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【 H28　改 定 予　定　一 覧 表】　

※H28.8.1改定対象については、現時点（H28.7.4）の情報であり、変更となる場合があります。
　確定情報は改定日に弊社HPにおいてお知らせします。

コード 媒体 書籍名 H28.7.1 H28.8.1 H28.8.1

H28.8下旬 H28.10中旬 H28.11中旬

443 書籍 設計要領第一集 土工編　平成27年7月 ○

444 書籍 設計要領第一集 舗装編　平成27年7月 ○

445 書籍 設計要領第一集 排水編　平成27年7月 ○

374 書籍 設計要領第一集　造園編　平成26年7月 ○

446 書籍 設計要領第二集 橋梁建設編　平成27年7月 ○

447 書籍 設計要領第二集 橋梁保全編　平成27年7月 ○

377 書籍 設計要領第二集　擁壁・カルバート編　全2編　平成26年7月

448 書籍 設計要領第三集 ﾄﾝﾈﾙ編　平成27年7月 ○

449 書籍 設計要領第四集　幾何構造編　インターチェンジﾞ幾何構造設計要領他　全3編　平成27年7月 ○

450 書籍 設計要領第五集 交通安全施設編　防護柵設置要領　平成27年7月 ○

382 書籍 設計要領第五集　交通管理施設編　可変式道路情報板設置要領他　全2編　平成26年7月

383 書籍 設計要領第五集　交通管理施設編　視線誘導標設置要領　平成26年7月

146 書籍 設計要領第五集　交通管理施設編　道路標示および区画線設置要領　平成21年7月 ○

381 書籍 設計要領第五集　交通管理施設編　標識設置要領他　全2編　平成26年7月 ○

451 書籍 設計要領第五集　交通安全施設編　立入防止柵設置要領他　全4編　平成27年7月 ○

452 書籍 設計要領第五集 遮音壁設計要領　平成27年7月 ○

474 書籍 設計要領第六集　建築施設編　全7編　平成27年7月 ○

475 書籍 設計要領第七集　電気施設編　全6編　平成27年7月 ○

476 書籍 設計要領第七集　機械施設編　全5編　平成27年7月 ○

477 書籍 設計要領第八集　通信施設編　全11編　平成27年7月 ○

453 書籍 土工施工管理要領　平成27年7月 ○

454 書籍 舗装施工管理要領　平成27年7月 ○

455 書籍 ｺﾝｸﾘｰﾄ施工管理要領　平成27年7月 ○

456 書籍 構造物施工管理要領　平成27年7月 ○

457 書籍 ﾄﾝﾈﾙ施工管理要領　平成27年7月 ○

204 書籍 植生のり面施工管理要領　平成21年7月

458 書籍 ﾚｰﾝﾏｰｸ施工管理要領　平成27年7月 ○

478 書籍 管路工事施工管理要領　平成27年7月 ○

459 書籍 遮音壁施工管理要領　平成27年7月 ○

232 書籍 防護柵施工管理要領　平成23年7月

280 書籍 造園施工管理要領　平成24年7月 ○

【設計要領】

【施工管理要領】

改定日→
発売日→

280 書籍 造園施工管理要領　平成24年7月 ○

460 書籍 NEXCO試験方法 第1編 土質関係試験方法　平成27年7月 ○

461 書籍 NEXCO試験方法 第2編 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装関係試験方法　平成27年7月 ○

462 書籍 NEXCO試験方法 第3編 コンクリート関係試験方法　平成27年7月 ○

463 書籍 NEXCO試験方法 第4編 構造関係試験方法　平成27年7月 ○

364 書籍 NEXCO試験方法　第5編　基礎工関係試験方法　平成21年7月

064 書籍 NEXCO試験方法　第6編　緑化関係試験方法　平成21年7月

464 書籍 NEXCO試験方法 第7編 ﾄﾝﾈﾙ関係試験方法　平成27年7月

465 書籍 NEXCO試験方法 第8編 交通関係試験方法　平成27年7月

466 書籍 NEXCO試験方法 第9編 環境関係試験方法　平成27年7月 ○

479 書籍 照明設備標準仕様書他　全5編　平成27年7月

480 書籍 避難誘導設備標準仕様書他　全2編　平成24年7月

481 書籍 LED道路照明灯具標準仕様書他　全2編　平成27年7月 ○

397 CD-ROM 受配電設備標準仕様書　インターチェンジ・サービスエリア等他　全2編　平成26年7月

437 書籍 受配電設備標準仕様書　インターチェンジ・サービスエリア等他　全2編　平成26年7月

482 書籍 自家発電設備標準仕様書　低圧用他　全7編　平成27年7月 ○

399 CD-ROM 可変式道路情報板設備インター流出部情報板(AL1型)標準仕様書他　全21編　平成26年7月

434 書籍 伝送設備標準仕様書他　全3編　平成26年7月 ○

435 書籍 交換設備標準仕様書他　全2編　平成26年7月

436 書籍 指令電話システム標準仕様書  施仕第05235号　平成18年4月

296 CD-ROM 非常電話設備標準仕様書(その1)他　全5編　平成24年7月

401 書籍 ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ遠方監視制御装置(その2)標準仕様書　施仕第14210号　平成26年7月

402 書籍 トンネル内AMラジオ再放送設備標準仕様書他　全3編　平成26年7月

404 CD-ROM ハイウェイ情報ターミナル設備標準仕様書　施仕第14217号　平成26年7月

356 書籍 CCTV設備標準仕様書  施仕第13219号　平成25年7月

403 書籍 路車間情報設備標準仕様書(ビーコン送信機)他　全3編　平成26年7月

405 書籍 衛星通信設備標準仕様書　施仕第14218号 廃止

483 書籍 路側無線装置(料金所用)仕様書他　全17編　平成26年7月

484 書籍 路側無線装置(料金所用2G)仕様書他　全19編　平成27年7月 (4冊セット) ○

485 書籍 料金所サーバ～車線サーバ間(2G)インタフェース仕様書他　全12編　平成26年7月 ○

486 書籍 路側無線装置(スマートIC用2G)仕様書他　全19編　平成27年7月 ○

487 書籍 路側無線装置(フリーフロー用2G)仕様書他　全14編　平成27年7月

488 書籍 400MHｚ帯デジタル移動無線電話システム標準仕様書他　全3編　平成27年7月 ○

712 CD-ROM 情報交換中央局設備アクセスサーバ仕様書他　全5編　平成22年7月

【施設機材仕様書集-電気】

【施設機材仕様書集-通信】

【ＮＥＸＣＯ試験方法】
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コード 媒体 書籍名 H28.7.1 H28.8.1 H28.8.1
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改定日→
発売日→

489 書籍 トンネル非常用設備　　通報機器標準仕様書他　全6編　平成27年7月

490 書籍 トンネル換気設備標準仕様書他　全4編　平成27年7月

491 書籍
維持補修用機械標準仕様書(連絡車 1,500cc級箱型およびステーションワゴン型乗用車他　全
28編)　平成27年7月

○

492 書籍
維持補修用機械　架装装置［その1］標準仕様書(車載標識装置(Ａ) 道路巡回車､維持作業車用
他　全11編)　平成26年7月

○

493 書籍 維持補修用機械　架装装置［その2］標準仕様書(集草装置付草刈機他　全24編)　平成26年7月 ○

494 書籍 交通管理用機械標準仕様書　平成26年7月 ○

495 書籍 漏洩同軸ケーブル仕様書他　全13編　平成27年7月 ○

299 CD-ROM トイレ床標準仕様書他　全4編　平成24年7月 ○

090 CD-ROM ボックスカルバート標準設計図集　平成17年10月

467 CD-ROM 用排水構造物標準設計図集　平成27年7月 ○

415 書籍 トンネル標準設計図集　平成26年7月 ○

416 書籍 交通安全施設・交通管理施設標準図集　平成26年7月 ○

417 書籍 標識標準図集　平成26年7月

469 CD-ROM 防護柵標準図集　平成23年7月

468 CD-ROM 遮音壁標準設計図集　平成27年7月 ○

287 書籍 造園施設標準図集　平成24年7月 ○

496 CD-ROM 機械電気通信設備標準設計図集　平成27年7月 ○
497 CD-ROM 建築工事標準図集　平成27年7月 ○

426 書籍 保全点検要領　構造物編　平成27年4月

427 書籍 施設保全管理要領　平成27年4月

021 書籍 道路保全要領　平成18年4月

257 書籍 保全点検要領　植栽編　平成18年4月

289 書籍 工事記録写真等撮影要領　平成24年7月 ○

050 書籍 工事記録写真等撮影要領(施設編)　平成18年9月 ○

078 書籍 工事記録作成要領(補足説明書)共通編他　全2編　平成18年10月

079 書籍 工事記録作成要領(補足説明書)土工編他　全6編　平成18年10月

080 書籍 工事記録作成要領(補足説明書)幾何構造編他　全9編　平成18年10月

【工事記録要領】

【施設機材仕様書集-機械】

【施設機材仕様書集-材料】

【施設機材仕様書集-建築】

【設計図集】

【保全・点検・管理関係要領】

※この2点はH28.7.1より
無償ダウンロードとなりました。

080 書籍 工事記録作成要領(補足説明書)幾何構造編他　全9編　平成18年10月

440 書籍 調査等積算基準(H27年度版) ○
441 書籍 土木工事積算基準(H27年度版) ○

470 書籍 施設工事調査等積算基準　平成27年度版 ○

471 書籍 施設工事積算基準(電気通信工事編)　平成27年度版 ○

472 書籍 施設工事積算基準(機械工事編)　平成27年度版 ○

473 書籍 施設工事積算基準(建築工事編)　平成27年度版 ○

442 書籍 土木設計数量算出要領(H27年度版) ○

075 書籍 FCB工法設計･施工要領　平成19年1月

073 書籍 切土補強土工法設計・施工要領　平成19年1月

288 書籍 土質地質調査要領　平成24年7月 ○

074 書籍 矢板工法トンネルの背面空洞注入工設計･施工要領　平成18年10月

420 書籍 ETC路側無線装置仕様書　平成26年7月

421 書籍 ETC車載器仕様書　平成26年7月

422 書籍 ETC-ICカード仕様書　平成26年7月

423 書籍 5.8GHz帯DSRC路側無線装置規格書　平成26年7月

424 書籍 5.8GHz帯DSRC車載器規格書　平成26年7月

425 書籍 5.8GHz帯DSRCインタフェース規格書　平成26年7月

255 書籍 NEXCO中流動覆工コンクリート技術のまとめ　平成23年12月

700 書籍 欧州床版防水システム調査報告書　平成21年3月

311 書籍 Outline of Bridge SpecifICations　April,2013

312 書籍 Outline of Expressway Pavements　April,2013

313 書籍 Outline of Expressways Earthwork　April,2013

309 書籍 Outline of Mountain Tunnels SpecifICations　April,2013

306 書籍 Outline of NEXCO-ETC　System SpecifICations　April,2013

310 書籍 Outline of Standard TechnICal SpecifICations for Maintenance　April,2013

307 書籍 Outline of Tunnel Emergency Facilities SpecifICations　April,2013

308 書籍 Outline of Tunnel Ventilation SpecifICations　April,2013

363 書籍 炭素繊維シートによる鋼構造物の補修・補強工法設計・施工マニュアル　平成25年10月

【積算基準・数量算出要領】

【その他の技術基準類】


