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1.　は じ め に

　このたび，主としてコンクリートダムに使用されるコ
ンクリート（ダムコンクリート）の取り扱いについて定
めた標記示方書を 6 年ぶりに改訂し，『2013 年制定コン
クリート標準示方書［ダムコンクリート編］1）』（以下，
2013 年版）として土木学会より刊行された。具体的な
改訂事項や改訂にあたっての検討経緯については改訂資
料2）に詳しく記述しているが，本稿において，今回の改
訂に至る経緯と主要な改訂事項を中心に紹介する。

2.　改訂の経緯と基本方針

　ダムコンクリート編は，その前身である［ダム編］（平
成 8 年版）に定められていた仕様規定中心の内容をベー
スとしつつ，2002 年版の示方書改訂において，他編と
ともにいわゆる性能照査型の示方書に移行した。ただ
し，このときには，ダム工事における共通仕様書などに
位置付けられ，現場実務における実施標準となっている
旧［ダム編］から継承した内容は基本的に存置し，別に
性能照査型の規定を新たに設けて，［第一部  性能規定］
と［第二部  実施標準］との 2 部構成を取る形とした。

これを，次の 2007 年版への改訂において，前者（2007
年版では［第一部  性能照査］に名称変更）が後者（同

［第二部  標準］）をカバーする，すなわち，標準に従って
設計・施工を行うことで性能照査を満足するとする他編
とも共通する関係となるよう修正したが，性能照査型示
方書としての性格を示す第一部と実務での実施標準とし
ての第二部からなる基本構成は 2002 年版と同様とした。
　今回の改訂では，図-1に示す体制（土木学会コンク
リート標準示方書改訂小委員会ダムコンクリート編部
会）を中心に，関係各方面の意見を聴きながら部会とそ
の下に設置した 3 つのワーキンググループでの議論に基
づき，その作業を進めた。その結果，2013 年版も，そ
の基本構成は 2007 年版と同じく 2 部構成の形を取るこ
ととした。ただし，従来の性能照査に相当する第一部は，
その名称を［本編］と改め，全体構成，内容を含め大幅
な見直しを行った。これは，実務に直結する［標準］と
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は別に性能照査の部を設けることの意義について，これ
までの 2 回の改訂を経てもなお十分な理解が得られてい
ないと考えられたためである。このため，今回の改訂で
は，実務への影響を考慮し［標準］は基本的にその構成
を変更しないことを前提としつつ，以下のように従来の
第一部の役割を見直すことで標準とあわせて一層有効に
活用される内容とすべく，その構成・内容の大幅な見直
しを行った。

①［本編］の役割として，性能照査に活用できる基準
としての性格は残しつつ，同時に，コンクリートダ
ムの設計から，施工，維持管理に至るまでの大きな
流れの中で，ダムコンクリートを扱う上での基本的
考え方を示すものとする。

②［本編］は，［標準］で前提としている実績ある施
工法を適用できない場合や，実務では［標準］に拠
ることが可能な場合でも，その背景にある考え方を
理解するのに役立つよう，両者が対応し，その関係
が理解しやすい形にする。

③ダムコンクリート編は，ダムコンクリートの特殊性
（無筋，粗骨材粒径が大きい，スランプが小さいま
たはゼロであることなど）から，ダムコンクリート
に特化した編として設けられているが，実務では，
一般のコンクリートと共通する事項は，設計・施
工・維持管理の各段階で［設計編］3），［施工編］4），

［維持管理編］5）を参照する必要がある。このため，
設計，施工，維持管理の段階ごとに他編とあわせて
活用しやすい構成・内容とする。

3.　［本編］の概要

3.1 章構成の見直し
　今回の改訂でその役割の見直しに伴い名称も新たにし
た［本編］では，コンクリートダムあるいはダムコンク
リートの特徴，特異性は考慮しつつ，設計・施工に関わ
る規定の流れを，できるだけ一般のコンクリートを扱う

場合の流れ，すなわち，［設計編］や［施工編］との対
応関係，また同時に［標準］との関係も理解しやすい構
成とするよう努めた。例えば，コンクリートダムの構造
設計から施工への流れの中に，施工計画に関する規定を
新たに章を設けて明確に位置付け，設計，施工に共通す
る部分として施工計画に関する規定を記載した。また，
設計から施工への受け渡し，施工に関する情報の維持管
理への活用を確実なものとするため，簡潔な記述ではあ
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るが，それぞれ設計図書，施工記録の章を新たに設けた。
2013 年版［本編］の章構成と 2007 年版［第一部  性能
照査］との対比を図-2，2013 年版［本編］と［標準］
の関係を図-3にそれぞれ示す。
3.2 使用する用語・表現の見直し

　2007 年版では，性能照査型示方書としての厳密さを
求めたために，やや難解もしくは特殊な用語表現があっ
た。改訂では，これらはできるだけ平易もしくは他編と
共通する表現となるよう改めた。例えば，2002 年版以
降使用してきた「許容限界特性値」，「施工時における判
定指標」など他編で用いられていない用語で，平易な表
現で書き下すことができるものは基本的に用いないこと
とした。また，2007 年版では，強度など「コンクリー
トダムの設計時またはダムコンクリートの配合設計時に
要求するダムコンクリートの物性」を「性能」と定義し
て記述していた。しかし，他編において「性能」という
用語は基本的に材料の物性ではなく構造物として要求さ
れる安全性などの性能についてのみ用いられていること
を考慮し，整合を図る趣旨で「物性」や「品質」などの
表現に改めた。
　そのほか，2007 年版［第一部  性能照査編］には一部
具体の実施方法に関わる仕様規定的内容も含まれていた
が，基本的思想を示す［本編］としての役割に照らし，
標準での対応する記述とは別に規定することの必要性に
ついて検討し，記述の割愛・簡素化を図るなどした。
3.3 主な規定・改訂事項

　［本編］1 章（総則）では，この示方書［ダムコンク
リート編］の目的および適用範囲を「コンクリートダム
に要求される構造性能を確保するために，ダムコンク
リートに対して求める品質，およびダムコンクリートが
それを有していることを確認する方法を，設計，施工，
維持管理の基本原則とともに示すもの」と明記した。
　［本編］2 章（コンクリートダムの構造設計）では，
コンクリートダムに要求される構造物としての性能（安
全性，使用性，復旧性など）とそれを発揮するためにそ
の堤体材料であるダムコンクリートとして求められる品
質，またそれを確保するためのダムコンクリートの物性
の設計値や特性値の考え方，またマスコンクリートとし
て特に重要となる温度規制計画について設計段階で検討
すべき基本事項をまとめて示した。また，今回改訂で議
論され，［基本原則編］6）にも述べられている環境性につ
いて，コンクリートダムの建設では，周辺環境に与える
影響が大きくなることがあるとして，資源の有効利用や
環境負荷の低減など環境性にも十分配慮する必要がある
ことを記述した。なお，主として材料としてのダムコン
クリートの取り扱いを定めている［ダムコンクリート編］
においても，構造設計上の要求性能に基づき材料として
の所要の品質を確保するよう設計・施工する必要から構
造設計に関する規定を設けているが，構造設計はダムの

構造基準として政令に定められている河川管理施設等構
造令等（以下，「構造令」）に従って行うものであること
を今回明記した。
　新設した［本編］4 章（施工計画）では，コンクリー
トダムの施工計画における検討項目，打設工法の選定を
含む施工方法の設定，ダムコンクリートの施工性能の選
定や材料，製造方法の選定，配合設計の基本的考え方を
示すとともに，設定または選定した材料，配合および施
工方法で実際に設計段階において想定した要求される性
能を有するコンクリートダムが構築できることを確認す
るまでの基本的な流れを示した。例えば，ダムコンク
リートの物性については，通常，設計段階まで想定され
る概略の物性値が用いられるが，施工計画の立案時に
は，実際に使用する材料の物性値を用い，改めてコンク
リートダムの建設に要求される品質を満足するダムコン
クリートが製造できるかを確認しなければならないこと
などを示している。また，マスコンクリートであるコン
クリートダムの施工計画では，実際の施工において，設
計段階の温度規制計画で想定した有害な温度ひび割れの
発生を防止する効果が確実に得られることを確認してお
くことが極めて重要なことから，施工計画段階でこの確
認を行うことを規定している。なお，施工計画通りに施
工を行った場合に必要な温度規制の効果が得られないと
判定された場合や，実際の施工において，施工計画での
想定と異なる状況が発生した場合，必要に応じ温度規制
計画や施工方法を見直す必要があることも付記した。そ
の他，小規模ダムでは，経済性の観点等から骨材を購入
することとしたり，レディーミクストコンクリート工場
を使用したりすることも考えられることから，そのよう
な場合の施工計画の考え方として，骨材製造工場やレ
ディーミクストコンクリート製造工場を製造設備とみな
して検討するのがよいことも記載した。
　［本編］5 章（施工）では，施工計画に従って施工が
行われなければならないという基本原則とともに，実際
の施工において施工計画が順守できない場合は，責任技
術者の指示に従い適切な措置を講じなければならないこ
とを規定した。
　［本編］6 章（品質管理）では，2007 年版では具体の
手順的内容を含む記述が多く，また最終的な品質の担保
は発注者による検査によってなされるものとの見方か
ら，施工者自らが行う品質管理そのものは本来の性能照
査型規定として馴染まないのでは，との議論もあった。
しかし，コンクリートダムの施工では，実態として品質
確保のための重要な行為であることから，引き続き章を
設けて規定することとし，主体が施工者であることを明
記した。また，標準との関係を含めて従前の記述を整理
し，基本的考え方に特化した内容に見直した。
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4.　［標準］の主な改訂事項

4.1 改 訂 方 針
　［標準］については，その構成・規定内容とも，基本
的に 2007 年版を踏襲し，大きな変更は行っていない。
ただし，前回改訂時に議論になった事項を含め，いくつ
か注意喚起すべきと判断した事項などについては，該当
する記述の追加や見直しを行った。また，一部用語使用
の見直しも行った。
4.2 主な改訂事項

　［標準］2 章（コンクリートダムの構造設計）では，［本
編］同様，河川構造令との関係について明記する一方，
これまでの構造令を踏まえた規定の流れを一部整理し
た。具体には，構造設計に関する規定（転倒，滑動に対
する安定性）と材料の設計に関する規定（発生応力に対
し必要な強度を有すること）をあわせて規定していたが，
このうち後者を，構造計算結果から求まるダムコンク
リートの必要強度（設計基準強度）を定めることとする
規定と，ダムコンクリートの強度がこの設計基準強度を
上回るようにすることの規定に分け，前者は 2 章，後者
は 3 章（ダムコンクリートの品質）の中で規定すること
とした。これは，構造設計に関わる規定と材料としての
設計に関わる規定を明確に分離した［設計編］との整合
化を意図したもので，コンクリートダムの構造設計の考
え方自体を変更するものではない。また，従来，構造設
計において外力として考慮するものを全て「荷重」と呼
んでいたが，これを［設計編］同様，より広義の「作用」
に改めた。これは，「荷重」が本来意味する外力として
ダムに働く各種の力だけでなく，例えば「揚圧力」のよ
うに，便宜的に外力として扱うことが慣例となっている
ものや，「温度荷重」のように温度変化の結果としてダ
ム堤体内に生じる応力を「荷重」と表現しているものな
どが混在していたためである。したがって，これも構造
設計の考え方を何ら変更するものではない。

　［標準］3 章（ダムコンクリートの品質）では，ダム
コンクリートの使用部位に応じた一般的な配合区分（外
部コンクリート，内部コンクリート，構造用コンクリー
ト，着岩コンクリート）に応じ，ダムコンクリートに要
求される品質が明確になるよう，表-1の一覧表を解説
に加えるなどの形で記述の充実を図った。また，ダムコ
ンクリートに要求される品質のうち，耐久性に関連する
記述について，注意喚起の意味で若干の記述を加えた。
すなわち，近年，ダムコンクリートとして，施工性改善
や水和熱低減の目的で使用が一般化している中庸熱ポル
トランドセメントの 30％をフライアッシュで置き換え
たセメント（以下，「MF 30」）について，このセメント
を使用する場合の硬化コンクリートの空気量および気泡
間隔の測定などを推奨する旨の記述を新たに加えた。こ
の点については，2007 年版の解説において，MF 30 の
ようなフライアッシュを多量に含むセメントを使用する
場合，フライアッシュに含まれる未燃カーボンの影響に
より，AE 剤で連行した微細空気泡が運搬中に減少する
ことでコンクリートの耐凍害性に影響を及ぼすおそれが
あること，また耐凍害性を有する骨材を使用する場合は，
コンクリート中に所要の空気量が含まれていれば使用す
るコンクリートでの凍結融解試験を省略できることとし
たことを踏まえ，既に MF 30 使用に際しての注意喚起
を行っていたところである。しかし，最近の研究で，こ
のようなコンクリートでは，凝結の遅れによるブリー
ディングの長期化によって微細な空気泡が合体するなど
し，空気量は確保されても耐凍害性が低下するとの指摘
があることを重視し，そのようなおそれがある場合の対
応も含め，さらに踏み込んだ形の記述を行った。なお，
硬化コンクリートの空気量や気泡間隔の測定の具体的な
方法については，改訂資料2）に参考として記載する形と
した。
　［標準］4 章（温度規制計画）の関係では，温度ひび
割れ予測手法に関する記述について検討を加えた。具体

表-1　ダムコンクリートの配合区分ごとに要求される品質（重力式コンクリートダム）1）

項　　　目 Ⓐ外部コンクリート Ⓑ内部コンクリート Ⓒ構造用コンクリート Ⓓ着岩コンクリート
圧縮強度 ○ ○ ○ ○
水密性 ○ ※ ○ ○
単位容積質量 ○ ○ ○ ○
温度ひび割れに対する抵抗性 ○ ○ ○ ○
鉄筋との付着強度 ○
岩盤との付着特性 ○
すりへり抵抗性 ○ ○
耐凍害性 △ △
骨材の有害な反応に対する抵抗性 ○ ○ ○ ○
化学的侵食に対する抵抗性 △ △ △
○：一般に要求される品質。
△：条件によって要求される品質。
※： 内部コンクリートの水密性については，一般に外部コンクリートと同等の水密性は要求されないが，外部コンクリートとあわせ，

ダムの堤体全体として確保される必要がある。
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には，2007 年版において，ダムコンクリートの温度ひび
割れを防止するための温度規制計画を立案するための検
討手法に関する規定に，拘束度マトリックス法とともに，
有限要素モデルを用いた温度応力解析を行ってひび割れ
指数により評価する手法を加えた点に関し，さらに［設
計編］に示されているような，目標とすべき具体的なひ
び割れ指数の値を示すことができないか，事例調査に
よって検討した。しかしながら，結果的には，現状では
検討事例数が限られること，解析条件やひび割れ指数の
算定に必要なコンクリートの引張強度の設定方法などが
様々なこと，解析結果と実際の温度ひび割れの発生状況
との関係に関する情報までは得られていないことなどか
ら，目標とすべき温度ひび割れ指数（数値）を示方書に
示すまでには至らなかった。ただし，温度応力解析によ
る温度ひび割れ予測の参考となるよう，改訂資料2）に最
近施工されたダムでの予測手法など事例調査の結果を紹
介することとした。また，改訂資料では，一例ではあるが，
図-4に示すような拘束度マトリックス法による拘束ひ
ずみと有限要素モデルでの温度応力解析での温度ひび割
れ指数の対応関係についても検討例を紹介している。
　［標準］5 章（材料）では，細骨材に含まれることが
ある鉱物のうち，骨材の物理的安定性に注意を要する物
質である鉱物（モンモリロナイトおよびローモンタイト）
の影響に関する記述の充実を図った。すなわち，フレッ
シュコンクリートおよび硬化コンクリートの品質への影
響について，岩種による相違などこれまでに得られてい
る知見や対応事例を文献調査により整理した結果を解説
に反映させた。なお，平成 8 年版以降，2007 年版まで，
これら鉱物が含まれる場合の管理基準値を例示として解
説中に記載していた。しかし，数値の根拠が明確でな
く，また例示した数値だけでその影響を判断するのは難
しいとの指摘を踏まえ，2013 年版では，当該数値の記
述は取りやめることとした。これにより，解説では，既
往事例における検討を参考に，必要に応じ試験等を行っ

て適切な管理基準を定めるのがよいとする記述に改め
た。なお，既往の管理基準設定事例については，改訂資
料2）に紹介している。また，粗骨材の耐凍害性の判定に
用いる硫酸ナトリウムによる安定性試験に関する記述に
ついても一部見直しを行った。これは，ダムコンクリー
トでは粗骨材の最大寸法を 80～150 mm とする場合が多
いが，安定性試験に関する JIS 規格（JIS A 1122）の改
正により，対象となる骨材の最大粒径は 40 mm が上限
とされ，これを上回る大きな粒径を含む試料については
40 mm ふるいでふるい，通過試料によって試験をする
ことに改められたために，ダムコンクリート用粗骨材へ
の適用性について明確化する必要が生じていたためであ
る。具体には，JIS 規格の改正に際して考慮された実験結
果等を踏まえ，粒径が 40 mm を超える粗骨材と 40 mm
以下の粗骨材の試験結果における骨材試料の破壊状況に
大きな差が生じないことを確認すれば，JIS の方法を従
来通り 40 mm を超える骨材にも適用できることを解説に
明記した。これら見直し点の詳細については，改訂資料2）

に説明を記した。なお，安定性試験に関しては，実際の
凍結融解作用とは異なる方法での試験であるため，耐凍
害性の判定に用いる試験法としての信頼性に疑問がある
との指摘もある。この点について，一般化している同試
験法を耐凍害性の判定に用いること自体は変更していな
いが，最近の研究成果として，冷凍庫を用いて実際に骨
材を凍結融解させることで簡易に骨材の耐凍害性を判定
する試験法についても改訂資料2）に紹介している。
　［標準］8 章（施工計画・施工）では，近年の新たな
技術として，プレキャストコンクリート型枠の使用や降
雨対策に関する記述，また有スランプコンクリートの打
込み時に止水板周りの締固めを入念に行うことや，長期
放置される打継面への止水板設置など，ダムコンクリー
トの施工に関わる留意事項で注意喚起ないし推奨すべき
と考えられる事項に関する記述を解説に加えるなど一部
記述の見直しを行った。

5.　そ　の　他

　上記以外の［本編］，［標準］の改訂事項については，
改訂資料2）を参照いただきたい。また，2007 年版では，

［付録］として，新たな構造型式のダムである台形 CSG
ダムについて，その紹介を兼ねて設計・施工の基本を巻
末に収録していた。しかし，すでに当該技術については，
実際のダムの設計・施工により得られた知見を取りまと
めた技術資料7）の発刊などにより一定の普及が図られて
いると考え，2013 年版では割愛した。必要な場合には，
当該技術資料を参照いただきたい。

6.　お わ り に

　今回の［ダムコンクリート編］改訂は，当初は全体とし
て必要最小限の改訂を想定していた。しかし，結果的に
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図-4 　拘束ひずみと温度ひび割れ指数の関係 
（●モデル解析，□実ダム）2）より抜粋
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は，実務密着の旧［標準］は部分的な記述の追加・修正
に留まる一方，2007 年版の旧第一部［性能照査］（2013
年版［本編］）は，その名称，構成を含め比較的大きな
見直しとなった。これによって実質的にダムコンクリー
トの取り扱いに大きな変更を求めるものではないが，こ
の［本編］は，ダムコンクリートの取り扱いに係る全体
の大きな流れや背景の理解に役立ち，また［標準］によ
ることが困難な場合の拠り所となることを期待して設け
たものである。同時に，［ダムコンクリート編］全体と
しても，［設計編］・［施工編］・［維持管理編］との対応
関係が理解しやすい構成となるよう心掛けたつもりであ
る。まだ不十分と感じられる点も多々あろうと思うが，
このような今回改訂の大意を理解いただき，［本編］と

［標準］，また示方書の他編と一体として，今回の［ダム
コンクリート編］を最大限活用いただければ幸甚である。

　謝　辞　今般改訂にあたり，種々のご意見・ご指摘を
いただいた方々，また各種調査にご協力いただいた関係
機関各位にこの場を借りて感謝申し上げます。
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