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1 はじめに 

現場計画位置は長野県北部に位置し，最も近い生コンクリート（以下
「生コン」）工場から 90 分以上の運搬距離を要し，10 ㎞の悪路と急こう配
の工事用道路のため生コン搬入ができない条件下にある。また搬入資
材についても大型車による運搬が困難であり資材搬入に課題の多い現
場である。本現場では現地発生土砂を有効活用する砂防ソイルセメント
工法が採用されているが，砂防ソイルセメント工法は本堰堤の内部材料
であり，水通部・隔壁・堤冠部・水叩き・側壁は生コンを活用する必要が
ある（図-1）。そして，これらの部位は摩耗や浸食作用を受ける部位で
厳寒な気象環境に晒されるため強度品質とともに長期耐久性を考慮
する必要がある。このような現場条件下のため、現場で使用するコンクリ
ートは現場練りコンクリートを前提とし，要求される品質を確保することを
目的に現場練コンクリートの製造方法を検討した。その中で特に留意す
べき事項を試験施工の結果を踏まえて報告する。 

 
2 現場練りコンクリート製造時の留意点 

本現場で使用する現場練コンクリートを表-1に示す。現場練コン
クリートの製造においては，生コン工場で実際に行われている製造
工程が現場で再現されることを念頭に，規格に適合する材料が適切
に計量されること，混ぜムラや材料分離しないよう練混ぜができる
こと，コンクリートに必要とされる品質が確保できること，さらに
施工管理が確実かつ容易であること，運搬性・貯蔵性に優れること
が必要である。以下に，製造過程で特に留意すべき事項である「材
料品質と計量，練り混ぜ，硬化後の品質管理」について述べる。 

 
3 材料の品質規格の確保と計量の工夫 

現場練コンクリートは材料が品質規格に合致したものである必要があ
る。また，適切な貯蔵環境で貯蔵され，計量が適切であるとともに管理さ
れていなければならない。これを現場で適用するには現場にストックヤー
ドが必要であるとともに計量装置が必要となる。さらに現場では 3 種類の
現場練コンクリートが必要なため，配合設計や材料の日常管理など現場
管理が煩雑で難しいものとなる。そこで，現場での材料管理や計量が困
難な骨材については JIS 規格に適合する生コン工場で通常出荷してい
る生コンの配合設計に則り，骨材のみ製造を委託し袋詰にしたものを現
場に運搬することとした（図-2・表-2）。この材料を「計量骨材」と呼ぶこ
ととする。セメントと混和剤は配合で指定するものを使用し，練混ぜ水は
品質確認したうえで現地の河川水を流量計で計量して使用する。これに
より品質規格に適合する材料を出荷実績のある配合に準じて規格の範
囲で計量し現場で再現することが可能となる。併せて厳しい運搬条件で
の資材搬入と狭い現場環境での貯蔵が可能となる。 

現場では 1 バッチの練混ぜ量はセメント 1t に対応した計量骨材を練
混ぜることを想定している。これはセメントが 1t フレコンバッグによって供
給されセメントの計量管理がしやすいことによる。現場では概ね 4～5m3

の練混ぜ量となるが，生コン工場で練混ぜ量に対応した骨材を製造する
ことで対応が可能である。図-3に示す計量結果のとおり基準値以内に収
まる。現場練りコンクリート 1 バッチに必要な骨材量をアジテータトラック
に排出し，バッチ毎にナンバリングした大型土嚢に全量を投入することで
誤差の無い計量が可能であり，現場ではナンバーを管理するのみとなり
施工管理が容易となる。また，フレコンバッグに貯蔵された計量骨材は投
入口を封印しブルーシートで養生することで表面下 30cm の深さの位置
の表面水率は 1 か月程度の間は大きく変化することがないためゆとりの
ある製造および輸送計画が可能となる。表-3に計測結果を示す。 
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図-1 コンクリート使用位置（着色部） 

表-1 コンクリート仕様表 

表-2 計量骨材 21-5-80 配合表 

図-2 計量骨材製造及び運搬イメージ 

細骨材 混和剤

①
～5㎜

①
5～20

②
20～40

③
40～80

①

208 114 593 579 434 440 2.288

細骨材率 29.4%水セメント比　60％

計量骨材　21-5-80BB 配合表　　（kg/㎥）

セメント 水
粗骨材

図-3 計量骨材計量誤差管理図 

表面

フレコンバッグ内の細骨材の表面水率
製造後経過日数

3日

7日 2.3% 2.7%

35日 3.1% 3.4%

2.3% 3.0%

30cm下

1日 3.0% 3.0%

表-3 袋詰め細骨材の表面水率の測定結果 

適用部位 基準強度 スランプ
骨材

最大寸法
セメント
の種類

（N/mm2) （cm） （㎜）

 水通 　隔壁　天端 21 5 80 BB

 スリット基礎  水叩 18 5 80 BB

 外部保護材基礎 18 5 40 BB
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4 練混ぜ 
砂防ソイルセメント流動タイプの施工ではバックホウ普通バケットによる練混

ぜ（以下，「バケット混合」）でもコンクリートと同等の強度発現を実現できる場合
がある。また，ツインヘッダー（以下，「攪拌機による混合」）を用いる ISM 工法で
は設計強度 18N/mm2の砂防施設構築事例が 41 事例（11 万 m3）の実績がある。し
かしながら両者とも砂防ソイルセメントの技術範疇でありコンクリートの練混ぜ
とは異なる。そこで，バケット混合と攪拌機（写真-1）による混合を実施し練混ぜ
性状ついて比較を行った。練混ぜは空練混合から練上がりまでの撹拌時間を，1 ㎥
あたり 3 分を目途に混ぜムラや未撹拌部分が無いと認められるまで行った。 
4.1 練混ぜの状態 

練混ぜは，バケット混合が骨材をすくい上げて落下させる動
きに対し，攪拌機は回転翼で骨材を細かく巻き上げ，側方から
回り込むペーストが対流することで連続的な撹拌となっている
(写真-2)。生コン工場のミキシングピットではドラム内にあるク
ロス螺旋状の撹拌翼が骨材を細かく散らしながら撹拌する。攪
拌機による混合において撹拌機が骨材を羽根切り巻き上げる
動きが生コンの撹拌機構と類似している。バックホウ混合では
細かく羽根切るような混合状態とならないため，色むらが無い
状態となっても材料が分離したような緩い水平状態で仕上が
るのに対し，攪拌機の混合は一体で粘り感を持つ状態に仕上
がっており，良好なフレッシュ性状である（写真-3）。 
4.2 練混ぜ後の性状 

練混ぜ後の性状はスランプ，空気量および単位水量の測
定結果で評価した。図-4～6に測定結果を示す。コンクリ
ートに求められるフレッシュ性状としては配合あるいは
製造方法の修正余地があるものの，バケット混合と攪拌機に
よる混合で明確な品質差異が表れる結果となった。バケット
混合のケースではスランプが大きく，空気量が小さく，単位水量のプラス側の誤差が大きい結果である。練混
ぜ水量や表面水率は全バッチが同一で管理された状態であるため，この差異は水量の違いではなく，練混ぜが
不完全であり，材料が分離している状態を反映しているものと考えられる。 

 
5 硬化後の品質 

現場練りコンクリートは幅:1.5m×奥行:1.5m×深さ:0.3ｍの形状の型枠
に打設し，打設表面の状態と供試体の圧縮強度で硬化後の品質を確認した。
供試体の圧縮強度は配合設計で計画する配合強度に近い結果であり配合設
計が妥当であることが確認できた。表-4に圧縮強度試験結果を示す。圧縮
強度については攪拌機の違いによる強度差異やのバラツキは認められない
良好な結果である。しかしながら，打設面の表面観察において骨材寸法が
大きい 21-5-80 のバケット混合のケースで沈降による小さなクラックが多
数生じていることを確認した。これは不十分な練混ぜに起因する緩い練混
ぜ状態がひび割れなど硬化品質に影響を与えていと推察される。この結果より圧縮強度だけでなく練混ぜ状
態が適切であることも硬化品質に与える影響の観点から重要であることが再確認できた。  
6 まとめ 

この試験施工を通じ，新たな現場練コンクリートの製造方法と製造における留意点，および計量骨材と攪拌
機によって製造される現場練コンクリートが要求される品質を確保できる可能性が高いことを示すことがで
きた。この技術は施工管理が容易で難しい施工技術を必要としない。本現場のように山岳地や資材の搬入が困
難な建設環境において生コンが必要なケースで実施可能かつ品質確保が可能な施工手段となりうる。今回の
試験施工により改善すべき点も明確となり，良質な砂防施設の構築とさらなる施工性と品質向上に向け一層
の技術研鑽を図っていきたいと考える。 
【参考文献】1）長野県；長野県土木工事共通仕様書，平成 26 年 6 月 2）土木学会；2017 年制定コンクリー
ト標準示方書 施工編， 平成 30 年 3 月， 3）土木学会；2013 年制定コンクリート標準示方書 ダムコンクリ
ート編， 平成 25 年 10 月   

写真-2バケット混合（左）と攪拌機による混合(右)

写真-3 練混ぜ後の状態 

（右：バケット混合 左：攪拌機による混合） 

図-4 撹拌機の違いとスランプの関係 図-5 撹拌機の違いと空気量の関係 図-6 撹拌機の違いと単位水量誤差の関係

写真-1攪拌機の形状 
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練混ぜ水の流れ

表-4 供試体の圧縮強度結果 
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