
 

12節 寒中コンクリート工事 

 

12.1 総   則 

ａ．本節は，寒中コンクリート工事に適用する．寒中コンクリート工事の適用期間は，特記

による．特記のない場合は，下記ｂ.により定め，工事監理者の承認を受ける． 

ｂ．寒中コンクリートの調合計画および強度の管理は，原則として（12.1）式で表される材

齢ｎ日までの積算温度を利用して行う． 

 

𝑀𝑛 = ∑ (𝜃𝑧 + 10)𝑛
𝑧=1  （12.1） 

ここに，Mn ：積算温度（DD） 

z ：材齢（日） 

θz    ：材齢 z日における日平均気温，日平均養生温度または日平均コンクリー

ト温度（℃） 

 

ｃ．寒中コンクリート工事の適用期間は，下記(１)，(２)のいずれかに該当する期間を基準

とする．なお，適用期間の開始日または終了日は，該当する旬（1つの月を 3つに分け

た期間：初旬，中旬，下旬）の始めまたは終わりの日とする． 

(１)打込み日を含む旬の日平均気温が 4.0℃以下の期間． 

(２)コンクリートの打込みから材齢 91 日までの予想平均気温から算出した積算温度

M91が 840°D・D未満の期間． 

 

ｄ．本節に規定されていない事項については，3～11節の規定を適用する． 

 

12.2 施工計画 

工事開始前に初期凍害防止のための初期養生計画，構造体コンクリートが所定の材齢ま

でに所要の強度を得るための材料・調合および養生の計画，さらにその管理方法を定めて工

事監理者の承認を受ける． 

 

12.3 品   質 

ａ．使用するコンクリートの受け入れ時のスランプは，3.4による． 

ｂ．使用するコンクリートの圧縮強度は，3.6 による． 

ｃ．使用するコンクリートは AEコンクリートとし，空気量は特記による．特記の無い場合

は，4.5～5.5％の範囲で定め，工事監理者の承認を受ける． 

ｄ．受入れ時のコンクリート温度は，原則として 10～20℃とする．ただし，日最低気温が

0℃を上回る期間の工事で初期凍害防止のための有効な対策が計画されている場合お
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よびマスコンクリート，高強度コンクリートなどで打込み後に水和発熱による十分な

温度上昇が見込まれる場合には，工事監理者の承認を得て，受入れ時の温度の下限を

5℃とすることができる． 

 

12.4 材   料 

ａ．セメントは，4.2 による． 

ｂ．化学混和剤は，特記による．特記のない場合は，JIS A 6204（コンクリート用化学混和

剤）に適合する AE 剤，AE 減水剤または高性能 AE 減水剤を使用する．また，耐寒促進

剤は，JIS A 6204（コンクリート用化学混和剤）の AE減水剤促進形または硬化促進剤

の規定に適合するものを使用することができる． 

ｃ．混和材は，4.5 b による． 

ｄ．上記ｂ．ｃ．以外の特殊な混和材料の品質，使用方法は，特記による．特記のない場合

は，その品質，使用方法を定め，工事監理者の承認を得る． 

 

12.5 調   合 

ａ．調合は，構造体コンクリートにおいて，初期凍害の防止に必要な圧縮強度が初期養生の

期間内に得られ，かつ施工上必要な強度および品質基準強度がそれぞれ所定の材齢に得

られるように定める． 

ｂ．構造体強度補正値 mSnは，特記による．特記のない場合には，施工地点の気温条件に応

じて，下記 c.または d.により定め，工事監理者の承認を受ける． 

ｃ．コンクリートの打込みから材齢 91日までの予想平均気温による積算温度 M91が 840°D・

D 以上の場合の mSn は，m を 28 日，n を 91 日として，表 12.1 および表 12.2 により，

セメントの種類およびコンクリートの打込みから材齢 28 日までの予想平均気温の範囲

に応じて定める． 

 

表 12.1 寒中コンクリートの構造体強度補正値 28S91の標準値（Fc≦36N/mm2） 

セメントの種類 
コンクリートの打込みから材齢 28 日まで

の予想平均気温θの範囲（℃） 

早強ポルトランドセメント -4≦θ＜0 0≦θ＜5 5≦θ 

普通ポルトランドセメント -2≦θ＜0 0≦θ＜8 8≦θ 

中庸熱ポルトランドセメント － 0≦θ＜11 11≦θ 

低熱ポルトランドセメント － 0≦θ＜14 14≦θ 

フライアッシュセメント B 種 － 0≦θ＜9 9≦θ 

高炉セメント B 種 － 0≦θ＜13 13≦θ 

普通エコセメント － 0≦θ＜6 6≦θ 

構造体強度補正値 28S91(N/mm2) 9 6 3 
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表 12.2 寒中コンクリートの構造体強度補正値 28S91の標準値（36＜Fc≦48N/mm2） 

セメントの種類 
コンクリートの打込みから材齢 28 日までの予想平均気

温θの範囲（℃） 

普通ポルトランドセメント -2≦θ 

中庸熱ポルトランドセメント 0≦θ 

低熱ポルトランドセメント 0≦θ 

構造体強度補正値 28S91(N/mm2) 9 

 

d. 構造体強度補正値 mSn の m を 28 日とし，構造体コンクリート強度を保証する材齢 n 日

までの予想平均気温または計画養生温度から算出した積算温度，あるいは構造体コンク

リート強度を保証する材齢 n 日までの構造体コンクリートの温度履歴を予測して得ら

れる積算温度をもとに mSnを定める場合は，表 12.3による． 

 

表 12.3 構造体コンクリート強度を保証する材齢ｎ日までの 

積算温度による構造体強度補正値 28Snの標準値 

セメントの種類 Fq 
構造体コンクリート強度を保証する材齢までの 

積算温度の下限値 

早強ポルトランド 

セメント 

18 

270 440 

840 

21 

24 

27 
290 460 

30 

33 

310 480 36 

39 

42 

330 500 45 

48 

普通ポルトランド 

セメント 

18 

360 

540 

840 

21 

24 

27 

30 

33 
520 

36 
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39 

42 

45 

48 

フライアッシュ 

セメント B 種 

18 

400 560 

840 

21 

24 

27 

30 

420 580 33 

36 

39 

440 600 
42 

45 

48 

高炉セメント B 種 

18 
460 600 

840 

21 

24 
480 620 

27 

30 

500 640 33 

36 

39 

520 660 
42 

45 

48 

構造体強度補正値 28S91(N/mm2) 9 6 3 

 

12.6 コンクリートの発注・製造および受入れ 

ａ．受入れ時に所定のコンクリート温度が得られるよう，運搬時間を考慮して，レディーミ

クストコンクリート工場を選定する． 

ｂ．レディーミクストコンクリート工場の材料の加熱設備および材料の管理と保管の状況

が，12.1.bの期間におけるコンクリートの製造に十分対応していることを確認する． 

ｃ．コンクリートの練上がり温度は，受入れ時に所定のコンクリート温度が得られるよう，

気象条件および運搬の条件を考慮して定める． 
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ｄ．材料の加熱は，水の加熱を標準とし，セメントはいかなる方法によっても加熱してはな

らない．また，骨材は，直接火で加熱してはならない． 

ｅ．加熱した材料を用いる場合，セメントを投入する直前のミキサ内の骨材および水の温度

は，40℃以下とする． 

ｆ．氷雪の混入した骨材，および凍結状態の骨材は練混ぜに用いてはならない． 

ｇ．混和剤は凍結しないように貯蔵し，使用する． 

 

12.7 打 込 み 

ａ．レディーミクストコンクリートの打込みに際しては，コンクリートの温度低下を防ぐよ

うにする． 

ｂ．打込みに先立ち，コンクリートの打継ぎ面，型枠内部および鉄筋の表面に付着している

氷雪または霜は完全に取り除き，再凍結させないようにする． 

ｃ．凍結した地盤上にコンクリートを打ち込んだり，型枠の支柱を立てたりしてはならない． 

ｄ．打ち込まれたコンクリートの露出面は，シートなどで覆い，外気にさらされたまま放置

されないようにする． 

 

12.8 養   生 

ａ．打込み直後のコンクリートは，初期凍害を受けないよう，初期養生を行う． 

ｂ．初期養生の期間は，構造体コンクリートで圧縮強度 5.0 N/mm2が得られるまでとし，こ

の間は，構造体コンクリートがいずれの部位・部材でも 0℃を下回らないようにする． 

ｃ．初期養生は，構造体コンクリートで圧縮強度 5.0 N/mm2が得られたことを確認し，工事

監理者の承認を受けて打ち切る． 

ｄ．保温養生の方法は，下記(１)～(３)による． 

(１) 加熱養生：養生上屋を設けて内部空間を加熱するなどして，コンクリートを養生す

る方法 

(２) 断熱養生：断熱型枠，断熱シート，マットなど断熱性のある材料でコンクリートを

すき間なく覆い，コンクリートの水和発熱を利用して養生する方法 

(３) 被覆養生：シートなどでコンクリートの露出面，型枠面を覆い，打ち込まれたコン

クリートからの水分の蒸発と風の影響を防ぐ，簡単な養生方法 

ｅ．加熱養生を行う場合，打込み前に計画した養生温度となるよう，試験加熱を行って加熱

設備の数および配置を，確認する． 

ｆ．加熱養生中は，コンクリートが計画した養生温度に保たれ，かつ全体ができるだけ均等

に加熱されるようにし，また局所的に異常に高い温度とならないようにする． 

ｇ．加熱養生中は，コンクリートが乾燥しないように散水などによって保湿に努める． 

ｈ．断熱養生を行う場合，コンクリートが計画した養生温度に保たれるよう，また局部的に

冷却されることのないようにする． 
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ｉ．加熱および断熱養生の終了後は，コンクリートが急激に乾燥したり，冷却したりしない

ようにする． 

ｊ．養生期間中は，コンクリートの温度，保温された空間の温度および気温を自記記録温度

計により記録し，結果を保存する． 

ｋ．初期養生の打切りのための温度管理は，打ち込まれたコンクリートで最も温度が低くな

る部材を対象に行う． 

ｌ．構造体コンクリート強度管理のための温度管理は，構造部材について，その温度が代表

的となる位置で行う． 

 

12.9 品質管理・検査 

ａ．コンクリートの品質管理・検査は，11 節によるほか，初期養生打切り時期決定のため

の構造体コンクリートの圧縮強度について行い，必要に応じて構造体コンクリートの圧

縮強度発現状況の管理のための圧縮強度について行う． 

ｂ．初期養生打切り時期の決定，構造体コンクリートの強度発現状況の管理のための圧縮強

度試験は，JASS 5 T-603（構造体コンクリートの強度推定のための圧縮強度試験方法）

によって行う．供試体の養生方法は，構造体に打ち込まれたコンクリートの温度条件に

近い現場封かん養生とする． 

ｃ．断熱養生の場合，および構造体コンクリートの温度履歴を考慮して調合管理強度を求め

た場合で，初期養生打切り時期の決定，および構造体コンクリートの圧縮強度発現状況

の管理のための試験・確認を JASS 5 T-603によって行う場合，供試体の養生方法は，

構造体温度養生とする． 

ｄ．施工時の構造体コンクリートの強度発現状況の管理および強度管理のための試験時期

の予測は，12.8ｊ．～ｌ．によって得られた温度記録を基に，積算温度に代表される温

（湿）度履歴による強度推定手法を利用して行う． 

 

13節 暑中コンクリート工事 

 

13.1 総   則 

ａ．本節は，暑中コンクリート工事に適用する．暑中コンクリート工事の適用期間は，特記

による．特記のない場合は，下記 b.により定め，工事監理者の承認を受ける． 

ｂ．暑中コンクリート工事の適用期間は，日平均気温の日別平滑値が 25.0 ℃を超える期間

を基準とし，この期間を暑中期とする．ここで用いる日別平滑値は，過去 10 年の気象

データによって求めた平年値〔10年〕を標準とする． 

ｃ．ｂ．で設定した暑中期のうち，受入れ時のコンクリート温度が 35℃を超えることが予

想される期間を酷暑期とする．酷暑期は，日平均気温の日別平滑値が 28.0 ℃を超える

期間を基本とし，最新の気象情報などによりコンクリート温度が 35℃を超えることが
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予想される日を含むものとする． 

ｄ．本節に規定されていない事項については，3～11節の規定を適用する． 

 

13.2 施工計画 

ａ．暑中環境におけるコンクリートの品質の変化，作業員の体力の消耗と作業能率の低下に

配慮して品質管理計画および施工計画を立案し，工事監理者の承認を受ける． 

ｂ．酷暑期にコンクリート工事が行われる場合には，施工段階での暑中対策をより入念に講

じる． 

 

13.3 品   質 

ａ．コンクリートの品質は，３節によるほかｂ～ｅ項による。 

ｂ．受入れ時のコンクリート温度は，原則として 35 ℃以下とする． 

ｃ．受入れ時のコンクリート温度が 35℃を超えないように材料・調合を変更したり，材料

やコンクリートを冷却したりする場合，それらの方法については，工事監理者の承認を

受ける． 

ｄ．受入れ時のコンクリート温度の上限値について 35℃を超えて設定する場合には，コン

クリートの性能が低下しないような適切な対策を採り，定めて工事監理者の承認を受け

るとともに，試し練りにより性能を確認する． 

ｅ．受入れ時のコンクリートの目標スランプは，原則として 21 cmとする．ただし，酷暑期

以外の暑中期においては，信頼できる資料に基づいて次の（1），（2）の項目を達成でき

ると判断した場合，酷暑期においては，次の（1），（2）の項目を実験に基づいて達成で

きると判断した場合，工事監理者の承認を受け，目標スランプの値を小さく定めること

ができる． 

(１)型枠の隅々までコンクリートを問題なく打ち込むことができること． 

(２)打重ねによるコンクリートの一体性に問題が生じないこと． 

 

13.4 材   料 

ａ．セメントは，4.2 による． 

ｂ．化学混和剤は，JIS A 6204（コンクリート用化学混和剤）に適合する高性能 AE減水剤

（遅延形）を用いることを原則とする．ただし，酷暑期以外の暑中期においては，信頼

できる資料に基づいて次の 1）2）の項目を達成できると判断した場合，酷暑期におい

ては，次の 1）2）の項目を実験に基づいて達成できると判断した場合，工事監理者の

承認を受け，その他の化学混和剤を使用することができる． 

(１)型枠の隅々までコンクリートを問題なく打ち込むことができること． 

(２)打重ねによるコンクリートの一体性に問題が生じないこと． 

ｃ．打込み後のコンクリートの温度上昇の抑制や，長期強度の増進を目的として混和材を用
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いる場合には，信頼できる資料や試験によって調合計画を定め，工事監理者の承認を

受ける． 

 

13.5 調   合 

ａ．コンクリートの調合は，コンクリートの所要の品質が得られるように，練混ぜ，運搬お

よび打込みの条件を考慮して，原則として試し練りによって定める．ただし，暑中コン

クリート工事用の調合があらかじめ準備されている場合は，試し練りを省略すること

ができる． 

ｂ．構造体強度補正値 mSnは，特記による．特記がなく，設計基準強度 36N/mm2以下の場合

は，m を 28 日，n を 91 日とし，表 13.1 により，セメントの種類に応じて定める．特

記がなく，設計基準強度が 36N/mm2を超え，48N/mm2以下の場合は信頼できる資料によ

り定める. 

 

表 13.1 暑中コンクリートの構造体強度補正値 28S91の標準値（Fc≦36 N/mm2） 

セメントの種類 構造体強度補正値 28S91(N/mm2) 

早強ポルトランドセメント 

普通ポルトランドセメント 

高炉セメント B 種 

6 

中庸熱ポルトランドセメント 

フライアッシュセメント B 種 
3 

低熱ポルトランドセメント 0 

 

ｃ．コンクリートの運搬に伴うスランプの低下を防ぐために，混和剤を増量使用する場合は，

工事監理者の承認を受ける． 

 

13.6 発注・製造および受入れ 

ａ．レディーミクストコンクリートを使用する場合は，運搬時間，暑中対策用設備の有無な

どを調査し，受入れ時に所要の品質が確保できる工場を選定する． 

ｂ．工事現場練りコンクリートを使用する場合は，材料や設備に直射日光ができるだけ当た

らないようにする． 

ｃ．受入れ計画においては，受入れまでのトラックアジテータの待機時間が長くならないよ

うにし，待機時間が長くなることが予想される場合は，トラックアジテータの待機場

所が日陰になるように配慮したり，トラックアジテータのドラムに散水したりといっ

た温度上昇抑制対策を講じる． 

ｄ．コンクリートの練上がり温度は，受入れ時に所要のコンクリート温度が得られるように，

気象条件や運搬時間を考慮して，生産者と協議のうえ指定する． 
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ｅ．セメント，骨材および水は，できるだけ低い温度のものを用いるよう，生産者と協議の

うえ対策を指定する． 

ｆ．コンクリートの製造および運搬においては，受入れ時に所定の品質のコンクリートが得

られるように，生産者と協議のうえ品質変動および温度上昇をできるだけ小さくする

対策を指定する． 

 

13.7 運搬・打込み 

ａ．コンクリートの運搬・打込みは，気象および施工条件を十分考慮して暑中環境における

施工条件を十分考慮して，１回の打込み量，打込み区画および打込み順序を適切に定

め，コンクリートのワーカビリティーの低下，ならびにコールドジョイントの発生を

防止するように行う. 

ｂ．コンクリートポンプや輸送管などの運搬機器等は，できるだけ直射日光が当たらないよ

うにする．特に酷暑期は，圧送用の輸送管は遮熱・断熱カバーなどで覆う. 

ｃ．新たに打ち込むコンクリートが接する既設のコンクリートやせき板などの面は，直射日

光ができるだけ当たらないように養生し，散水や水の噴霧などによりできるだけ温度

が高くならないようにする． 

 

13.8 養   生 

ａ．打込み後のコンクリートは，直射日光によるコンクリートの急激な温度上昇および風に

よる水分の逸散を防止し，湿潤に保つための措置を講じる． 

ｂ．湿潤養生期間は，8.2 aによる. せき板に接した面は，せき板の取外しまでの期間をこ

の期間に含めることができる．ただし，上記 8.2a.の湿潤養生期間の終了以前であって

も，信頼できる資料または試験によりコンクリートの品質を確認した場合は，以降の

湿潤養生を打ち切ることができる． 

ｃ．湿潤養生の開始時期は，コンクリート上面ではブリーディング水が消失した時点，せき

板に接する面ではせき板取外し直後とする. 

ｄ．湿潤養生方法は 8.2 aに示すものから選定し，工事監理者の承認を受ける． 

ｅ．酷暑期においては，湿潤養生の方法は，散水・噴霧，あるいは養生マットまたは水密シ

ートによる被覆とし，打込み当日からの水分の逸散防止に特に注意を払う． 

ｆ．養生終了後は，養生シートなどをできる限り長く存置させる等の，コンクリートが急激

に乾燥しないような措置を講じる． 

 

13.9 品質管理・検査 

暑中コンクリート工事における品質管理・検査は，11節による． 
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14節 軽量コンクリート 

 

14.1 総   則 

a．本節は，軽量コンクリートを使用する鉄筋コンクリート工事に適用する． 

b．軽量コンクリートの種類は，人工軽量骨材を使用する軽量コンクリート１種および２種

とする． 

c．軽量コンクリートの種類および使用箇所は，特記による． 

 

14.2 施工計画 

施工者は，工事開始前に，軽量コンクリート工事に用いる材料，調合，練混ぜ，運搬，打

込み，養生およびフレッシュコンクリートの単位容積質量の品質管理方法などを定めて工

事監理者の承認を受ける． 

 

14.3 品   質 

a．設計基準強度および耐久設計基準強度は，表 14.1に示す範囲とし，特記による． 

 

表 14.1 軽量コンクリートの設計基準強度および耐久設計基準強度（N/ mm2） 

コンクリートの種類 設計基準強度の最大値 
計画供用

期間の級 

一般環境 

(非腐食環境以外) 

一般環境 

(非腐食環境) 

耐久設計基準強度 耐久設計基準強度 

軽量コンクリート 1 種 36 

短  期 

標  準 

長  期 

18 

24 

30 

適用しない 

軽量コンクリート 2 種 27 
短  期 

標  準 

18 

24 
適用しない 

 

ｂ．最小かぶり厚さは，3節の表 3.3と同じ値とする．       

ｃ．気乾単位容積質量は，特記による．特記のない場合は，表 14.2に示す範囲から施工者

が定めて工事監理者の承認を受ける． 

 

表 14.2 軽量コンクリートの気乾単位容積質量の範囲の標準 

コンクリートの種類 気乾単位容積質量の範囲の標準（ｔ/m3） 

軽量コンクリート 1 種 1.8～2.1 

軽量コンクリート 2 種 1.4～1.8 

 

ｄ．スランプは，21cm以下とする． 
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ｅ．空気量は，5.0％とする． 

 

14.4 材   料 

a．セメントは，4.2 による．ただし，設計基準強度が 27N/mm2を超える場合に使用する高炉

セメント,フライアッシュセメントの種類は，それぞれの JIS 規格に定められている A

種および B種とする． 

b．人工軽量骨材は，JIS A 5002（構造用軽量コンクリート骨材）の規定に適合し，かつ JASS 

5M-201（人工軽量骨材の性能判定基準）により，その品質が確認されたものとする． 

c．人工軽量粗骨材の最大寸法は，特記による．特記のない場合は 15mm とする． 

d．化学混和剤は，4.5に規定する AE剤，AE減水剤または高性能 AE減水剤とする． 

 

14.5 調   合 

a．計画調合は，（14．1）式により求めた気乾単位容積質量の推定値 Wdが，特記で定められ

た気乾単位容積質量以下で，これに近い値となるように定める．特記のない場合は，推

定値 Wd が表 14.2に示された気乾単位容積の標準範囲に入るように定める． 

 

Ｗd＝Go＋Go’+So＋So’＋1．25Co＋120（kg/m3）      （14.1） 

 

ここに，Go：計画調合における軽量粗骨材量（絶乾）（kg/m3） 

Go’:計画調合における普通粗骨材量（絶乾）（kg/m3） 

So：計画調合における軽量細骨材量（絶乾）（kg/m3） 

So’：計画調合における普通細骨材量（絶乾）（kg/m3） 

Co：計画調合におけるセメント量（kg/m3） 

 

b．単位結合材量の最小値は 320 kg/m3，水結合材比の最大値は 55％とする．ただし，設計

基準強度が 27N/mm2を超える場合の単位結合材量の最小値は 340 kg/m3，水結合材比の

最大値は 50％とする． 

c．単位結合材量および細骨材率は，粗骨材の浮上がりやコンクリートポンプを用いて圧送

する場合の圧送によるスランプの低下ならびに管内閉塞が生じないように適切に定め

る． 

 

14.6 製   造 

a．施工者は，JIS A 5308 の規定に適合するレディーミクストコンクリートを安定して製

造・供給できるレディーミクストコンクリート工場のうち，原則として，軽量コンクリ

ートについての認証を受けた製品を出荷・供給できる工場を選定する． 

b．軽量コンクリートについて上記の認証を受けていない工場を使用する場合は，普通コン
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クリートについて，JlS A 5308の適合性の認証を受けている工場で，その工場における

軽量コンクリートの出荷実績および品質管理結果，技術者のレベルおよび普通コンクリ

ートの品質管理状態などを十分に調査し，かつ試し練りによって所要の品質のコンクリ

ートが製造できることを確認したうえで，工事監理者の承認を受ける． 

c．人工軽量骨材は，運搬中のスランプの低下や圧送時の圧力吸水を少なくするために，あ

らかじめ十分に吸水（プレソ一キング）させたものを使用するように指定する． 

 

4.7 品質管理・検査 

a．軽量コンクリートの品質管理・検査は，特記による．特記のない場合は 11 節によるほ

か，単位容積質量の管理および検査は，b項による． 

b．受入れ地点における軽量コンクリートの単位容積質量の管理および検査は，（14.2）式に

よって計画調合から求めたフレッシュコンクリートの単位容積質量 Ww を基準として行

う．この Wwと実測値との差の許容範囲は，±3.5％とする． 

 

Ww＝Go(1+pG/100)＋Go’＋So(1+pS/100)+So’＋Co + Wo(kg/m3)    （14.2） 

 

ここに    Go：計画調合における軽量粗骨材量（絶乾）（kg/m3） 

    Go’：計画調合における普通粗骨材量（表乾）（kg/m3） 

So：計画調合における軽量細骨材量（絶乾）（kg/m3） 

So’：計画調合における普通細骨材量（表乾）（kg/m3） 

Co：計画調合における単位セメント量 （kg/m3） 

Wo：計画調合における単位水量 （kg/m3） 

pG：使用時における軽量粗骨材の吸水率（％） 

pS：使用時における軽量細骨材の吸水率（％） 

 

15節 高流動コンクリート 

 

15.1 総   則 

 本節は，高流動コンクリートを用いるコンクリート工事に適用する．高流動コンクリート

の使用箇所は，特記による．特記のない箇所に使用する場合は，工事監理者の承認を受ける． 

 

15.2 施工計画 

 施工者は，工事開始前に，高流動コンクリートの材料・調合，製造，施工および品質管理

に関する計画書を作成して工事監理者の承認を受ける． 

 

15.3 品   質 
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a. フレッシュコンクリートは，計画した施工方法により，使用箇所の型枠内の隅々まで十

分に充填できる流動性，間隙通過性および材料分離抵抗性を有するものとする． 

b. フレッシュコンクリートの流動性はスランプフローで表し，その値は 45cm以上，65cm

以下とする． 

c. フレッシュコンクリートの間隙通過性を確保する部位・部材および間隙通過性の確認

方法は特記による． 

d. フレッシュコンクリートの材料分離抵抗性は，スランプフロー試験後のコンクリート

の状態で評価し，広がったコンクリートの中央部に粗骨材が偏在しておらず，周辺部に

ペーストや遊離した水が偏在していないこととする． 

e. コンクリートの品質は，設計が要求する構造体の所要の性能が得られるものでなけれ

ばならない． 

 

15.4 材   料 

a. セメントは，4.2 による． 

b. 骨材は，4.3による．ただし，粗骨材の最大寸法は 25mm，20mmまたは 15mmとする． 

c. 練混ぜ水は，4.4 による． 

d. コンクリート用化学混和剤は，4.5a による．また，コンクリートの分離抵抗性を向上

させるための化学混和剤は，JASS 5 M-406(増粘剤含有高性能 AE減水剤の品質基準)に

適合するものとする. 

e. 混和材は，4.5b による． 

f. a.～e.以外の使用材料は，特記による．特記されていない材料を使用する場合は，工事

監理者の承認を受ける． 

 

15.5 調   合 

a. 計画調合は，コンクリートの所要の流動性，間隙通過性，材料分離抵抗性，および構造

体コンクリートの性能が得られるように定め，工事監理者の承認を受ける． 

b. 調合管理強度は，5.3で算出される調合管理強度と，所要の材料分離抵抗性（ワーカビ

リティー）が得られる水セメント比または水結合材比に対応する圧縮強度から(15.1)

式によって算出される強度のうち，大きい方の値とする． 

 

 FFm=Fw－ KσF (N/mm2)  (15.1) 

 

 ここに， 

  FFm : 高流動コンクリートの調合管理強度(N/mm2)  

   Fw : 所要の材料分離抵抗性（ワーカビリティー）を得るための水セメント比または水

結合材比に対応する圧縮強度(N/mm2)  
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  σF : 高流動コンクリートの圧縮強度の標準偏差(N/mm2) 

   K: 調合管理強度に対するばらつきを考慮した正規偏差 

 

c. スランプフローは，特記による．特記のない場合は，45cm，50cm，55cm，60cm または

65cmのいずれかとし，工事監理者の承認を受ける． 

d. 空気量は，特記による．特記のない場合は 4.5%とする． 

e. フレッシュコンクリートが所要の材料分離抵抗性を有するように水粉体比の上限値を

定め，かつ構造体コンクリートにおいて所定の性能が得られるように水結合材比の上

限値を定めて，工事監理者の承認を受ける． 

f.  単位粗骨材かさ容積は，0.500m3/m3以上とする． 

 

15.6 発注・製造 

a. コンクリートの製造は，レディーミクストコンクリート工場に発注する． 

b. レディーミクストコンクリート工場は，原則として JIS A 5308（レディーミクストコ

ンクリート）の区分「普通コンクリート」におけるスランプフロー45，50，55 または

60cmの製品認証を受けている工場，または建築基準法第 37条第二号によって国土交通

大臣が指定建築材料として認定した高流動コンクリートの製造工場とする．ただし，こ

れらの認証・認定がない場合は，品質管理能力に優れ，所要の品質の高流動コンクリー

トを安定して製造・供給できる工場を選定し，工事監理者の承認を受ける． 

c. 施工者は，高流動コンクリートの発注にあたって，JIS A 5308の規定に適合するレデ

ィーミクストコンクリート，または国土交通大臣が認定した指定建築材料であること

を確認し，下記のうちの必要な指定事項について，生産者と協議の上，指定する． 

（1）セメントの種類および品質 

（2）骨材の種類および品質 

（3）混和材料の種類および品質 

（4）コンクリートの調合 

① スランプフロー 

② 空気量 

③ 高流動コンクリートの調合管理強度 

④ 水セメント比または水結合材比 

⑤ 単位水量 

⑥ 単位結合材量または単位セメント量 

⑦ 混和材の使用量 

⑧ 単位粗骨材かさ容積 

⑨ 混和剤（コンクリート用化学混和剤および増粘剤）の使用量 

（5）練混ぜ方法（材料の投入順序，練混ぜ時間および練混ぜ量） 
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（6）レディーミクストコンクリートの受入検査方法 

d. トラックアジテータドラム内の付着モルタルは，使用しない． 

f. コンクリートの受入れ後に混和剤をあと添加して高流動コンクリートとする場合は，

16 節による． 

 

15.7 施   工 

a. 高流動コンクリートを用いるコンクリート工事に際して，一般のコンクリート工事に

対する施工計画のほかに，次の事項について施工計画を定める． 

（1）運搬・打込み・仕上げの方法および使用機器の種類と数量 

（2）運搬・打込み・仕上げの労務の組織 

（3）打込み区画および打込み順序 

（4）打継ぎ部の位置・形状および打継ぎの方法 

b. コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間の限度は，原則として 120分とする．

ただし，試し練りや試験施工により性状を確認した場合はこの限りではない． 

c. 高流動コンクリートの打込みにおいては，水平流動による材料分離が生じないように

打込み箇所を移動する． 

d. 打込み区画に用いる仕切材は，ペーストの流出が少なく，かつ，側圧などによる破壊や

過大な変形が生じないものとする． 

e. コンクリートの吹出し部分には，あらかじめ押さえのふたをしておく． 

f. 自由落下高さは，コンクリートが分離しない範囲とする． 

g. コンクリートを自己充填できる部位を除き，コンクリート用内部振動機，外部振動機，

その他の機具を用いて，コンクリートの充填を補助する程度の締固めを行って打ち込

む．ただし，材料分離を生じさせるような過度の締固めを行ってはならない． 

h. 型枠設計用のコンクリートの側圧は，9.7 による.  

i. 型枠は，セメントペーストまたはモルタルを継目などから漏出させないように緊密に

組み立てる． 

 

15.8 品質管理・検査 

a. 受入れ時における使用するコンクリートの検査は，11.5 による．ただし，スランプの

代わりにスランプフローに対する試験を行うこととする． 

b. 構造体コンクリートの圧縮強度の検査は，11節による．ただし，表 11.9 または表 11.10

における Fmは，5.3で算出される調合管理強度とする．また，調合管理強度が (15.1) 

式により定められた場合は，工事監理者の承認を得て，構造体コンクリートの圧縮強度

の検査は，使用するコンクリートの圧縮強度の検査によって代用することができる. 

c. コンクリートの受入れ後に混和材料を添加して高流動コンクリートとする場合のベー

スコンクリートの品質管理および検査は，16.8aによる． 
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16節 流動化コンクリート 

 

16.1 総   則 

本節は，流動化コンクリートを用いるコンクリート工事に適用する．流動化コンクリート

の使用箇所は，特記による．特記されていない箇所に使用する場合は，工事監理者の承認を

受ける． 

 

16.2 施工計画 

 施工者は，工事開始前に材料，調合，流動化の方法，コンクリートの品質管理方法などを

定めて工事監理者の承認を受ける． 

 

16.3 品   質 

a. 流動化コンクリートのスランプまたはスランプフローは，打込み箇所別に特記による．

特記がなく，流動化後のスランプを 21cm 以下とする場合，ベースコンクリートのスラ

ンプおよび流動化コンクリートのスランプは，表 16.1に示す範囲で定め，工事監理者

の承認を受ける．特記がなく，流動化後のスランプフローを 45cm以上とする場合，ベ

ースコンクリートのスランプおよび流動化コンクリートのスランプフローは，表 16.2

に示す範囲で定め，工事監理者の承認を受ける．ただし，試し練りにより流動化後のコ

ンクリートが分離抵抗性を有することが確認できれば，工事監理者の承認を得て，調合

管理強度が 40N/mm2 未満の場合においても，流動化コンクリートのスランプフローを

60cm以下とすることができる． 

 

表 16.1 流動化コンクリートのスランプ（単位：cm） 

コンクリートの種類 ベースコンクリート 流動化コンクリート 

普通コンクリート 15 以下 21 以下 

軽量コンクリート 18 以下 21 以下 

    

表 16.2 流動化コンクリートのスランプフロー（単位：cm） 

調合管理強度 

(N/mm2) 

ベースコンクリートの 

スランプの目標値 

あと添加後の 

スランプフローの 

目標値 

40 以上 45 以下 

21 以下 

60 以下 

36 以上 40 未満 55 以下 

33 以上 36 未満 50 以下 

27 以上 33 未満 45 
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b. ベースコンクリートの単位水量は，185kg/m3以下とする． 

c. コンクリートの空気量は，特記による．特記のない場合は，流動化コンクリートにおい

て普通コンクリートでは 4.5％，軽量コンクリートでは 5.0％とする． 

 

16.4 材   料 

 流動化するための混和剤は，特記による．特記がない場合，スランプが 21cm以下の流動

化コンクリートでは，JIS A 6204（コンクリート用化学混和剤）に適合する高性能 AE減水

剤，高性能減水剤または流動化剤のうちから定め，工事監理者の承認を受ける．スランプフ

ローが 45cm以上の流動化コンクリートでは，JIS A 6204（コンクリート用化学混和剤）に

適合する高性能 AE減水剤，高性能減水剤または流動化剤のうちから定め，試し練りにより

所要の性能が得られることを確認し，工事監理者の承認を受ける． 

 

16.5 調   合 

a. コンクリートの計画調合は，流動化後において所要のワーカビリティー・強度・ヤング

係数・耐久性が得られ，かつ 3節に示すその他の規定を満足したものとする. 

b. 設計図書の内容，工事の条件などにあわせ，調合を定めるための調合条件を定め，レデ

ィーミクストコンクリート工場の調合設計者に計画調合の設計を依頼する． 

c. ベースコンクリートの水粉体比は，5.5による． 

d. 単位粉体量は，5.7による． 

e. 流動化コンクリートの計画調合を表す場合は，ベースコンクリートと流動化コンクリ

ートのスランプおよびスランプフローの組合せ，あと添加する混和剤の添加量を記載

する． 

 

16.6 発注・製造および受入れ 

a. 流動化の方法は，特記による．特記のない場合は，混和剤の添加時期，および流動化の

ための攪拌方式を定めて，工事監理者の承認を受ける． 

b. レディーミクストコンクリート工場は，所要の品質の流動化コンクリートが得られる

時間の限度内に，コンクリートを運搬できる工場とし，その選定は，6.2による． 

c. ベースコンクリートの発注は，6.3による． 

d. コンクリートの流動化は，次の（1）〜（5）による． 

（1）混和剤のあと添加および攪拌は，ベースコンクリートの受入れ後に工事現場で行うこ

とを原則とする． 

（2）液体の混和剤は，原液で使用する． 

（3）混和剤は，あらかじめ定めた所定量を一度に添加する． 

（4）混和剤は質量または容積で計量し，その計量差は，1回計量分の 3％以内とする． 

（5）粉体の流動化剤で一定量が袋詰めされているものは，工事監理者の承認を受けて，袋
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の数で計量することができる． 

 

16.7 運搬および打込み・締固め 

a. 流動化コンクリートの運搬は，施工条件を考慮して，コンクリートの品質変化が少なく，

材料分離の生じにくい方法で行う． 

b. ベースコンクリートの練混ぜから流動化コンクリートの打込み終了までの時間の限度

は，流動化からの経過時間を考慮して定め，工事監理者の承認を受ける． 

c. スランプが 21cm 以下の流動化コンクリートの打込み・締固めは，7.5 および 7.6 によ

る． 

d. スランプフローが 45cm 以上の流動化コンクリートの打込み・締固めは，15.7 による． 

 

16.8 品質管理・検査 

a. ベースコンクリートの受入れ時の検査，およびスランプが 21cm以下の流動化コンクリ

ートの品質管理は，11.5による. 

b. スランプフローが 45cm 以上の流動化コンクリートの品質管理・検査は，15.8 による． 

 

17節 高強度コンクリート 

 

17.1 総   則 

a. 本節は，設計基準強度が 48N/mm2を超える高強度コンクリートを使用する鉄筋コンクリ

ート工事に適用する．設計基準強度は，使用箇所別に特記による． 

b. 設計基準強度が 80N/mm2を超える高強度コンクリートの品質，材料，調合，製造，施工

および品質管理の方法は，信頼できる資料または試験により，設計が要求する構造体の

品質が得られることを確かめて定める． 

c. レディーミクストコンクリート工場および施工現場には，（公社）日本コンクリート工

学会が認定するコンクリート主任技士またはコンクリート技士，あるいは高強度コン

クリート技術に関してこれらと同等以上の知識経験を有すると認められる技術者(1)

が常駐していなければならない． 

[注](1)1級および 2級建築施工管理技士，一級建築士など 

 

17.2 施工計画 

 工事開始前に，高強度コンクリートの調合・製造計画，施工計画，品質管理計画書を作成

し，工事を遂行する体制を組織し，工事監理者の承認を受ける． 

 

17.3 品   質 

a. フレッシュコンクリートは，適度な流動性を有し，材料分離を生じることなく型枠内に
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確実に打ち込むことができるものとする．フレッシュコンクリートの流動性は，スラン

プフローで表し，荷卸し時のスランプフローは，特記による．特記がない場合は，設計

基準強度が 48N/mm2を超え，60N/mm2以下の場合は，スランプフロー60cm以下，60N/mm2

を超え，80N/mm2以下の場合は，スランプフロー60cm～65cmを標準として定める． 

b. 使用するコンクリートの強度は，調合強度を定めるための基準とする材齢において，調

合管理強度以上とする．調合強度を定めるための基準とする材齢は，特記による．特記

のない場合は 28 日とする． 

c. 構造体コンクリート強度は，構造体コンクリート強度を保証する材齢において，設計基

準強度以上とする．構造体コンクリート強度を保証する材齢は，特記による．特記のな

い場合は 91日とする． 

d. 構造体コンクリート強度は，標準養生した供試体の圧縮強度を基に合理的な方法で推

定した強度，または構造体温度養生した供試体の圧縮強度で表すものとし，次の（1）

または（2）を満足するものとする． 

（1）標準養生した供試体による場合，調合強度を定めるための基準とする材齢において調

合管理強度以上とする． 

（2）構造体温度養生した供試体による場合，構造体コンクリート強度を保証する材齢にお

いて設計基準強度に 3N/mm2を加えた値以上とする． 

e. 構造体コンクリートは，火災時において耐火上または構造耐力上有害と認められる変

形や破壊を生じないものとし，火災時の爆裂を抑制するための特別な措置が必要な場

合は，特記による． 

 

17.4 コンクリートの材料 

a. セメントの品質は，JIS R 5210（ポルトランドセメント）に規定する普通，中庸熱およ

び低熱ポルトランドセメント，JIS R 5211（高炉セメント）に規定する高炉セメント A

種および B種，JIS R 5213（フライアッシュセメント）に規定するフライアッシュセ

メント A種および B種，JASS 5M-701（高強度コンクリート用セメントの品質基準）に

規定する高強度コンクリート用セメントに適合するものとし，それ以外の種類のセメ

ントの品質は，特記による．セメントの種類は，使用箇所別に特記による． 

b. 骨材の種類および品質は，高強度コンクリートとして所定の圧縮強度およびヤング係

数が得られるものとし，特記による．特記のない場合，JIS A 5005（コンクリート用砕

石及び砕砂）に適合する砕石・砕砂または砂利・砂，JIS A 5011-1（コンクリート用ス

ラグ骨材―第 1 部：高炉スラグ骨材）に規定する高炉スラグ細骨材とし，工事監理者

の承認を受ける． 

c. 骨材は，JIS A 1145（骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）），または JIS A 

1146（骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法））によって無害と判定

されるものを使用する．ただし，高炉スラグ細骨材は，試験を必要としない． 
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d. 練混ぜ水は，4.4 による．ただし，回収水のうちスラッジ水は使用しない． 

e. 混和剤は，特記による．特記の無い場合，JIS A 6204（コンクリート用化学混和剤）に

適合するものとし，設計基準強度 60N/mm2以上の場合には，JASS 5M-702（高強度コン

クリート用混和剤の性能判定基準），または JASS 5M-702の附属書（100N/mm2以上の高

強度コンクリート用混和剤の選定基準（案））を満足するものとする． 

f. 混和材は，特記による．特記の無い場合，フライアッシュ，高炉スラグ微粉末，シリカ

フュームまたは火山ガラス微粉末を結合材の一部として使用する場合には，それぞれ

JIS A 6201（コンクリート用フライアッシュ），JIS A 6206（コンクリート用高炉スラ

グ微粉末）， JIS A 6207（コンクリート用シリカフューム）または JIS A 6209（コン

クリート用火山ガラス微粉末）に適合するものとする． 

g. 火災時の爆裂を抑制するための合成短繊維の種類は特記による．特記の無い場合，合成

短繊維を使用する場合には，信頼できる資料により品質基準値を定め，それを満足する

合成短繊維を選定し，工事監理者の承認を受ける． 

h. その他の材料を使用する場合は，適切な品質基準を定め，工事監理者の承認を受ける． 

 

17.5 調   合 

a. 計画調合は，17.3 に示す品質を満足し，設計が要求する構造体の性能が得られるよう

に，試し練りおよび施工試験によって定め，工事監理者の承認を受ける．試し練りは，

実機プラントを用いて実施し，施工試験は，実際の施工にできるだけ近い条件で行うも

のとする．ただし，十分な資料が得られている項目については，試験を省略することが

できる． 

b. 調合管理強度は，（17.1）式による． 

HFm=Fc+mSn（N/mm2） （17.1)   

ここに， 

HFm：高強度コンクリートの調合管理強度（N/mm2） 

Fc：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

mSn：高強度コンクリートの構造体強度補正値で，調合強度を定めるための基準とする

材齢（m日）における標準養生供試体の圧縮強度と構造体コンクリート強度を保

証する材齢（n 日）における圧縮強度との差（N/mm2）．ただし，mSn は 0（N/mm2）

以上の値とする． 

 

c. 調合強度は，調合強度を定めるための基準とする材齢における標準養生供試体の圧縮

強度で表すものとし，（17.2）式および（17.3）式を満足するように定める． 

 

HF ≧HFm+1.73σH （N/mm2） （17.2) 

HF ≧0.85HFm+3σH （N/mm2） （17.3) 
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ここに， 

HF：高強度コンクリートの調合強度（N/mm2） 

σH：高強度コンクリートの圧縮強度の標準偏差（N/mm2） 

 

d. 構造体強度補正値 mSnは，特記による．特記のない場合は，表 17.1に示す値を標準と

し，試験または信頼できる資料を基に定め，工事監理者の承認を受ける． 

 

表 17.1 高強度コンクリートの構造体強度補正値の標準値 

セメントの種類 
設計基準強度の範囲（N/mm2） 

mSn 48<Fc≦60 60<Fc≦80 

普通ポルトラン

ドセメント 
28S91 12 15 

中庸熱ポルトラ

ンドセメント 

28S91 5 6 

56S91 10 14 

低熱ポルトラン

ドセメント 

28S91 3 3 

56S91 10 14 

 

e. 圧縮強度の標準偏差 σH は，レディーミクストコンクリート工場の実績を基に定める．

実績がない場合は，0.1（Fc+mSn）とする． 

f. スランプまたはスランプフローは，特記による．特記のない場合は，17.3 a を満足す

るように定め，工事監理者の承認を受ける． 

g. 空気量は，特記による．特記のない場合は，設計が要求する構造体の性能が得られるよ

うに定め，工事監理者の承認を受ける． 

 

17.6 発注・製造 

a. コンクリートの製造は，原則としてレディーミクストコンクリート工場で行う．また，

工事現場で製造する場合は，レディーミクストコンクリート工場と同等の設備を設置

して行う． 

b. レディーミクストコンクリート工場は，品質管理能力が優れ，17.4 に規定する材料を

用いて，所要の品質の高強度コンクリートが安定して製造，供給できる工場を選定する．

また，JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）の区分「高強度コンクリート」の

製品認証を受けているか，建築基準法第 37条第二号によって国土交通大臣が指定建築

材料として認定した高強度コンクリートの製造工場とする． 

c. コンクリートの発注にあたって，JIS A 5308の区分「高強度コンクリート」の規定も

しくは国土交通大臣が認定した指定建築材料に適合することを確認して発注品を選択

し，次の事項について生産者と協議する．ただし，トラックアジテータドラム内の付着

モルタルは，使用しない． 
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（1）セメントまたは結合材の種類および品質 

（2）骨材の種類および品質 

（3）混和材料の種類および品質 

（4）合成短繊維またはその他の材料の種類および品質 

（5）調合管理強度およびそれを保証する材齢 

（6）練混ぜ方法 

（7）運搬方法，運搬経路，運搬時間 

（8）受入検査方法 

d. JIS A 5308の規定もしくは国土交通大臣が認定した指定建築材料の製造に関する社内

規格の製造マニュアルに従って品質管理を行っていることを確認する．また，必要に

応じて，生産者から品質管理試験結果を提示させる． 

 

17.7 運   搬 

a. コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間は，原則として 120分を限度とする．

ただし，試験または信頼できる資料によりコンクリートの品質を確認した場合は，この

限りではない． 

b. 現場内の運搬機器は，コンクリートの品質の変化ができるだけ小さいものを選定する． 

 

17.8 打込み・締固め 

a. コンクリートの打込み方法は，鉛直部材と水平部材の分離打ち，または鉛直部材と水平

部材の一体打ちとする．一体打ちの場合は，梁下で一旦打ち止め，柱または壁に打ち込

んだコンクリートの沈降が終了した後に，梁・床のコンクリートを打ち込み，十分な一

体性を確保するものとする． 

b. コンクリートの締固めは，コンクリートのワーカビリティーや配筋状況などを考慮し，

振動機の挿入位置・間隔・挿入時間などの標準を定め，締固め不足がないように入念に

行う． 

 

17.9 打 継 ぎ 

a. 打継ぎ部の位置・形状は，特記による．特記のない場合は，構造的に影響の小さい位置

を選び，また，耐久性の低下につながらないようにする． 

b. 打継ぎ部は，打継ぎ処理を行い，打込み前に十分な水湿しを行う． 

c. 打止め箇所は，モルタルが漏れないように処理する． 

 

17.10 上面仕上げ 

a. コンクリート上面の仕上げは，仕上げの時期，作業要領を定めて行う． 

b. コンクリート上面の仕上がり状態および平たんさは，特記による． 
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17.11 養   生 

a. 打込み上面は，打込み終了後，プラスチック収縮ひび割れの発生を防止するための措置

を施す． 

b. 打込み後の湿潤養生の期間は，セメントの種類および設計基準強度に応じて表 17.2に

示す値とする．ただし，これ以外のセメントを使用する場合や高炉スラグ微粉末などの

混和材を使用する場合は，試験または信頼できる資料によって必要な湿潤養生の期間

を定める． 

 

表 17.2 高強度コンクリートの湿潤養生期間 

設計基準強度（N/mm2） 

セメントの種類 
48<Fc≦80 

普通ポルトランドセメント 

中庸熱ポルトランドセメント 
3 日以上 

低熱ポルトランドセメント 4 日以上 

 

c. コンクリート部分の厚さが 18cm以上の部材において，普通および中庸熱ポルトランド

セメントを用いる場合は，上記 b. の湿潤養生期間の終了以前であっても，コンクリー

トの圧縮強度*が 15N/mm2 以上に達したことを確認すれば，以降の湿潤養生を打ち切る

ことができる． 

[注]* JASS 5 T-603 による．養生方法は，現場封かん養生とする． 

d. 17.12に定めるせき板の存置期間後，上記 b.に示す日数前にせき板を取り外す場合は，

その日数の間，養生シートや散水によりコンクリート面を湿潤に保たなければならな

い． 

 

17.12 型   枠 

a. 型枠の材料，設計および組立ては，9節による． 

b. せき板の存置期間は，コンクリートの圧縮強度が 10N/mm2以上に達したことが確認され

るまでとする． 

 

17.13 鉄筋の加工および組立て 

a. 鉄筋の種類および径は，特記による． 

b. 鉄筋は，JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）に適合するものを用いる． 

c. 降伏点が SD490以下の鉄筋の加工および組立ては，10節による． 

d. 降伏点が SD490を超える高強度鉄筋および 10節に規定されていない種類・径の鉄筋を

用いる場合は，特記による． 

e. 鉄筋の継手の位置および方法は，特記による． 
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17.14 品質管理・検査 

a. 使用材料の品質管理および検査は，11 節による．骨材については，アルカリシリカ反

応抑制対策として，無害と判定される骨材を使用することを原則とし，その品質管理・

検査は，（1）〜（3）のいずれかの書類によって確認するものとする． 

（1）レディーミクストコンクリート工場の試験成績書 

（2）レディーミクストコンクリート工場が公平であり，妥当な試験のデータおよび結果を

出す十分な能力を持つ第三者試験機関に依頼した試験成績書 

（3）JISマーク品の場合，骨材製造会社による試験成績書 

b. 荷卸し時のフレッシュコンクリートの検査は，使用するコンクリートおよび構造体コ

ンクリートの圧縮強度試験用供試体の採取時に行い，その判定基準は 11節による．た

だし，スランプフローの許容差は，目標スランプフローが 50cm 以下の時は±7.5cm，

50cmを超える時は±10cm とする． 

c. 使用するコンクリートの圧縮強度の検査は，打込み日かつ 300m3ごとに検査ロットを構

成して行う．1 検査ロットにおける試験回数は，3回とする．検査は，適当に間隔をあ

けた任意の 3 台のトラックアジテータから採取した合計 9 個の供試体による試験結果

を用いて行い，供試体の養生方法は，標準養生とする． 

d. 構造体コンクリートの圧縮強度の検査は，打込み日，打込み工区，かつ 300m3ごとに検

査を行う．検査には，適当な間隔をあけた任意の 3台のトラックアジテータから採取し

た合計 9 個の供試体を用いる．検査に用いる供試体の養生方法は，標準養生または構造

体温度養生とする． 

e. 使用するコンクリートおよび構造体コンクリートの圧縮強度の判定は，任意の 1 台の

トラックアジテータから採取した 3 個の供試体の試験結果を 1 回とし，合計 9 個の供

試体による 3回の試験結果をもとに行う．使用するコンクリートの圧縮強度の判定は，

調合強度を定めるための基準とする材齢において，3回の試験結果の最小値が調合管理

強度の 85％以上，かつ 3 回の試験結果の平均値が調合管理強度以上であれば合格とす

る．構造体コンクリートの圧縮強度の判定は，標準養生した供試体を用いる場合，調合

強度を定めるための基準とする材齢において，3回の試験結果の平均値が調合管理強度

以上であれば合格とし，構造体温度養生した供試体を用いる場合は，91 日以内の材齢

において，圧縮強度の平均値から 3N/mm2 を差し引いた値が設計基準強度以上であれば

合格とする． 

f. 構造体コンクリートの圧縮強度の判定を標準養生した供試体で行い，使用するコンク

リートの検査ロットの構成を構造体コンクリートと同じにした場合は，使用するコン

クリートの圧縮強度の判定に構造体コンクリートの試験結果を用いることができる． 

g. 1 日の打込み量が 30m3 以下の場合は，使用するコンクリートおよび構造体コンクリー

トの圧縮強度の検査は，c.～f.によらなくてもよい． 

h. 圧縮強度の検査に用いる供試体には，採取後ただちに，水分の逸散防止対策やその後に
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実施する養生と同一の温度条件となるような初期養生対策を実施する． 

 

18節 鋼管充填コンクリート 

 

18.1 総   則 

a. 本節は，コンクリート充填鋼管造の柱（以下，CFT柱という）に用いる鋼管充填コンク

リートの調合，品質および施工に適用する．鋼管充填コンクリートの適用箇所は，特記

による． 

b. 鋼管充填コンクリートの施工は，圧入工法および落し込み工法によって行う． 

 

18.2 施工計画 

 施工者は，鋼管充填コンクリートの施工に先立ち，設計者と必要な事項を協議し，施工計

画書および品質管理計画書を作成して，工事監理者の承認を受ける． 

 

18.3 品   質 

a. 本節は，設計基準強度が 24N/mm2 以上，60N/mm2 以下のコンクリートを使用する鋼管充

填コンクリート工事に適用する．設計基準強度は，使用箇所別に特記による． 

b. 鋼管充填コンクリート工事に使用するコンクリートの品質，材料，調合，製造，施工お

よび品質管理の方法は，信頼できる資料または試験により，設計が要求する構造体の品

質が得られることを確かめて定める． 

c. フレッシュコンクリートの流動性は，スランプフローまたはスランプで表し，コンクリ

ートを鋼管内に密実に充填できるような流動性および材料分離抵抗性が得られるよう

に定める． 

d. フレッシュコンクリートの材料分離抵抗性は，荷卸し時の目視，もしくは，スランプフ

ローまたはスランプ試験後のコンクリートの状態で評価し，試験後のコンクリートの

中央部に粗骨材が偏在しておらず，周辺部にペーストや遊離した水が偏在していない

こととする． 

e. フレッシュコンクリートのブリーディング量は，特記による．特記がない場合は

0.1cm3/cm2以下とする． 

f. フレッシュコンクリートの沈降量の試験方法およびその値は，特記による．特記がない

場合は JASS 5 T-503（コンクリートの沈降量試験方法）によって試験し，その値は 2.0mm

以下とする． 

 

18.4 材   料 

 鋼管充填コンクリートに用いる材料は，15 節および 17節による． 
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18.5 調   合 

a. 計画調合は，18.3 に示す品質を満足し，設計が要求する構造体の性能が得られるよう

に，試し練りおよび試験施工によって定め，工事監理者の承認を受ける．試し練りは実

機プラントを用いて実施し，施工試験は，実際の施工にできるだけ近い条件で行うもの

とする．ただし，十分な資料が得られている品質項目については，試験を省略すること

ができる． 

b. 調合管理強度は，(18.1）式によって求める． 

 

TFm≧Fc＋mSCn (N/mm2）（18.1) 

 ここに， Fc：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 

mSCn：鋼管充填コンクリートの構造体強度補正値（N/mm2）ただし，mSCnは 0以上

とする． 

 

c. 鋼管充填コンクリートの構造体強度補正値 mSCn は，ダイアフラム近傍での強度の変動

を考慮して定める． 

d. スランプフローまたはスランプは，特記による．特記のない場合は，スランプフローを

55cm以上，65cm 以下の範囲で定め，工事監理者の承認を受ける． 

e. 空気量は，特記による．特記のない場合は，目標空気量を 1.0％以上 4.5％以下の範囲

で定め，工事監理者の承認を受ける． 

f. 水結合材比または水セメント比は，調合管理強度が得られるように定める． 

g. 単位水量は 175kg/m3 以下とする．ただし，鋼管の形状や選定した材料の特性などによ

って必要な流動性が得られない場合は，材料分離抵抗性，その他所要の品質が得られる

ことを確かめて，185kg/m3以下とすることができる． 

 

18.6 製   造 

a. 鋼管充填コンクリートの製造は，原則としてレディーミクストコンクリート工場で行

う． 

b. 鋼管に充填するコンクリートは，JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）に適合

するものまたは建築基準法第 37 条第二号によって国土交通大臣が認定したものとし，

これを出荷できる工場を選定する．ただし，混和剤をあと添加する高流動コンクリート

を使用する場合は，16節による． 

c. 圧入工法によって施工する場合は，連続して圧入ができるようにコンクリートを安定

供給できる工場を選定する． 

d. レディーミクストコンクリート工場の選定，コンクリートの発注・製造・運搬，受入れ

および品質管理は，16節および 17節に準じて行う． 
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18.7 鋼   管 

a. コンクリートの圧入口は，鋼管のシーム（継ぎ目）部には設けてはならない．圧入口に

は，必要に応じて補強を行う．また，圧入口の補強は，原則として鋼管の製作段階で行

う． 

b. 鋼管の圧入口には，必要に応じて誘導管を用いる． 

c. 鋼管内に充填したコンクリートの逆流を防ぐため，鋼管の圧入口には有効な遮断装置

を取り付ける． 

 

18.8 コンクリートの施工 

a. 圧入工法によって施工する場合は，下記（1）～（5）による． 

（1）圧入によるコンクリートの充填施工が中断することなく連続して行えるよう，使用す

るコンクリートポンプなどの建設機械の配置，配管の経路，トラックアジテータの配置，

コンクリートの受入れおよびトラックアジテータの配車を計画する． 

（2）1 回にコンクリートを打ち込む高さは，鋼管柱に過度の応力や変形を生じさせること

なく，かつコンクリートの所要の品質が確保できる範囲とする． 

（3）コンクリートの打継ぎ位置は，鋼管の溶接熱の影響を受けない位置に設定するととも

に，鋼管内に残留した溜まり水が容易に排出されるよう打継ぎ位置の近傍に水抜き孔

を設ける． 

（4）コンクリートの圧送に先んじて用いる先送り用のモルタルなどは，鋼管内に打ち込ま

ずに破棄するとともに，適切な方法で処理できるよう計画する．また，先送り用のモル

タルを用いた場合には，モルタルから充填するコンクリートに完全に切り替わったこ

とを確認する． 

（5）コンクリート圧入時の充填速度は，鋼管やダイアフラムの形状などを考慮して設定す

る． 

b. 落し込み工法によって施工する場合は，下記（1）～（4）による． 

（1）トレミー管またはフレキシブルホースなどを用いて，コンクリートが分離することな

く，かつ空気の巻込みが少なくなるよう打ち込む． 

（2）1 回にコンクリートを打ち込む高さは，鋼管に過度の応力や変形を生じさせることな

く，コンクリートの所要の品質が確保できる範囲とする． 

（3）打込み当初のコンクリートの自由落下高さは 1m以内とし，コンクリートを分離させな

いようにする． 

（4）打込み中は，トレミー管やフレキシブルホースなどの先端部が常にコンクリート中に

入った状態にする．なお，打込み中に充填不良が懸念される場合は，必要に応じて振動

機によって締固めを行う． 

ｃ. コンクリートの打上がり速度は，1m/分以下とする． 
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18.9 品質管理・検査 

a. 荷卸し地点におけるフレッシュコンクリートおよび圧縮強度の品質管理・検査は，18.6

において生産者と協議して定めた検査方法によるほか，11節による． 

b. スランプフローまたはスランプの許容値は，上限値が材料分離を生じない範囲で，下限

値が鋼管内に密実に充填できる範囲にあるものとして定め，工事監理者の承認を受け

る． 

c. 使用するコンクリートおよび構造体コンクリートの圧縮強度の検査は，設計基準強度

が 48N/mm2以下の場合は 11節に，48N/mm2を超える場合は，17節による．  

 

19節 プレストレストコンクリート 

 

19.1 総   則 

a．本節は，現場施工のプレストレストコンクリート工事ならびに工場で製造するプレスト

レストコンクリート部材の製造およびその部材の取付け工事に適用する． 

b．プレストレスの導入方式は，現場施工の場合はポストテンション方式とし，工場で製造

するプレストレストコンクリート部材の場合はプレテンション方式またはポストテン

ション方式とする． 

c．プレストレストコンクリートの適用箇所およびプレストレスの導入方式は，特記による． 

 

19.2 施工計画 

a．施工者は，工事開始前に設計図書に基づいて施工図および施工計画書を作成して，工事

監理者の承認を受ける． 

b．工場で製造するプレストレストコンクリート部材による場合は，施工者は，工事開始前

に部材製造者と協議して設計図書に基づく部材の部材製作図および製造計画書を作成

し，工事監理者の承認を受ける． 

 

19.3 品   質 

a．コンクリートの設計基準強度は，ブレテンション方式の場合は 35N/mm2 以上，ポストテ

ンション方式の場合は 24N/mm2以上とし，特記による． 

b．プレストレス導入時の構造体コンクリート強度は，所定の強度以上とし，工事監理者の

承認を受ける． 

c．コンクリートに含まれる塩化物量は，プレテンション部材では塩化物イオン量として

0.20 kg/m3以下，ポストテンション部材では 0.30kg/m3以下とする． 

d．コンクリートの荷卸し時のスランプは，3.4 による．流動化コンクリートの場合は 16.3

による． 

e．ポストテンション部材の PCグラウトの水セメント比は，45%以下，塩化物量は，塩化物
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イオン（Cl－）量としてセメント質量の 0.08%以下とする．ただし，計画供用期間の級

が長期または超長期の場合は，塩化物イオン（Cl－）量としてセメント質量の 0.04%以

下とする． 

f．プレストレスを導入する部分に使用する目地モルタルまたは目地コンクリートの材齢 28

日の圧縮強度は，特記による．特記のない場合は，これに接する部材コンクリートの設

計基準強度以上とする． 

 

19.4 コンクリート・PCグラウトおよび目地モルタルの材料 

a．セメントは，4.2 による． 

b．骨材は，4.3による ただし，プレテンション部材に用いる細骨材の塩化物（NaCl）量は，

0.02%以下とする． 

c．粗骨材の最大寸法は，特記による．特記のない場合は，部材断面の形状・寸法および PC

鋼材またはシースのあきを考慮して定め，工事監理者の承認を受ける． 

d．混和材およびその他の材料は，PC 鋼材を病食させたり，シースや PC 鋼材との付着を低

下させたりするおそれのないものとし，特記による．特記のない場合は，次の（1），（2）

によって定め，工事監理者の承認を受ける． 

（1） 化学混和剤は，JIS A 6204（コンクリート用化学混和剤）に規定する塩化物イオ

ン（Cl）量による区分で I種に適合するものとする． 

（2） その他の混和材および材料は 4.5による． 

 

19.5  PC鋼材・鉄筋・シースおよび PC鋼材の定着装置 

a．PC鋼線および PC鋼より線は，JIS G 3536（PC鋼線及び PC鋼より線）に適合するもの，

PC鋼棒および細径異形 PC鋼棒は， JIS G 3109（PC鋼棒）および JIS G 3137（細径異

形 PC鋼棒）に適合するものとする．JIS G 3536，JIS G 3109および JIS G 3137に規定

されていない PC 鋼材を用いる場合は，建築基準法第 37条第二号に基づく指定建築材料

として国土交通大臣が認定したものを用いる． 

b．鉄筋は，JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）に適合するものとする． 

c．溶接金網は，JIS G 3551（溶接金網及び鉄筋格子）に規定する金網のうち，素線の径が

4mm以上のものとする． 

d．シースは，コンクリートの打込みによる変形やシース内にセメントペーストが入り込ま

ないものとし，その品質・形状・寸法は，特記による．特記のない場合は，工事監理者

の承認を受ける． 

e．ポストテンション方式における PC鋼材の定着装置および接続具は，本会「プレストレス

トコンクリート設計施工規準・同解説」13 条の規定を満たすものとし，設計図および特

記による． 
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19.6 調   合 

a．コンクリートの調合管理強度は，設計基準強度が 48N/mm2以下の場合は 5.2に，48N/mm2

を超える場合は 17.5 によるほか，プレストレス導入時に所定の圧縮強度が得られるよ

うに定める． 

b．コンクリートのスランプは，19.3dによる．  

c．PCグラウトの調合は，所要の流動性および材料分離抵抗性を有し，収縮が小さく，所要

の圧縮強度が得られるように定めて工事監理者の承認を受ける． 

 

19.7 型   枠 

a．型枠は，プレストレス導入時のコンクリートのひずみを拘束しないような構造とする． 

b．型枠の取外しおよび支柱の盛替えは，特記または工事監理者の指示による ただし，プレ

ストレスを与える梁・床スラブまたは屋根スラブの型枠の支柱は，その部材の構造耐力

上必要なプレストレスの導入が完了するまで，取外しおよび盛替えをしてはならない． 

 

19.8  PC鋼材の取扱いおよび加工・組立て 

a．PC鋼材は，直接地上に置かず，雨水等がかからないように倉庫内または適切な覆いをし

て貯蔵する． 

b．PC 鋼線および PC 鋼より線をコイル状に巻いて貯蔵する場合のコイルの巻き径は，巻き

ぐせや遅れ破壊を生じないように定める． 

c．PC鋼棒のねじ部は，保護シースをかぶせ，その品質を損なわないよう，特に注意して取

り扱う 

d．アンボンドおよびプレグラウトの PC鋼材のシースは，運搬・組立て中に破損しないよう

に取り扱う．破損した場合は，ただちに適切な補修を施す． 

e．PC鋼材に曲げぐせをつける場合は，工事監理者の承認を受けて品質を損なわないような

方法で行う． 

f．工事現場において PC鋼材の加工・組立てを行う場合，加熱または溶接を行ってはならな

い． 

g．プレストレス導入後，PC鋼材の余長を切断する場合には，ガス切断または工法で指定さ

れたカッターによる切断とする．切断位置は，定着具の面より PC 鋼材の公称直径の 15

倍以上離さなければならない． 

 

19.9  PC鋼材の配置 

a．PC 鋼材は，設計図に従って所定の位置に正しく配置し， コンクリートの打込み時に位

置が移動しないように堅固に組み立てる． 

b．PC鋼材に対するコンクリートの設計かぶり厚さは，特記および設計図による．特記およ

び設計図に指示のない場合は，次の（1），（2）によって定め，工事監理者の承認を受け

ー79ー



る． 

（1） 設計かぶり厚さは，耐力壁・柱・梁の土に接しない部分は 60mm 以上，非耐力壁・

スラブについては 45mm以上とし，直接土に接する部分は 70mm 以上とする． 

（2） 構造上軽微な部材または交換可能なプレテンション二次部材で，単線，2 本より

線または異形 3 本より線を多数分散配置する場合の設計かぶり厚さは 30mm 以上，

その他の鋼材を配置する場合は 35mm 以上とする． 

ｃ．プレテンション方式の PC 鋼材は，部材端部における PC 鋼材間のあきが原則として公

称直径の 3倍以上で，かつ粗骨材最大寸法の 1.25倍以上となるように配置する． 

d．ポストテンション方式の PC鋼材は，シース相互のあきが 30mm以上で，粗骨材最大寸法

の 125倍以上となるように配置する．ただし，コンクリートを十分締め固めることがで

き，シースが押しつぶされるおそれのない場合には，工事監理者の承認を受けてシース

を接触して配置することができる． 

e．ポストテンション方式における部材端部の定着装置の配置は，正法によって安全が確か

められている方法によって配置する． 

f．コンクリート打込み前に，PC 鋼材の配置などについては，工事監理者の検査を受ける． 

 

19.10 コンクリートの打込み・締固め 

コンクリートの打込み・締回めは，シースおよび PC鋼材に損傷を与えたり，移動させな

いように行う． 

 

19.11 プレストレスの導入 

a．プレストレスの導入時期・導入順序および作業緊張力は，特記による． 

b．プレストレス導入時のコンクリートの圧縮強度は，次の（1）～（3）の各項の値以上と

し，特記による． 

（1）プレストレス導入直後の最大圧縮あ応力度の 1.7倍 

（2）プレテンション方式の場合は 30N/mm2，ポストテンション方式の場合は 20N/mm2 

（3）適用工法で定められている値 

 

19.12 PCグラウトの注入 

PCグラウトの注入は，PC鋼材の緊張作業終了後なるべく早期に行い，PC鋼材を完全に包

み，かつ PC鋼材配置孔に空隙が生じないように充填する． 

 

19.13 定着具および部材端面の保護 

PC 鋼材の定着具および部材端面は，供用時に破損や腐食を生じないように保護しなけれ

ばならない． 
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19.14 品質管理・検査 

a．PC鋼材の検査項目および判定基準は，PC鋼棒は JIS G 3109，細径異形 PC鋼棒は JIS G 

3137，PC鋼線および PC鋼より線は JIS G 3536による． 

b．プレストレス導入時の部材コンクリートの圧縮強度の確認は，部材に打ち込まれるコン

クリートから試料を採取してつくった円柱供試体を現場水中養生または現場封かん養

生したもので行う．1回の試験には 3個の供試体を用いるものとし，判定は 19.11 bに

よる．試験の回数は，特記による． 

c．プレストレスの導入応力の管理は，施工計画書の緊張計算書に基づいて行う．PC鋼材に

与える引張力は，荷重計の示度および PC 鋼材の伸びを測定して確認し，伸びの測定値

と計算値との差は，5%を標準として管理する． 

d．屋外面の PC 鋼材のかぶり厚さの検査は，表 11.8 による．ただし，最小かぶり厚さは，

19.9の設計かぶり厚さから 10mmを差し引いた値とする． 

e．使用するコンクリートおよび構造体コンクリートの検査は，設計基準強度が 48N/mm2 以

下の場合は 11節に，48N/mm2を超える場合は 17節による． 

 

20節 プレキャスト複合コンクリート 

 

20.1 総   則 

本節は，プレキャスト鉄筋コンクリート半部材（以下，ハーフプレキャスト部材という）

と現場打ちコンクリートからなるプレキャスト複合コンクリートを用いる鉄筋コンクリー

ト工事に適用する．プレキャスト複合コンクリートの適用箇所は，特記による． 

 

20.2 施工計画 

施工者は，工事開始前に，ハーフプレキャスト部材の製造計画を含むプレキャスト複合コ

ンクリート工事の施工計画および品質管理計画を定めて，工事監理者の承認を受ける． 

 

20.3 品   質 

ａ．プレキャスト複合コンクリートの設計基準強度は 60N/mm2以下とし，特記による． 

ｂ．ハーフプレキャスト部材は，所要の寸法精度および仕上がり状態を満足するものでなけ

ればならない． 

ｃ．ハーフプレキャスト部材のコンクリートの種類，品質は，特記による．特記のない場合

は，プレキャスト複合コンクリートとしての性能を満足するように定め，工事監理者の

承認を受ける． 

ｄ．ハーフプレキャスト部材のコンクリートの設計基準強度は，プレキャスト複合コンクリ

ートの設計基準強度以上とし，特記による．特記のない場合は，プレキャスト複合コン

クリートの設計基準強度以上の値として定め，工事監理者の承認を受ける． 
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ｅ．現場打ちコンクリートの種類，品質は，特記による．特記のない場合は，プレキャスト

複合コンクリートとしての所要の性能を満足するように定め，工事監理者の承認を受け

る． 

ｆ．現場打ちコンクリートの設計基準強度は，プレキャスト複合コンクリートの設計基準強

度以上とし，特記による．特記のない場合は，プレキャスト複合コンクリートの設計基

準強度以上の値として定め，工事監理者の承認を受ける． 

ｇ．現場打ちコンクリートのスランプまたはスランプフローは，特記による．特記のない場

合は，ハーフプレキャスト部材間，あるいはハーフプレキャスト部材と型枠で囲まれた

空間内の隅々にまで密実に打ち込むことができるような値として定め，工事監理者の承

認を受ける． 

ｈ．プレキャスト複合コンクリート部材のかぶり厚さは，表 3.3に示す最小かぶり厚さ以上

でなければならない． 

ｉ．ハーフプレキャスト部材と現場打ちコンクリートとは，十分な一体性が確保されていな

ければならない．ハーフプレキャスト部材と現場打ちコンクリートとの一体性確保の方

法は，特記による．特記のない場合は，適切な方法を定め，工事監理者の承認を受ける． 

 

20.4 ハーフプレキャスト部材の製造・受入れ・組立て・接合・支保工工事 

ａ．ハーフプレキャスト部材の製造は，特記による．特記のない場合は，JASS 10による． 

ｂ．ハーフプレキャスト部材の受入れにあたっては，部材名称および製造工場の検査済の表

示の有無を確認する．運搬中に生じた破損・変形などがある部材は受け入れない． 

ｃ．ハーフプレキャスト部材を現場に仮置きするときは，架台を設け，部材に有害なひび割

れ・破損・汚れが生じないようにする． 

 

ｄ．ハーフプレキャスト部材の組立ては，施工計画書に基づき，構造および仕上がりの品質

が碓保できるように行う． 

e．ハーフプレキャスト部材の鉄筋および鋼材の接合は，JASS 10による． 

f．ハーフプレキャスト部材は，現場打ちコンクリートの打込み時に有害な変形，ひび割れ，

破損および移動がないように支保工，その他の材料で十分支持する． 

 

20.5 現場打ちコンクリート部分の型枠工事 

ａ．現場打ちコンクリート部分の型枠工事は特記によるほか，9節による． 

ｂ．ハーフプレキャスト部材と現場打ちコンクリート部分とが同一面上で連続する場合は，

その仕上がりが所要の平たんさを満足するように型枠を組み立てる． 

 

20.6 現場打ちコンクリート部分の鉄筋工事 

ａ．現場打ちコンクリート部分の鉄筋の組立ては特記によるほか，10節による． 
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ｂ．現場打ちコンクリート部分の鉄筋とハーフプレキャスト部材とのあきは，現場打ちコン

クリートの粗骨材の最大寸法を考慮して定めた所要の寸法以上とする．  

ｃ．ハーフプレキャスト部材間およびハーフプレキャスト部材と周辺の部材との接合部に

は，必要に応じて補強筋を配置する． 

ｄ．先組み鉄筋をハーフプレキャスト部材の近傍に配筋する場合は，かぶり厚さやあきを十

分に確保する． 

 

20.7 現場打ちコンクリートの発注・製造および受入れ 

現場打ちコンクリートの発注，製造および受入れは，6節による． 

 

20.8 現場打ちコンクリートの打込み・締固めおよび養生 

ａ．現場打ちコンクリートの打込みに先立ち，打込み場所を清掃して異物を取り除き，ハー

フプレキャスト部材の接合面，せき板の表面およびコンクリートの打継ぎ部分に散水し

て湿潤状態にする． 

ｂ．現場打ちコンクリートの打込みは，ハーフプレキャスト部材間およびハーフプレキャス

ト部材と型枠との間の隅々にまでコンクリートが充填され，密実なコンクリートが得ら

れるように行う． 

ｃ．現場打ちコンクリートの打込みは，ハーフプレキャスト部材に有害な変形，ひび割れ，

破損および移動が生じないように行う． 

ｄ．打込み終了直後からのコンクリートの養生は，8節による． 

 

20.9 品質管理・検査 

ａ．ハーフプレキャスト部材の品質管理・検査は，JASS 10による． 

ｂ．現場打ちコンクリートの品質管理・検査は，設計基準強度が 48N/mm2以下の場合は 11節

に，48N/mm2を超える場合は 17節による． 

ｃ．ハーフプレキャスト部材と現場打ちコンクリートの一体性の確認方法は，特記による． 
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