講 座

CPD

知ってほしい建築を支える専門工事業
第

3回

鉄筋工事業
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そ すい

郎博士の設計により、琵琶湖疏水路にメラン式アーチ桁橋が架け

RC の始まり

られました。
RCの建築への応用はやや遅れて始まり、石造り、煉瓦造りの一
部、たとえば階段の踊り場や窓のまぐさなどに使われました。当初

鉄筋工事業の話を始める前に、
「RC」について説明したいと思いま

主流だったアンネビック式工法［註 1］で建てられたものは、たとえば

す。RCとは Reinforced Concreteの略で、直訳すると
「補強された

三井物産横浜支店 1 号館、大倉組本館などがあります。そして、そ

コンクリート」です。

ののちアメリカ式鉄筋コンクリート構造［註 2］に変わっていきます。

1848 年、フランスの技術家ランボーが、鉄の棒を編んで補強し

1906 年のサンフランシスコ地震で耐震性が見直され、合理性、生

たコンクリートでボートをつくりました。このボートは、1855 年の

産性の面からも評価され、アンネビック式工法からとって変わられ

第 1 回パリ万国博に出品されています。この年に、鉄とコンクリー

ます。

トを組み合わせたフランスの特許とイギリスの仮特許を取得した
のですが、その技術はあまり発展しませんでした。
1867 年、フランスの造園技師ジョセフ・モニエは、鉄筋を格子

アメリカ式鉄筋コンクリート構造になってくると、現代の鉄筋工
事業の始まりが見えてきます。鉄筋の切断、曲げ加工（現場での継手
加工であるフック、または丸環状にする加工なども含む）は鍛冶工が行

状に配置したRCの植木鉢をつくり、特許を取得しています。その

い、鉄筋の結束は金網屋さんが行うという具合です。1929（昭和 4）

のち、1869 年に床版、1873 年に橋の桁、1875 年に壁と階段版の

年に日本建築学会が「コンクリート及び鉄筋コンクリート標準仕様

特許を取得しています。

書」を、1931 年に土木学会が「鉄筋コンクリート標準仕方書」をそ

ドイツの土木技師ケーネンは 1887 年に、RCの最初の理論的研

れぞれ発表しています。そして、日本における鉄筋工事業は、戦後

究「Das System Monies」を発表しています。鉄筋コンクリート構造

の1950 年頃を境に本格的に始まり、高度経済成長に伴う発展とと

の力学原理に基づき、鉄筋は引張力に対し配置し、コンクリートは

もに、さらに躍進していきました［表 1］。

圧縮力に作用すると考え、今日の弾性的理論の基礎を築きました。
さらに、鉄筋とコンクリートの一体化には適当な付着力が必要であ
ることを指摘しました。
表 1 鉄筋工事業の創造期と躍進期にみられる主な特徴

日本での RC

創造期

（1950 年〜） 曲げ加工はプレートとハッカーを使って人力で曲げていた

現場の揚重は上り桟橋を使って人力で担ぎ上げていた

日本におけるRC 構造に対する評価は、耐火性にあったと考えられ
ます。これは、初期の建築への応用例が倉庫、書庫あるいは従来
の土蔵造りに代えた百貨店建築などに見られることから推測され
ます。

1970（昭和 45）年に鉄筋技能士が認定される
躍進期

1985（昭和 60）年には組立、施工図に分かれる。拾い出し、
加工、運搬、組立を一貫して行っていた

（1970 年〜） 加工、運搬、組立が分業化していき、それぞれに専門職が

生まれてきた

日本における最初のRC 構造物は、1903（明治 36）年に田邊朔

32 Ke n c h i k u s h i

切断は蜂の巣、タップと言われるものを鉄筋に添え当て、
大ハンマーで叩いて切断していた

2017.5

現在では積算、配筋図、加工帳などを専門に行う者もいる

表 2 技能士合格者数（1970〜2005 年）

写真 1 鉄筋技能士試験の様子（鉄筋組立作業試験）

鉄筋組立作業

鉄筋施工図作成作業

1級

22,703 名

1,215 名

2級

17,961 名

537 名

写真 2 鉄筋の折り曲げ形状

施工図と加工帳の出来の良し悪しは、その現場の鉄筋工事の品質

鉄筋工事の流れ

を左右する最も大切な図面と言えます。
鉄筋施工図および加工帳を作成する上で重要となってくるのが、
かぶり厚さ、付着、定着、継手です。かぶり厚さは、構造耐力、耐久

鉄筋工事の作業の流れは、鉄筋施工図・加工帳の作成→加工→運

性、耐火性を確保する上で重要なものです。付着は、鉄筋とコンク

搬→組み立ての順に進んでいきます。以下、順に解説します。

リートが密着し力を伝えることですが、これがまさにRCが成り立っ
ている仕組みです。定着は、RC 部材ではそれを支持する部材内に

鉄筋施工図と加工帳の作成

所定の長さだけ鉄筋を延長して、埋込み部分の付着力ないし支圧

鉄筋施工図とは、どのように鉄筋を配筋するかを描いた、いわゆる

力によって鉄筋の引張力をコンクリートに伝達し、コンクリートの

鉄筋組立図のことです。加工帳とは、どのように鉄筋を加工するか

応力伝達と相まって部材応力を支持部材に伝達します。鉄筋のこ

を描いた加工指示書のことです。

の延長部分が定着です。継手は、RC 構造物は鉄筋とコンクリート

鉄筋施工図・加工帳は通常、鉄筋工事専門業者が作成していま

が一体となったものであり、鉄筋は連続していなければなりません。

す。設計図書・施工計画書・施工要領書・コンクリート躯体図・納ま

限られた定尺の鉄筋を、現場で連続した鉄筋とするための鉄筋の

り検討図・スリーブ・ダクト図などを読み取り作成されます。これに

接合部が継手です。

基づいて鉄筋の加工がされ、現場に搬入され、鉄筋が組み立てら
れます。

設計図書、仕様書をよく読み、かぶり厚さ、付着、定着、継手な
どの規定を準拠し、鉄筋施工図・加工帳を作成していきます。

設計図書には、鉄筋工事における最終の完成形である鉄筋組立
図は存在しません。構造図は、躯体断面の鉄筋量や鉄筋間隔を表

鉄筋の加工

しているにすぎません。仕様書は、鉄筋の継手位置、継手長さ、定

鉄筋施工図および加工帳を作成するためには、承認されたコンク

着長さ、かぶり厚さ、余長などを規定しています。

リート躯体図・スリーブ・ダクト図がなければ進めることはできま

鉄骨工事では、鉄骨作成時のトラブル回避のために、設計者お
よび施工者・監理者が各種設計図書との整合性を図りつつ図面を
確認しています。残念ながら、鉄筋工事ではこの過程が少なく感じ
ます。
鉄筋専門工事業者の作成する鉄筋施工図は、完成形の鉄筋組立

せん。鉄筋施工図と加工帳を作成し、鉄筋を加工・運搬する日数と
して最低 20日程度、考えておかなければなりません。
鉄筋の加工は、設計図書・仕様書の規定を準拠して、切断・加工
しなければなりません。フック部の余長、折り曲げの内法直径、加
工後の許容誤差などを規定しています。

図の一歩手前の図面であると考えてよいものです。ですから、鉄筋
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施工性の検討は、組み立て順序、納まり、鉄筋継手、定着、コン
クリートの充填性、設備配管などを考慮し検討します。その結果に
基づき、また耐力壁の開口補強、梁貫通孔補強、ひび割れ幅制御の
ための鉄筋量の割増などを行い、構造設計図を作成します。
設計図が完成し、仕様書と特記仕様書を添付し設計図書となり、
発注されると、施工者が全体の施工計画をつくります。鉄筋工事で
は施工計画書に基づき、施工図と施工要領書を作成します。

意匠図、構造図、設備図の整合性と
コミュニケーションの大切さ
鉄筋工事業が専門化、分業化してきたように、建築家も意匠、構造、
写真 3 鉄筋を切断する自動切断機

設備などに専門化、分業化してきています。これには良いところも
悪いところもあると感じます。
建物のできあがりを考えれば、意匠が優先されるのは理解できま

鉄筋の運搬

す。しかし、それが構造、躯体工事に与える影響が十分理解されて

搬入車両の荷台の大きさ、積める重さ、現場の接道の状況により、

いるのか疑問を感じることもあります。デザインばかり優先すれば

搬入車両に積み込みできる鉄筋加工材の大きさが決まります。荷

生産性が上がらず、歩掛りが落ちてトン当たりの単価は上昇します。

台の長手方向の大きさは、おおむね 4t 車で 6.5m、15t 車で 9m 前

また、構造的にバランスの悪い建物であれば、鉄筋が納まりづらく

後です。通常流通している鉄筋は 3.5mから12mということも知っ

なるのは容易に想像できます。

ておかなければならない知識です。

ぶ がか

水勾配も同様に、躯体寸法、溝の深さ、鉄筋量を考え設計しなけ

また、8m 以上の鉄筋材を、現場の作業通路を作業員が担いで場

れば納まらなくなります。タイル割りなど化粧仕上げによる躯体長

内小運搬・間配りすることは事実上不可能であるということを理解

さの変更、水廻りの納まりからくる梁段差、芯ずれ、床段差などの

しなければなりません。いくらよい鉄筋施工図・加工帳でも、現場

変更など、躯体寸法が 10mm 変われば鉄筋施工図・加工帳がつく

へ搬入できなければ意味のないことです。

り直しになります。
設備図との整合性も確認が必要です。梁に貫通口をつくらなけ

鉄筋の組み立て

ればなりませんが、梁には貫通口をつくってよい場所や、大きさな

設計図書を作図する前に、まずは施工性の十分な検討が必要であ

どが規定されています。それを考慮しながら設計しないと、配管が

り、その検討は配筋の3 原則をもとにして、検討事項をチェックす

納まらないということが起きます。

ることとしています。検討した結果が「Yes」ならば設計図の作成と

「鉄筋工事は現場で組み立てるので安易に変更ができる」と勘違

なり、不十分で「No」の場合には、必要な段階までフィードバックし

いしていないでしょうか。長いものを短く切断することはできます。

て修正を繰り返し、設計図の作成に移ります。配筋の3 原則とは以

しかし、仕様書の規定があるので、安易に鉄筋の切断、継ぎ足しで

下の3つです。

働き寸法を変えることはできません。設計図書の訂正のように消し

①力学的に合理性があること

ゴムで消して書き直したり、訂正線で簡単に直すことはできません。

②物理的に可能であること

原則は、加工した鉄筋はつくり直しになります。

③施工が容易であること

設計図の作成には、計画・意匠・設備の設計者とも打合せを行い、

関東鉄筋工事業団体連合会は、中田喜久日本大学教授、大塚秀
三ものつくり大学准教授らと共同で鉄筋工事の実態調査を行い、

調整をしなければなりません。さらに、設計図作成中でも相互に修

報告しています。そこでは「設計図書通りに配筋をすると、干渉し

正し、完了後に照合して矛盾のないようにしなければなりません。

て鉄筋が納まらない」
「施工者に質疑しても回答が得られない」
「設

特に、設備関係は分離発注されると、建築の設計より遅れる場合も

計者に質疑書の意味が伝わらない」などの問題が報告されています。

あります。このような場合、修正が難しくなり、現実的でなく、施工

中田教授は、建築技術者に必要な能力は「現場リテラシー」と提

リスクも高いです。設備関係の部門のみで対策を講じざるを得ない

唱されています。これは、構造物を具体化するための設計図書の読

状況を避けるため、設計の完了は同時であることが望ましいです。

み書き能力であり、読みにおいては設計図書や仕様書などに基づ
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写真 4 鉄筋コンクリート造の配筋現場

いた要求性能を理解する能力であり、また、要求性能を満足させた
構造物について、気概をもって実際に施工する能力だと説明され
ています。

註 1 梁のスターラップに相当する石灰ばさみのようなHoopFlatと呼ばれる
鉄板で補強する工法
註 2 異形鉄筋を用いた鉄筋コンクリートによる構造

発注者、設計者、施工者、鉄筋専門工事業者ともに、よい建物、
安全で安心な建物をつくりたいという思いは同じでしょう。設計図
書の読み違いや解釈の違いなどによって手直し工事を発生させな
いためにも、関係者のコミュニケーションが大切なのではないで
しょうか。

にいつま・なおひろ
1965 年千葉県生まれ。日本大学生産工
学部建築工学科卒業。1988 年（株）熊谷
組 入 社。1991 年 新 妻 鋼 業（株）入 社、
1998 年代表取締役社長。2012 年より
東京都鉄筋業協同組合副理事長

自習型認定研修の設問
設問 1

設問 2

次のうち正しいものはどれか。

次のうち正しいものはどれか。

a. 鉄筋工事業の初期の頃から曲げ加工には
機械が導入されていた。

a. 配筋の5 原則に照らし合わせて
施工性を検討する。

b. 鉄筋施工図と加工帳の良し悪しは、
その現場の鉄筋工事の品質を左右する。

b. 鉄筋工事は現場で容易に変更ができる。

https://jaeic‑cpd.jp/

c. 鉄筋が納まりにくくならないように、
意匠、構造、設備の整合性を
考慮することが大事である。

にアクセスのうえ、お願い致します。

c. 鉄筋の長さの制限はない。

認定教材の設問への回答は、
CPD 情報システムのページ

※不正解の場合は、
単位に登録できない場合があります。
※自習型教材の選択欄における、
会誌『建築士』選択項目は、
平成 28 年 1 月より建築士会会員のみの
表示項目になります。
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