
 

21節 マスコンクリート 

 

21.1 総   則 

ａ．本節は，マスコンクリート工事に適用する．マスコンクリートの適用箇所は，特記によ

る． 

ｂ．マスコンクリートの温度ひび割れの制御方法は，特記による．特記のない場合，施工者

は，適切な制御方法を定めて工事監理者の承認を受ける． 

 

21.2 施工計画 

施工者は，工事開始前に，構造体コンクリートの設計要求性能を満足するように，温度ひ

び割れの制御方法，材料，調合，発注・製造・受入れ，打込み，養生などの施工計画および

品質管理計画を定めて，工事監理者の承認を受ける． 

 

21.3 品   質 

ａ．スランプは，15cm以下を標準とする．ただし，高性能 AE減水剤または流動化剤を用い

る場合は，18cm 以下とすることができる． 

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 日以上 91日以内の範囲で定め，工事監理者の承認を受ける． 

ｃ．構造体コンクリート強度は，下記（１）および（２）による． 

 (１) 構造体コンクリート強度を保証する材齢において，品質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． 

 (２) 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，標準養

生した供試体による場合は，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

強度以上とし，構造体温度養生した供試体による場合は，構造体コンクリート強度を保

証する材齢において品質基準強度に 3N/mm2を加えた値以上とする． 

ｄ．構造体コンクリートは，有害な温度ひび割れがないものとする． 

 

21.4 材料 

ａ．セメントは，特記による．特記のない場合は，JIS R 5210（ポルトランドセメント）に

規定する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，低熱ポルトランド

セメント，または JIS R 5211（高炉セメント），JIS R 5213（フライアッシュセメント）

に規定する混合セメントのうちから水和熱や発熱速度を考慮して定め，工事監理者の承

認を受ける． 
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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）の規定に適合する遅延形または標準形のうちから定め，工事監理者の承認を受ける． 

ｃ．混和材は，特記による．特記のない場合は，JIS A 6201（コンクリート用フライアッシ

ュ）に規定するフライアッシュⅡ種，JIS A 6202（コンクリート用膨張材）および JIS 

A 6206（コンクリート用高炉スラグ微粉末）に規定する高炉スラグ微粉末 3000または

4000のうちから定め，工事監理者の承認を受ける． 

 

21.5 調   合 

ａ．調合は，コンクリートの所要の品質が得られる範囲内で，単位セメント量ができるだけ

小さくなるように，原則として試し練りによって定める． 

ｂ．調合管理強度は，（21.1）式によって算出される値とする． 

 

 

 

 

ｃ．調合強度は，調合強度を定めるための基準とする材齢ｍ日における標準養生した供試体

の圧縮強度で表すものとし，（21.2）式および（21.3）式を満足するように定める． 

 

 

 

 

ｄ．構造体強度補正値 mSMnは，特記による．特記のない場合は，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． 

ｅ．スランプは，特記による．特記がない場合は，21.3 a を満足するように定め，工事監

理者の承認を受ける． 

ｆ．単位セメント量は，できるだけ小さく定める．その際，5節の単位粉体量の最小値の規

定を適用しなくてもよい． 

 

21.6 発注・製造および受入 
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ａ．呼び強度を保証する材齢は，調合強度を定めるための基準とする材齢とする． 

ｂ．呼び強度の強度値は，21.5で定めた調合管理強度以上とする． 

ｃ．荷卸し時のコンクリート温度の上限値は，特記による．特記のない場合は，35℃とする． 

 

21.7 打込み・養生 

ａ．打込みは，あらかじめ定めた打込み計画に従って行う． 

ｂ．内部温度が上昇している期間は，表面部の温度が急激に低下することのないように養生

を行う． 

ｃ．内部温度が最高温度に達した後は，内部と表面部の温度差および内部の温度降下速度が

大きくならないような方法で養生する． 

ｄ．せき板および保温のために用いた材料は，コンクリートの表面部の温度と外気温との差

が小さくなってから取り外す．取り外した後は，コンクリート表面の急激な乾燥を避け

るように養生する． 

 

21.8 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．ただし，使用するコンクリートの圧縮

強度の検査の試験材齢はｍ日とし，また，構造体コンクリートの圧縮強度の判定基準は，

表 21.1とする． 

 

 

 

ｂ．型枠取外し時期決定のための圧縮強度試験用供試体の養生方法は，特記による．特記が

ない場合は，施工者が適切な方法を定めて工事監理者の承認を受ける． 

ｃ．構造体コンクリートの温度ひび割れの検査方法は，特記による．特記のない場合は，施

工者が適切な方法を定め，工事監理者の承認を受ける． 

 

22節 遮蔽用コンクリート 

 

22.1 総   則 

 本節は，主として生体防護のためにガンマ線や中性子線などの放射線を遮蔽する目的で
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用いられる鉄筋コンクリート造のコンクリート工事に適用する．遮蔽用コンクリートの適

用箇所は，特記による． 

 

22.2 施工計画 

 施工者は，工事開始前に，遮蔽用コンクリートの設計要求性能を満足する材料，調合，製

造，打込み，打継ぎおよび品質管理方法を定め，工事監理者の承認を受ける． 

 

22.3 品   質 

ａ．遮蔽用コンクリートは，設計図書に記載された放射線遮蔽性能を有するものでなければ

ならない． 

ｂ．放射線遮蔽の方法は，下記（１）～（３）のいずれか，またはその組合せとし，特記に

よる． 

 （１）必要な部材断面寸法の確保による方法 

 （２）鋼板などを用いて必要な部材断面寸法を補う方法 

 （３）重量コンクリートによる方法 

ｃ．遮蔽用コンクリートの乾燥単位容積質量は，特記による． 

ｄ．遮蔽用コンクリートは，放射線が漏洩するような有害なひび割れがないものとする． 

ｅ．鋼板などを用いて必要な部材断面寸法を補って放射線を遮蔽する場合の鋼板の加工，組

立て，接合方法などについては，設計図書による． 

 

22.4 材   料 

ａ．セメントは，4.2 によるほか，部材断面寸法の確保によって放射線を遮蔽する場合のセ

メントは，21.4 による． 

ｂ．骨材は，4.3 によるほか，重量コンクリートによって放射線を遮蔽する場合の骨材は，

遮蔽用コンクリートとして必要な性能が得られるものとし，特記による．特記のない場

合は，遮蔽用コンクリートとして必要な性能が得られる骨材を選定し，工事監理者の承

認を受ける． 

ｃ．混和材料は，特記による．特記のない場合は，遮蔽用コンクリートとして必要な性能が

得られる混和材料を選定し，工事監理者の承認を受ける． 

 

22.5 調   合 

ａ．コンクリートの計画調合は，遮蔽用コンクリートとしての必要な性能が得られるように

試し練りによって定め，工事監理者の承認を受ける． 

ｂ．部材断面寸法の確保によって放射線を遮蔽する場合のコンクリートの調合は，21 節に

よる． 

ｃ．コンクリートの水セメント比は 60％以下とする．ただし，重量コンクリートによって
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放射線を遮蔽する場合のコンクリートの水セメント比は 55％以下とする． 

 

22.6 製   造 

コンクリートの製造は，6節によるほか，重量コンクリートの製造は，均一に練混ぜがで

きるように，練混ぜ方法，練混ぜ時間などを定め，工事監理者の承認を受ける． 

 

22.7 打込み・打継ぎ 

ａ．遮蔽用コンクリートは，あらかじめ定めた計画に従って打ち込む． 

ｂ．重量コンクリートの打込みは，材料分離が生じないように行う． 

ｃ．打継ぎの位置および打継ぎ面の形状などは，特記による．特記のない場合は，打継ぎ部

分からの放射線の漏洩を防ぐように定め，工事監理者の承認を受ける． 

 

22.8 養   生 

部材断面寸法の確保によって放射線を遮蔽する場合のコンクリートの養生方法は，21 節

による． 

 

22.9 品質管理・検査 

ａ．品質管理・検査は，11節によるほか，放射線漏洩の検査，遮蔽用コンクリートとしての

品質管理・検査の試験項目，試験方法および判定基準は，特記による． 

ｂ．検査の結果が不合格の場合，その措置は工事監理者の指示による． 

 

23節 水密コンクリート 

 

23.1 総   則 

 本節は，特に高い水密性や漏水に対する抵抗性が要求されるコンクリートに適用する．水

密コンクリートの適用箇所は，特記による． 

 

23.2 施工計画 

 施工者は，工事開始前に，水密コンクリートの材料と調合，型枠，打込み，養生および品

質管理・検査の方法を定めて工事監理者の承認を受ける． 

 

23.3 品   質 

ａ．水密コンクリートは，設計図書に記載された水密性を有するものでなければならない． 

ｂ．水密性の確保の方法は，下記（１)～(３）のいずれか，またはその組合せとし，特記に

よる． 

 (１) コンクリートの透水性を低減する方法 
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 (２) 二重壁構造によって漏水を処理する方法 

 (３) 防水層や止水層を設ける方法 

ｃ．透水性を低減して水密性を確保する場合，コンクリートは密実で，有害な収縮ひび割れ

および有害な温度ひび割れがないものとし，下記（１)～(３）を満足するものとする．

また，打継ぎ部は，適切に処理されて水漏れが生じないものとする． 

 (１) ブリーディング量は，0.3cm3/cm2以下とする． 

 (２) コンクリートの乾燥収縮率は，特記による．特記がない場合は，8×10－4以下とし，

これを超える場合は，工事監理者の承認を受ける． 

 (３) 調合計画上の目標空気量は，4.5％以下とする. 

ｄ．二重壁構造によって漏水する水を処理する場合は，水勾配などの排水処理が適切なもの

とする． 

ｅ．防水層や止水層によって水密性を確保する場合は，防水効果または止水効果が適切に評

価されているものでなければならない． 

 

23.4 材   料 

 コンクリートの材料は，4節による． 

 

23.5 調   合 

ａ．透水性を低減して水密性を確保する場合のコンクリートの調合は，下記による． 

 (１) 水結合材比は，50％以下とする． 

 (２) 単位水量は，フレッシュコンクリートの所要の品質が得られる範囲内で，できるだ

け小さくする． 

 (３) 単位粗骨材量は，コンクリートの所要の品質が得られる範囲内で，できるだけ大き

くする． 

ｂ．その他の方法によって水密性を確保する場合のコンクリートの調合は，5節による． 

 

23.6 製造・打込み・打継ぎ 

ａ．透水性を低減して水密性を確保する場合の荷卸し時のコンクリート温度は，原則として

30℃以下とする． 

ｂ．コールドジョイントによって水密性の低下が生じないよう，打重ね時間間隔に配慮する． 

ｃ．打継ぎの位置および方法は，特記による．特記がない場合は，できるだけ打継ぎを作ら

ないようにし，やむを得ず打継ぎをする場合の打継ぎ方法および防水処理または止水処

理は，工事監理者の承認を受ける． 

 

23.7 養   生 

養生は，8節による．ただし，コンクリートの透水性を低減して水密性を確保する場合は，
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養生の期間を 8.2 a に規定する期間にそれぞれ 2 日間以上加えた期間とし，8.2 b によら

ず，その期間は必ず湿潤養生を行う． 

 

23.8 型   枠 

型枠の組立てに用いる締付けボルトおよびセパレータは，コンクリート硬化後に，その部

分から水漏れが起こらないものとする． 

 

23.9 品質管理・検査 

品質管理・検査は 11節によるほか，単位水量，打重ね時間間隔，湿潤養生期間について

は，品質管理・検査の方法を定めて工事監理者の承認を受ける． 

 

24節 水中コンクリート 

 

24.1 総   則 

 本節は，水中または安定液中に打ち込む場所打ち鉄筋コンクリート杭，または鉄筋コンク

リート地中壁の鉄筋コンクリート工事に適用する． 

 

24.2 施工計画 

 施工者は，工事開始前に地盤の掘削工法，使用する機材，コンクリートの材料，調合，打

込み方法，品質管理の方法などを定めて，工事監理者の承認を受ける． 

 

24.3 品   質 

ａ．コンクリートの設計基準強度は 3.4による． 

ｂ. 耐久設計基準強度は特記による．特記がない場合は，品質基準強度は設計基準強度以上

の値とする． 

ｃ．コンクリートは，高い流動性を有し，振動機を使用することなく十分に充填できるもの

とし，スランプは 21cm 以下とする．ただし，材料分離を生じない範囲で，調合管理強

度が 33N/mm2の場合はスランプフロー50cm 以下，調合管理強度が 36N/mm2の場合はスラ

ンプフロー55cm 以下，調合管理強度が 40N/mm2 以上の場合はスランプフロー60cm 以下

とすることができる． 

ｄ．コンクリートは，水中または安定液中で高い材料分離抵抗性を有するものとする． 

ｅ．水中コンクリートには，乾燥収縮率の規定は適用しない． 

ｆ．孔壁内面またはケーシング内面と鉄筋かごの最外側の鉄筋との間隔は，特記による．特

記のない場合は，孔壁内面と鉄筋かごの最外側の鉄筋との間隔は，10cm以上とする．た

だし，ケーシング面からの距離は 8cm以上とすることができる． 
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24.4 材   料 

ａ．セメントの種類は，特記による．特記がない場合は，JIS R 5211（高炉セメント）に適

合するものを標準とし，これ以外とする場合は，4.2の規定を満足するものとする． 

ｂ．骨材の種類および品質は，4.3によるほか，粗骨材の最大寸法は 25mm以下とする． 

ｃ．鉄筋および鋼材の種類・径などは，特記による． 

ｄ．混和材料の種類は，特記による．特記のない場合は，工事監理者の承認を受けたものを

用いる． 

 

24.5 調   合 

ａ．調合は，施工の条件を考慮して水中コンクリートとして適切なワーカビリティーが得ら

れるように，原則として試し練りによって定める． 

ｂ．構造体強度補正値 mSnの値は，特記による．特記のない場合は，構造体強度補正値 28S91

を 3N/mm2とする． 

ｃ．水結合材比の最大値は，場所打ちコンクリート杭では 60％，地中壁では 55％とする． 

ｄ．単位結合材量の最小値は，場所打ちコンクリート杭では 330kg/m3，地中壁では 360kg/m3

とする． 

ｅ．単位水量の最大値は，200kg/m3とする． 

 

24.6 打込み 

ａ．打込みに先立ち，スライムの除去を行い，杭体または地中壁体に対して有害なスライム

がないことを確認する． 

ｂ．地中の打込み区画は，1回に連続して打ち込むことができる大きさとする． 

ｃ．コンクリートは，静水中に打ち込むものとする． 

ｄ．コンクリートの打込みはトレミー管を用い，連続して打ち込む． 

ｅ．トレミー管へ最初にコンクリートに投入する場合は，プランジャー方式または底ぶた方

式，もしくはこれに準ずる方式による． 

ｆ．トレミー管の先端は，コンクリート打込み中，コンクリート中に原則として 2m以上入

れておく． 

 

24.7 打込み上面の仕上がり 

ａ．コンクリートは，設計面より余分な高さまで打ち込まなければならない．余盛の高さは，

特記または工事監理者の指示による． 

ｂ．余盛部分のコンクリートは，杭体および基礎コンクリートに有害な影響を与えない適当

な時期に取り除く． 

 

24.8 鉄筋加工・組立て 
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ａ．鉄筋は，設計図に基づき正しく配置し，原則として鉄線で結束し，組み立てる． 

ｂ．鉄筋かごは，主筋・横筋（または帯筋）・補強筋および補強鋼材・スペーサなどにより

組み立て，運搬・建込みなどに際して，有害な変形を生じないよう堅固なものとする． 

ｃ．鉄筋の接合は，重ね継手・ガス圧接によるか，鉄板などの裏当て金付きの溶接またはそ

の他の機械式継手などとし，特記による．特記のない場合，施工者は，継手の方法を定

めて工事監理者の承認を受ける．重ね継手の長さは，特記による． 

 

24.9 鉄筋かごの建込み 

ａ．鉄筋かごの建起しおよび建込みは，かごに有害な変形を生じないようにし，建込み時に

はかごの鉛直性を保ちながら静かに孔内に挿入する． 

ｂ．鉄筋かごの接続は，鉛直性を確認し，原則として鉄線または接続金物で十分堅固に行う． 

ｃ．鉄筋かごの取付け位置が適正な位置であることを確認し，施工時の移動が生じないよう

に留意する． 

 

24.10 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，下記による． 

 （１）ワーカビリティーおよびフレッシュコンクリートの性状は，全運搬車のコンクリー

トについて目視によって検査し，その品質に変化が生じた場合は，ただちに必要な

試験を行い，適切な処置を講じる． 

 （２）スランプ試験は，11.5によるほか，杭 1本ごとまたは壁体の 1エレメントごとに，

最初の運搬車のコンクリートについて行う． 

 （３）構造体コンクリートの圧縮強度の検査において，供試体の養生は標準水中養生とし，

合否判定の基準とする圧縮強度は，調合管理強度とする． 

ｂ．1運搬車または数台の運搬車のコンクリートの打込みごとに，コンクリートの打上がり

高さを計測し，トレミー管の根入れ深さを調整する． 

 

25節 海水の作用を受けるコンクリート 

 

25.1 総   則 

ａ．本節は，海岸地域に建設する建築物の海水に接する部位・部材に使用するコンクリート，

直接波しぶきを受ける部位・部材に使用するコンクリートおよび飛来塩分の影響を受け

る部位・部材に使用するコンクリートに適用する．適用箇所は，2.4.cによる． 

ｂ．塩害環境の区分は，重塩害環境，塩害環境および準塩害環境とする．海水に接する部位・

部材で潮の干満を受ける部位・部材および波しぶきを受ける部位・部材は重塩害環境，

海水に接する部位・部材で常時海中にある部位・部材は準塩害環境とし，飛来塩分の影

響を受ける部位・部材は，飛来塩分量に応じて表 25.1によって区分する． 
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表 25.1 飛来塩分量による塩害環境の区分 

 
（3） 飛来塩分量は，土研式タンク法により測定された値である． 

 

ｃ．海水および飛来塩分の作用を受ける構造体の計画供用期間の級は，塩害環境においては

短期，準塩害環境においては短期，標準または長期を原則とし，特記による． 

ｄ．重塩害地域に位置する場合，塩害地域に位置して計画供用期間の級を標準，長期または

超長期とする場合および準塩害地域に位置して超長期とする場合は，建築物の計画供用

期間中に著しい劣化が生じないか，または容易に維持管理ができる構造になっているも

のとする． 

 

25.2 施工計画 

工事開始前に使用する材料，コンクリートの調合，打込み・締固め，養生など施工に関す

る計画書を作成し，工事監理者の承認を受ける． 

 

25.3 品   質 

ａ．コンクリートは，計画供用期間内に海水または飛来塩分の作用によって鉄筋腐食が生じ

ないものとする． 

ｂ．塩害環境または準塩害環境に位置し，海水および飛来塩分の影響を受ける部位・部材の

最小かぶり厚さおよびコンクリートの耐久設計基準強度は，特記による．特記のない場

合は，表 25.2による． 
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表 25.2 最小かぶり厚さと耐久設計基準強度 

塩害環境の

区分 

計画供用期

間の級 

最小かぶり厚さ 

(mm) 

耐久設計基準強度 

(N/mm2) 

普通ポルトラ

ンドセメント 

高炉セメント 

B 種および B 種相当 

フライアッシュセメント B 種

および B 種相当 

塩害環境 短期 
50 

60 

36 

33 

33 

30 

準塩害 

環境 

短期 
40 

50(1) 

30 

24(1) 

24 

21(1) 

標準 

40 

50 

60(1) 

36 

33 

30(1) 

33 

30 

24(1) 

長期 
50 

60(1) 

36 

33(1) 

33 

30(1) 

［注］(1) 海中にある部位・部材に適用する（地上部へも適用可能）． 

 

ｃ．重塩害環境に位置する場合，塩害環境に位置して計画供用期間の級を標準，長期または

超長期とする場合および準塩害地域に位置して超長期とする場合の塩害対策は，次の

(１)～(３)のいずれか，またはその組合せによるものとし，特記による． 

(１)コンクリート表面に塩化物イオンの透過性が小さい表面被覆材を施し，コンクリ

ート中への塩化物イオンの浸透を抑制する． 

(２)鉄筋を防錆処理する，または耐食鉄筋を使用する． 

(３)その他特殊な鉄筋腐食抑制方法を採用する． 

なお，(１)～(３)については，その効果が確かめられた方法を用いる． 

ｄ．重塩害環境，塩害環境および準塩害環境に位置し，海水および飛来塩分の影響を受ける

部位・部材のコンクリートの許容ひび割れ幅は，0.2 mmとする． 

 

25.4 材   料 

ａ．セメントおよび混和材料は，特記による．特記のない場合は，海水の作用を受けるコン

クリートとして必要な性能が得られるものを選定し，工事監理者の承認を受ける． 

ｂ．上記以外のコンクリートに用いる材料は，4節による． 

ｃ．鉄筋は 10節による．ただし，鉄筋の防錆処理方法を検討する場合や耐食鉄筋を使用す

る場合は，塩化物イオンによる鉄筋腐食に対して高い抵抗性を有することが確かめら

れたものを採用し，その種類および品質は，特記による． 

ｄ．コンクリート表面に塩化物イオンの透過性が小さい表面被覆材を施す場合の表面被覆

材の種類および品質は，特記による． 
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25.5 調   合 

水結合材比の上限は，塩害環境の区分を考慮して特記による．特記のない場合には，表

25.3によるか、または信頼できる資料により施工者が定めて，工事監理者の承認を受ける． 

 

表 25.3 水結合材比の最大値 

塩害環境の区分 

水結合材比の最大値(%) 

普通ポルトランドセメント 
高炉セメント B 種および B 種相当 

フライアッシュセメント B 種および B 種相当 

塩害環境 45 50 

準塩害環境 55 60 

 

25.6 設計かぶり厚さ 

設計かぶり厚さは，鉄筋の加工・組立ての精度，型枠の加工・組立ての精度，部材の納ま

り，仕上材の割付けなどを考慮して部材・部位ごとに最小かぶり厚さに 15mmを加えた値以

上とし，特記による． 

 

25.7 施   工 

ａ．工事に使用する型枠，鉄筋などの材料は，保管中，加工途中および組立て中に海水およ

び飛来塩分が付着しないように管理する． 

ｂ．鉄筋の結束に用いた結束線は，かぶりコンクリートの部分に残らないように鉄筋よりも

内側に折り曲げる．また，セパレータその他の金属類がコンクリートの表面に出ないよ

うにする． 

ｃ．鉄筋や型枠などは，コンクリートの打込みに先立ち，塩化物および異物を洗浄・除去す

る． 

ｄ．コンクリートは，型枠の隅々まで充填され，豆板やコールドジョイントなどの初期欠陥

が生じないように，内部振動機などを用いて十分に締固めを行う． 

ｅ．海水に接するコンクリートおよび海岸付近で直接波しぶきを受けるコンクリートには，

原則として打継ぎ箇所を設けない． 

ｆ．打込み後のコンクリートは，8節に従って十分に湿潤養生を行う． 

 

25.8 品質管理・検査 

 コンクリートの品質管理・検査は，11 節によるほか，保管中，加工途中および組立て中

の工事用の材料は，作業中断時および作業終了後にシートなどの海水や飛来塩分を遮断す

る材料で養生されていることを確認する． 
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26節 激しい凍結融解作用を受けるコンクリート 

 

26.1 総   則 

ａ．本節は，激しい凍結融解作用を受ける部位・部材に使用するコンクリートに適用する．

適用箇所は，2.4.cによる． 

ｂ．激しい凍結融解作用を受ける構造体の計画供用期間の級は特記による．特記がない場合

は，標準とする． 

ｃ．計画供用期間の級が長期および超長期の構造体を用いる建築物において激しい凍結融

解作用を受ける部位・部材は，建築物の計画供用期間中は著しい劣化がないか，または

容易に維持保全ができる構造詳細になっているものとする． 

 

26.2 施工計画 

工事開始前にコンクリートの材料・調合，打込み・養生および施工管理の方法を定めて，

工事監理者の承認を受ける． 

 

26.3 品   質 

ａ．コンクリートは，激しい凍結融解作用によって組織崩壊，ひび割れ，スケーリング，ポ

ップアウトなど有害な劣化を生じないものとする． 

ｂ． 構造体コンクリートの耐久設計基準強度は，計画供用期間の級に応じて特記による．特

記のない場合は，表 26.1による． 

 

表 26.1 凍結融解作用を受けるコンクリートの耐久設計基準強度 

計画供用期間の級 

耐久設計基準強度（N/mm2） 

右記以外のセメント 
高炉セメント C 種 

フライアッシュセメント C 種 

短期 21 24 

標準 27 27 

 

ｃ．コンクリートへの水の浸透を抑制したり，コンクリートの含水率を低下させたりするた

めの特別な措置は，特記による． 

ｄ．凍結融解作用を受ける箇所に使用するコンクリートの凍結融解試験（1）で 300サイク

ルにおける相対動弾性係数は，特記による．特記のない場合は，85％以上とする． 

[注](１) JIS A 1148（コンクリートの凍結融解試験方法）の A法による． 

ｅ．コンクリートは AE コンクリートとし，空気量の下限値は 4％以上とする．ただし，品

質基準強度が 36N/mm2を超える場合は，下限値を 3％とすることができる． 
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26.4 材  料 

ａ．セメントは，4.2 による． 

ｂ．骨材は，4.3による．なお，粗骨材は，ポップアウトを起こした実績のあるものは使用

しない． 

ｃ．骨材の吸水率と安定性損失質量は，表 26.2に示す品質基準に適合するものを原則とす

る．これ以外の品質の骨材を用いる場合は，工事監理者の承認を受ける． 

 

表 26.2 凍結融解作用を受けるコンクリートの骨材の品質基準 

品質項目 細骨材 粗骨材 

吸水率（%） 3.0 以下 2.0 以下 

安定性損失質量（%） 10 以上 12 以下 

 

ｄ．練混ぜ水は，4.4 による． 

ｅ．混和材料は，4.5 による． 

ｆ．コンクリート中への水の浸透を抑制するための表面被覆材，コンクリートの品質を改善

するための材料などは，特記による． 

 

26.5 調   合 

ａ．コンクリートの調合は，5節および 12節による． 

ｂ．コンクリートの目標空気量は，特記による．特記のない場合，適切な空気量を定め，工

事監理者の承認を受ける． 

 

26.6 打込み・締固め 

コンクリートの打込み・締固めは，7.5，7.6 によるほか，過度の振動締固めによる空気

量の減少およびブリーディングが生じないようにする． 

 

26.7 上面の仕上げ・養生 

ａ．コンクリートの上面の仕上げならしは，過度にならないように行う． 

ｂ．養生は 8節による．特に，打込み直後のコンクリートが急激な乾燥や温度変化を受ける

ことがないように，また，湿潤養生期間中に凍結融解作用を受けることがないようにす

る． 

 

26.8 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，受入れ時の空気量の管理･検査に

おいて空気量の管理を入念に行う． 

ｂ．工事開始前に試し練りを行ってコンクリートの凍結融解試験を行い，300サイクルにお
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ける相対動弾性係数が特記された値以上であることを確認しなければならない．ただし，

使用するコンクリートまたは類似の材料・調合のコンクリートの試験結果がある場合は，

試験を省略することができる． 

 

27節 低収縮コンクリート 

 

27.1 総   則 

本節は，乾燥収縮低減を目的とした低収縮コンクリートおよびその施工に適用する．  

 

27.2 施工計画 

施工者は，工事開始前に，低収縮コンクリートに用いる材料，調合，練混ぜ，工事現場内

における運搬，打込み，締固めおよび養生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． 

 

27.3 品   質 

 使用するコンクリートの乾燥収縮率の等級は表 27.1とし，使用箇所別に特記による． 

 

表 27.1 使用するコンクリートの等級と目標とする乾燥収縮率の上限値 

使用するコンクリー

トの等級 

目標とする乾燥収縮率の

上限値 

低収縮等級 1 650×10-6 

低収縮等級 2 500×10-6 

低収縮等級 3 400×10-6 

 

27.4 材   料 

a. 目標とする乾燥収縮率を満足するための使用材料の種類は特記による．特記のない場合

は，膨張材，収縮低減剤，化学混和剤，粗骨材などの材料を選定し，工事監理者の承認

を得る． 

b. 膨張材は，JIS A 6202(コンクリート用膨張材)，または JASS 5M-403(コンクリート用低

添加型膨張材の品質基準)に適合するものとする． 

c. 収縮低減剤は，JIS A ●●●●，または JASS5M-402(コンクリート用収縮低減剤の性能

判定基準)附属書 1「コンクリート用収縮低減剤の品質基準」に適合するものとする． 

d. b.c以外の膨張材および収縮低減剤を使用する場合には，コンクリートに有害でないこ

とを試験または信頼できる資料により確認し，工事監理者の承認を受ける． 

 

27.5  調   合 
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a. 低収縮コンクリートの計画調合は，所要の乾燥収縮率，ワーカービリティー，強度，ヤ

ング係数および耐久性が得られ，27.3に示す品質が満足するように定め，工事監理者の

承認を受ける． 

b. 単位水量は 185kg/m3以下とし，水粉体比の最大値は 5.6による． 

c. 膨張材，収縮低減剤の使用量は，目標とする乾燥収縮率を満足するように，試験または

信頼できる資料によって定め，工事監理者の承認を受ける． 

 

27.6 発注・製造および受入れ 

a.膨張材を単独で使用するコンクリートの発注・製造および受入れは 6 節による． 

b.収縮低減剤を使用するコンクリートの製造方式は，特記による．特記のない場合は，「工

場添加方式」または「現場添加方式」により定め，工事監理者の承認を得る．工場添加

方式による場合，発注・製造および受入れは 6節による．現場添加方式による場合は 6

節のほか c.による． 

c. 現場添加方式による製造は，次の(1)～(4)により，工事監理者の承認を得る． 

(1)収縮低減剤の添加時期および添加場所は，添加する前のコンクリートを製造する工場

から荷卸し地点までの運搬時間を考慮して定める．  

 (2)収縮低減剤の添加は，トラックアジテータでの攪伴をコンクリートの打込み場所にで

きるだけ近いところで行い，攪伴後，ただちに打込みができるようにする． 

(3)収縮低減剤は原液で使用し，添加はあらかじめ定めた所定量を一度に添加することを原

則とする．また収縮低減剤は，質量または容積で計量し，その計量誤差は 1回計量分の

3％以内とする． 

(4)トラックアジテータによる攪拌速度および攪拌時間は，試験または信頼できる資料によ

って定める． 

 

27.7 運搬および打込み・締固め 

a．運搬，打込み・締固めは 7節による． 

b．収縮低減剤を添加する前のコンクリートの練混ぜから添加後の打込み終了までの時間の

限度は，添加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． 

 

27.8 養   生 

a. 膨張材を使用するコンクリートの養生期間は，コンクリートの圧縮強度の確認による   

打切りは行わず，計画供用期間の級に応じて表 27.2によるものとする．それ以外のコ 

ンクリートの養生期間は 8節による． 
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表 27.2 膨張材を使用したコンクリートの湿潤養生期間 

 計画供用期間の級 短期および 

標準 
長期 

セメントの種類  

早強ポルトランドセメント 5 日以上 

普通ポルトランドセメント 5 日以上 7 日以上 

中庸熱および低熱ポルトランドセメント， 

高炉セメント B 種，フライアッシュセメント B 種 
7 日以上 10 日以上 

 

b．せき板および支保工の存置期間は，9節による． 

 

27.9 品質管理・検査 

a.使用するコンクリートの品質管理は次の(1)～(3)による． 

(1)収縮低減の対象となるコンクリートの乾燥収縮率を，事前の試験あるいは信頼できる資

料によって確認し，工事監理者の承認を受ける． 

(2)使用するコンクリートが，目標とする乾燥収縮率を満足することを事前の試験あるいは

信頼できる資料によって確認し，工事監理者の承認を受ける． 

(3)膨張材を用いる場合は，膨張材を加えないコンクリートの試し練りを行い，その乾燥収

縮率が表 27.1 の値に収縮低減量を加えた値を満足することを確認する．収縮低減量は

特記による．ただし特記のない場合は，試験または信頼できる資料によりコンクリート

の収縮低減量を確認し，工事監理者の承認を得て，その値を用いることができる. 

b.膨張材を単独で使用するコンクリートおよび工場添加方式により製造した収縮低減剤を

使用するコンクリートの受入れ時の検査は 11節による． 

c．コンクリートの受入れ時の検査は 11節による． 

d. 受入検査後に収縮低減剤を添加したコンクリートの品質管理の試験項目・判定基準・試

験・検査方法および時期・回数を定め，工事監理者の承認を得る． 

 

28節 再生骨材コンクリート 

 

28.1 総則 

ａ．本節は，骨材の全部または一部に再生骨材 M または再生骨材 L を用いるコンクリート

に適用する． 

ｂ．再生骨材の種類およびその適用箇所は，特記による． 

 

28.2 施工計画 

施工者は，工事開始前に，工事に用いるコンクリートの材料・調合，ならびにコンクリー

トの発注・製造，打込み，養生および品質管理の方法を定め，工事監理者の承認を受ける． 
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28.3 品質 

ａ．JIS A 5022（再生骨材コンクリート M）附属書 A（規定）（コンクリート用再生骨材 M）

に適合する再生骨材コンクリート M の設計基準強度は 30N/mm2以下とし，特記による．

再生骨材 Lを用いるコンクリートの設計基準強度は 18N/mm2とする． 

ｂ．耐久設計基準強度は，特記による．特記のない場合は，再生骨材コンクリート Mの耐久

設計基準強度は表 28.1に示す値とする． 

 

表 28.1 再生骨材コンクリートの耐久設計基準強度 （N/mm2） 

計画供用期間の級 
再生骨材M 

1種 2種 

短期 21 21 

標準 27（1） 27（1） 

長期 ― ― 

[注]（1）乾燥収縮に対する要求がない箇所に用いる場合に適用する． 

 

ｃ．再生骨材 M以外の品質の再生骨材を用いるコンクリートの品質は，特記による． 

ｄ．再生骨材を用いるコンクリートのアルカリシリカ反応抑制対策は，特記による． 

 

28.4 材料 

ａ．セメントは，4.2 による． 

ｂ．再生骨材は，JIS A 5022 附属書 A（規定）または JIS A 5203附属書 A（規定）に適合

する骨材を用いる．ただし，JIS A 5023附属書 A（規定）に規定する再生骨材 Lを再生

骨材コンクリート Mに用いる場合は，その不純物量は JIS A 5022附属書 Aの規定に適

合するものとする．JIS A 5022附属書 A（規定）および JIS A 5023 附属書 A（規定）

に適合しない再生骨材を用いる場合は，その品質および製造方法ならびに品質管理方

法は，特記による． 

ｃ．再生骨材 Mおよび再生骨材 L以外の骨材は，4.3による． 

ｄ．再生骨材 M を普通骨材または再生骨材 H と混合した骨材は，再生骨材 M として取り扱

い，再生骨材 L を普通骨材，再生骨材 H または再生骨材 M と混合した骨材は，再生骨

材 Lとして取り扱う．また，JIS A 5022 附属書 A（規定）および JIS A 5023 附属書 A

（規定）に適合しない再生骨材を他の骨材と混合した骨材は，おのおのの規格に適合し

ない再生骨材として取り扱う． 

ｅ．混和材料は，4.5 による． 

 

28.5 調合 

ａ．計画調合は，所定の品質のコンクリートが得られるよう，試し練りによって定める． 
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ｂ．調合管理強度は，5節による． 

ｃ．コンクリートの水結合材比の最大値は，60％とする．ただし，再生骨材コンクリート M

（耐凍害品）を凍結融解作用を受ける部位・部材に使用する場合の水結合材比の最大値

は，50％とする． 

 

28.6 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． 

ｂ．再生骨材コンクリート Mを製造するレディーミクストコンクリート工場は，建築基準法

第 37条第二号による国土交通大臣が指定建築材料として認定した再生骨材コンクリー

トの製造工場とする． 

ｃ．再生骨材コンクリート Mの発注は，JIS A 5022 の規定また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，必要な事項について生産者と協議して指定す

る． 

d. 再生骨材コンクリート Lの発注は，JIS A 5023の規定に適合することを確認し，必要

な事項について生産者と協議して指定する． 

e．JIS A 5022附属書 A（規定）または JIS A 5023附属書 A（規定）に適合しない再生骨材

を用いるコンクリートの発注は，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，必要な事項について生産者と協議して指定する． 

f．再生骨材コンクリートの製造は，JIS A 5022または JIS A 5023の規定，あるいは国土

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

行う． 

 

28.7 コンクリートの施工 

コンクリートの施工は，7節および 8節による． 

 

28.8 品質管理・検査 

コンクリートの品質管理・検査は，特記による．特記がない場合は，11 節による．ただ

し，再生骨材コンクリート Mの空気量および塩化物量の試験・検査は，JIS A 5022 による． 

 

29節 住宅基礎用コンクリート 

 

29.1 総   則 

ａ．本節は，木造住宅・計量鉄骨造住宅の基礎，居住の用に供しない軽微な建築物などに使

用する鉄筋コンクリートに適用する．適用箇所は，特記による． 

ｂ．鉄筋コンクリート造戸建の住宅に使用する鉄筋コンクリートには，２節～２８節の関連

する節を適用する． 
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29.2 施工計画 

施工者は，工事開始前に，運搬・打込み，養生および品質管理方法を定めて，工事監理者

の承認を受ける． 

 

29.3 品   質 

ａ．計画供用期間の級は 2節による．  

ｂ．最小かぶり厚さは，特記による．特記がない場合は，表 29.1による． 

 

表 29.1 住宅基礎用コンクリートの最小かぶり厚さ（単位：mm） 

部位 最小かぶり厚さ 

土に接しない部分 30 

布基礎の立上がりで土に接する部分 40 

基礎スラブの土に接する側 60 

 

e．スランプは，特記による．特記のない場合は，18cm以下とする． 

f．コンクリートの仕上がりは，特記または工事監理者の指示による． 

 

29.4 材   料 

コンクリートの材料は，4節による． 

 

29.5 調   合 

コンクリートの調合は，5節による． 

 

29.6 製造・運搬および打込み 

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． 

ｂ．コンクリートの種類は，原則として JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）に

適合する普通コンクリートとする． 

c．運搬中にワーカビリティーが変化し，打込みが困難になったコンクリートは用いない． 

d．打込みに先立ち，せき板および打継ぎ面を清掃し，水湿しを行う． 

e．運搬および打込みは，分離・漏れおよび品質の変化ができるだけ少なく，型枠，鉄筋お

よびすでに打ち込んだコンクリートに有害な影響を与えないように行う． 

 

29.7 養   生 

ａ．コンクリートは，打込み後 5日以上湿潤養生を行う． 

ｂ．気温が 2℃以下になるおそれのある場合には，適切な保温養生を行う． 
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ｃ．コンクリートの打込み後 1日間は，その上を歩行したり重量物を載せてはならない． 

 

29.8 型枠工事 

ａ．型枠は，コンクリート施工時の荷重，コンクリートの側圧，打込み時の振動・衝撃に耐

え，有害な水漏れがなく，コンクリートを傷めないで容易に取り外せるものとする． 

ｂ．型枠内に配置する鉄筋・配管・埋設金物などは，所定の位置に配置し，コンクリートの

打込みによって移動しないよう固定する． 

ｃ．型枠は，静かに取り外す．せき板の存置期間は，原則として「現場打コンクリートの型

わく及び支柱の取り外しに関する基準」（昭和 46 年建設省告示第 110 号）（最終改正：

平成 28年国土交通省告示第 503号）による． 

ｄ．コンクリートの強度を試験によって確認することなく脱型する場合は，工事監理者の承

認を受ける． 

 

29.9 鉄筋工事 

ａ．鉄筋は，組立てに先立ち，ゆがみを直し，有害な付着物を取り除く． 

ｂ．鉄筋は，設計図に従って正しく加工・配筋し，コンクリートの打込み終了まで移動しな

いように堅固に組み立てる． 

ｃ．鉄筋とせき板の間隔は，鉄筋のサポートおよびスペーサなどを用いて正しく保持する．

締付け金物の位置および本数は，設計図による． 

 

29.10 品質管理・検査 

品質管理のための試験・検査の方法は，特記による．特記がない場合は，工事監理者と協

議して定める． 

 

30節 無筋コンクリート 

 

30.1 総   則 

a. 本節は，捨てコンクリートおよび補強筋を用いない軽微な土間コンクリートに適用する．

適用箇所は，特記による． 

b. 軽微でない土間コンクリートに使用するコンクリートには，10節および 25節を除く関

連する節を併せて適用する． 

 

30.2 施工計画 

施工者は，工事開始前に，運搬，打込み，養生方法およびそれらの管理方法を定めて，工

事監理者の承認を受ける． 
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30.3 種類および品質 

  コンクリートの品質は特記による．特記のない場合は 3.8aを除いて 3節によるものとし．

設計基準強度は 18N/mm2とする． 

 

30.4 材   料 

a. セメントは，使用箇所別に特記による．特記のない場合は，JIS R 5211（高炉セメント），

JIS R 5213（フライアッシュセメント），または，JIS R 5214の普通エコセメントとす

る． 

b. 骨材は，使用箇所別に特記による．特記のない場合は，4.3または 28.4による． 

c. 練混ぜ水は，使用箇所別に特記による．特記のない場合は，4.4による． 

d. 混和材料は，4.5 による． 

 

30.5 調   合 

調合管理強度および調合を定める場合の構造体強度補正は行わなくてよい． 

 

30.6 製造・運搬および打込み 

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． 

b. 練混ぜから打込みまでの時間の限度を超えてコンクリートを打込まないことを原則と

する． 

 

30.7 仕上げおよび養生 

a. 打ち上がったコンクリートの表面は，プラスチック収縮ひび割れや過度の不陸がないよ

うに仕上げる．  

b. 土間コンクリートや防水押えコンクリートの仕上がり，ひび割れ防止のための目地は，

特記による．特記のない場合は，仕上がり精度や目地の幅，深さおよび間隔などを定め，

工事監理者の承認を受ける． 

c. コンクリートの打込み後は，水分の急激な逸散および日射による温度上昇を防ぐように

計画する． 

 

30.8 品質管理・検査 

品質管理のために行う試験・検査の項目，方法および回数は，特記による．特記のない場

合は，工事監理者と協議して定める． 
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