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副題

■１.安全・安心 ■５.公共工事の品質確保・向上 1

□２.環境 □６.景観 4

□３.情報化 □７.伝統・歴史・文化 5

■４.コスト縮減・生産性の向上 □８.リサイクル 番号：

□1.省人化 ■5.耐久性向上 □9.地球環境への影響抑制 3 11
開発目標 □2.省力化 □6.安全性向上 □10.省資源・省エネルギー 4
（選択） ■3.経済性向上 ■7.作業環境の向上 ■11.品質の向上 5

■4.施工精度向上 □8.周辺環境への影響抑制 □12.リサイクル性向上 番号： 7

従来技術名：

1.経済性 ■1.向上（15％）  □2.同程度　□3.低下（　％）　 番号： 1
2.工程 ■1.短縮 （8％）　□2.同程度　□3.増加（　％）　 番号： 1
3.品質・出来型 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
4.安全性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
5.施工性 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
6.環境 ■1.向上　□2.同程度　□3.低下 番号： 1
7.その他 □1.　（定義済みの値なし） 番号：

開発体制 番号：

開発会社 販売会社 協会名

会社名： 住所：

技術 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

会社名： 住所：

営業 担当部署： TEL：

FAX：

担当者名： mail:

（概要）

①何について何をする技術なのか？
　橋梁伸縮装置内に発砲スポンジとシートから形成された乾式止水材を圧縮・挿入・固
定し、橋面上の雨水排水等を支承部や橋台部に落とさないようにする技術である。
　橋梁伸縮装置における止水を目的とした乾式止水材である。

②従来はどのような技術で対応していたのか？
　従来は橋梁伸縮装置内に弾性シール材を使用していた。

③公共工事のどこに適用できるのか？
　橋梁伸縮装置部の非排水用乾式止水材として適用
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□1.工法　□2.機械　■3.材料　□4.製品　□5.その他

問合せ先

中井商工株式会社 大阪府大阪市玉津2丁目1番5号
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近畿地方整備局 2002年7月18日

区分

新技術概要説明資料（１／５）

名称 プレスアドラー
収受受付年月日 平成30年11月9日

変更受付年月日

橋梁伸縮装置部の非排水用乾式止水材 開発年

分類

■1.単独 □2(1)共同研究(民民) □2(2)共同研究(民官) □2(3)共同研究(民学)

KK-020026-VE 活用促進技術

活用の効果

弾性シール材充填工法
14.7%
8.0%

登録番号

中井商工株式会社中井商工株式会社

番号：
3

1-3-7.道路／橋梁工

評価（事前・事後）



プレスアドラー 登録No. 1669

（特　徴）

（施工方法）

（施工単価等） 1(2)

その他（カタログなど）

積算資料等

施工管理基準資料等

掲載刊行物
建設物価（○有　・　無　）　掲載品目（　プレスアドラー　　　　　）　　　　　　

施工費はメーカー独自基準により算出します。

プレスアドラー　施工要領書（メーカー独自基準）

A-2

①下地処理【撤去・ケレン・清掃】
②プレスアドラー搬入
③プライマー塗布
④プレスアドラー圧縮
⑤ウェブ面に接着剤塗布
⑥プレスアドラー挿入
⑦プレスアドラー下面・地覆端部コーキング処理
⑧支持金具取付(Type-225以上の場合）
⑨止水ゴムパッキン取付
⑩養生・清掃
⑪施工完了

□1(1).歩掛りあり（標準）　■1(2).歩掛りあり（暫定）　□2.歩掛りなし

施工費はメーカー独自基準により算出します。

積算資料（　有　・　無　）　掲載品目（　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

新技術概要説明資料（２／５）
新技術名称

（短　所）
・橋面下に施工スペースが無い場合は、橋面上での施工になる。

（長　所）
・施工は道路下面での作業となるため、道路上の交通規制は必要ありません。
・施工方法は圧縮挿入といった容易な作業です。
・プレスアドラー本体の製作は工場で行わるため、品質管理が安定しています。
・発砲ウレタン製とし、形状をアコーディオン形にすることにより、あらゆる角度の伸縮挙
動へ追従が可能です。



登録No. 1669

（適用条件）

（設計上の留意点）

（施工上・使用上の留意点）

（残された課題と今後の開発計画）

（実験等作業状況）

（添付資料）
実験資料等

その他

特　許 ■1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　□4:無し 番号 1
特許番号 2002-60239

実用新案 □1.有り（番号:　　）□2.出願中　□3.出願予定　■4:無し 番号 4
新案番号

建設技術評価制度番号 民間開発建設技術の審査証明番号

■1.向上　□2.同程度　□3.低下 証明年月日

評価・証明
制度等の名称 証明機関

制度等の名称 制度等の名称

制度名、番号 制度名、番号

その他の
制度等に 証明年月日 証明年月日

よる証明
証明機関 証明機関

証明範囲 証明範囲

・施工方法の改善による施工性の更なる向上を目指している。

・NEXCO試験方法にある試験法438伸縮装置の止水性能試験方法に基づいた性能確認試験

・プレスアドラー性能証明書

・設置の際、製品に損傷を与えない。
・設置の際、接着剤が均等に広がるようにする。
・支持金具設置の際、溶接の肉厚がのっているかやボルトの締め付け等の管理をしっかり行う。

（適用できる条件）
・最小遊間50mm以上最大遊間2000mm以下の範囲

・遊間・伸縮量によりタイプが選定されるので、タイプ間違い等に注意する。
・支持金具はType-225以上から必要となるため、支持金具の設置方法について検討すること。
・橋面下に施工スペースが無い場合は、橋面上での施工とする。

新技術概要説明資料（３／５）
新技術名称 プレスアドラー

A-3

（適用できない条件）
・接着剤にシーリング材を使用するため、常に濡れている場所では施工不可
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実績件数 公共機関： 1323 民間：

発　注　者 施工時期
静岡県沼津土木事務所 2018/2/16～

静岡県　富士宮市役所 2017/12/2～

静岡県袋井土木事務所 2017/2/13～

静岡県　中遠農林事務
所

2017/1/17～

静岡県 下田土木事務所 2014/9/22～

静岡県 下田土木事務所 2013/9/21～

静岡県　富士土木事務
所

2013/2/28～

静岡県島田土木事務所 2012/11/1～

静岡県沼津土木事務所 2012/11/1～

国土交通省　関東地方
整備局　高崎河川国道
事務所

2018/4/5～

平成24年度（国）414号社会資本整備
総合交付金（全国防災）国道橋梁補
修工事（七滝高架橋　落橋防止工）

平成24年度（国）414号社会資本整備
総合交付金（全国防災）国道橋梁補
修工事（七滝高架橋　落橋防止工）第
２工区・第３工区

平成29年度[第29-D7110-01号]（一）
韮山伊豆長岡修善寺線防災・安全交
付金（県道橋梁補修）工事（菖蒲橋橋
梁補修工）

平成29年度　社会資本整備総合交付
金事業1級市道大宮富士線金谷橋補
修工事

平成27年度（主）袋井春野線防災・安
全交付金（県道橋梁耐震対策）工事
（横手橋耐震補強工）

平成28年度 農道整備（一般・農道保
全）遠州森町地区橋梁耐震補強工3
工事

施
工
実
績

新技術概要説明資料（４／５）
新技術名称 プレスアドラー

工　事　名

H29碓東大橋他橋梁補修工事

平成24年度(国)136号社会資本整備
総合交付金(全国防災m道橋梁補修
工事(狩野川大橋落橋防止工)

(主)焼津藤枝線地域自主戦略交付金
(道路施設長寿化緊急対策(県道橋梁
補修))工事(鴻益橋補修工)

平成２４年度［第２３-Ｄ８８５２-０１号］
（主）富士川身延線（新内房橋）社会
資本整備総合交付金（全国防災）県
道橋梁補修工事（落橋防止工）

CORINS登録No.
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④プレスアドラー下面・地覆端部コーキング処理 ⑤施工完了

②プレスアドラー搬入 ③プレスアドラー挿入

概要図 ①下地処理【撤去・ケレン・清掃】

新技術概要説明資料（５／５）
新技術名称 プレスアドラー

A-5


