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はじめに

　3.11 東日本大震災は、国民の胸に改めて我が国の国土が地震や津波の脅威と背中合わせにあるこ

とを思い知らせることとなった。また、毎年繰り返される風水害とあわせて、このような自然災害と

隣り合わせにある国土の上で暮らしていくには、ハード、ソフト両面からの不断の備えが極めて大切

であることを再認識した。特に、ハードの社会資本整備については、整備はもう十分だといった風潮

もあった中でのことであり、今後の取り組みについての大きなターニングポイントとなった。

　財政状況が一層厳しくなる中で社会資本整備を効果的に進めるには、耐久性に優れ、設計を上回る

外力に対してもねばり強さを発揮するプレストレストコンクリート（ＰＣ）の技術の積極的な活用が

進められるべきである。この度の大震災においてもＰＣ構造物の地震による損傷はほとんど無く、津

波に対しても粘り強い構造特性が幸いし、流出した橋梁が僅かにあったものの、多くは健全であった。

また、ＰＣの技術は外ケーブルの活用等により既存の社会資本の補強、長寿命化にも役立つものであり、

この面からも持続型社会の基盤を支える技術として大きな役割が期待されている。

　一方、我が国においてＰＣ技術の普及、向上の担い手となってきたのが（社）プレストレスト・コ

ンクリート建設業協会（ＰＣ建協）とその会員企業である。ＰＣ建協会員企業は、ＰＣの専門技術を

通じて持続型社会の基盤を支えていく大きな役割を担っている。近年、ＰＣ建設産業を取り巻く環境

は、建設投資の縮小とこれに伴う競争の激化等により大変厳しい状況にあるが、ＰＣ技術に関する専

門家として、蓄積された知識と経験を生かし、社会の要請に応えるべく、新たな道を切り開いて行か

なければならない。

　平成 19 年に「プレストレストコンクリート建設産業の未来に向けて」と題するビジョンを提示

してまだ間もないにもかかわらず、新たに「新ビジョン 2011」を打ち出すのは、ＰＣ建協の一般

社団法人としての再出発に当たり新たな活動指針を示すに際し、会員企業に対しこれからの社会の

中でＰＣ技術を軸に社会貢献する意義とは何かを示し、今後の取り組みに向けての意欲を促すとと

もに、そのような取り組みに対し広く社会のご理解をいただきたいとの切なる願いがあったからである。
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第１章 ＰＣ技術とＰＣ建設産業の役割

　プレストレストコンクリート（以下、ＰＣ）技術は、我が国では戦後になって実用化が始まった技術であり、

その後の国土基盤の整備の進展と軌を一にして技術の向上と普及が進んだものである。特に高度成長期における進

展がめざましく、高速道路や新幹線に代表される大型橋梁や高架橋等に、様々な技術革新の成果を取り込んだＰＣ

構造物が建設されてきた。今日では、ＰＣ技術の特性を活かし多種・多様な土木・建築構造物の建設に用いられる

までになっている。

最初のＰＣマクラギ（昭和 26 年）

最初の道路橋 長生橋（昭和 27 年）

最初の建築 南淡町庁舎（昭和 31 年）

日本初のＰＣ橋・ＰＣ建築から様々な用途に使われるＰＣ技術

こんなところにもＰＣの技術が使われている
　東京スカイツリーの中心部には、五重塔の心柱のような鉄筋コンク

リート造の円筒（直径 8m、高さ 375m）が内蔵されている。これには

避難階段が内包されており、さらに心柱制震と呼ばれる世界初の制振シ

ステムの錘の役割を担っている。心柱の高さ 110 ～ 375mの範囲には、

鉛直方向にＰＣ鋼より線が配置されてプレストレスが与えられている。

　

　液化天然ガス（ＬＮＧ）の貯蔵

タンクにもＰＣ構造が使用されてい

る。ＰＣ式タンクは、金属式タンク

と防液堤を一体化したもので、防液

堤に液密性、強度、経済性を考慮し

てＰＣ構造が用いられている。

ＰＣＬＮＧタンク（堺ＬＮＧ）

東京スカイツリー
事業主体：東武鉄道・

東武タワースカイツリー

１．ＰＣ技術は持続型社会の基盤を支える技術
　ＰＣ構造物は、これからの我が国にとって重要な課題となっている持続型社会の基盤を支えるに相応しい、高い

品質、高い耐久性、省エネルギー、地球環境負荷の低減等の特長がある。

（１）高い品質、高い耐久性により、メンテナンスコストの削減に貢献
　ＰＣ構造物に用いられるコンクリートは、高強度コンクリート（30

Ｎ /mm2 以上）であり、組織が緻密で腐食因子の浸透抑制効果が高く、

適切な維持管理が行われれば品質を長期間保持でき、メンテナンスコ

ストを大幅に削減することができる。また、ＰＣ構造物は大きな荷重

が作用して一時的にひび割れを生じても、その荷重を除くとひび割れ

が閉じる復元性に優れた構造であることも高耐久に寄与している。

　建築の分野では、長期優良住宅にも対応可能であり、土木施設と同

様にライフサイクルコストの大幅削減が可能となる。さらに、大スパ

ン建築物は将来的な建物の用途変更にも柔軟な対応が可能である。また、塩分の多い環境下の海岸部の人工地盤等

にも効果を発揮している。

（２）軽量化、長支間化によって、省資源・省エネルギーに貢献
　ＰＣ構造は、圧縮には強いが引張に弱いコン

クリートの弱点をＰＣ鋼材によりプレストレス

を導入することで補い、材料の持つ特性を最大

限に引き出している。その結果、ＲＣ構造に比

べて部材断面が小さく軽量化が図れる上、長支

間化が可能となり、長大橋梁や大空間建築物が

数多く建設されている。これら軽量化や長支間

化により省資源･省エネルギーに貢献している。

　一方で、建築分野では、デザイン性を要求されるスレンダーな部材や曲線を有する複

雑な部材にも対応可能であり、近年プレキャスト（PCaPC）造細柱を建物外周に配し

た事例も見られるようになってきている。

（３）材料及び生産システムの特性により、地球環境負荷の低減に貢献
　ＰＣ構造物の建設に伴うＣＯ 2 排出量は鋼構造物の場合の 40%～ 60%と小さい。近年はさらにプレキャスト化

の推進により現場施工の省力化、現場で使用する型枠・鉄筋・コンクリートの少量化、産業廃棄物の減量化等を進

め、一層の地球環境負荷低減が図られている。

長支間化の代表例ＰＣ斜張橋の矢部川橋

ＰＣａＰＣ造細柱の採用例
淀屋橋山本ビル

現役で活躍する第一大戸川橋梁（昭和 29 年）
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（４）高度な復元性により、地震に強い建築物の構築に貢献
　ＰＣ部材は地震時においても、埋め込まれているＰＣ鋼材の特性から優れ

た復元性を発揮し、残留変形のほとんどない建築物を構築できる。また、免

震装置や制震装置を組合せることで、地震に対し、より安全な建物の構築も

可能である。近年は庁舎・学校・物流施設・高層住宅・病院建築に多くの事

例が見られる。

（５）既存構造物の機能向上・耐震性向上にも貢献
　ＰＣ鋼材によりプレストレス力を付与する技術は、既設のＰＣ・ＲＣ構造物や鋼構造物の機能向上、耐震補強に

も活用される汎用性の高い技術である。例えば、旧い基準により計画・建設された橋梁であっても、外ケーブルを

配置しプレストレス力を付与することにより、今日の基準に適合する橋梁とすることができる。

既設橋梁の外ケーブル補強例

〈参照文献〉
文献１：「環境負荷を考慮した橋梁形式支援システムの作成と利用に関す
る研究」（土木学会論文集No.553、Ⅵ -33、pp.187-199、1996.1）
文献２：「プレストレストコンクリート構造物の建設に関連した環境問題」
（プレストレストコンクリートＶｏｌ .47、No.6、pp.57-62、2005.1）
文献３：「ＰＣ橋上部工における構造形式の影響、コンクリート構造物の
環境性能照査指針（試案）」付録資料（pp.112-133、2005.1）
文献４：ＰＣ橋の建設に伴うＣＯ 2排出量の削減に向けて（プレストレ
ストコンクリート技術協会）第 37回技術講習会テキスト（2009.1）

津波に耐えたＰＣ橋（「タフなＰＣ構造物たち！」）
　東日本大震災を受け、ＰＣ建協は直ちにＰＣ構造物の被災

状況について調査団を現地に派遣したが、津波によってあら

ゆるものが押し流された中に毅然と残るＰＣ構造物の姿を目

の当たりにした。その時、思わず調査団長が発した言葉である。

　ＰＣ橋の中にも、国道 45号の南三陸地区の 4橋をはじめ、

津波によって流出した橋梁は僅かにある。しかし、ほとんど

の橋は流出を免れている。

大地震にその効果を発揮した耐震補強ＰＣ外付けフレーム工法
　東日本大震災は、我が国観測史上最大規模の大地震であっ

た。ＰＣ建協会員各社の地震被害調査によれば、近年施工さ

れた耐震補強ＰＣ外付けフレーム工法は地震時にその効果を

発揮し、既存建物に大きな被害はなかったと報告されている。

　耐震補強ＰＣ外付けフレーム工法は、特に、既存の学校・

病院・庁舎・住宅において、「住みながらの施工」、「短工期で

の施工」で、耐震性向上に貢献できる最適な工法である。

津波に耐えた相馬港松川浦大橋

住宅の耐震補強例

２．ＰＣ建協はＰＣ技術普及の原動力
　ＰＣ構造物の建設は、工事発注者はもとより、設計には建設コンサルタント、設計事務所等が、工事には元請施

工会社の他に、その下で現場工事を担当する専門工事業者、さらにはＰＣ工事特有の工法、材料、機械等のサプラ

イヤー企業、また、生コン、仮設資材等を供給する地域産業等が、相互に協力することで成し遂げられる。

この中で、（社）プレストレスト・コンクリート建設業協会（以下、ＰＣ建協）はＰＣ工事の元請施工会社を正会員（現

在 31 社）、ＰＣ関連サプライヤー企業を賛助会員（現在 37 社）とする建設業団体であり、昭和 30 年にＰＣ工

業協会として設立されて以来、我が国にＰＣ技術を普及させる原動力となってきた。なお、ＰＣの技術者による学

術団体として（社）プレストレストコンクリート技術協会（ＰＣ技術協会）がある。また、現場施工を担当する専

門工事業者の団体としてプレストレスト・コンクリート工事業協会（ＰＣ工事業協会）がある。

　ＰＣ建協は、発注者等に対しＰＣ技術の普及、技術支援を日常活動として行うとともに、ＰＣ構造物の技術的諸

問題（塩害、ＰＣグラウトなど）への対応、安全、環境問題への対応、品質確保のための人材育成（グラウト技術

研修）等に取り組んでいる。また、ＰＣ技術の振興、ＰＣ技士・コンクリート構造診断士の活用、ＰＣ工事基幹技

能者の育成、技能の継承等に幅広く取り組んでいる。

ＰＣ構造物の建設は地域経済への
寄与度が高い
ＰＣ建協が行ったケーススタディでは、労働力や主

材料の地域還元率が 65 ～ 82％となり、ＰＣ構造物

を造ることは、地域経済の活性化に大きく寄与して

いる。

その他 地域還元額

65～82％

PC橋梁
全体工事費

・監理技術者等
・PC鋼材
・支承
・架設機材

・建設従事者
・生コン
・仮設資材
・建設重機
・プレテン桁

橋梁 1 工事当たりの
地域還元率

橋梁上部工のＣＯ 2 排出量

文献1PC橋
文献1鋼橋
文献2PC橋
文献2鋼橋
文献3PC橋
文献4PC橋

鋼構造物
の60％

鋼構造物

鋼構造物
の40％

橋梁上部工のCO2排出量

単
位
面
積
あ
た
り
C
O
2 排
出
量（
t-C
O
2/
m
2 ）
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３．求められる市場環境変化への対応
（１）ＰＣ建設産業の課題
　右肩上がりで伸びてきた公共投資

は、国の財政悪化等により、ピーク

であった平成７年度に対し、平成 22

年度は 48.6%と減少傾向にあり（出

典；国土交通省報道発表「平成 23 年

度建設投資見通し」（2011 年 6 月））、

ＰＣ建設市場も同様に平成 11 年度を

ピークとして平成 22 年度は 37.5%

となっている。

　ＰＣ構造物の需要の中心は道路等の橋梁であり、公共投資への依存度が高い。橋梁の全体に占める割合は、受注が

ピークだった平成 11 年度には全体の 85%、公共投資の落ち込みが激しかった平成 22 年度でも 71%を占めている。

　一方、ＰＣ専門工場の生産能力は市

場の縮小に伴い整理統合されてきてい

るものの未だに供給が需要を上回る状

況にある。

　　　　

（社）PC 技術協会

PC 工 事 業 協 会

（社）ＰＣ技術協会はＰＣの技術者による学術団体で、昭和 33 年に発足以来、わが国のＰＣ技術の普及と振興のために、
学術調査、研究とその成果の普及や会誌等出版物の発行、講演会・シンポジウムの開催、国内外における関係機関（fib、
JCI 等）との連絡・調整を行っている。

ＰＣ工事業協会は現場施工を担当する専門工事業者の団体で、ＰＣ工事業の発展と、それに従事する技能者の技能の向
上のために、工事業者の啓蒙、基幹技能者講習会の開催により技能者の育成、施工技能の継承を行っている。

発注者、コンサルタントにＰＣ技術の専門家
が不足？
　右図はＰＣ技士資格の職業分野別保有状況を示した図であ

る。施工会社の保有者数に対して、発注者、コンサルタント

の保有者数が少ないことが分かる。今後のＰＣ技術の普及の

ために、発注者、コンサルタントにＰＣ技士が増えることが

望まれる。 ＰＣ技士の業種別登録者数分布

用途別受注実績の変化

道路橋（ポステン）
64.6％

道路橋（プレテン）
14.3％

道路橋（補修）
0.0％

鉄道橋 5.3％

その他橋梁
0.8％

容器構造物
5.2％

建築構造物
4.7％

防災構造物
1.5％

マクラギ 2.0％ その他 1.6％

平成11年度
5793億円

PC橋梁
85％

道路橋（プレテン）
9.9％

道路橋（補修）
3.7％

鉄道橋 9.3％

その他橋梁
0.2％

容器構造物
2.4％

建築構造物
18.3％

防災構造物
0.8％

マクラギ 5.4％ その他 2.5％

道路橋（ポステン）
47.6％

平成22年度
2174億円

PC橋梁
71％

ピーク比
100％

80％

60％

40％

20％
H2 H5 H8 H11 H14 H17 H20

34,465m
（100％）

19,839m
（57.5％）

619億円
（100％）

145億円
（23.4％）

ＰＣ受注額の推移

出典：国土交通省 H23 年度　建設投資見

公共投資（土木）

PC受注額

工場製品生産実績と生産能力（製作ベッド総延長）の推移
工場の製作ベッド総延長プレテン製品の生産実績

市民・社会
地域経済

学校

PC建設産業

総合建設業者
PC専門業

PC鋼材
定着装置メーカ
橋梁付属品メーカ
架設機材メーカ

PC工事業者
技能者

発注機関
事業主

建設・建築
コンサルタント 研究機関

研究者

教育者
学生

・生コン
・仮設資材
・建設従事者
・建設重機

会員31社

会員122社

会員2565名

賛助会員37社

PC建設業協会

PC技術協会

契約（工事・委託）

相互協力

技術支援

PC工事業協会

ＰＣ建設産業の相関図
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第2章 技術フロンティア開拓への挑戦（２）専門技術力を活かし持続型社会への貢献を
　戦後生まれのＰＣ構造物も次第に建設後半世紀を経るものが出てきている。重要な社会基盤である橋梁について

も、20 年後にはＰＣ橋梁の約 25,000 橋が供用後 50 年以上を経過し、架け替えや補修・補強を必要とする時期

を迎える。

　そのため、ＰＣ建協会員企業には、ＰＣの専門技術を活かし、既設ＰＣ構造物の診断、補修、補強等を適切に実

施し、社会に貢献していくことが求められる。

　このようにＰＣ建協会員企業が、専門技術を軸として社会貢献を果たして行くには、これまで以上に、公共事業

発注者、建築事業主、コンサルタント、デザイナ－等にＰＣの技術への理解を促し、普及活動に取り組むことが重

要であり、ＰＣ建協の役割はますます大きなものとなっている。

第2章

　ＰＣ建協会員各社は、ＰＣの技術特性を活かし、コンクリート構造物の長寿命化をはじめとする持続型社会の基

盤を支える技術の確立や、建築、防災施設にＰＣの技術を普及するための取り組みなど、技術フロンティア開拓に

挑戦していく。

１．持続型社会への対応技術を研く
　ＰＣ構造物が持続型社会の基盤として有すべき基本要件は、高い品質を長期間に渡り保持できることである。こ

のため、ＰＣ建協と会員各社は、十分な品質が確保されていることの保証の技術等を含め、一段より高い水準での

品質確保が行われるよう技術の向上に取り組むことを基本とする。その上で、各種の新たな領域への取り組みを進

める。

（１）ＰＣ構造物にコンクリートの技術進化を取り込む
　近年、ＰＣ構造の主要材料であるコンクリートは、従来の倍以上の強度を有するものや、より高い耐久性を備え

るものなどが開発されてきている。このようなコンクリートの技術進化を取り込み、ＰＣ構造物のさらなる性能向

上を図る取り組みを進める。

　また、建設副産物であるフライアッシュや高炉スラグ微粉末をリサイクル材として混入したコンクリートをＰＣ

構造物に利用することにより、地球環境負荷低減を図るとともにＰＣ構造物の耐久性向上を図る取り組みを進める。

超高強度繊維補強コンクリート（ＵＦＣ）

高炉スラグ微粉末を混入したコンクリート

　ＵＦＣは、高強度、高耐久性を実現し、併せて軽量化に
よる架設費用の削減も可能とした材料である。組織が緻密
で塩害に対しても優れた抵抗性を有するため、羽田空港Ｄ
滑走路の桟橋外周部の床版に使用されている。橋梁にも
210N/mm2 のＵＦＣを使用した酒田みらい橋等の歩道橋の
実績がある。

　高炉スラグ微粉末を混入したコンクリートは、化学物質
による侵食や塩分浸透に対する高い抵抗性があるため、凍
結防止剤が散布される山間部や、海岸部など塩害環境にお
かれる道路橋での使用に効果がある。
高炉スラグ微粉末を混入したコンクリートを使用した道路
橋の実績として津軽ダム湯口橋がある。

津軽ダム湯口橋

酒田みらい橋

PC 橋（道路橋）の橋梁数経年分布（平成 21 年 4 月1日時点）
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羽田空港Ｄ滑走路桟橋部にプレキャスト（ＰＣａ）床版10,700枚使用
　床版重量の低減・施工の省力化が図れ、また、急速施工・交通解放に対応したプレキャストＰＣ床版に

よる床版取替工法の導入が進んでいる。

（２）ＰＣ鋼材の技術進化を取り込む
　近年、ＰＣ構造の主要材料であるＰＣ鋼材においても、従来の約 1.2 倍の強度を有するものや、グラウトが不

要となる防食ＰＣ鋼材として樹脂被覆ストランド鋼材やプレグラウトＰＣ鋼材、腐食しない材料として連続繊維材

料（ＦＲＰ）の緊張材などが開発され、実用化されてきている。このようなＰＣ鋼材の技術進化を取り込みＰＣ構

造物のさらなる耐久性向上・機能向上に向けた取り組みを進める。

（３）ＰＣプレキャストの推進による生産革新（リニューアル事業への対応）

　ＰＣ部材のプレキャスト化は、品質の確保とともに、現場の労働環境の改善、工期短縮、コスト縮減、環境負荷

の低減等に大きく貢献している。引き続きプレキャスト化を促進することとし、現場環境や施工条件などを勘案し、

きめ細かな取り組みを進める。特に、これから増えると予想されるリニューアル工事では、プレキャスト化による

工期短縮は必要不可欠と考えられるため、新たな製品開発と部材の標準化を進め、適用領域の拡大を図る。

エポキシ樹脂被覆ＰＣストランド セメント系プレグラウトＰＣ鋼材 連続繊維（ＦＲＰ）緊張材

プレキャストＰＣ床版により
急速施工が可能に
　床版重量の低減・施工の省力化が図れ、また、急速施工・

交通解放に対応したプレキャストＰＣ床版による床版取替工

法の導入が進んでいる。

羽田空港Ｄ滑走路桟橋部にプレキャスト（ＰＣａ）床版10,700枚使用
　羽田空港Ｄ滑走路の滑走路と連絡誘導路を含む桟橋中央部（約 31万m2）は、膨大な施工数量と海上施

工等の各種施工条件を克服し、また、長期耐久性・疲労耐久性等を確保するため、プレキャスト（ＰＣａ）

床版を敷設し構築されている。

プレキャストＰＣ床版の架設

羽田空港Ｄ滑走路桟橋部のプレキャスト（ＰＣａ）床版

（４）ＰＣ構造物の診断技術をはじめとする総合的な維持管理技術の確立
　これまでに建設された多くのＰＣ構造物を適切に維持管理していくには、その構造特性を踏まえた専門的な対応

が必要となる。ＰＣ建協会員企業はＰＣ技術の普及を進め、ＰＣ構造物を建設してきた一方の当事者として、その

構造特性に通じるとともに、建設後のＰＣ構造物の品質について強く関わりを持ってきた。その過程で、ＰＣ構造

物の調査・診断や、補修・補強について様々な知見を蓄積し、各種の技術開発も行ってきた。

　今後は、これらの技術開発を推進するとともに、ＰＣ鋼材の張力測定技術、デジタルカメラを用いた構造物の変

位計測技術、光ファイバセンサーを用いたモニタリングシステムなど、定期点検や構造ヘルスモニタリングにより、

変状の発生確率や余寿命を推計する技術の開発を進め、調査・診断から、補修・補強工事に至る総合的な維持管理

技術の体系化に取り組む。

２．建築分野への利用拡大を図る
　ＰＣ技術の建築物への適用は土木構造物と同時期に始まったが、橋梁を中心に土木で飛躍的に普及したのと異な

り、建築の分野では十分には普及が進んでいない。しかし、数少ない中にも魅力的な建築物があり、近年は注目が

高まってきている。このため、ＰＣ技術の建築分野への普及に向けて、新たな活用法の提案をはじめとする市場ニー

ズに適合した各種の取り組みを進める。

ＰＣ建協会員企業が保有する様々な技術

　既設ＰＣ構造物の調査・診断、補修・補
強技術として、橋梁上部工のみならず、橋
梁下部工、タンク、建築など幅広い分野に
対応可能な技術を保有している。

床版内部診断

炭素繊維プレート緊張補強

PC グラウト充填探査

ASR 膨張抑制

撤去桁を用いた臨床研究が進んでいる
　ＰＣ建協では、撤去桁を用いた臨床研究（（独）土

木研究所との協力協定）を現在行っており、ＰＣ構造

物の劣化・損傷の程度と性能指標の整合性の確立を行

い、どの段階で対策を施せば、その耐久性が確保でき

るかの検証を進めている。

撤去桁を用いた臨床研究
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（１）ＰＣの設計手法の簡略化
　ＲＣ構造とＰＣ構造では同じコンクリート系の構造であるにも係らず、設計規準が違っており、設計者にとって

ＰＣ構造は「すばらしいが使い難い技術」とみられることがＰＣ構造の普及への障害となっている。このため、（社）

日本建築学会や（社）ＰＣ技術協会との連携を深めて、ＰＣの設計手法の簡略化に取り組む。

（２）有孔梁の研究成果の実現化
　ＰＣ梁の設備開口の制約も建築物への普及の障害の一つであっ

た。これについては、これまで開口サイズは梁成の 1/3 が限度と

されてきたものが、最近の実験研究によると梁成の 1/2 まで可能

となっており、この成果を活かした取り組みを進める。

（３）補強・リニューアル分野への更なる進出
　既存建物を補強・リニューアルして有効に活用する動きが顕著

になっている。これまで、学校や官公庁では耐震補強にＰＣ技術

が積極的に使われて、数多くの実績を残してきた。ここで培った

技術を事務所ビルや住宅の補強、リニューアルの分野に活かして

いく。

（４）高強度コンクリートの活用
　ＰＣａＰＣ工法でも、高強度のコンクリートを活用することに

より、今まで以上に部材断面を小さくし、躯体重量を低減させ、

耐久性を向上させた構造を提案していく。

（５）アンボンドＰＣ鋼材の更なる活用
　グラウトが不要となるアンボンドＰＣ鋼材は、コスト及び工期

面で優れた材料であり、今後、ＲＣでは計画が難しいスパン（10

ｍ程度）の構造体への積極的な利用を提案していく。（アンボンド

ＰＣ鋼材は、2007 年の告示改正により耐震要素である柱や大梁

への利用が可能となっているが、限界耐力計算の要求等の付帯条

件が厳しく、実際にはほとんど使われていないのが現状である。）

「PCを知っている人は素晴らしいという、しかし、ほとんどの人は何も知らない」
　一般の建築技術者にとってＰＣの技術に触れる機会は極めて少ない。建築技術者にＰＣ建築の利点を理

解してもらい、ＰＣ造はＲＣ造やＳ造と同じポピュラーな技術であり、土木構造物と同様にあらゆる建築

構造物に利用可能な汎用性の高い技術だと知ってもらうことが利用拡大のための一番重要な方策と考えら

れる。ＰＣ技術の理解者の裾野を広げることが必要で、建築を学んでいる学生向けの講習会や出前講座な

どの広報活動を通じて、ＰＣ建築理解者を増やすための芽を育てていく必要がある。

大野義照大阪大学名誉教授（前ＰＣ技術協会会長）2010.10.14 講演会

有孔梁実験

パークシティー豊洲（ＰＣ床スラブ）

３．防災施設にＰＣ技術を活用する
（１）防災施設へのＰＣ技術の普及
　ＰＣ構造は降伏点強度の高いＰＣ鋼材が用いられており、地震・津波あるいは落石・雪崩・波浪などの外力が

仮に設計を上回る力で作用しても、「損傷はするが破壊はしない。（つま

り、人命は守る）」という特性をもっている。この特性を活かし、これま

でにも防災施設への活用が進められており、落石防護のロックシェッド

や雪崩防護のスノーシェッドは昭和 30 年代から次第に普及し、ロック

キーパー、また、地吹雪・雪溜まり対策のスノーシェルターや波浪対策

のウェーブシェッドにもＰＣ構造が採用されてきている。今後は、なお

一層、防災対策分野でのＰＣ構造の有効性への理解を促し、この特性を

活かす防災分野での多様な活用法を検討、提案し、普及に努める。

　

（２）ＰＣ構造の津波対策用人工地盤の提案
　先の東日本大震災の巨大津波に対して、海岸部に建設されたＰＣ橋梁は、その優れた特性である“粘り強さ”を

発揮して健全性を実証した。その事実も踏まえ、今後の津波対策を推進する観点からＰＣ構造の人工地盤の構築を

提案する。

　具体的には、まず、漁港の就業者に対して「安心・安全」の職場を提供するため、漁港荷捌き場への人工地盤（屋

上が津波対策の避難場所）の建設を提案する。また、海岸部に設けられた「道の駅」周辺に高台などが無い場合に、「道

の駅」を避難・防災拠点として機能させるための人工地盤を提案する。さらに、津波対策のため高台移転が求めら

れても地形の制約等で移転場所の確保が出来ない等の場合への対応策として、居住用の人工地盤を提案する。

　人工地盤の構造・施工方法には、ＰＣ建築で実績が豊富なプレキャストＰＣ造を提案する。ＰＣ構造とすること

で柱間隔を広く長くすることが可能となり、人工地盤

下の空間利用が飛躍的に向上する。また、プレキャス

ト化により工期の大幅短縮が可能となる。この方式に

よれば、プレキャスト部材は地域のＰＣ工場で生産し、

地域の建設業の力を活用した建設が可能となり、地域

還元型の生産方式となることも特長である。

津波による損傷がなかったＰＣ構造の防潮水門
　防潮水門である普代川水門の門扉のカーテンウォール部は、Ｐ

Ｃ構造である。東北地方太平洋沖地震による津波は、門扉を越流

したが、カーテンウォール部に損傷はなかった。このため、門扉

を越流した津波は水門から 200mの位置で停止し、背後地の普代

村を津波の被害から守ることができた。ここでもＰＣ構造が津波

に有効な構造であることが証明された。 普代川水門

プレキャストＰＣ構造の人工地盤の実績（羅臼漁港）

ロックキーパー

カーテンウォール式門扉
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海外進出する
ＰＣ長大橋建設
　これまで培ったＰＣ橋の設計・

施工技術を活かし、海外でもバイ

チャイ橋等の世界有数のＰＣ長大

橋の建設を行っている。

第 3章 専門技術を軸に多様なビジネスを展開する

津波対策用人工地盤全体図

住宅用地（傾斜地）

避難所（道の駅） 駐車場（荷捌き場）

　ＰＣ構造物の適切な施工、既存のＰＣ構造物に対する適切な診断、補修・補強等にはＰＣの構造特性を熟知し、

長年にわたる知識と経験の蓄積に裏打ちされた専門技術が不可欠である。その意味で、ＰＣ建協会員企業には、Ｐ

Ｃの専門技術の継承、向上に努め、今後の持続型社会の基盤を支える役割をしっかりと果たしていくことが求めら

れる。ＰＣの新設需要の拡大が期待できない中でこのような役割を果たして行くには、ＰＣの専門技術を活かしな

がらこれまでの事業の枠組みを超えた多様なビジネスへの取り組みを進める等により活動領域を確保しつつ、一方

で経営のさらなる合理化を進める等の取り組みが必要である。

１．専門技術を活かす多様なビジネスの取り組み
（１）ＰＰＰ等の民間事業方式への積極的な参画
　今後、我が国でもＰＰＰやＰＦＩ事業方式をはじめ社会資本の整備、管理の分野で建設、維持管理、運営を資金

調達も含めて民間に委ねる方式の採用が進むとみられる。ＰＣ建協会員企業もＰＣの専門技術の提供者の立場から、

このような事業スキームに積極的に参画し、新たな事業を掘り起こすことが求められる。

（2）海外市場への事業展開
　海外市場での事業展開は、今日までに培ってきたＰＣ技術の継承、発展のためのフィールド確保の意味からも重

要である。海外事業の形態には、工事の元請受注、大規模プロジェクト工事におけるＰＣ部分の工事協力、エンジ

ニアリングに特化したスーパーバイザー、技術支援・施工管理業務、現地法人の設立を含めたコンクリート工場製

品の供給等、多様な形態が想定されるが、これらに対する会員企業個別の取り組みとともに、海外でのＰＰＰの事

業方式への参画、官民一体型のインフラ輸出プロジェクトへの参画等に対しては、必要に応じてＰＣ分野のチーム

ジャパンを結成する等により取り組むものとする。

会員企業経営者の声

バイチャイ橋（ベトナム） コロラドリバー橋（アメリカ）

・海外事業では、部材製作やエンジニアリング（設計・施工管理）で利益を得る方法もある。

・海外事業では、ゼネコンへの設計支援、施工支援、特殊工場製品の製作支援を行う方法もある。

・ＰＣ建協会員同士によるＪＶを構成し海外進出を図ってはどうか。

・ＯＤＡ案件のＰＣ橋建設には日本のＰＣ専業者をＪＶに入れるなどの策を考える。

・海外のインフラ需要の情報収集や海外の建設業協会との交流などのアドバイザーとしての
　ＰＣ建協の役割を期待する。
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2．ＰＣエンジニアリング業務への進出
（１）点検、調査診断などの技術と補修・補強をパッケージにした新たなビジネス
　ＰＣ建協会員企業は、現在までに培ったＰＣの専門技術力を基軸に、ＰＣ構造物の点検、調査、診断、設計から補修・

補強に至るまでを一つのパッケージにする新ビジネスに取り組む。（この有効性については、第４章の３を参照）

これは、建築分野においても同様である。これまでに学校、住宅などのＲＣ構造物の補強・リニューアルで培った

ＰＣ技術をオフィスビルや庁舎等にも積極的に展開するとともに、ＰＣ部材を有する古い建築物の耐震診断や補強・

リニューアルに、ＰＣの専門技術力を活かして取り組んでいく。

（2）小規模プロジェクトへのＰＣ技術の支援
　ＰＣ構造物の主要部以外の補修工事では、ＰＣの専門技術力を持つ企業が施工を担当しないことが多く、中には

施工中にＰＣ桁構造を損傷させるといった事態も発生している。このようなことを防ぐため、ＰＣ建協会員企業が

発注者あるいは施工企業に対し、施工管理あるいは技術指導の形態で事業に参加する（ＣＭ業務等の位置付け）こ

とにも積極的に取り組む。

（3）ＰＣプレキャスト製品供給ビジネスの拡大
　全国各地にＰＣ専門工場を有するＰＣ建協会員企業は、国内ビッグプロジェクトでの特殊製品から一般の小規模製

品に至るまで、幅広いＰＣプレキャスト製品の供給を行っている。今後、新たな製品開発等に積極的に取り組み、そ

の現地施工や管理についてのエンジニアリング業務を製品供給と合わせて行うことなどにより、ビジネス拡大を図る。

会員企業経営者の声

会員企業経営者の声

・補修補強分野は新設橋梁が減少するなかで、経営の基盤となり得る。

・発注者も補修補強分野は手探り状態であり、企業側の工夫や技術が受け入れられやすい。

・補修補強分野も情宣活動とユーザー目線での市場展望が重要である。

・補修補強事業では、計画・調査・設計・施工・維持管理までを一貫して実施するシステムを
　構築すべきである。

・PC建協会員各社の新規分野の開拓やサービスエンジニアなどは、各社対応だけでなく PC建協全体
　でのシステム作りも必要である。

3．合理的、効率的な経営基盤の形成
（１）事業規模に見合った供給体制の合理化
  1）工場部門の合理化
　ＰＣプレキャスト製品の需要規模が大きく縮小しているにもかかわらず、供給体制（ＰＣ専門工場）の縮減はそ

れに見合っていない。このため、経営の効率化の観点からも工場の統廃合等を進める必要がある。そのためには、

ＰＣ専門工場の全国的な配置、ＰＣ建協会員企業の供給体制等に留意しつつ、合理的な経営形態を目指していく。

過剰なＰＣ専門工場と地域偏在の状況

　ＰＣ専門工場で生産するプレテンション製品の生

産額とＰＣ専門工場数のピークの平成 7 年と平成

22 年の比較は下表の通りで、工場数が過剰である。

　ＰＣ専門工場数の地域分布の変化は、右図の通り

で、地域によって減少率に差が生じている。各工場

では減産の他、他製品の生産に切り替えるなどで工

場を維持しているのが現状である。

プレテン製品生産額とＰＣ専門工場数の変化

ＰＣ専門工場の地域分布の変化

機材取扱場所の地域分布

（2）地域との結びつきの強化
　ＰＣ建協会員企業には、それぞれの発祥地や昔からの工場の所在地など、特定の地域と強い繋がりを持つ企業が

ある。公共事業の縮減が進む中、地域に根付いた企業イメージを大切にし、今まで以上に地域との結びつきの強化

を図っていくことも経営戦略の選択肢の一つと考えられる。

（3）品質確保等のための生産基盤の強化
　新たな事業領域への進出を含め、ＰＣの専門技術力を軸としたビジネスを展開して行くうえで、人材育成、研究

開発をはじめとする生産基盤の強化は不可欠である。

  2）保有機材の合理化
　ＰＣ専門工場と同じく、機材センター等のＰＣ関連

機材取扱場所も右図のように会員企業各社ごとに各地

に配置されているのが現状である。これについても経

営効率の向上のため、会員企業間の共同利用等の方策

の検討が求められる。

プレテンション
製品の生産額

PC 専門工場の
箇所数

平成 7 年 619 億円 104 工場

平成 22 年 145 億円 64 工場

（ピーク比） 23% 62%

北海道

北海道

各地域ブロックの
PC 専門工場数

各地域ブロックの
機材取扱場所数

東北

東北

関東

関東

関西

関西

九州

九州

四国

四国

中国

中国

北陸・中部

北陸・中部
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 ●：平成 7 年度　  計 104
 ●：平成 22 年度　計 64

 ●：平成 22 年度　計 40
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第4章 ＰＣの専門技術力を活かすために／入札契約制度等の見直しに向けての提言

建設産業の再生と発展のための方策 2011

国土交通省地方整備局との意見交換会状況

　我が国で橋梁を中心とする社会資本整備の分野にＰＣ技術の普及が進んだ背景の一つには、指名競争入札制度の下

で発注者がＰＣの専門技術力を有する企業を評価し、選別することで、相互の信頼関係が形成され、その上で良質な

社会資本を安定して提供することができたことがある。

　今日、総合評価方式による一般競争が基本となった我が国の公共事業の入札制度にあっては、企業の専門技術力評

価について発注者の判断に委ねられ、また契約方式においても施工者の専門技術力を効果的に活用することが円滑な

事業執行の上で必要となっている。以下に、そのような観点からの入札・契約の仕組み見直しに関しての提言を行う。

1．ＰＣ工事の専門性に対する発注区分等への配慮を
（１）業種区分に「ＰＣ構造物工事業」の創設を検討

（２）競争参加資格認定においては「ＰＣ工事」の全面採用を 
　国、一部を除く多くの地方自治体では、「ＰＣ工事」としての工種区分を設け、競争参加資格認定段階で適格業

者による入札契約が執行出来るようにしている。さらに、国及び多くの自治体では、同種ＰＣ工事の施工実績を求

めることでその効果をより有効なものとしている。ＰＣ工事のように専門技術を要する工事分野においては、企業

の専門技術力について適正な評価を行い、良質な社会資本の建設が行われるべきである。そのためにも、その前提

として、すべての地方自治体において「ＰＣ工事」の競争参加資格の認定とともに施工実績による競争参加資格の

設定が徹底されるべきである。

　ＰＣ工事は高度な専門性が必要とされており、高度な技術を

もって自立する企業群の存在等、既存業種に対する独立性も認め

られる。ＰＣの専門技術力が発揮されるべき工事を含む工事が「Ｐ

Ｃ工事」の工種区分で発注されれば、「ＰＣ構造物工事業（仮称）」

という新たな業種区分の創設を検討、提案していく。

　「建設産業の再生と発展のための方策 2011」でも業種区分の

在り方見直しを提言している。

　現在の業種区分は、施工技術の相違や取引慣行、業界の実態等を勘案して、昭和４６年に設定されたも

のであり、このことにより専門工事業の地位の安定化や技術の向上、さらには発注者保護が図られてきた

が、その後４０年が経過し、ストックの増加、少子高齢化、環境重視等建設業を取り巻く社会情勢が変化

するとともに、建設工事の内容の変化、専門技術の進展、関連制度の改正等もあることから、現在の業種

区分が実態と乖離していないか、多様な視点による点検が必要となっている。

専門技術力の評価は無く、地域要件の設定が過大に（地方自治体の入札参加資格要件）
　地方自治体の中には、ＰＣ工事を土木一式工事として発注するだけでなく、ＰＣ工事の施工実績以外に、

土木一式工事の格付や総合評定値や管内本店を要件とし、ＰＣ専業者の入札参加を認めず、地元ゼネコン

向けに発注するところがある。

2．ＰＣ技術の専門性を適切に評価する総合評価方式（事業方式）に
（１）専門技術力を評価対象の重点に
　ＰＣ工事に係る総合評価方式の運用に当たって、専門技術力を重視する立場より、以下の３項目を提案する。

　① 同種・類似工事の経験・実績とその工事成績及びＰＣ技士、コンクリート構造診断士、ＰＣ基幹技能者等の

　　 配置によって施工体制を評価する。

　② 技術提案については、コンクリートの材料・打設・養生における配慮といった一般的な問いかけでなく、出来形・

　　 緊張管理や架設時の安全管理といった当該ＰＣ工事の特性に関わる内容によって評価する。

　③ 配置予定技術者の技術力を見極めるために、配置予定技術者本人へのヒアリングを行い、技術提案の内容確

　　 認やＰＣ工事の技術課題への対応能力を評価する。

以上の３点については、ＷＴＯ対象案件でも重視する。

（2）専門技術力を重視した二段階選抜方式を
　総合評価制度の運用に当たって、発注者、競争参加者双方の負担軽減と事業執行の効率化を図るため、専門技術

力を重視した二段階選抜方式を積極的に推進すべきである。

　その際、ＰＣ工事においては第一段階で、企業の専門技術力（施工実績・工事成績）と施工体制（有資格技術者・

技能者の配置）により優良な競争参加者を数社に選抜し、第二段階で、選抜された競争参加者からの技術提案と配

置予定技術者ヒアリング及び入札価格により総合評価を実施する方式とすることを提案する。

（3）部分詳細設計付工事とその総合評価方式の導入を
　ＰＣ工事の特徴は、仮設が本体設計を大きく左右することである。

特殊な仮設については専門技術力を持つ施工業者の手によらざるを得

ず、関連した本体設計も施工段階で見直しが行われるのが実態である。

その意味では、本来的には詳細設計付工事発注方式を提案する。

　そこに至る過程として、このようなＰＣ工事特有の技術領域の詳

細設計についてはその部分に限り工事と一体で施工業者が実施する

　ＰＣ構造物の施工には、ＰＣ特有の施工管理、専用設備、ＰＣ構造物の架設計画を考慮した設計に関す

る知識と経験を有した人材等の確保が必要である。

　① ＰＣ特有の施工管理

　　　・緊張管理…適正なプレストレスを導入するためのＰＣ鋼材の緊張力管理

　　　・たわみ管理…ＰＣ構造物の形状管理（構造形式により管理手法が異なる）

　　　・グラウト管理…緊張材の腐食防止とコンクリートとの付着の為に注入するグラウト材の注入管理

　② 専用設備

　　　・架設機材…個々の構造に適合した専用設備の製作・改造を可能とする、架設機材の保有

　　　・ＰＣ工場…ＰＣ桁、プレキャスト部材製造の専用工場の保有

　③ ＰＣ構造物の架設計画と設計をする能力

　　　ＰＣ建協会員企業は、これらを専門に取り組んできた技術者集団の企業であり、その知識と経験  

　　　からＰＣ構造物に関わる様々な問題を予見できる能力（ＰＣの専門技術力）を持っている。

ＰＣの専門技術力（Know-How）

片持ち架設工法による PC 橋
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〔 P C 施 工 業 者 〕 〔 発 注 者 〕

橋梁基本台帳

基本設計

基本図面

基本数量

入札公告

ヒアリング施工計画書

技術能力
の審査

競争参加資格確認結果通知

落札者の決定

設計計算書、施工計画書、数量

審査・承認

入　　札

施　　工

竣　　工

予定価格
の決定

現地調査

見積書

技術提案

設計変更

詳細設計

「部分詳細設計付工事」の導入を提案する。加えて、詳細設計対象部分の設計方針等について技術提案を求める総

合評価方式とすることで、専門技術力の評価がより適切に行われるものと考える。また、この方式の導入により、

架設設計やＰＣ構造の細部設計の分野での設計者と施工者の責任の明確化が図られることにもなる。

　部分詳細設計付工事の対象となる工事の例として、施工ステップ毎に構造系が変化するＰＣ工事（片持ち架設工

法等）が考えられ、部分詳細設計の範囲としては各施工ステップで必要な補強構造の設計や架設時に緊張する大容

量ＰＣケーブルの定着部構造の設計などが考えられる。また、技術提案の内容としては、部分詳細設計の基本的な

設計方針、適用する設計基準、照査方法、配慮事項（経験工事との比較等より）等が想定される。

（4）長期保証制度等を検討
　現在行われている契約方式に変わる新たな方式についても、前向きに検討し提案していく。長期保証制度につい

ても、実際におこっている品質低下事例を分析しながら、ＰＣの品質確保にふさわしい保証品質項目を検討し提案

していく。

3．補修・補強にＰＣの専門技術力の活用を
　ＰＣ桁本体や構造全体に関わる補修・補強工事を、ＰＣ構造物の設計（ＰＣ鋼材や鉄筋の配置）を把握し構造特

性を理解しないまま行うと、構造物の損傷を拡大させることになりかねない。このため、そのような補修・補強工

事はＰＣの専門技術力を持つ企業により行われるように、「ＰＣ工事」の工種区分で発注すべきである。

　ＰＣ橋の補修・補強工事では、着手後に構造物の劣化状況等が明確になることが多く、これにより補修・補強工

事の内容が大幅に変わるのが一般的である。一方、小規模工事は、単年度予算の制約等により、設計変更が行いに

くい事業執行となりがちで、補修・補強を適切に実施しようとする者には、現状ではリスクの大きな事業となって

いる。

　これらの課題への対応策として、ＰＣ構造物の補修・補強については、ＰＣの専門技術力を持つ企業により、詳

細調査から診断、補修までを一括契約（パッケージ型契約）し、診断後の実施設計承認に基づく設計変更をルール

化することを提案する。あわせて、事業執行リスクの緩和のためにも複数のＰＣ構造物の補修・補強工事を対象と

することや、複数年契約の導入を行うべきである。

　本提案は、一種の詳細設計付き発注となるが、コンサルタントが必要により三者構造の一員として設計・施工管

理を担当し、その対応を担保する方式も考えられる。

　以下に、外ケーブル補強工事を対象にしたパッケージ型契約方式の実施フローを示す。

外ケーブル補強工事を対象にしたパッケージ型契約方式の実施フロー
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第 5章 ＰＣ建協の果たす役割と今後の取り組み

１．社会・市場と繋ぐ架け橋に
　これからのＰＣ建設産業が、ＰＣ技術の品質を確保しつつ生産性の向上を図り、新たな技術フロンティアを開拓

し、ＰＣの専門技術を基軸に多様な建設ビジネスに挑戦しようとするとき、ＰＣ建協に求められる役割はより大き

なものとなる。

　その実現には、市場（事業主、発注者、計画・設計者等）に新たなＰＣの技術の有効性と、また、その活用に当

たっては専門技術を有する者に委ねることが肝要であることが理解されなくてはならない。それには新たな技術の

活用や新たなビジネスの成果そのものを通して着実に市場の信頼、評価を得るだけでは十分でなく、積極的な市場

への働きかけが必要とされる。この市場との対話（「市場対話」という。）はＰＣ建協の担う最も重要な役割となる。

また、ＰＣ技術の効果的な活用には、発注者、設計者等がＰＣの技術特性を理解し、適正な計画、設計での工事発

注や維持管理を行うことが必要であり、そのための「技術支援」の取り組みもＰＣ建協の担う重要な役割となる。

個別の企業活動にはコンプライアンスの面での制約が厳しくなる中にあって、ＰＣ建協の役割が増大するものと考

えられる。

　一方で、ＰＣ建協は、市場対話や技術支援の活動を通じて得られた市場のニーズを会員企業の生産活動に適切に

フィードバックしつつ、生み出されるＰＣの製品や建設サービスについて、安全、環境の側面も含め総合的に品質

の確保、向上を図っていくことも大きな役割である。そのために、生産活動の共通の基盤となる研究開発や人材確

保等の支援（「生産支援」という。）を効果的に推進することが求められる。

PC 建協の位置づけと役割の概念図

２．建協活動の３つの役割
（１）市場対話

１）積極的な広報活動を幅広く展開
　ＰＣ技術の真の理解者とファンを社会全体に増やす

ために様々な機会を利用してＰＣ技術の素晴らしさを

広くアピールする。特に、明日の産業界を担う大学、

高等専門学校等の学生のＰＣ技術への関心・理解を

深めるため、既に北海道、東北等の支部で実施してい

るＰＣ技術セミナー等の開設、講座への講師派遣等を

全国的に進める。また、教育機関と連携し、「設計コ

ンテスト」・現場見学会等の催しを積極的に開催する。

各地で開催される建設技術フェア等にも積極的に参画

しＰＣ技術のアピールの場として活用する。なお、これらの取り組みを行う際は、橋梁に留まらず、ＰＣ技術が活

用されている様々な事業分野を対象に取り組む。

　建設事業の実施者や建設事業の計画、設計等に携わる技術者に向けてＰＣ技術の普及のための講習会等を積極的

に開催する。例えば、建築分野で毎年開催しているＰＣ建築技術講習会は、ＰＣａＰＣ工法の活用成果等について

事業主、設計事務所等に紹介し、ＰＣ技術のアピールの場として効果を上げており、このような取り組みの更なる

推進を図る。また、（社）ＰＣ技術協会主催の講習会、シンポジウム等を積極的に支援し、これらに幅広い分野の

参加者が集まるように連携し取り組む。この他、様々な研修機関が開催する研修にも講師の派遣等、積極的に取り

組む。

　インターネットのホームページ、広報誌等による広報活動についてもコンテンツと広報媒体の両面から見直し、

社会への情報発信力の強化を図る。特にＰＣ技術の活用成果の事例集、技術特性等については、デジタル時代に対

応してインターネットによる情報提供を進める。

　一方で、発注者、建設コンサルタント、建築設計事務所等のＰＣ技術の直接的な利用者に対しては、先端分野で

の利活用の状況、技術的な特性等について詳細な情報を送り届け、あわせて市場のニーズを探るための取り組みを

強化する。これには、発注者等とのフェイスツーフェイスの情報伝達が有効であり、技術支援活動での機会の他に

も積極的に機会を設けることに努め、あわせて情報誌やパンフレット類の整備充実を図る。

２）発注機関等との積極的な意見交換
　国土交通省各地方整備局、高速道路会社各社、鉄道建設・運輸施設整備支援機構、各自治体等の発注機関との意

見交換会、技術交流会等をより積極的に行う。具体的には、これら機関との間で、ＰＣ建協本部、支部との意見交

換会が定期的に重層的に開催されるよう働きかけを行い、ＰＣの専門技術力の効果的な活用のための入札契約方式

や総合評価方式の運用のあり方、また、合理的、効率的な事業の実施のための官民の連携のあり方等について理解

を求め、改善を図る。

　また、国土交通省国土技術政策総合研究所（以下、「国総研」）、（独）土木研究所、（株）高速道路総合技術研究

所等の研究機関との連携強化のため、これら研究機関とも意見交換会等を積極的に開催する。

　ＰＣの技術を効果的に活用する上で建設コンサルタントや建築設計事務所等との連携は大きな課題となってお

り、施工側からみた設計上の課題、効率的な業務分担のあり方等についてコンサルタント協会等との意見交換が本

部、支部のレベルで重層的に開催されるよう取り組む。

地方公共団体
36

国土交通省
9

その他（各種団体等）
2

学校関係
12

建設コンサルタント
協会 3

数値は研修会等の開催件数
技術研修会等の取り組み状況（平成 22 年度）

会員企業の
生産活動

PCの専門技術を
基軸に多彩な建設
ビジネスを展開

PC建設産業 社会・国民

PC建協

PC
工事業協会
●PC工事業者

●技能者等

●事業主

●発注者

●計画・設計者等

市　場

●教育者　

●学生

研究
教育機関

3.生産支援

2.技術支援

1.市場対話

研究開発

●技術者 ●研究機関  ●研究者等

（社）PC技術協会

22

新ビジョン2011 プレストレスト・コンクリート建設業協会

新ビジョン 2011 23

明日のPC建設産業の展望とPC建協の果たす役割

新ビジョン 2011



３）ＰＣの技術に対する市場ニーズの把握
　発注機関からの公表情報の収集や意見交換会や技術支援活動を通じて把握される情報を収集し、市場動向や技術

課題について分析する。その結果は会員企業の経営戦略に活かされるよう情報提供し、生産支援の取り組みにフィー

ドバックする。

　特に、技術フロンティアやニュービジネスとして開拓に取り組む建築分野、保全補修分野、エンジニアリング分

野、海外分野などについては、ＰＣ建協の体制を整備し、市場ニーズの把握手法の開発、整備等に取り組む。

（２）技術支援
１）幅広い技術相談への積極的な対応

①「橋の相談窓口」の充実等
　ＰＣ構造物の管理やＰＣ技術の活用に関

することについて、幅広く日常的な相談に

対応する体制の充実を図る。既存のＰＣ橋

梁に損傷が発見された場合や突発的な事故

が生じた場合に、それらへの対処方法など

についての緊急相談に対応する「橋の相談

窓口」（国総研及び（社）日本橋梁建設協会

と連携した取り組み）について、本部、支部間の連携を強化し対応の充実を図る。

②「ＰＣ技術相談室」の機能強化
　平成 23 年度、ＰＣ建協に経験豊富な技術相

談員を専属で配置する「ＰＣ技術相談室」を開

設することにより、ＰＣ技術の活用について、

会員企業のコンプライアンスの問題に係りなく

対応できる体制を整えた。

　当面、この周知を進め、積極的な活用が図ら

れるよう取り組むこととし、今後は、技術相談

員の全国的な配置等の機能強化を図り、ＰＣ技

術普及の拠点としてより大きな役割を果たすこ

とを目指す。

　なお、ＰＣの技術の適切な利活用の推進を目的に、ＰＣ技術に精通し設計・施工の実務経験が豊富な技術者（建

設コンサルタント、施工会社等で経験を積んだ技術者）によってＮＰＯ法人等の団体が設立される場合には、ＰＣ

建協は団体の設立やその活動に対して積極的に支援する。

③ 新たな橋梁管理システムの構築
　これまでに会員企業が施工したＰＣ橋梁（小規模橋梁を含め約８万橋）と今後施工する橋梁について、所在地、

構造、施工方法等に関する基本情報（インデックス情報）をデータベース化し、その内容を逐次更新するシステム

を整備し、ＰＣ建協としての災害時等の問い合わせへ対応の迅速化を図る。あわせて、ＰＣ橋梁の予防保全に向け

ての各種取組等を推進するとともに、会員企業の保全補修分野での効果的な事業戦略の構築を支援する（「生産支援」

の役割）。

橋の相談窓口の組織体制

PC 技術相談室の役割

「PC技術相談室」は、
プレストレストコンクリート（PC）の利活用に関する相談窓口です。
技術的な課題を抱える事業主や設計者のご相談に、経験豊富なPC技術
相談員がサポートします。 ※業務内容により、有償業務となることがあります。

計画・設計に関すること

積算に関すること

補修・補強に関すること

施工に関すること

どうすれば、工期短縮できますか？

全体の積算はどうすればよいのですか？

補強のための昭和56年の復元設計はどうするの？

工程表を照査していただきたい。

２）調査研究についての専門家派遣等
　国、自治体等においてＰＣ構造物に関しての調査・点検、診断、補修等のマニュアルの作成、ＰＣ技術の活用に

ついての指針の作成等を目的として検討委員会等が設置される場合、ＰＣの技術に関する専門家としてＰＣ建協よ

り積極的に委員を派遣する。

　また、他に代わりのない専門技術を保有する機関として、ＰＣ建協に対し調査・研究委託の要請がある場合には、

可能な限り積極的に対応する。

３）ＰＣ技術活用情報の整備、提供
　ＰＣの技術の活用に関する各種のデータベースや技術図書の整備を推進する。具体的には、インターネット等で

提供しているＰＣ技術の適用事例（施工実績）、積算体系、技術指針等についてデータの追加、更新を適切に行う

とともに、新たなガイドライン、マニュアル等の整備を進める。

　建築分野でも、社会のニーズに応える有孔梁についての設計指針化や、ＰＣ技術の利用拡大のためのＰＣ建築マ

ニュアルの改訂を行い、これら情報の整備を進め、設計事務所等関係先への情報発信に取り組む。

　ただし、インターネットによる情報提供や技術図書の流布によって、技術力のない企業（非会員企業）の模倣的

な生産を誘発し、品質問題の発生等によって会員の共益が損なわれることがないように十分配慮することが必要で

ある。このため、情報提供の対象者や提供する情報の内容に十分留意し、公開型の情報提供（ホームページ公開、

図書配布等）と対話型の情報提供（ＰＣ技術相談室の経由、サーバー・アクセス権の制限等）を適切に使い分け対

応する。

（３）生産支援
１）総合的な品質確保の推進

　ＰＣ建協は会員企業によるＰＣの建設生産活動について、安全、環境を含む総合的な品質の確保、向上への取り

組みを支援する。特に、社会に対して会員企業の製品や建設サービスについての品質保証を付与する取り組みを進

め、非会員との差別化を図り、会員企業の共益確保に取り組む。

　ＰＣの品質確保については性能照査型設計・施工への対応のため、顧客に対し会員企業が共通して用いる「品質

計画書」の作成に取り組む。あわせて、施工管理の適正化のために、各種マニュア手引き等の指針類の整備、改訂

に取り組む。建築分野でも、ＰＣグラウトの信頼性向上のための検査法の確立に取り組む。

　工事の安全確保については、「ＰＣ工事安全管理指針」の改定、「災害事例集」活用によるリスクマネジメントの

充実、ＰＣ建協の本部及び支部による安全パトロール（発注者との共同実施等）の強化等により、これらの取り組

みが会員企業の実質の安全確保はもとより、施工体制等についての対外的な評価のうえでも、十分な成果が上がる

よう取り組む。

　環境への取り組みについては、従来から取り組んでいる施工現場でのリサイクルの徹底等のゼロエミッション活

動とともに、地球環境問題についても、これまでのＰＣ建協の研究成果でＰＣ構造物のＣＯ 2 の排出等による環境

への負荷を定量的に把握することが可能になったことを踏まえ、会員企業のＣＯ 2 排出削減への取り組みを促し、

それらが社会的評価を得られるような枠組みづくりについて検討を進める。

24

新ビジョン2011 プレストレスト・コンクリート建設業協会

新ビジョン 2011 25

明日のPC建設産業の展望とPC建協の果たす役割

新ビジョン 2011



２）共通基盤としての研究開発の推進
　かつてはＰＣコンポ橋のように新工法の開発にＰＣ建協として取り組むことで大きな成果を上げた時代もあった

が、総合評価方式が入札制度の主流となる中、技術開発に対する協会活動の役割は大きく変化している。今日では

個別具体の技術開発は受注競争の戦略手段として企業、企業グループが独自に行うところとなり、ＰＣ建協には、

ＰＣの技術を底辺から支える次のような共通基盤領域の研究開発が期待されている。（これらの成果は会員企業の

「生産支援」とともに、ＰＣ技術活用情報として「技術支援」に資するものとなる。）

　　①ＰＣの技術の信頼性等を確認するための基礎的な研究

　　②材料や施工管理技術の進歩を背景に生産の合理化等に向けた技術指針の改訂等の取り組み

　　③新技術の効果的活用について発注側の研究機関と共同で利活用ガイドラインを整備等

　基礎的な研究については、沿岸部での長期にわたる暴露試験調査等、ＰＣ構造物の耐久性等に関する研究を進め

るとともに、国総研との共同研究によるＰＣ橋の多様化に対応した持続荷重の影響評価手法に関する研究、（独）

土木研究所との連携による撤去橋梁を用いた既設ＰＣ構造物の臨床研究等、ＰＣ技術の信頼と品質の確保・向上の

ための基礎的な研究を推進する。

　技術指針の改訂等の取り組みについては、「コンクリート標準示方書」の改訂に向けての研究や、「ＰＣグラウト

の設計施工指針」の改定に向けての基礎的研究を進める。これらは、（公益社団）土木学会、（社）ＰＣ技術協会と

の連携の下に進める。

　新技術の利活用分野については、 （独）土木研究所との共同研究により、地球環境負荷の低減や耐久性の面での

効果が期待されるＰＣ新材料、新素材の評価・活用の方策などについての研究を進める。

　建築分野においても共通基盤領域の研究開発を進めるが、その実施に当たってはＰＣ技術の普及の観点から、大

学等に対し共同研究の実施、実験の委託等を積極的に働きかける。

３）ＰＣ技術を支える人材育成の推進　
　ＰＣの生産活動を進めていく上で、ＰＣ技術を支える技術者や技能者の確保、育成は、最も根幹的な共通の課題

である。ＰＣ建協はこのような人材育成等の課題に対し、（社）ＰＣ技術協会及びＰＣ工事業協会と連携し積極的

に取り組む。

　このため、ＰＣ建協が開催する「ＰＣグラウト研修」の効果

的実施の他に、（社）ＰＣ技術協会による「ＰＣ技士」及び「コ

ンクリート構造診断士」の資格制度、並びに、ＰＣ工事業協会

が運営する「ＰＣ基幹技能者」認定制度について、これらを支

援し、その効果的な活用を推進する。

　また、入社後に一定期間経過した技術者等を対象に、会員企

業が個別に実施している研修について、ＰＣ建協として合同開

催する等、より効率的、効果的な研修のあり方について検討を

進め、その導入を図る。
ＰＣ基幹技能者研修

３．これからの協会運営のあり方
（１）会員の共益を重視
　ＰＣ建協はこの度の公益法人制度改革に伴い、一般社団法人への移行を選択した。これは、今後の協会活動の方

向として、「共益」（協会会員の共通の利益）の確保を重視する方向を選択した結果である。今後の活動においては、

これまで以上にＰＣ建協ブランドの確立や非会員企業との差別化に重点を置き取り組むこととする。例えば、研究

開発の過程で生まれる試験調査手法、評価分析手法等について、ＰＣ建協として知的財産権を取得するなども重要

な取り組みとなる。

　同様に、協会活動の成果を会員全体にフィードバックすることにも、より積極的に取り組む。例えば、会報の充

実、「ＰＣ建協業務報告会」の開催、ホームページに会員専用の情報交流サイトを立ち上げる等を進める。この他、

会員企業が供給体制の合理化や新たな経営形態について模索するとき、その検討を支援する各種統計の整備、会員

相互のコミュニケーションの場づくり等にも積極的に取り組む。

（２）開かれた協会運営
　「共益」重視の活動を目指す一方で、協会の運営についてはより開かれたものとなるよう取り組む。このため、

ＰＣ建設産業の外からの理事の招聘、委員会・部会活動等への学識者、有識者の積極的な参画を求める等の取り組

みを進める。また、新たな会員の入会についても、ＰＣ建協ブランドを損ねず、連帯感をもって協会活動に取り組

むことのできる企業に対しては積極的に門戸を開く。

（３）地域に密着した協会活動
　建協活動がこれまでＰＣの技術の普及に大きな成果をあげることができたのは、支部が主体的に行ってきた地域

に密着した日常活動に負うところが大きい。このため、本部・支部の一体化が進む中にあっても、引き続き支部の

主体性を損なわない協会運営を行うものとする。一方で、会員企業の事業縮小や合理化の中で、支部によっては支

部活動に参加できる技術者が大きく減少し、本部や周辺支部からの十分なサポートがなくては支部活動が成り立た

ないところもある。このため、今後は各支部の主体性を尊重しつつ本部・各支部が有機的に連携し、戦略を共有し、

活動を進めるものとする。

　各支部は地域の中での社会的貢献を果たすため、道路管理者等との間で災害支援協定等を積極的に締結するもの

とする。そして、東日本大震災での対応のように、該当支部のみの力では十分に対応できない場合には、本部は全

国各支部からの応援を求め、ＰＣ建協全体として支援活動に対応するものとする。
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おわりに

　新ビジョンの策定に取かかったのは、平成 22 年の 9 月だった。公共事業が激減し建設産業全体の

今後のあり方を問う議論が進む中、ＰＣの専門技術を有する企業集団の立場から積極的な主張を行お

うではないか。一般社団法人への移行を目指し、その前に本部と支部とが制度的にも一体化が求めら

れる中、改めてＰＣ建協の果たす役割、活動のあり方を問い直そうではないか。ＰＣ技術の更なる可

能性についてのアピールとあわせ社会に対しＰＣ建設産業の再出発のメッセージを出そうではないか。

このような背景や意図を持って始めた取り組みであった。

　　

　検討の体制は、企画委員会の指導の下に新ビジョン検討委員会を立ち上げ取り組んだ。しかし、

検討作業そのものは建協活動に係る全ての関係者を巻き込んで進めた。会員企業各社にはトップイン

タビューを行い、ＰＣ建設産業の経営者としての課題や期待を聞き取った。また、部会活動、支部活

動に取り組む皆さんには、これまでの活動の点検、今後のあり方の検討等を繰り返し行ってもらった。

外部の有識者の皆さんからは講演会などの形で貴重なアドバイスを数多く頂いた。

　　

　それらの成果を踏まえ、平成 23 年 5 月のＰＣ建協総会において「新ビジョン素案」として公表した。

その後は、この素案を元に行政機関、発注機関との意見交換に臨み、また、学識者・有識者の皆様に

はインタビューなどの形でご意見をいただくことに努めた。その結果は、ＰＣの技術特性や私どもの

ＰＣの専門技術力について、発注者の皆さんを含め社会全体の理解が乏しいことに大いに驚かされた。

そのため、新ビジョンの成案化にあたっては、改めてＰＣの技術特性や専門技術力とは何かから説き

起こすことなった。

また、東日本大震災の発生と、その後の社会資本整備に対する認識の変化が大きく影響を及ぼすこと

となった。ＰＣの技術が災害への備えも含めた持続可能な社会を支える基盤づくりに積極的に活用さ

れるべきだとする新ビジョンの基本メッセージはここで生まれた。

　　

　このようにして「新ビジョン 2011」は成案となった。新ビジョンが掲げる目標は大変高いもので

あるが、その実現に向けて真摯に取り組むことこそ新ビジョン作成にあたりご協力を頂いた多くの皆

様に報いる道である。新ビジョンの実現に向けてＰＣ建協及び会員各社の努力と、関係者のご理解、

ご支援を強くお願いする。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 24 年	1 月
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