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表 3.2(1) FAC 指針改訂新旧対照表１（本文） 

箇所 内容 箇所 内容

p.2

● アルカリシリカ反応（ASR）の抑制
ASRは、骨材中の反応性物質とセメント中のアルカリが反応を

起こす化学反応であり、FAをセメントの一部に置換すること
で、主に直接的なアルカリ量の低減とともに、ポゾラン反応に
よるアルカリ消費等の効果が得られ、これを抑制する。
　沖縄県のコンクリートで一般に使用する細骨材は、沖縄県産
の海砂と石灰岩砕砂の混合砂であるが、海砂は遅延膨張性のア
ルカリシリカ反応（ASR）を示す骨材であることが判っており、
条件によってはASRによる劣化を発生させる可能性が考えられ
る。よって、FAを混和することで、ASR劣化の発生リスク低減を
図るものである。

p.2

● アルカリシリカ反応（ASR）の抑制
ASRは、骨材中の反応性物質とセメント中のアルカリが反応を起
こす化学反応であり、FAをセメントの一部に置換することで、
主に直接的なアルカリ量の低減とともに、ポゾラン反応による
アルカリ消費等の効果が得られ、これを抑制する。

【本文】
（アンダーライン箇所追記）
沖縄県産海砂がASRを示す骨材で
あることを明記

p.4

② 内割り配合タイプ：
セメントの一部に質量置換（置換率10～20％のJIS R 5213
フライアッシュセメントB種相当）とするが、ASR抑制効果を
求める場合は15～20％とする。

p.4
② 内割り配合タイプ：
セメントの一部に質量置換（置換率10～20％のJIS R 5213
フライアッシュセメントＢ種相当）

【本文】
（アンダーライン箇所追記）
ASR抑制効果を得るには、内割り
15～20％必要であることを明記

p.8

● フライアッシュ（FA）：
沖縄県内の石炭火力発電所で産出されたJIS A 6201 に示される
Ⅱ種に適合するフライアッシュ（FA）を言う。なお、加熱改質
フライアッシュ（CfFA）については、最適配合やそのフレッ
シュ性状・ワーカビリティ等の性質および強度発現、塩害等へ
の耐久性等に関する性能が、石炭火力発電所で産出されたJISⅡ
種フライアッシュ（JPFA）と同等であると確認されていないこ
とから、確認されるまでの当面の間、使用しないものとする。

p.8
● フライアッシュ（FA）：
沖縄県内の石炭火力発電所で産出されたJIS A 6201 に示さ
れるⅡ種に適合するフライアッシュ（FA）を言う。

【本文】
（アンダーライン箇所追記）
現行では、加熱改質フライアッ
シュ（CfFA）は性能等を確認する
まで使えない旨を明記

p.10

ここで、表2.1.1は、沖縄県土木建築部制定の設計要領に基
づいて作成したものである。本指針（案）策定当時の設計要
領では、スランプ値8±2.5cm が標準とされてたが、平成29
年4 月21 日付けの国土交通省通知「現場打ちの鉄筋コンク
リート構造物におけるスランプ値の設定等について」によ
り、一般的なコンクリート構造物（コンクリート舗装工、場
所打ち杭等の水中コンクリート及びトンネル覆工を除く）で
は、スランプ値を12cm とすることが標準とされた（次頁枠
内参照）。これを受け、沖縄県土木建築部も平成29 年５月
17 日付けの通知により、スランプ値12±2.5cm を標準とす
ることとしたことから、FAC の施工においてもスランプ値は
12±2.5cm を標準とするものとした。

p.10

ここで、表2.1.1は、現行の沖縄県土木建築部制定の設計要
領に基づいて作成しており、スランプ値8±2.5cmが標準とさ
れている。しかし、平成29年4月21日付けの国土交通省通知
「現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の
設定等について」により、一般的なコンクリート構造物（コ
ンクリート舗装工、場所打ち杭等の水中コンクリート及びト
ンネル覆工を除く）では、スランプ値を12cmとすることが標
準とされた（次頁枠内参照）。
これを受け、沖縄県土木建築部も平成29年５月17日付けの通
知により、スランプ値12±2.5cmを標準とすることとしたこ
とから、FACの施工においてもスランプ値は12±2.5cmを標準
とするものとする。

【解説】
（アンダーライン箇所修正）
国交省通達のスランプに関する記
述が、H29年年度策定時に沖縄県
の設計要領が改訂されておらず曖
昧な表現になっていたが、H30年
度に改訂されたため全面的に書き
換えた。

p.13 表2.1.1　スランプ値を12±2.5㎝に改訂 p.13 表2.1.1　スランプ値は8±2.5㎝ p.10の改訂に基づく修正

新指針 旧指針
改訂理由等
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表 3.2(2) FAC 指針改訂新旧対照表２（本文） 

頁 内容 頁 内容

p.14

② 内割り配合タイプ：
セメントの一部に質量置換（置換率10～20％のJIS R 5213
フライアッシュセメントB種相当）とするが、ASR抑制効果を
求める場合は15～20％とする。

p.14
② 内割り配合タイプ：
セメントの一部に質量置換（置換率10～20％のJIS R 5213
フライアッシュセメントＢ種相当）

【本文】
（アンダーライン箇所追記）
ASR抑制効果を得るには、内割り
15～20％必要であることを明記

p.14

 (2) 内割り配合タイプは、塩害・ASRを抑制する配合で、セ
メント量の10～20％をFAに置換えるものである。また、フラ
イアッシュセメントB種もセメント量の10～20％をFAに置換
したものであり、これに該当する。ただし、ASR抑制効果を
求める場合は表1.2.1に示すように質量置換率は15%以上必要
であるため、15～20％置換のものを使用する。なお、フライ
アッシュセメントの種類別FA置換量を表2.2.1に示し、FAセ
メントの品質を表2.2.2に示す。

p.14

 (2) 内割り配合タイプは、塩害・ASRを抑制する配合で、セ
メント量の10～20％をFAに置換えるものである。また、フラ
イアッシュセメントB種もセメント量の10～20％をFAに置換
したものでありこれに該当する。ただし、ASR抑制効果を望
む場合は、表1.2.1に示すように質量置換率は15%以上必要で
あるため、置換率を15～20%とする必要がある。なお、フラ
イアッシュセメントの種類別FA置換量を表2.2.1に示し、FA
セメントの品質を表2.2.2に示す。

【解説】
（アンダーライン箇所追記）
ASR抑制効果を得るには内割り15
～20％必要であることを明記

p.17

よって、加熱改質フライアッシュ（CfFA）については、最適
配合やそのフレッシュ性状・ワーカビリティ等の性質および
強度発現、塩害等への耐久性等に関する性能が本指針（案）
と同等であると確認されていないことから、確認されるまで
の当面の間、使用しないものとする。ただし、各種試験等に
より最適配合や耐久性等に関する性能が確認された場合は、
沖縄県におけるフライアッシュコンクリート配合及び施工指
針検討委員会を経て、本指針（案）に加えることとする。

p.17

よって、CfFAを用いたFACについては、同様な検討・確認が
なされていないことから、配合試験等の各種検討によりその
性質・性能が確認された後、詳細を本指針（案）に加えるも
のとする。

【解説】
CfFAについては、現在沖縄県とし
てその性能や最適配合を確認中で
あり、確認した結果を委員会で討
議し、本指針（案）に掲載する旨
を明記

p.20
(6)  室内配合試験は、FACの要求性能および品質等を確認す
る。また、FACの出荷実績がないコンクリート製造工場で
は、実機試験も行うものとする。

p.20 －
【本文】
(6)で室内配合試験、実機試験に
ついて追記

p.23

(6) について
配合試験においては、通常練り混ぜ直後にスランプ、空気
量、単位水量、コンクリート温度、外気温度、等を測定する
が、スランプと空気量については練り混ぜ後30分および60分
の経時変化も確認する。
また、圧縮強度試験は、コンクリート製造工場から現場到着
までの時間を勘案し、0分、30分もしくは60分のいずれかで
最も近い時間のコンクリートを用いて供試体を採取する。圧
縮強度試験は、管理強度28日材齢を基本とし、施工上確認が
必要と考えられる材齢（例えば脱型強度や緊張強度、プレ
キャストセグメント桁などでは吊り上げ強度など）で試験を
行う。
また、過去に内割り＋外割り配合タイプの出荷実績がないコ
ンクリート製造工場では、必ず実機試験を行い、室内配合試
験で行った各種経時変化や圧縮強度試験を行うことにより、
室内配合試験のFACと同等の性状が得られることを確認す
る。

p.23 －
【解説】
(6)で室内配合試験、実機試験に
ついて追記

新 旧
改訂理由等
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表 3.2(3) FAC 指針改訂新旧対照表３（本文） 

頁 内容 頁 内容

p.30

また、橋脚などのマスコンクリート構造物は、昼夜の温度差
が大きくなる冬季に温度応力ひび割れ発生の事例もある。そ
のため、保湿養生シートに加え、気泡入り緩衝材を用いるな
ど、保温養生を行うことが望ましい。

p.30 －
【解説】
(3)に保温養生について追記

p.33

(2) 内割りフライアッシュのセメント置換率は、10～20％の
範囲とするが、ASR抑制効果を求める場合は15～20％の範囲
とする。水結合材比（W/B）は、コンクリートの所要の強度
や耐久性などを考慮して定める。
(3) セメントとしてのフライアッシュセメントを用いる場合
は、フライアッシュセメントＢ種とし、フライアッシュの分
量は10～20％の範囲とするが、ASR抑制効果を求める場合は
15～20％の範囲とする。

p.33

(2) 内割りフライアッシュのセメント置換率は、10～20％の
範囲とする。水結合材比（W/B）は、コンクリートの所要の
強度や耐久性などを考慮して定める。
(3) セメントとしてのフライアッシュセメントを用いる場合
は、フライアッシュセメントＢ種とし、フライアッシュの分
量は10～20％の範囲とする。

【解説】
（アンダーライン箇所追記）
ASR抑制効果を得るには内割り15
～20％必要であることを明記

p.33
(6) 室内配合試験は、FACの要求性能および品質等を確認す
る。また、FACの出荷実績がないコンクリート製造工場で
は、実機試験も行う。

－ －
【解説】
室内配合試験、実機試験について
追記

p.34
なお、本配合の要求性能は、塩害およびASR抑制であるが、
ASR抑制効果を求める場合はFAの置換率が15～20％のフライ
アッシュセメントを用いる必要がある。

p.34
なお、本配合の要求性能は、「アルカリシリカ反応の抑
制」、「耐海水性（塩害を含む）の向上」であり、これら2
つの性能を満足させるために置換率10～20％としている。

【解説】
（アンダーライン箇所修正）
ASR抑制効果を得るには内割り15
～20％必要であることを明記

p.35

(6) について
配合試験においては、通常練り混ぜ直後にスランプ、空気
量、単位水量、コンクリート温度、外気温度、等を測定する
が、スランプと空気量については練り混ぜ後30分および60分
の経時変化も確認する。
また、圧縮強度試験は、コンクリート製造工場から現場到着
までの時間を勘案し、0分、30分もしくは60分のいずれかで
最も近い時間のコンクリートを用いて供試体を採取する。圧
縮強度試験は、管理強度28日材齢を基本とし、施工上確認が
必要と考えられる材齢（例えば脱型強度や緊張強度、プレ
キャストセグメント桁などでは吊り上げ強度など）で試験を
行う。
また、過去に内割り配合タイプの出荷実績がないコンクリー
ト製造工場では、必ず実機試験を行い、室内配合試験で行っ
た各種経時変化や圧縮強度試験を行うことにより、室内配合
試験のFACと同等の性状が得られることを確認する。

－ －
【解説】
(6)で室内配合試験、実機試験に
ついて追記

p.42

また、橋脚などのマスコンクリート構造物は、昼夜の温度差
が大きくなる冬季に温度応力ひび割れ発生の事例もある。そ
のため、保湿養生シートに加え、気泡入り緩衝材を用いるな
ど、保温養生を行うことが望ましい。

p.41 －
【解説】
(3)に保温養生について追記

新 旧
改訂理由等
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表 3.2(4) FAC 指針改訂新旧対照表４（本文） 

頁 内容 頁 内容

p.44

ただし、プレテンション桁およびプレキャストセグメント桁
に用いるコンクリートに対しては、空気量を規定しないもの
とする。これは、プレテンション桁およびプレキャストセグ
メント桁が工場製品としてJISが認証されており、その材料
のコンクリートについてはJIS規格を適用していないためで
ある。

p.43 －
【解説】
(3)にプレテンション桁等、工場
製品の空気量について追記

p.45
(5) 室内配合試験は、FACの要求性能および品質等を確認す
る。また、FACの出荷実績がないコンクリート製造工場で
は、実機試験も行うものとする。

p.44 －
【本文】
(5)で室内配合試験、実機試験に
ついて追記

p.46

 空気量は、4.5±1.5％を標準とする。ただし、プレテン
ション桁およびプレキャストセグメント桁に用いるコンク
リートに対しては、空気量を規定しないものとする。これ
は、プレテンション桁およびプレキャストセグメント桁が工
場製品としてJISが認証されており、その材料のコンクリー
トについてはJIS規格を適用していないためである。

p.45 －

【解説】
（アンダーライン箇所追記）
③にプレテンション桁等、工場製
品の空気量について追記

p.47

(5) について
室内配合試験においては、通常練り混ぜ直後にスランプ、空
気量、単位水量、コンクリート温度、外気温度、等を測定す
るが、スランプと空気量については練り混ぜ後30分および60
分の経時変化も確認する。
また、圧縮強度試験は、コンクリート製造工場から現場到着
までの時間を勘案し、0分、30分もしくは60分のいずれかで
最も近い時間のコンクリートを用いて供試体を採取する。圧
縮強度試験は、管理強度28日材齢を基本とし、施工上確認が
必要と考えられる材齢（例えば脱型強度や緊張強度、プレ
キャストセグメント桁などでは吊り上げ強度など）で試験を
行う。
また、過去に外割り配合タイプの出荷実績がないコンクリー
ト製造工場では、必ず実機試験を行い、室内配合試験で行っ
た各種経時変化や圧縮強度試験を行うことにより、室内配合
試験のFACと同等の性状が得られることを確認する。

p.46 －
【解説】
(5)で室内配合試験、実機試験に
ついて追記

p.54

また、断面の大きな構造物では、昼夜の温度差が大きくなる
冬季に温度応力ひび割れ発生の事例がある。そのため、保湿
養生シートに加え、気泡入り緩衝材を用いるなど、保温養生
を行うことが望ましい。

p.53 －
【解説】
(3)に保温養生について追記

表7.1.1を削除 p.55 表7.1.1
一般公開にそぐわないため　※積
算システムには取り込んでいる

表7.1.2を削除 p.56 表7.1.2 参考資料にもあるため

新 旧
改訂理由等
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表 3.2(5) FAC 指針改訂新旧対照表５（参考資料） 

頁 内容 頁 内容

参資
p.41

ただし、これらの補修工法の要求性能は、工法毎に異なるた
め、これらを用いたとしても同等の補修効果が得られるもの
ではなく、実際の補修では要求性能だけでなく、劣化要因や
劣化の程度なども総合的に判断し、工法決定されるものであ
る。また、補修工法の効果持続期間を15年と仮定している
が、構造物の設置環境や劣化の程度により15年より短くなる
場合がある。

参資
p.41

－

3種類の補修工法の要求性能が同
じであると見受けられたため、異
なることを追記
また、効果持続期間も仮に15年と
しているだけで、現場状況により
変動することを追記

新 旧
改訂理由等

 


