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1.　は じ め に

　我が国の土木分野におけるコンクリート構造物の設計，
施工に関する代表的な技術規準である土木学会コンク
リート標準示方書（以下，示方書）が 5 年ぶりに改訂さ
れた。本稿では 2018 年 3 月に刊行された 2017 年制定示
方書［設計編］［施工編］の概要について紹介する。［維
持管理編］については 2018 年 10 月に刊行予定である。
　新しい示方書は，土木学会コンクリート委員会示方書
改訂小委員会において，大学，公的機関，民間会社のコ
ンクリート技術者・研究者のべ 120 名により約 4 年間か
けて改訂作業が行われ，国内の関連学協会，事業者など
40 機関の意見照会を経て最終版が作成された。示方書は
コンクリートに関する現在の技術の標準を示すものであ
るが，技術の伝承と発展に貢献することもその責務のう
ちにある。また，その内容は他の技術規基準類にも参照
され，教育現場を通じて人材育成に及ぼす影響も大きい。

2.　コンクリート標準示方書の変遷

　示方書は，1931（昭和 6）年制定「鉄筋コンクリート標
準示方書」を前身とし，技術の進展にあわせて改訂が重
ねられてきた。［設計編］［施工編］など編の分離，新設

も改訂の際に行われてきた。表-1はこれまでの示方書改
訂の経緯を示したものである。興味深いのは，たとえば
1940（昭和 15）年の改訂においては，1939（昭和 14）年
9 月に案を発表して会員の意見を集め，その後審議を重
ね 1940（昭和 15）年 3 月に正式に刊行しているなど，現
在と同じように実務者への意見照会の手順を経て改訂を
行っていることである。
　近年では概ね 5 年ごとに改訂が行われている。2001 年
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表-1　示方書の変遷

年 特徴

1931（昭和 6） 「鉄筋コンクリート標準示方書」を土木学会コンク
リート調査会が作成

1936（昭和 11） 土木学会コンクリート調査委員会が小改訂，意見
照会を経て改訂を行っていることは現在と同じ

1940（昭和 15） 小改訂

1949（昭和 24） 「コンクリート標準示方書」となる。土木学会コン
クリート委員会（吉田徳次郎委員長）が改訂

1956（昭和 31） 土木学会コンクリート委員会コンクリート示方書
改訂小委員会が改訂

1974（昭和 49） 土木学会コンクリート委員会コンクリート示方書
改訂小委員会（國分正胤委員長）が改訂

1977（昭和 52） 小改訂
1980（昭和 55） 小改訂
1986（昭和 61） 限界状態設計法を採用
1991（平成 3） 小改訂
1996（平成 8） 設計編から耐震設計編を分離
1999（平成 11） 耐久性照査型施工編の新設
2001 維持管理編の新設
2002 性能照査型設計の概念を導入

2007 耐震性能照査編を設計編に再統合，耐久性照査と
初期ひび割れ照査を施工編から設計編に移行

2012 基本原則編の新設

2017 2017 年制定示方書「設計編」「施工編」を 2018 年
3 月に刊行
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に新設された［維持管理編］において性能規定型の考え
方を導入し，2002 年には性能照査型設計の全面的な導
入が行われている。2007 年には，［設計編］［施工編］
らの各編は，原理原則を示した［本編］と，本編に示さ
れた事項を満足する現在の標準的な技術による具体的な
方法を示した［標準］により構成されるスタイルとなり，
性能照査型設計の理念と実用性を両立させることに成功
した。2012 年の改訂では，それまでに示方書の分冊さ
れた編数が増え，また各編の情報量も増えたため体系の
整理を望む声があったことを受け，［基本原則編］が新
設された。［基本原則編］では示方書全体の体系，各編
間の相互関係，共通事項を示したことに加え，コンク
リート技術全体における環境側面の問題への対応，コン
クリート技術を運用する技術者の役割，責任，地位など
について明確に示した。
　今回刊行された 2017 年制定示方書は，設計，施工，維
持管理の連携を深め，実務においてこれら一連の作業が
円滑に行われ，かつ横断的な問題に対しても効果的に対
応できることを目指した。なお，［基本原則編］［ダムコ
ンクリート編］は改訂を行わず，2012 年版を引き続き
適用することとしている。
　また今回の改訂は，2012 年以降の技術の進展のみなら
ず，2011 年の東北地方太平洋沖地震，2012 年の中央自
動車道笹子トンネル天井板落下事故，2016 年の熊本地震
による被害から得られた知見と教訓を踏まえて行われた。

3.　設　計　編

3.1 主な改訂項目
（ 1 ）「考える設計」の重要性の喚起

　［設計編：本編］「1.2　設計の基本」では，構造計画を
いわゆる「設計」と位置付けた。「3 章　構造計画」では，
要求性能を保持し，冗長性や頑健性を有するように構造
種別，構造形式を選定しなければならないとし，単に要
求性能を満足するだけではなく，想定している事象以外

に対しても考慮し，想定を上回る事象に対しても構造物
が壊滅的な状態とならないようにしなければならないと
した。また，耐久性および耐震性に対しては，［設計編：
標準］において「耐久設計」と「耐震設計」の節を設け，
それぞれ設計段階で考えるべき事項をとりまとめた。
（ 2 ） 材料選定と施工との連携

　構造物の要求性能に応じた使用材料の多様化に鑑み，
材料の選定行為を「陽」な形で［設計編］に記載すること
とし，「5.1　材料の基本」に材料の選定に関する規定を加
えた。また，実務への配慮として，［設計編：付属資料］4
編に「構造種別とコンクリートの品質の参考例」を示した。
　示方書は，設計図を媒体として設計段階から施工段階
へ情報伝達し，コンクリートの品質を施工時に確保する
体系となっている。今回これをさらに実効化するため，施
工性に対する配慮として，コンクリートのスランプは配
筋詳細に応じて設定することの重要性を明記し，棒状振
動機の挿入を確保するための具体的な水平あきを規定す
るとともに，配筋図で三次元 CAD や二次元の配筋詳細
図を鉄筋の実寸法で図示することとした。
（ 3 ） 生産性の向上への寄与

　同一断面への継手の集中に関しては，継手の工法の力
学特性，施工および検査の信頼度に応じて設計強度を定
め，性能照査を行うことを原則とし，継手位置の設定は
性能照査の結果に応じて決定されるものとした。なお，プ
レキャスト工法の利点を生かすため，［設計編：標準］の
中に新たに「プレキャストコンクリート」の編を設けた。
（ 4 ） 水の影響を考慮した鋼材腐食に対する照査

　降雨による雨水の直接的および漏水などの間接的影響，
結露による影響など，水の影響を受けて鋼材が腐食し，
構造物の維持管理上の主要な対策課題となっている。こ
れに対応するため，耐久性の照査において，従来の塩化
物イオンの侵入，中性化に伴う鋼材腐食の照査に加え，
水分浸透に伴う鋼材腐食の照査を導入した。
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（ 5 ） そ の 他
　高強度鉄筋を利用する部材，過大なかぶりを有する部
材に対して，耐力算定法等について改訂を行った。また，
津波の影響の取扱いに関する考え方，津波波力や構造物
の流出に対する照査方法の検討を行い，付属資料にとり
まとめた。
3.2 性能照査一般に関する改訂事項

（ 1 ） 収縮予測式
　収縮予測式について実際の問題への適用性を向上させ
るために，有効部材厚（d）を d＝4V/S（V：体積，S：大
気に曝される表面積）と再定義することで，様々な形状
や乾燥条件の断面の場合でも d を算定できるようにした。
（ 2 ） せん断耐力の算定法

　薄肉部材などで厳しいかぶりの設定が見込まれる場合
の，RC 棒部材の設計せん断耐力式の適用について検討し
た。有効高さ（d）に対して圧縮縁のかぶり（c）が大き
くなると，圧縮応力の合力の作用位置がスターラップの
外側に位置することになり，せん断補強鉄筋による補強
効果（Vsd）の算出の際に，斜めひび割れを横切るスター
ラップ量が応力中心間距離を用いて一般に想定される値
よりも減少する（図-1）。このため，仮想トラスの引張
腹材としてせん断力の抵抗が十分に発揮できない場合が
ある。非線形解析の結果を参考に，このような破壊形態
に対して Vsd を適用する場合，有効高さが圧縮縁のかぶ
りの 4 倍程度確保されていることを確認することとした。
　なお，地震に対してじん性が要求される部材では，帯
鉄筋のせん断補強効果の低減に加え，大変形時にかぶり
の剥離による断面欠損が大きくなり，じん性の低下が懸
念される。これを踏まえ，「8 章　耐震性に関する構造
細目」では，かぶりの 4 倍以上の有効高さを確保するの
が望ましいこと，これを逸脱する場合には非線形有限要
素解析等を用いて所要のじん性が確保されていることを
確認することを，解説で注意喚起した。
（ 3 ） SD 490 を超える高強度鉄筋の取り扱い

　鉄筋単体および部材挙動の検討を行い，設計編全体を
通じて鉄筋強度の適用範囲を再確認した。コンクリート
と鋼材の付着強度算定式，曲げ・せん断耐力の算定式，
ひび割れ幅および変位・変形の算定式については，既往
の算定式を SD 685 まで適用してよいこととした。また，
設計疲労強度 fsrd の算定式は，S-N 線の勾配 k および切
片 a を別途定めることで SD 685 まで対応した。一方，応
力ひずみ関係における履歴モデル，せん断伝達耐力やね

じり耐力，疲労強度，曲げ加工における細目など適用性
が十分に確認できなかった項目は，別途検討が行われる
ことを前提として，適用を妨げない記述とした。
（ 4 ） プレキャストコンクリートへの対応

　プレキャストコンクリート編を新設した。これは，プ
レキャストコンクリート構造の有効性を明確にするとと
もに，橋梁だけでなくボックスカルバートや擁壁などの
構造部材にも拡充することを狙ったものである。した
がって，［設計編：本編］の枠組みに沿う形で章立てを
行った。また，接合構造としてこれまで示されていたプ
レストレスによる接合に加え，機械式継手による接合を
追加している。なお，工場製品の多くは JIS 規格が存在
するため，そのような場合は JIS 規格を満足することを
基本としている。
（ 5 ） 鉄筋コンクリートの前提および構造細目

　鉄筋の継手について，継手の性能を適切に評価した上
で，その適用先を設計者が判断する行為と，継手の力学
特性，施工・検査による信頼度を考慮した継手の設計強
度を設定する行為を意識して記載した。これは，新技術
導入，施工における作業効率向上，あるいはプレキャス
ト部材にも対応することに配慮したものである。なお，

「8 章　耐震性に関する構造細目」では，従来禁止してい
た塑性化を想定する部位への継手配置も許容する規定に
変更した。この規定は，部材への影響も含めた継手性能
が十分であれば，継手の位置は自由であり，逆に十分で
なければ，応力が大きく構造物の性能に影響を与える位
置に継手を設けない結果となるとの考えに基づいている。
　その他，棒状バイブレータ，投入口の空間確保に配慮
した鉄筋のあきや，中間帯鉄筋への機械式定着具の利用
など，施工との連携に配慮した改訂を行っている。
3.3 耐久設計および耐久性照査に関する改訂事項

（ 1 ） 耐久性確保の配慮事項
　「考える設計」の一環として，耐久性確保のために必
要な考え方や配慮事項を，［設計編：標準］2 編「2 章  
耐久設計の基本」に記載した。構造物の重要性や維持管
理区分を考慮し，ライフサイクルコストの観点から経済
性を検討して，耐久性を満足するよう設計を行う必要が
あること，また設計において，実際の施工条件や使用材
料を十分把握し，耐久性を満足する材料特性と構造詳細
を定める必要があることなどを，条文および解説に示し
ている。照査の前段として設計で考えるべきこと，また
エンジニアリングとしての知恵や創意工夫を設計に込め
ることを明記し，構造全体系のシステムとして耐久性確
保を考える重要性について，設計者に意識してもらうこ
とを意図している。
（ 2 ） 水の浸透を考慮した鋼材腐食照査法の導入

　これまでの示方書では，コンクリート中の鋼材腐食を
引き起こす要因として，コンクリートの中性化とコンク
リート中への塩化物イオンの侵入を考慮し，中性化深さ

θ
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z＝d/1.15
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図-1 　かぶりに応じた斜めひび割れを跨ぐせん断補強鉄筋組数の差
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と鋼材位置の塩化物イオン濃度を用いた鋼材腐食に対す
る照査法が示されてきた。しかしながら，実構造物を対
象とした過去の調査研究によると，コンクリートの中性
化が進んだとしても，鋼材腐食に必要な水と酸素の供給
が乏しい場合には，鋼材腐食の進展が見られない，ある
いは相当に進展が遅いことが報告されている。そこで，
中性化による鋼材腐食に対する照査としてこれまで行わ
れてきた，「中性化深さが設計耐用期間中に鋼材腐食発
生限界深さに達しないこと」に加えて，「設計耐用期間
中の中性化と水の浸透に伴う鋼材腐食深さが，限界値以
下であること」を確認することとした。中性化深さを限
界状態の指標にするのではなく，中性化と水の浸透に
よって発生する鋼材腐食深さについて検討する手法を取
り入れ，水の影響を「陽」な形で取り込んだものを導入
したのである。
　鋼材腐食深さを確認する具体的な方法として，代表的
な環境作用である降雨の影響によりコンクリート内部に
水が浸透し，それによる鋼材腐食の進展を考えた場合の
取り扱いを示している。鋼材腐食の速度は，腐食反応に
必要な水と酸素の供給量に支配されるとともに，鋼材位
置における細孔溶液の pH の影響を受ける。塩化物イオ
ンの供給が少ない環境では，鋼材表面に溶存酸素を含ん
だ液状水が作用すると，細孔溶液の pH に応じて鋼材腐
食が少しずつ進む。塩害環境と比べて鋼材腐食が発生し
たとしても緩やかに進行することが多いことから，中性
化と水の浸透に伴う鋼材腐食に対する照査においては，
鋼材腐食深さの限界値を設定することにした。なお，限
界値自体は，構造物の重要性や照査法の信頼性に応じて
設定する必要がある。［設計編：標準］3.1.3.2 の解説に，
一般的な配筋やかぶりを有する構造物を対象とした鋼材
腐食深さの限界値の算定法を示した。コンクリートのひ
び割れや剥離などといった鋼材腐食によって最初に生じ
る変状を防ぐために，十分な余裕を見込んだ限界値を例
として示している。
　また，鋼材腐食深さの設計値の算定法については，代
表的な環境作用である降雨を考えることとし，その場合
の取扱いの例を［設計編：標準］3.1.3.2 の解説に示し
ている。鋼材位置への水の到達 1 回あたりの鋼材腐食深
さを既往の文献等に基づき設定し，鋼材位置への水の年
間到達回数を乗じることで，1 年あたりの鋼材腐食深さ
の設計値（mm/年）を求める方法である。鋼材位置へ
の水の年間到達回数については，環境作用として全国各
地の気象庁の降水データから最も厳しい条件を考慮し，施
工誤差を考慮したかぶりと水分浸透速度係数の設計値か
ら求められる。水分浸透速度係数は，示方書に合わせて
制定した「JSCE-G 582-2018：短期の水掛かりを受けるコ
ンクリート中の水分浸透速度係数試験方法」に準じて実
験により求める方法と，水分浸透速度係数の予測算定式
を用いる方法の両者を示した。なお，中性化が進むと実

際には腐食速度が大きくなることが実験等により確かめ
られているが，今回の改訂では，設計時に安全側の算定
を行うために，中性化が鋼材近傍に達する前の段階から
鋼材腐食が一定速度で少しずつ進行するものと仮定した。
　塩化物イオンの侵入による鋼材腐食の場合には，鋼材
腐食発生限界濃度を超えると，常時海中などの溶存酸素
供給が極めて制限される環境を除き，一般に激しい腐食
速度となる。すなわち，鋼材腐食発生に関する限界値が
明確なこと，さらに腐食発生後の速度が一般に大きいこ
とから，設計であえて鋼材腐食を許容する意味は乏しい。
したがって，塩化物イオンの侵入による鋼材腐食に対す
る照査は，2012 年版と同様に，鋼材位置における塩化
物イオン濃度が，設計耐用期間中に鋼材腐食発生限界濃
度に達しないことを確認するものとした。
　また，水の影響を考慮した照査法の導入に伴い，ひび
割れ幅に対する照査における永続作用による鉄筋応力度
の制限値について，常時湿潤環境の値を見直している。
さらに，一般的な環境下における構造物に対して，耐久
性照査が省略できる水セメント比の最大値と最小かぶり
の標準値が示されているが，水掛かりに応じてかぶりの
加減算を行うものとした。
3.4 耐震設計および耐震性照査に関する改訂事項

（ 1 ） 耐震設計の基本
　2012 年版では，地震作用に対して照査法を明示でき
ない事項や照査法の適用性を担保するための設計や構造
計画に関する事項，設計での想定を超える作用に対して
構造物の冗長性や頑健性を確保するための事項を，［設
計編：標準］5 編「2 章　耐震構造計画」として一つの
章にまとめて規定されていた。これは 1996（平成 8）年版

［耐震設計編］から採用されたものである。しかし，その
後の 20 年間に生じた各大規模地震における被害状況を
踏まえて規定が逐次追加され，2012 年版では条文がその
目的や重要性，スケール等の差異によらず羅列された形
となっていた。そこで，これらの規定を「構造物の配置
計画」と「構造物の耐震構造計画」とに整理分類し，こ
れらをまとめて「2 章　耐震設計の基本」として再構成
した。付随して，耐震性能 1 ～ 3 の定義とその照査の全
体像を「3 章　耐震性の照査の原則」として再構成した。
（ 2 ） レベル 2 地震動

　2012 年版では，レベル 2 地震動を「設計供用期間中に
生じる確率は小さいが，非常に強い地震動」としつつ，
設計想定を超える地震への対応を「耐震構造計画」等で
記述していた。一方，2016 年制定土木構造物共通示方
書［性能・作用編］では，2011 年に生じた東北地方太
平洋沖地震等の被害状況を踏まえ，「当該地点で考えら
れる最大級の強さを持つ地震動」として「安全性照査用
地震動」と定義された。
　このような状況に鑑み，現在の地震予測の技術では，確
率に基づいたレベル 2 地震動の設定は困難であると判断し，
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今回の改訂ではレベル 2 地震動を「当該地点における最
大級の強さを持つ地震動」と定義した。また，2012 年版
では，照査に用いる地震動の規定に適合する時刻歴加速
度波形の例を解説で提示していたが，上述の定義変更に
伴い，解説で提示する時刻歴加速度波形の例も変更した。
（ 3 ） 部材接合部やその他の装置等の構造要素の考慮

　特に，構造物の耐震性に関しては，部材の応答だけで
なく，それらをつなぐ接合部や支承・伸縮装置等のその
他の構造要素の応答を適切に考慮することが重要である。
また，その他の構造要素のモデル化が適切でない場合に
は，部材の応答が正しく算定されないこともあり得る。
そこで，部材接合部に対する設計上の配慮事項やそのモ
デル化の考え方を「5 章　構造物のモデル化」で示し，
その他の構造要素に着目した照査に関する規定を「7 章  
耐震性の照査」に追加した。
3.5 津波に対する設計と性能照査の現状

　東日本大震災では津波により多くのコンクリート構造
物が被災したことで，その耐津波設計の確立が求められ
た。今回の示方書改訂では，コンクリート構造物に及ぼ
す津波の影響の評価方法について検討を行った。
　構造物への津波の影響は，津波による水位変動が構造
物にいかに作用するかに依存する。例えば，津波が構造
物に衝撃的に衝突する場合と，津波に構造物が飲み込ま
れる場合では，津波波力の方向，大きさ，作用時間は大
きく異なり，様々な津波波力算定式が提案されている。
設計では，適切な津波波力算定式を選定することが肝要
となることから，各機関が発行している津波設計に関す
る規基準類を収集して，そこで使用されている津波波力
算定式とその適用範囲を整理した。
　津波の影響を津波波力として評価できれば，次は，津
波の影響に対して設定された要求性能に対して照査を行
うことになる。今回の改訂では，設計・照査の実務にお
ける便を考えて，橋梁と防波堤に対する照査事例を必要
な解説とともに示した。

4.　施　工　編

4.1 改訂の方針
　2017 年制定示方書［施工編］では，示方書［施工編］
の［本編］，［施工標準］，［特殊コンクリート］および［検
査標準］の 4 部構成に変更はないが，［施工編：本編］と
他の関係がこれまでとは異なる。今回の改訂により，い
かなる工事であっても，図-2に示すとおり，まずは［施
工編：本編］で設計図書どおりの構造物を構築できる施
工方法を十分に検討し，綿密な施工計画を立案した上で，
施工を実施する体系に変更した。このため，たとえば，

［施工編：施工標準］は，［施工編：本編］の内容をもと
に施工計画を立案する際，標準的な施工方法等を参照す
るものとして位置付けている。すなわち，［施工編：本編］
でコンクリート工事全体をとらえ，使用するコンクリー

トや施工方法を十分に吟味し，不確かなものは試験等で
確かめた上で施工を実施することを徹底している。した
がって，2012 年版の［施工編：施工標準］に記載があっ
た「標準的な施工方法等で対処できない場合に［施工編：
本編］に戻って照査する行為」は存在しなくなっている。
　［施工編：施工標準］や［施工編：特殊コンクリート］
には，昨今の建設業界での熟練労働者不足等の動向を踏
まえ，品質を確保した上で生産性を向上させるための施
工上の留意点の追記や「プレキャストコンクリート」の
章を新設した。さらに，笹子トンネルの天井板の落下事
故といった構造物本体以外の要因で大きな社会問題に至
る事柄も経験したため，これまで示方書では取り扱われ
てこなかった付属物や付帯設備に関する記述も追加した。
　2017 年制定示方書［施工編］の各部の章構成を，表-2
に示す。なお，表中には記載しないが，土木学会が制定
した関連する指針類と用語の定義は，示方書［施工編］
全体で共通して使用できるものとして，［施工編：本編］
の前に［施工編：参考とする指針類および用語］を設け
た点も今回の改訂の特徴の一つである。
4.2 用　　　語

　2012 年制定示方書［施工編］では，ワーカビリティー
と強度発現性を合わせて，施工性能と定義していた。し
かし，同じ土木学会から発行されている「施工性能にも
とづくコンクリートの配合設計・施工指針」では，ワー
カビリティーの一部である充填性と圧送性を施工性能と
定義しており，齟齬が生じていた。施工性能の用語を用
いなくても，これらの意味を伝えることは可能であるた
め，2017 年制定示方書［施工編］では，施工性能の用
語は使わないこととした。

設計図書

本　　編

特殊コンクリート

検査標準

示方書［施工編］

施工標準

維持管理

  7章　 運搬，打込み，締固
めおよび仕上げ

  8章　養生
12章　寒中コンクリート
13章　暑中コンクリート

  9章　継　　目

  2章　構造物の施工性

  3章　施工計画

  4章　施　　工

  5章　品質管理

  6章　検　　査

  7章　記　　録

使用材料，コンクリート，
および鋼材

コンクリート工

継　　目

鉄 筋 工

型枠および支保工

品質管理計画

10章　鉄 筋 工

11章　型枠および支保工

14章　マスコンクリート

15章　品質管理

16章　施工記録

17章　 その他の施工上の留
意事項

  2章　コンクリートの品質
  3章～ 5章　 材料，配合設

計，製造
  6章　 レディーミクストコ

ンクリート

図-2　［施工編］の構成と流れ
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　また，示方書全体を通じて，耐久性は「構造物が設計
耐用期間にわたり安全性，使用性および復旧性を保持する
性能」と再定義されたことから，コンクリートに対しては
耐久性の用語は使わず，凍害，化学的侵食，ASR 等は，
劣化に対する抵抗性とよび，中性化，塩化物イオンの浸透
性等は，物質の透過に対する抵抗性とよぶこととした。
　なお，［施工編：本編］の 2 章に示した施工性も，構造
物の施工性であって，コンクリートに対するものではな
い。コンクリートの作業のしやすさは，ワーカビリティー
で表すこととした。
4.3 本　　　編

　［施工編：本編］は，性能規定の原則に則った施工につ
いての基本的な考え方を示している。新設された「1.2  
施工の基本」では，設計図書に基づく施工計画から構造
物の検査までの施工上の基本事項が示され，施工者およ
び発注者がなすべき事項と相互の関連を示した。
　2 章には，設計者と施工者が共通した認識の下に構造
物の施工性をとらえ，設計書どおりの構造物が確実に施
工されるよう，施工の考えを設計に反映する趣旨を示し
た章を新設した。施工性の検討では，現場の施工条件，
環境条件，経済性等を総合的に考慮し，適切な施工方法
を設定すること，選択した施工方法に対して，適切なコ
ンクリートが選定されているかを確認すること，施工者
は，自らが持つ技術力をもとに所定の性能を有する構造
物が造れる適切な施工方法を検討することが重要である
こと等を示している。
　3 章の施工計画は，図-3に示されるように多くの節が新
設された。「3.3　コンクリートの配合計画」では，設計図
書に記載された硬化後のコンクリートの性能を表す特性値
は，施工者が必ず実現させなければならないもの，スラン

プ等に代表されるフレッシュ時の施工に係わるものは，施
工者の責任において自ら定めるものと明記した。また，コ
ンクリートの製造から品質管理までの計画に関する節が
新設され，各段階に対する計画の重要性を示した。特に

「3.8  品質管理計画」では，コンクリート工事の品質管理
の基本である PDCA サイクルについても詳細に述べてい
る。「3.9  施工計画書」では，施工計画書に記載する内
容が記述され，実務者が利用しやすい内容とした。
4.4 コンクリートのスランプ

　示方書［設計編］との連携により，コンクリートの施
工性を確保するために必要とされるスランプの標準的な
値を，8 cm あるいは 12 cm のような一律の値ではなく，
構造物の部材毎に［設計編：付属資料］に示した。また，

［施工編：施工標準］では，品質を確保した上で生産性を
向上させるための施工上の留意点を示した。コンクリー
トのスランプの大きさは，場内運搬やポンプによる圧送
の距離等，現場の施工条件によって決まるもので，必ず
しも設計図書に記したスランプと一致するとは限らな
い。［設計編：付属資料］のスランプの値は，施工計画
の段階でスランプの大きさに変更が生じ，設計変更や施
工承諾等の手戻りが起きにくくするために示したもので，
積算のための参考値である。施工で用いるコンクリート
のスランプは，施工者が自らの責任において設定するこ
とを原則としたことが今回の大きな改訂である。
4.5 鉄筋のあき

　大きなスランプのコンクリートが選定され，鉄筋間隔
が基準どおりでもあっても，図-4に示されるような鉄筋
が千鳥配筋されている場合には十分な締固めができない。

2012年制定版
2章　施工計画
　 2.1　一　　般
　 2.2　施工計画における検討項目
　 2.3　コンクリートの施工方法の設定
　 2.4　コンクリートの施工性能の設定
　 2.5　コンクリート用材料
　 2.6　コンクリートの配合設計
　 2.7　コンクリートの性能照査
　 2.8　施工計画の確認と変更

2017年制定版
3章　施工計画
　 3.1　一　　般
　 3.2　コンクリートの施工方法の設定
　 3.3　コンクリートの配合計画
　　 3.3.1　硬化後のコンクリートの性能
　　 3.3.2　施工に求められるコンクリートの性能
　　 3.3.3　使用材料の選定
　　 3.3.4　配合設計
　　 3.3.5　コンクリートの性能照査
　 3.4　コンクリートの製造計画
　 3.5　コンクリート工の計画
　 3.6　鉄筋工の計画
　 3.7　型枠および支保工の計画
　 3.8　品質管理計画
　 3.9　施工計画書
　 3.10　施工計画の確認

図-3　［施工編：本編］における施工計画の節・項構成

（a）　挿入可能な配筋例 （b）　挿入不可能な配筋例

棒状バイブレータ

鉄筋

図-4　鉄筋間隔が基準どおりでも締固めできない例

表-2　［施工編］の各部の章構成

本
　
　
編

  1章　総　　則
  2章　構造物の施工性
  3章　施工計画
  4章　施　　工
  5章　品質管理
  6章　検　　査
  7章　記　　録

検
査
標
準

  1章　総　　則
  2章　検査計画
  3章　コンクリート材料の検査
  4章　 コンクリートの製造設備の 

検査
  5章　 レディーミクスト 

コンクリートの検査
  6章　補強材料の検査
  7章　施工の検査
  8章　コンクリート構造物の検査
  9章　検査記録

施
工
標
準

  1章　総　　則
  2章　コンクリートの品質
  3章　材　　料
  4章　配合設計
  5章　製　　造
  6章　 レディーミクスト 

コンクリート
  7章　 運搬・打込み・締固め 

および仕上げ
  8章　養　　生
  9章　継　　目
10章　鉄 筋 工
11章　型枠および支保工
12章　寒中コンクリート
13章　暑中コンクリート
14章　マスコンクリート
15章　品質管理
16章　施工記録
17章　その他の施工上の留意事項

特
殊
コ
ン
ク
リ
ー
ト

  1章　総　　則
  2章　流動化コンクリート
  3章　高流動コンクリート
  4章　高強度コンクリート
  5章　膨張コンクリート
  6章　短繊維補強コンクリート
  7章　海洋コンクリート
  8章　水中コンクリート
  9章　吹付けコンクリート
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また，ポンプの筒先が挿入されることを考慮された配筋で
なければ，施工標準で 1.5 m 以内と定めているコンクリー
トの打込みの自由落下高さを守って施工できない部材も
現れる。この問題を解決するために，［設計編］と連携し，

［設計編：標準］7 編「2 章　鉄筋コンクリートの前提」に，
スラブ部材では，水平に配置する鉄筋は，2 ～ 4 m 毎に
125 mm 以上のあきを，また，はりおよび壁部材では 4 m
毎に 125 mm 以上のあきを設ける等してコンクリートの
打込み口を確保すること，コンクリートの締固めに際し
ては，500 mm 以下の間隔で棒状バイブレータが挿入でき
るように，50 mm 程度の水平鉄筋のあきを確保すること，
を解説に示し，コンクリートの打込みおよび締固め作業
を考慮した配筋について記載した。さらに，やむをえず，
これらのあきを確保できない場合でも，コンクリートの
打込み時に一時的に鉄筋を移動させて打込み口を確保し，
筒先を引き上げた後に所定の位置に戻すことができるよ
うに鉄筋径や鉄筋の配置に配慮するとともに，コンク
リートの打込み箇所は配筋図に明示することを示した。
　［施工編：施工標準］においても，「7 章　打込み」お
よび「10 章　鉄筋工」に，打込みおよび締固め作業時に
一時的に配筋をずらす場合の留意点を示した。打込みに
おいては，コンクリートの打込み前に，鉄筋，型枠，そ
の他が設計および施工計画で定められた配置であること，
堅固に固定されていることを確かめなければならない
が，どうしても打込みが困難な場合もあることを認めた
上で，ずらした鉄筋は，再び，所定の位置に戻すことを
明記した。また，鉄筋工では，一時的に配筋をずらす場
合には，所定の位置に戻す時期と方法を事前に決めてお
くように管理することを示した（写真-1）。
4.6 そ　の　他

　［施工編］の中に「コンクリートの水セメント比は，原

則として 65％以下とする。」という記述が多く存在して
いた。しかし，コンクリートの硫酸に対する抵抗性等は，
図-5に示されるように，水セメント比が低いものほど，
一般に低くなるもので，必ずしも水セメント比が小さい
ほど良いとは限らない。また，本来，水セメント比の規
定は，設計時に定められているべきものであるため，施
工編からは全て削除した。
　これまで多くの質問が寄せられていた寒中コンクリー
トの温度制御養生について表記を改めた。温度制御養生
は，初期凍害を防ぐことを目的に行われるものであるが，
その標準の圧縮強度が，型枠の取外し直後に構造物が曝
される環境条件，すなわち，コンクリート表面が水で飽
和される頻度が高い場合と低い場合とで分けられてい
た。この場合分けの表現が，示方書を用いる技術者の受
け止め方によって変わるため，どちらを選ぶか判断がつ
きにくいとされていた。
　寒中コンクリートの養生は，温度制御養生だけを行えば
よいのではなく，同時に所定の期間の湿潤養生が必要なこ
と，および，湿潤養生期間中はコンクリートを凍らせない
ことが基本であることを前提に，表中の記述を「型枠の取
外し直後に構造物が曝される環境」から「5 ℃以上の温度
制御養生を行った後の次の春までに想定される凍結融解
の頻度」に，「コンクリート表面が水で飽和される頻度が
高い場合」から「しばしば凍結融解を受ける場合」に，「コ
ンクリート表面が水で飽和される頻度が低い場合」から

「まれに凍結融解を受ける場合」に，それぞれ変更した。

5.　お わ り に

　1956（昭和 31）年の示方書には「示方書の適用につい
て」として以下の文章が掲載されている。
　「・・・コンクリート工事において共通する原則を一般
的に示したものがコンクリート標準示方書であって，・・・

（中略）・・・，一般の場合は示方書を厳守しなければな
らない。・・・（中略）・・・ただし，そのまま適用でき
ない場合もあり，重要な工事でもっと制限的な条項が必
要となる場合や，・・・（中略）・・・その逆に，場合に
よっては条項を多少緩和してよい場合もある。・・・（中
略）・・・標準示方書を適用する場合には字句にこだわ
りすぎてはならず，示方書の精神をよく理解し，必要が
あれば，これを適当に修正して利用しなければならない。
しかし，何らの実験研究もしないで，単に現場の都合な
どにより標準示方書の条項に背くと一般に不経済な結果
となり，また重大な失敗を招く原因となることもあるこ
とを忘れてはならない。」現在も受け継がれている，土
木学会コンクリート標準示方書の精神，位置づけが明確
に示されているといえるのではないだろうか。
　示方書が従来にも増して，良質なコンクリート構造物
の構築を通じて “丈夫で，美しく，長持ち” する市民社
会の実現に寄与することを願っている。

写真-1　打込み，締固め作業の時に一時的に配筋をずらす場合の例
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図-5 　コンクリートの硫酸に対する劣化抵抗性に 
水セメント比の与える影響


