
R2年7月改定 販売開始・価格について

販売開始　令和2年10月1日（木）　10時より

コード 媒体 書籍名 価格

682 書籍 設計要領第一集 土工保全編・土工建設編　令和2年7月 7,150

683 書籍 設計要領第一集 舗装保全編・舗装建設編　令和2年7月 3,190

684 書籍 設計要領第二集　橋梁保全編　令和2年7月 5,830

685 書籍 設計要領第三集 トンネル保全編・トンネル建設編　令和2年7月 7,700

696 書籍 設計要領第七集　機械施設編　全5編　令和2年7月 3,190

686 書籍 調査要領　令和2年7月 6,160

687 書籍 土工施工管理要領　令和2年7月 5,280

688 書籍 舗装施工管理要領　令和2年7月 2,310

689 書籍 コンクリート施工管理要領　令和2年7月 2,530

690 書籍 構造物施工管理要領　令和2年7月 5,500

691 書籍 トンネル施工管理要領　令和2年7月 3,080

692 書籍 NEXCO試験方法 第2編 アスファルト舗装関係試験方法　令和2年7月 3,300

693 書籍 NEXCO試験方法 第4編 構造関係試験方法　令和2年7月 2,860

698 CD-ROM 【仕様書】施設機材仕様書集　通信　路側無線装置（料金所用2G）仕様書他　全21編　令和2年7月 4,070

699 書籍 施設機材仕様書集　通信　路側無線装置（スマートIC用2G）仕様書他 全21編 令和2年7月 6,490

694 CD-ROM 用排水構造物標準設計図集　令和2年7月 1,980

695 CD-ROM トンネル標準設計図集　令和2年7月 4,290

施設機材仕様書集　通信　非常電話設備標準仕様書集（その１）　他　全4編

　　施仕第12290号　路側情報伝送装置標準仕様書　が廃止となったため、全5編→4編　

【後日販売となる書籍】　販売時期は未定です。今しばらくお待ちください。

697 書籍 設計要領第八集　通信施設編　全10編　令和2年7月

701 CD-ROM 機械電気通信設備標準設計図集　令和2年7月

※　上記書籍・CD-ROMの旧版につきましては、令和2年9月14日をもって販売終了とさせていただきます。

【設計要領】

【調査要領】

【施工管理要領】

【一部廃止に伴う再販売】

2,530646 書籍

【ＮＥＸＣＯ試験方法】

【施設機材仕様書集-通信】

【設計図集】



  

 

コード 基準等名称 改定項目 改定概要 

682 

設計要領第⼀集 
土工保全編 5.排水施設 ・適切な排水系統計画に係る記述の追加 

・新たな集水ます構造（抑制型）の許容通水量の目安の追加 

設計要領第⼀集 
 土工建設編 

1.総則 ・「道路土工構造物技術基準」制定に係る記述変更 

3.盛土 ・土質安定処理工法に関する記述変更 

6.のり面保護 ・軟岩の表層崩壊の可能性を考慮したのり面保護工選定フローへの修正 

7.排水 
・適切な排水系統計画に係る記述追加 
・新たな集水ます構造（抑制型）の許容通水量の目安の追加 
・集水ます（止水壁型・止水壁型ふた掛け）の削除 

683 

設計要領第⼀集 
 舗装保全編 

－ ・損傷実態を踏まえた「再発防止策」の追加 
・土工部のコンポジット舗装のアスファルト中間層（下）を追加 

3.アスファルト舗装の補修 ・路盤材料選定時の留意事項の追加 
・休憩施設内の駐⾞場舗装構造の追加 

6.床版防水 ・新規追加 （設計要領第⼆集橋梁保全編からの移⾏記載） 

設計要領第⼀集 
 舗装建設編 

2.アスファルト舗装 ・路盤材料選定時の留意事項の追加 

8.床版防水 ・新規追加 （設計要領第⼆集橋梁建設編からの移⾏記載） 

684 設計要領第⼆集 
 橋梁保全編 

第 3 章 鋼構造物 ・耐はく離性を有する塗料の追加 

第 5 章 床版 
・記述⼀部削除 
 （床版防水にかかる記載を設計要領第⼆集「舗装保全編」へ⼀部移
⾏） 

685 

設計要領第三集 
 トンネル保全編 

（3）トンネル換気 ・トンネル換気設計に用いる基準値の改定 

（4）トンネル内装工 ・トンネル内装工の設置基準の改定 

設計要領第三集 
 トンネル建設編 

（1）トンネル本体工 

・建築限界変更に伴うトンネル内空断面の変更 
・補助ベンチ付き全断面工法の施工時注意事項の追記 
・熊本地震を受けたトンネル耐震対策の追加 
・吹付コンクリートの適用材料の変更 
・トンネル非常用施設設置基準改定への対応 

（2）トンネル非常用施設 ・トンネル非常用施設設置基準改定への対応 

686 調査要領 

第⼀編 地盤・ 
土工構造物・舗装 

 第 1 章 地盤 
・落⽯振動調査法の冬季における注意事項の追加 

第⼀編 地盤・ 
土工構造物・舗装 

 第 2 章 土工構造物 

・物理探査やサウンディングなどの土工構造物の調査⽅法の追加 
・グラウンドアンカーの残存引張り⼒の評価（目安）の⾒直し 
・カルバートに関する調査⽅法の⾒直し 

第⼀編 地盤・ 
土工構造物・舗装 

 第 3 章 舗装 
・変状種類の追加に伴う調査目的・項目等の改定 

687 土工施工管理要領 － ・施工管理の⽣産性向上対応に関する変更 
（施工管理の簡素化，効率化） 

688 舗装施工管理要領 － ・床版防水工の記載追加（構造物施工管理要領からの移⾏記載） 
・施工管理の⽣産性向上対応に関する変更（施工管理の簡素化） 

689 コンクリート施工管理要領 4 試験 ・硬化コンクリート材齢 7 ⽇強度の管理を廃止 

691 トンネル施工管理要領 － 

・トンネル内装工の設置基準の改定 
・鋼繊維覆工コンクリート補修工に関する施工管理基準の追加 
・施工管理の⽣産性向上対応に関する変更 

（施工管理の簡素化） 



690 構造物施工管理要領 － ・床版防水工にかかる記述の削除（舗装施工管理要領への移⾏） 
・耐はく離性を有する塗料の追加 

692 NEXCO 試験⽅法 第 2 編 アスファルト舗装関係
試験⽅法 

・床版防水工の記載追加（第 4 編 構造関係試験⽅法からの移⾏記
載） 

693 NEXCO 試験⽅法 第 4 編 構造関係試験⽅法 
・床版防水工にかかる記述の削除（第 2 編 アスファルト舗装関係試験

⽅法への移⾏） 
・耐はく離性を有する塗料の追加 

694 用排水構造物標準設計図集 － ・新たな集水ます構造（抑制型）に関する標準図集の追加 

695 トンネル標準設計図集 － ・建築限界変更に伴う標準設計図の変更 

 

 

 

コード 基準等名称 改定項目 改定概要 

696 設計要領 第七集 
機械施設編 

第 1 編 トンネル非常用設備 ・トンネル非常用施設設置基準の改定に伴う避難誘導系設備の追加 

第 2 編 トンネル換気設備 ・トンネル換気設計に用いる基準値の⾒直し 
・建築限界変更に伴う改定 

697 設計要領 第⼋集 
 通信施設編 

第 5 編 CCTV 設備 ・トンネル非常用施設設置基準の改定に伴う CCTV 設備の⾒直し 

第 6 編 トンネル内 AM ラジオ
再放送設備 ・設備設定基準の⾒直し 

第 10 編 ETC 設備 ・建築限界変更に伴う改定 

698 施設機材仕様書集 
（通信） 

【仕様書】路側無線装置（料
⾦所用 2G）仕様書 ・建築限界変更に伴う建築限界表記の⾒直し 

699 施設機材仕様書集 
（通信） 

路側無線装置（スマート IC 用
2G）仕様書 ・建築限界変更に伴う建築限界表記の⾒直し 

701 機械電気通信設備 
標準設計図集 ― ・建築限界変更に伴う標準設計図の変更 

・ETC 電波吸収体の取付廃止に伴う参考図削除 


