOINT充填

④メッシュシート貼付

⑤プライマー塗布

⑥ONEPIECE-GEL PROOF塗布

舗装

⑦誘発目地設置



ARCHIST ONEPIECE-GEL SYSTEM工法 施工フロー

④ ONEPIECE-GEL JOINTを200mmの幅で塗布して
メッシュシートを貼り付ける。

舗装切削・伸縮装置撤去

①バックアップ材設置

②プライマー塗布

③ONEPIECE-GEL JOINT充填

④メッシュシート貼付

⑤プライマー塗布

⑥ONEPIECE-GEL PROOF塗布

舗装

⑦誘発目地設置



ARCHIST ONEPIECE-GEL SYSTEM工法 施工フロー

⑤ 床版全面にプライマーを塗布する。舗装切削・伸縮装置撤去

①バックアップ材設置

②プライマー塗布

③ONEPIECE-GEL JOINT充填

④メッシュシート貼付

⑤プライマー塗布

⑥ONEPIECE-GEL PROOF塗布

舗装

⑦誘発目地設置



ARCHIST ONEPIECE-GEL SYSTEM工法 施工フロー

⑥ ONEPIECE-GEL PROOFを床版全面に塗布して硅砂を
散布する。

舗装切削・伸縮装置撤去

①バックアップ材設置

②プライマー塗布

③ONEPIECE-GEL JOINT充填

④メッシュシート貼付

⑤プライマー塗布

⑥ONEPIECE-GEL PROOF塗布

舗装

⑦誘発目地設置



ARCHIST ONEPIECE-GEL SYSTEM工法 施工フロー

⑦ ディスクグラインダーで切り込みを入れ、ONEPIECE-
GEL JOINTを流し込む。

舗装切削・伸縮装置撤去

①バックアップ材設置

②プライマー塗布

③ONEPIECE-GEL JOINT充填

④メッシュシート貼付

⑤プライマー塗布

⑥ONEPIECE-GEL PROOF塗布

舗装

⑦誘発目地設置



施工例（現場写真）のご案内



施工例（１）



施工例（２）



施工実績

・市町村：13橋梁

・ 県 ：3橋梁

・国交省：1橋梁

合 計：17橋梁
※2017年2月～2018年7月

1 岐阜県 岐阜市 橋梁耐震補強工事(第四大野橋) 第四大野橋 平成29年2月

2 岐阜県 岐阜市 橋梁耐震補強工事(前田橋) 前田橋 平成29年2月

3 岐阜県 岐阜市 橋梁耐震補強工事(福光西橋) 福光西橋 平成29年2月

4 岐阜県 岐阜市 橋梁耐震補強工事(19無名橋) 19無名橋 平成29年5月

5 岐阜県
岐阜県

郡上土木事務所
公共防災・安全交付金（小規模橋梁等の点検・修繕）業
務委託

上前川橋 平成29年11月

6 長野県 野沢温泉村
平成29年度社会資本整備総合交付金橋梁修繕補修工
事（湯沢川橋）

湯沢川橋 平成29年11月

7 岐阜県 飛騨市
防災・安全社会資本整備交付金事業　傘松橋橋梁補修
工事

傘松橋 平成29年12月

8 愛知県 刈谷市 家下1号橋他橋りょう補修工事 宮東橋 平成30年1月

9 愛知県 刈谷市 家下1号橋他橋りょう補修工事 弁天橋 平成30年1月

10 岐阜県 岐阜市 橋梁耐震補強工事（宇佐2号橋） 宇佐2号橋 平成30年2月

11 岐阜県 岐阜市 橋梁耐震補強工事（一楽橋） 一楽橋 平成30年2月

12 岐阜県 岐阜市 橋梁耐震補強工事（石田橋） 石田橋 平成30年3月

13 長野県 信濃町
平成29年度　社会資本整備総合交付金事業（防災・安
全）石橋２号橋補修工事

石橋２号橋 平成30年3月

14 長野県 筑北村
平成29年度　（社資）防災・安全社会資本整備交付金
事業　入山1号橋修繕工事

入山1号橋 平成30年3月

15 高知県
国土交通省

四国地方整備局
中村河川国道事務所

平成２９－３０年度　鎌ヶ谷橋外１橋補修工事 鎌ヶ谷橋 平成30年6月

16 三重県
三重県

伊賀建設事務所
平成29年度　防災安全・地　第22A-82分0001号一般
県道赤目掛線（無名橋1）他橋梁修繕工事

無名橋１ 平成30年6月

17 三重県
三重県

伊賀建設事務所
平成29年度　防災安全・地　第22A-82分0001号一般
県道赤目掛線（無名橋1）他橋梁修繕工事

無名橋２ 平成30年6月

　 　 　

発 注 者 橋 梁 名
工事場所

（都道府県）

平成30年7月31日現在

番号 工 事 名 施工年月



ご視聴ありがとうございました
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