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1.　は じ め に

　今後本格的な少子高齢化社会を迎えようとしている中
で，建設業への入職者数は減少して労働力が不足するこ
とが懸念されている。そうした状況では，現在と同じ生産
性の水準では建設現場は成り立たないと言われている1）。
高品質で耐久性の高いコンクリート構造物を構築するた
めには，コンクリートの施工に携わる高い技術力と経験
を持った技術者が必要であるが，こうした人材の高齢化
や離職も増加する一方である。さらに，コンクリートの
施工を取り巻く環境は，耐震基準の向上による鋼材量の
増加などがある一方で，良質な骨材の枯渇などの材料品
質の低下によって，コンクリートの施工難度は高くなっ
ているのが現状である。
　こうした社会背景とコンクリートの施工性能と構造・
施工条件の不適切な組み合わせの増加により，未充塡や
豆板などの初期欠陥の事例が相次いで報告されるように
なった2）。加水やスランプの上限要求などの問題も指摘さ
れた。こうした状況に鑑み，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 2007 年に発刊され，「打込みの最小
スランプ」という用語を新しく設定し，スランプが時間
的に変化するということ，構造部材や施工条件によって
必要とされるスランプが異なることが明記された。この
画期的な施工性能の性能照査システムは，2007 年制定
のコンクリート標準示方書［施工編・施工標準］の「ス

ランプ」の条文および解説に取り入れられ，2012 年制定
のコンクリート標準示方書にも引き継がれている。土木
分野のコンクリートはスランプ 8 cm という従前の常識
を変え，耐久性の高いコンクリート構造物を構築するた
めに構造部材の条件や施工条件によって必要とされるス
ランプが異なるという考えは，徐々に普及しつつある。
　しかし，初版発刊から 10 年近くたった今でもコンク
リートの施工性能と構造・施工条件の不適切な組み合わ
せが解消されたとは言い難い。例えば，ポンプによる圧
送やバイブレータによる締固めが一般的に行われている
現在でも，設計者がそれらに配慮した配筋設計を行って
いない場合がある。こうした設計の場合鉄筋間隔が小さ
く，施工段階でポンプの筒先が挿入できない，あるいは
バイブレータの位置が限定されるなど，施工条件が厳し
くなり構造物の品質に影響を及ぼす場合もある。これは，
この初版の施工性能指針の考え方が，土木分野のコンク
リート構造物の建設に携わる施工者・製造者のみならず，
発注者や設計者にも十分普及・浸透していない現状があ
るためと思われる。設計段階でコンクリートの施工性能
を考慮した設計が行われることで格段に施工が容易にな
る場合があるが，設計段階での施工性の確保の必要性は，
初版では十分に指摘されていなかった。
　また，初版発刊からの 10 年でコンクリート施工を取
り巻く環境も変化し，施工技術やコンクリート材料の一
層の進展をみている。こうした現状を踏まえ，土木学会
コンクリート常任委員会では，平成 26 年 11 月に建設会
社 11 社，セメント会社 1 社，全国コンクリート圧送事
業団体連合会，コンクリート用化学混和剤協会，全国生
コンクリート工業組合連合会の委託を受け，改訂版を作
成するために，「施工性能指針改訂研究小委員会」を設
置し，集中的に 1 年間の調査研究活動を開始した。委員
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会の構成を図-1に示す。開始とともに総則 WG， 施工性
能 WG，配合設計 WG，レミコン・製造 WG，施工方法
WG および資料編 WG の 6 つの WG が構成され，改訂
点について活発な議論がなされた。
　改訂版は，この活動を経て平成 28 年 6 月にコンクリー
トライブラリー 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］」としてとりまとめ
られた。本稿は，本指針の改訂の概要について報告する。

2.　指針の概要

　本指針の構成は，図-2に示す目次のとおりである。初
版においては「レディーミクストコンクリートの選定」を
2 章としていたが，「コンクリートの施工性能の考え方」
を 2 章とし，レディーミクストコンクリートの選定や配
合設計などすべての事項に先立って事前に把握しておく
べき事項として，総則の後の章としている。3 章は本指
針で新設した章であり，施工性を確保するために設計段
階で検討すべき内容を明記した章である。4 ～ 7 章は，レ
ディーミクストコンクリートの選定，配合設計，レディー
ミクストコンクリート以外のコンクリートの製造，および
施工の具体的な施策を示す章としている。この本編に加

え，改訂に併せて土木学会規準として制定された「ボッ
クス形容器を用いた加振時のコンクリートの間隙通過性
試験方法（案）（JSCE-F 701-2016）」および資料編が掲
載されている。また，指針には DVD が付属しており，
新しく制定された土木学会規準の試験方法に従った試験
の手順説明の映像も収録されている。
　本指針では，天然骨材に比べて施工性に劣る砕石や砕
砂のような骨材を使用したコンクリートを念頭に置いて
記述した。従来のコンクリート用骨材としては，細骨材
は川砂および山陸砂，粗骨材は川砂利および山陸砂利が
一般的であった。しかし，平成 26 年生コンクリート統
計年報（経済産業省製造産業局）によれば，現在コンク
リート用の粗骨材に占める砕石・砕砂の割合は年々増加
しており，全国平均で砕石の割合は 78％，砕砂の割合は
35％となっている。このため本指針も砕石や砕砂の使用
を想定した内容を主体としているが，良質な天然骨材が
使用できる場合は，この指針をそのまま準用すると材料
分離抵抗性の低下など，ワーカビリティーを損なう場合
もあるので，留意する必要があることを述べている。い
ずれの骨材を使用した場合においても，構造条件と施工
条件に対して必要とされる施工性能を有するコンクリー
トにおいて，できるだけスランプが小さく単位水量の少
ないコンクリートとすることが基本であることを本指針
で改めて記載した。
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図-2　指針の目次構成

1 章　総　則
2 章　コンクリートの施工性能の考え方
3 章　設計段階における施工性の確保
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7 章　施　工
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3.　指針の改訂の主な内容

3.1 施工性と施工性能の考え方
　本指針では，コンクリートの施工性と施工性能の考え方
をよりわかりやすく整理した。図-3にコンクリートの施
工性と施工性能の相関の概念図を示す。「施工性」とは，
構造物の建設に関わる多くの事項を総合的に考慮して定
まる「施工の容易さ」であり，定性的な判断が含まれる。
一方，「施工性能」とは，「施工性，すなわち施工の容易
さ」を構成する条件の一つであり，数値的な指標を用い
て評価できるフレッシュコンクリートの性質である。本
指針では，コンクリートの製造から締固めまでの作業を
対象とし，その作業の範囲内で未充塡，豆板等の初期欠
陥の発生を防止するための施工性能として，充塡性およ
び圧送性にかかわる性質を取り扱うこととした。充塡性
は，振動締固めを通じてコンクリートが材料分離するこ
となく鋼材間を円滑に通過し，かぶり部分などに密実に
充塡できる性能であり，コンクリートに振動締固めを加
えた場合の流動性と材料分離抵抗性との相互作用により
得られる性能である。圧送性は，コンクリートポンプに
よる圧送の難易性であるが，打込みに必要な充塡性を確
保できるように，圧送に伴うスランプの低下を適切に見
込んだ配合とするとともに，配管内で閉塞を生じないよ
うに適切なスランプと単位粉体量を定める必要がある。
3.2 設計段階における施工性の確保

　コンクリート標準示方書［施工編］には，「施工計画
は設計図書に提示された諸条件を満たす範囲で合理的に
立案し，合理的に施工計画を立案できない場合は，設計
に立ち戻り，設計図書の条件を変更する」ことが示され
ている。しかし，実際の施工において設計図書に立ち戻
るのは，契約や工程，工費等の障害があり，非常に困難で
ある。そこで，「3 章　設計段階における施工性の確保」
という章を新設し，設計における施工性の考慮の内容を
明記した。
　設計で鉄筋が高密度に配置されているために，細径の
棒状バイブレータしか使用できず締固め能力が不足する
ことや，圧送における筒先を十分に挿入できずコンクリー
トが材料分離を生じることが懸念される。実際の施工で
は，このような不具合の発生を防止する目的で，鉄筋を
一旦組み立てて配筋検査を行った後に，コンクリートの
供給と締固めを阻害する箇所の鉄筋を一旦解体し，打込
みと締固めを阻害しない程度までコンクリートが打ち上
がった段階で，打込みと締固めを継続しながら解体した
鉄筋を再度組み立てるという対応をとる場合がある。こ
のような施工での対応は，コンクリート標準示方書［施
工編］が想定する標準的な施工方法の範疇ではなく，安
全面での問題を生じるばかりか，作業が煩雑になり，施
工の失敗を誘発する背景ともなるので，推奨されるべき
ものではない。また，浮き型枠や埋設型枠等が必要とな

る部材形状の場合，標準的な棒状バイブレータは鉛直に
しか下ろせないため，真上から見て影となる箇所では十
分な締固めが行えない。
　そこで，新設した 3 章では，設計段階におけるコンク
リートの打込みと締固めにかかる施工の検討において，
コンクリート標準示方書［施工編］が想定する標準的な
施工方法のもとで，充塡不良のリスクと材料分離のリス
クが共に小さくなるようなスランプのコンクリートを用
いて，打込み・締固めが可能となるように，構造設計で
配慮すべき事項を記述した（図-4，図-5参照）。そのう
えで，構造設計で考慮した施工性に関する事項を設計図
書へ記載し，施工者に伝達する必要があることを記述し

コンクリートの施工性＝施工の容易さ

構造形式
鉄筋の条件等
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運搬の条件等
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フレッシュコンクリートの性質

施工条件

考慮

考慮

充塡性・圧送性
（流動性・　　　　
材料分離抵抗性）

コンクリートの
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評価指標

ワーカビリティー

構造条件

環境条件

気温・天候
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図-3　コンクリートの施工性と施工性能の相関の概念図3）

コンクリートポンプ筒先挿入
のための空間

棒状バイブレータ挿入
のための空間

250 mm以下 250 mm以下

60 mm以上60 mm以上

130 mm以上

500 mm間隔以下

図-4 　筒先および棒状バイブレータの挿入を考慮した
鉄筋のあきの例3）

（a）　挿入可能な配筋例 （b）　挿入不可能な配筋例

鉄筋

棒状バイブレータ

図-5　それぞれの鉄筋間隔が基準どおりでも締固めできない例3）
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ている。
3.3 レディーミクストコンクリートの配合の確認

　一般のコンクリート工事ではその大半がレディーミク
ストコンクリート工場からコンクリートを購入している
実状を踏まえ，「4 章　レディーミクストコンクリート
の選定」の章において JIS 認証品のコンクリートを購入
する場合におけるコンクリートの配合選定方法を詳述し
ている。初版では，選定した配合に関して「配合の照査」
という用語を用いていたが，照査と検査という用語を極
力排除し，「確認」という用語に置き換えた。施工性能
を確保するためのレディーミクストコンクリートの種類
の選択において，水セメント比や単位セメント量，単位
水量に対する行為は，生産者から配合計画書を受け取っ
て行う確認行為であり，照査・検査という行為ではない
ということから修正したものである。また，配合計画書
に記載された配合が各工場で設定する標準配合であるの
か，または季節の相違，運搬時間の相違，骨材品質の大
幅な変動を考慮して，標準配合を修正した修正標準配合
であるかを確認するよう記載した。JIS A 5308（レディー
ミクストコンクリート）では，気温の変化や材料の品質
変動により，所要の品質のコンクリートが得られない場
合には，骨材の混合割合や混和剤の使用量を購入者の断
りがなくても変更することが認められている。したがっ
て，受け入れたレディーミクストコンクリートの配合が
配合計画書に示されるものと相違する場合があるので，
注意を要するためである。
　さらに，単位水量の確認では，過度なブリーディング
とならないように留意する旨追記している。実際に，単
位水量の増加によってスランプのみを高めた結果，型枠
内へのコンクリートの充塡は確保できたものの，大量の
ブリーディングが生じてしまったケースも起こっている
ためである。試し練りの際に，ブリーディング量が適正
であるか否かを確認することが重要である。
3.4 打込みの最小スランプを小さくする工夫

　本指針で示している打込みの最小スランプの目安は，

これまでの数多くの施工実績をもとに設定しており，安
易に大きく設定したものではない。しかし，構造条件や
施工条件が厳しくなるほど，打込みの最小スランプは大
きくせざるを得ない。その場合においても，設計段階や
施工段階において，様々な対策を行うことで打込みの最
小スランプをできるだけ小さくすることが可能となる場
合がある。既に 3.2 で示したとおり，設計段階において，
例えば，打込み用ホース先端や棒状バイブレータが挿入
できるように，鉄筋のあきを確保した配筋とすることで
打込みの最小スランプを小さくすることが可能である。ま
た施工段階では，例えば，作業員が型枠内部に入って作
業できるようにすることにより，締固め作業高さを小さ
くすることで，打込みの最小スランプを小さくすること
が可能である。単に大きなスランプを選択することのな
いように，構造条件や施工上の工夫（例えば，リフト割
の変更による締固め作業高さを抑える）を最大限に施し
た上で，打込みの最小スランプを設定することが重要で
あることを記載した。
3.5 ボックス形容器を用いた加振時のコンクリート
の間隙通過性試験方法（案）

　初版では，施工性能に関して，配合選定時の試し練り
などにおいて行う試験は，スランプ試験以外の方法は提
案されていなかった。しかしながら，多様な使用材料や
高密度配筋などの施工条件が厳しくなっている現在で
は，施工性能をスランプ試験のみで定量的に評価するこ
とには限界がある。例えば，骨材の品質が大きく異なっ
ても，混和剤の進歩により，同じ単位セメント量で同一
スランプのコンクリート製造することは容易であり，同
一スランプであれば同じ施工性能のコンクリートとみな
される。しかし，実際の施工では同一スランプでもバイ
ブレータによる加振下でのコンクリートの性状が異な
り，振動下における鉄筋の間隙をフレッシュコンクリー
トが流動する性能（間隙通過性）が大きく異なる。改訂
版では，この加振下での間隙通過性の相違を評価するこ
とを目的として，改訂に併せて土木学会規準として制定

流動障害

68
0 仕切りゲート

A
室
B
室

中央に

挿入

仕切り板

D 13×3
あき：35

20
0

200

19
0

49
0

流動障害
R 2

単位【mm】

34
0

バ
イ
ブ
レ
ー
タ

10
0 ゴムマット

透明アクリル板

140
280
140

φ　 28 mm棒状バイブレータ

ボックス形容器 

図-6　ボックス形容器を用いた加振時のコンクリートの間隙通過性試験方法（案）の概要3）
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された「ボックス形容器を用いた加振時のコンクリート
の間隙通過性試験方法（案）（JSCE-F 701-2016）」によ
り，施工性能に関して間隙通過性を定量化する方法を提
案した。この試験方法によって，スランプ試験以外の方
法で，コンクリートの施工性能の相違を明確に示すこと
が可能になった。
　図-6にボックス形容器を用いた加振時のコンクリー
トの間隙通過性試験方法（案）の概要を示す。図-7に，
ボックス形容器を用いた加振時のコンクリートの間隙通過
性試験方法（案）による試験結果の一例を示す。配合表
に示すように，目標スランプを 8 cm とした配合（No.1 ～
No.3），目標スランプを 15 cm とした配合（No.4 ～No.6）
の例である。No.1 ～No.3 は，基準配合（No.1）に対し
て単位水量および単位粗骨材量を一定とし，単位セメン
ト量を減じた配合（No.2）と増やした配合（No.3）であ
り，No.4 ～No.6 も同様に基準配合（No.4）に対して単
位水量および単位粗骨材量を一定として，単位セメント
量を減じた配合（No.5）と増やした配合（No.6）である。
この 6 種類の配合について，図に試験において得られた
190 mm および 300 mm の充塡高さに到達するまでの時
間を示している。配合 No.1 ～No.3 と配合 No.4 ～No.6
はそれぞれスランプが一定であるにも関わらず，単位セメ
ント量の増減により到達時間が変化している。この到達
時間は，振動締固めに伴い鉄筋間隙をコンクリートが円
滑に通過するか否かの目安となる指標と考えられ，充塡
に要する到達時間が長いほど，加振時の流動性あるいは
材料分離抵抗性に乏しく，鉄筋の流動障害部にて骨材の
噛み合い等を生じ易いコンクリートであると評価できる。
　資料編には，本試験方法の解説とコンクリートの施工
性能の評価試験の実施例を掲載しており，試験方法と実
施例の動画を付属の DVD に収録している。本試験をよ
り多くの方に実施していただき，有効に活用していただ
きたい。
3.6 技術者の連携

　材料や設計・施工の条件が時代とともに変化したにも
関わらず，長らく発注時のスランプが 8 cm に固定され
ていた。この理由として，構造物の計画から施工までに
関係する多くの技術者の連携が不足し，情報が共有され
ていなかったことが一つの原因と考えられる。指定され

た 8 cm のスランプでの施工が困難な現場では，スラン
プを 12 cm や 15 cm などの大きなスランプに変更し，材
料分離抵抗性を確保するため設計基準強度から必要とな
る呼び強度より大きな強度のコンクリートを使用するな
どの対応を行っていた。このような変更の多くは，施工
者都合によるものとして承諾され，変更にかかる費用も
施工者負担となっていた。そのため，このような施工で
の対応が記録に残されることはほとんどなかった。記録
に残されていないため，施工上の問題があったにも関わ
らず，記録上はスランプ 8 cm のコンクリートを使用し
て何も問題がなくコンクリート構造物が完成したことに
なっていた。さらには，記録にないことが前例のないこ
ととみなされ，コンクリートの変更にかかる費用を施工
者負担とする根拠にされる実態もあった。
　本指針では，このような事態を解決するために，発生
した課題を公的な記録として残し，コンクリート構造物
の建設に関わる全ての関係技術者（発注者，設計者，施
工者，材料供給者）に正しく伝えて知識化する必要性が
あることを，1 章総則「1.3　技術者の連携」を新設し
て記載した。PDCA サイクルによる関係技術者の相互
理解と連携を深めるため，技術者倫理に則り，業務分野
の垣根を越えて連携する必要があり，さらに規格・基準
等についても時代や技術の変化に応じて，適切に変更す
べきであるということを明記した。

4.　お わ り に

　2007 年制定のコンクリート標準示方書［施工編］にこ
の指針の初版の施工性能の考え方が反映されて以降，多
くのコンクリート構造物の工事において，その構造条件
や施工条件に応じて，発注時に示されるスランプ選定の
自由度も広がりつつある。経済的かつ耐久的なコンク
リート構造物の実現には，スランプの値のみに着目する
のではなく，初期欠陥リスクの小さい構造・施工条件と
材料・配合の最適な組み合わせを選定することが重要で
ある。設計・施工・維持管理の技術者が連携するうえで
本指針が有効に活用され，より高品質なコンクリート構
造物が構築されることを期待するものである。なお，改訂
した指針および新規の土木学会規準の普及を図ることを
目的として，2016 年 9 月以降全国 6 会場（札幌，仙台，

図-7　ボックス形容器を用いた加振時のコンクリートの間隙通過性試験方法（案）の試験結果の例3）
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名古屋，広島，高松，福岡）で土木学会各支部主催の講
習会を行う予定である。
　施工性能指針改訂研究小委員会の発足に先立ち，平成
20 年 7 月にコンクリート委員会第 3 種委員会（341 委員
会）として「コンクリートの施工性能の照査・検査シス
テム研究小委員会（委員長：橋本親典）」を設置し，2 期
4 年間の活動が行われている。341 委員会では，初版の
施工性能指針（案）の普及を目的として，初版の問題点
や課題の収集・抽出を行い，その対策・改善方法が検討
されている。特に，2 期目の委員会では，コンクリート
標準示方書［施工編・施工標準］の施工性能の性能照査
システムに関する認知度や活用度，施工性能に対する意
識，工事の各段階におけるコンクリートの品質確保のた
めの課題等を抽出することを目的に，全国規模のアンケー
ト調査が実施されている。また，341 委員会メンバーに
よる共通実験を含む検討が行われ，間隙通過性を定量的
に評価する「ボックス形容器を用いた加振時のコンク

リートの間隙通過性試験方法（案）」の有用性を確認し，
今回の規準化に至っている。今回の改訂版には，この 4
年間の 341 委員会の活動で得られた多くの知見が取り入
れられている。改めて 341 委員会のメンバーに御礼申し
上げる。
　最後に，施工性能指針改訂研究小委員会委員や幹事各
位の真摯な議論と，委託者側幹事団を中心とした 6 つの
WG の主査・副査の多大な尽力により改訂版が完成した。
末尾ながら，本指針作成に頂いたご努力に，御礼申し上
げる。
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