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流動性を高めたコンクリート
― コンクリート生産性向上に資するスランプ 12㎝ ―

徳島大学大学院社会産業理工学研究部教授 橋　本　親　典

１.はじめに

2017 年７月から、国土交通省発注の
コンクリート工事において、一般の土木
用コンクリートのスランプの積算基準が、
８㎝から 12㎝に変わった。

筆者の研究室にある過去のコンクリー
ト標準示方書を調べた限りにおいて、
1956 年土木学会制定コンクリート標準
示方書本文の表中に「かなりマッシブな
コンクリートのスランプの最大値7.5cm」
との記載がある。ここから推測すると、
1956 年当時から積算基準はスランプ８
㎝前後であったと思われ、60 年以上続
いたものが変わることになる。

これは、2016年３月に国土交通省の「コ
ンクリート生産性向上検討協議会（会長：
前川宏一横浜国立大学大学院教授）」に
おいて設置された「流動性を高めたコン
クリートの活用検討委員会（委員長：筆
者）」で「流動性を高めた現場打ちコン
クリートの活用に関するガイドライン」
(以後、「ガイドライン」と記す )が制定
され、荷卸し時のスランプの参考値とし
て 12㎝が示されたためである。

このガイドラインの制定にあたっては、
土木学会コンクリート委員会から発刊さ
れたコンクリートライブラリー 126 号
「施工性能にもとづくコンクリートの配
合設計・施工指針（案）」と 145 号「施
工性能にもとづくコンクリートの配合設
計・施工指針 [2016 年版 ]」の成果（以
後、126 号と 145 号を併せて「施工性能
指針」と記す）が、技術的根拠として大
きく貢献している。

２.スランプと施工性能の関係

図－１は、全国の生コン工場における
24-8-20N のコンクリートの単位水量を
調査した結果であるが、単位水量で最大
30㎏ /㎥の違いがある。この統計結果は、
2005 年以前のものであり、骨材事情が
悪い西日本地区は、単位水量がさらに大

きくなっていると思われる。このように
同じスランプであっても、単位水量や単
位セメント量が異なる。写真－１は、ス
ランプ８㎝のコンクリートをバイブレー
タによって入念に締固めた結果を示す。
左の写真は適正な配合であったため十分
に締め固まっているが、右はかぶり部に
コンクリートが行き渡らなかった。この
事例はスランプ８㎝のコンクリートで高
密度配筋への締固めを試みたものであり、
極端な事例ではあるが、スランプ８㎝が
同じでもコンクリートの施工性能が大き
く異なる事例である。

このような背景のもとに、土木学会コ

ンクリート委員会では、2007 年にコン
クリートライブラリー 126 号「施工性能
にもとづくコンクリートの配合設計・施
工指針（案）」が発刊され、2016 年にそ
の改訂版であるコンクリートライブラ
リー 145 号が発刊された。

３.施工性能指針の概要

施工性能指針では、コンクリートの製
造、現場までの運搬、荷卸し、現場内で
の運搬、打込み、締固めまでの一連の作
業を対象とする。これらの各作業段階を
通じて想定される初期不具合の発生を防
止するために、充填性とポンパビリ

図－１　全国の生コン工場における単位水量調査結果

写真－１　コンクリートの打込み実験の結果
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ティーを取り上げ、この２つの施工性能
を適切に得ることができる配合設計の考
え方を示した。

充填性とは製造、運搬、荷卸し、現場
内での運搬、打込みおよび締固めまでの
一連の作業において、初期不具合の発生
を防止して高品質で密実なコンクリート
の充填を達成するために求められる性能
と定義した。充填性は振動締固めを加え
た場合の流動性と材料分離抵抗性との相
互作用によって得られる性能であり、以
下の４項目を施工性能指針のポイントと
している。

①流動性の指標にスランプを用いる。
②材料分離抵抗性の指標に、セメント

や混和材などの単位粉体量を用い
る。

③部材寸法、鉄筋量や鉄筋間隔などの
構造条件、あるいは振動締固めの負
荷量の違い、内部バイブレータの
挿入間隔（締固め効果範囲）などの
施工条件に応じて、打込み箇所で必
要とされる充填性のレベルを設定す
る。この充填性のレベルは打込み箇
所でのスランプと単位セメント量の
関係で整理することによって、構造
条件や施工条件別に適切なスランプ
と単位セメント量を選定できる（図
－２）。

④打込みの最小スランプを施工条件な
どから選定し、それが確実に確保さ
れるように、スランプのばらつき、
ポンプ圧送によるスランプの低下の
リスクを考慮して、荷卸し時のスラ
ンプを決定する（図－３）。

コンクリートのスランプは、練上がり
から時間が経過することによって低下す
る。また、構造物の形状や環境などの施
工条件に応じて要求されるコンクリート
の流動性 (スランプ )が異なるにもかか
わらず、明確な定義がされないままで
あったが、施工性能指針で整理され定義
されるようになった。

注意すべき点は、JIS A 5308 のレ
ディーミクストコンクリートでは、荷卸
し時のスランプを規定しているのに対し
て、土木学会コンクリート標準示方書で
は打込み時のスランプを規定している点
である。両者の違いは、バケット打ちが
主流であった現場ではさほど問題とはな
らなかったが、ポンプ施工による今日の
現場では圧送時のスランプ低下を考慮し
なければならない。さらに、スランプは
材料の品質変動や温度などによる変動も

考慮する必要がある。
施工性能指針では、ポンプの配管の筒

先のまさに打ち込むコンクリートに要求
される最小スランプを規定し（図－３）、
この打込み時の最小スランプに、スラン
プの許容差とポンプ圧送によるスランプ
の低下を加算し、荷卸し時のスランプ、
すなわち JIS の認定を受けたレディーミ
クストコンクリート工場に注文するスラ
ンプを算出する方法が示されている。要
するに、打込みの最小スランプ、荷卸し
時の目標スランプ、練上りの目標スラン
プという３つの段階のスランプを定義し
て導入しているのである。

例えば、各種の構造要件から最小スラ
ンプ８㎝が求められる場合、ポンプ圧送
ロスが１㎝、スランプのばらつきによる
許容差 2.5㎝とすれば、荷卸し時のスラ
ンプは 11.5㎝となり、レディーミクス
トコンクリート工場に注文するスランプ
は 12㎝とすればよい。筒先のスランプ
を最低でも８㎝とすることが可能であり、
上限発注などの加水行為をする必要がな

くなる。いわゆるリスク管理である。
現状ではスランプ８㎝のコンクリート

を JIS の認定を受けたレディーミクスト
コンクリート工場から注文すれば、荷卸
し時のスランプとして、許容差± 2.5㎝
であるので、5.5 ～ 10.5㎝までが合格
となるが、ポンプ圧送が加われば筒先の
スランプは小さくなる。施工現場におい
て、荷卸し時のスランプ 5.5㎝で合格し
たコンクリートであっても、ポンプの閉
塞や豆板・未充填の発生確率は高い。こ
のため、現場ではやむを得ず、リスク回
避としてスランプの上限発注が行われる
ケースもある。

前述の例に示すスランプ 12㎝は荷卸
し時での目標スランプを意味し、打込み
時の最小スランプは８㎝であり、従前か
らのスランプの考え方に根本的な変更は
ない。荷卸し時のスランプが変わっただ
けであり、打込み時のスランプは変わっ
ていない。より確実かつ透明性をもって
達成する具体的方法を、明記しているの
である。

図－２　施工性能を確保するための打込みスランプと単位セメント量の関係確

認図の一例

図－３　各施工段階の設定スランプとスランプの低下の関係
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にもかかわらず、施工性能指針やコン
クリート標準示方書に従ってスランプが
選定されるケースはほとんどなく、発注
された荷卸し時のスランプ８㎝が事実上
の基準となってきた。その結果、発注者
と協議の上に、施工承諾で荷卸し時のス
ランプを 12㎝としてきたことは前述の
とおりである。このようなことを踏まえ
て本ガイドラインが発刊され、その中で
荷卸し時のスランプの参考値として 12
㎝が示され、その参考値が積算基準と
なった。今回のガイドラインの技術的根
拠として施工性能指針が大いに貢献した。

４.ガイドラインの概要

今回制定されたガイドラインは、本文
と参考資料から構成されており、本文４
章の項目は以下のとおりである。なお、
ガイドライン全体は、国土交通省の HP
で紹介されている。このガイドライン運
用の追跡調査結果も公表されている。

１章　概要
２章　コンクリートの流動性の選定
３章　施工時における品質確認上の留

意点
４章　高流動コンクリートの選定と留

意点
以下に、２章および３章の内容を紹介

する。
２章は、コンクリートの流動性の選定

に関する基本方針を提示している。要点
は以下の４点である。

①流動性の指標は、スランプおよびス
ランプフローとする。

②流動性の選定は、打込みの最小スラ
ンプを考慮して、施工者が適切に選
定する。

③流動性選定時の考慮事項は、構造
物・部材の種類、鋼材量や配筋条
件、作業条件など。

④設計時に目標スランプを定める際
（参考値）として、荷卸し時の目標
スランプ12㎝とする。

上記の①～③は、前述した施工性能指
針の考え方に一致するものである。

④の根拠としては、設計時に荷卸し時
の目標スランプを定める時点では、コン
クリート構造物の施工条件等を詳細には
検討できないことも想定される。その場
合、一般的な鉄筋コンクリート構造物に
おいては、これまでの実績等を踏まえ、
荷卸し時の目標スランプの参考値を 12
㎝としてよいとしている。図－４に国土
交通省発注のコンクリート工事 102件の
スランプ変更の実態調査結果を示す。原
設計の荷卸し時の目標スランプが８㎝で、
そのままの流動性では施工が困難と考え
られる場合、これを 12㎝に変更して施
工している工事が 67％ある。荷卸し時
の目標スランプを 12㎝とすると、殆ど
の現場で必要な施工性能を確保できるこ
とが期待される。

３章は、施工時における品質確認上の
留意点に関する基本方針を提示している。
要点は以下の２点である。

①目標スランプが 12㎝の場合、配合
計画書により配合計画を確認する。

②目標スランプが 12㎝上の場合、①
に加え、試し錬りを行い、材料分離抵抗
性を確認する。

２章において「流動性の選定は、打込
みの最小スランプを考慮して、施工者が
適切に選定する。」としていることから、
スランプの大きなコンクリートが選定さ
れる場合もある。この場合、ブリーディ
ング等の材料分離が懸念される。

したがって３章では、施工時における
品質確認上の留意点として、荷卸し時の
目標スランプが 12㎝の場合には、従来
の荷卸し時の目標スランプが８㎝の場合
と同様に、JIS 認定の生コン工場の配合
計画書を確認すればよいとし、一方で荷
卸し時の目標スランプが 12㎝を超える
場合（JIS 生コンではスランプ 12㎝の次
に大きいスランプは 15㎝であるため、
目標スランプ 15㎝以上になる）には、
事前に試し練りを行い、スランプ試験後
の試料の外観やブリーディング量から材
料分離抵抗性を判断して適正なコンク
リート配合を選定することとしている。
これは前述のとおり、目標スランプが

15㎝以上の場合、配合によっては過度の
ブリーディングの発生が懸念されるから
である。

５.今後に向けて

本ガイドラインの最終目標は２章に記
述のとおり、構造条件や施工条件によっ
てスランプを施工者が任意に選択できる
ようにすることである。しかしながら、
荷卸し時の目標スランプ８㎝の発注が土
木用コンクリートのこれまでの常識で
あったため、一足飛びにスランプの自由
度を上げることは短期的な混乱を招きか
ねない。荷卸し時の目標スランプ８㎝の
ままになってしまう恐れもある。そうな
らないように、設計時に目標スランプを
定める際の荷卸し時の目標スランプの参
考値を 12㎝とし、この参考値を国土交
通省が通常のコンクリート工事の積算基
準とし適正化した。現場での打込み時の
スランプを確実に８㎝以上に確保できる
ことになる。

日常化されたスランプ変更の協議がほ
とんどなくなり、発注者、施工者ともに
生産性が向上するとともに、適切なスラ
ンプで施工できることから、施工の生産
性向上およびコンクリート構造物の品質
向上につながるものと期待される。

今回の変更が契機となり、現場施工の
条件に応じたスランプが適正に選定され
るようになったあとは、コンクリート工
の生産性向上の究極の技術である、ガイ
ドラインの４章の高流動コンクリートの
普及に向けた方策を検討していく必要が
ある。

締固め不要の高流動コンクリートが普
及すれば、生コンの製造を含めコンク
リート工全体が完全自動化になる可能性
がある。コンクリート工が情報化施工技
術の１つとなり、生産性の問題のみなら
ず、コンクリート工が昼間から夜間の施
工になり、夏場の暑中コンクリートの問
題も解消できる。ビッグデータやＡＩ等
の技術革新がコンクリート工にも広がっ
ていくことを期待したい。

図－４　施工の際に変更したあとの目標スラ

ンプの値（原設計の荷卸し時の目

標スランプ８㎝）


