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煙突基礎の過密配筋部への高流動コンクリートの適用
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要　旨

　近年、流動性が優れ、かつ材料分離抵抗性、自己充填性に富んだ高流動コンクリートの開発が行われ

ている。それらの性質を持つ高流動コンクリートは一般部への適用においては人的負荷の大きい締固め

作業を不要とし、また過密配筋部、密閉空間など充填が困難な部位に適用されている。今回対象とした

構造物は、直径46.5mの円形基礎底盤の過密配筋部であり、またコンクリートの打設量1,200m3、打設面

積1,700m2と平面的に広く、締固め作業が容易でないことが予想された。

　そこで本工事には高流動コンクリートを適用することとし、各種施工条件に基づく高流動コンクリー

トの調合を検討した。高流動コンクリートは増粘剤系とし、セメントには高炉セメントＢ種、高性能Ａ

Ｅ減水剤には増粘剤成分を含んだ一液型を用いた。調合決定のための室内試験を行い基本調合を決定し

た後、生コン工場で実機試験を行った。実施工時には、生コン工場および現場での品質管理を十分に行

うことにより、煙突基礎の過密配筋部に密実に充填することができた。

　１．はじめに

　対象とする工事の煙突基礎部分は直径 46.5m、高さ

7.5mの円形フーチングであり、大規模なコンクリート構

造物である。施工上、およびマスコンクリート対策上、打

設を８リフトに分割施工することとした。最下層の１リ

フト部分（高さ75cm）は、Ｄ32＠150、５段組、高さピッ

チ120mmとなる過密配筋である。一日のコンクリートの

打設量は1,200m3、打設面積が1,700m2となり、平面的に

広範囲にわたるためコンクリートの締固めが容易でなく、

表－１に示すように普通コンクリート（スランプ18cm程

度）では密実な充填が期待できないことが予想された。

　そこで本工事では流動性及び自己充填性を確保するた

めに高流動コンクリートを適用することとし、かつ、調

合においてはマスコンクリートであることを考慮した。

　適用にあたり事前の調合検討、室内試験、実機試験を

通して所定の品質を満足する調合を決定し、実施工を

行った。

　本報では高流動コンクリートの調合検討、試験練り結

果、実施工の品質管理について報告する。

　２．高流動コンクリートの選定

　２．１　使用材料

　使用材料は本工事で使用予定の生コン工場常用のもの

とした。表－２に使用材料一覧を示す。

　２．２　高流動コンクリートの種類

　高流動コンクリートの種類は、①粉体量を多量に使用

し材料分離抵抗性を確保するもの（粉体系）、②増粘剤

（分離低減剤）を使用し材料分離抵抗性を確保出来るもの

（増粘剤系）、③その両者の効果を併用したもの（併用系）

がある。系の選定は、使用材料、工場の材料調達・貯蔵

条件、骨材の品質、構造物の適用部位、品質基準等を検

討して行う。

　*技術研究所　**九州支店　***東京支店

表－１　コンクリートの比較
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　本工事では、打設部位の水和熱による温度ひび割れの

懸念、品質基準強度が小さいこと、多種の粉体を用いる

ことは工場稼働サイロの関係で難しいことから、セメン

ト単味の使用で、単位セメント量を小さくできる増粘剤

系とした。また、セメントは生コン工場常用のセメント

のうち発熱量の比較的小さい高炉セメントＢ種を用い、

増粘剤の練混ぜ時の手投入作業を省力化するため、増粘

剤成分を含有した一液型の高性能ＡＥ減水剤を使用した。

　２．３　高流動コンクリートの品質基準

　コンクリートの品質基準は、鉄筋の最小間隔が極めて

密（48mm程度）なことから、表－３の品質基準値を設け、

フレッシュ性状については練り上がり後90分まで、品質

基準値を満たすことを目標とした。

　３．調合計画

　表－４に机上検討により決定した暫定調合を示す。以

下に事前の調合計画について考慮した点、決定方法につ

いて述べる。高流動コンクリートの調合設計は日本建築

学会「高流動コンクリートの材料・調合・製造・施工指

針（案）・同解説」1）および土木学会「高流動コンクリー

ト施工指針」2）に準じて行った。

　３．１　単位粗骨材量の設定

　粗骨材かさ容積0.5m3/m3 以上を確保したいことから、

単位粗骨材容積は粗骨材の実績率60.0%より、300 l /m 3

以上とする。また、狭隘な部分に適用した実例では単位

粗骨材容積の標準値が280 l /m 3～310 l /m 3であることか

ら、この範囲でできるだけ大きい値とし、310 l /m 3 程度

とする。

　３．２　水結合材比の設定

　結合材は、工場稼働サイロの関係で高炉セメントＢ種

単味とする。したがって、水結合材比は、水セメント比

と等しいものとする。調合強度から定まる水結合材比は、

工場実績の下記強度式より

　F＝Fq＋ 2.0σ　　　

　W/C＝ 24／（F+12.6）

  　 　 F：調合強度（N/mm2）

      　Fq：品質基準強度（27 N/mm2 ）

　  　σ：工場の標準偏差（2.5 N/mm2）

　  W/C：水結合材比

　F＝32 N/mm2、W/C＝53.8%となるが、流動性が大き

い範囲で分離抵抗性を確保したいことから、W/Cは50％

以下とする。

　３．３　単位水量の設定

　単位水量はできるだけ小さく（175kg/m3以下）したい

こと、また、水セメント比を小さくしないで、ペースト

量を確保したいことから、165～175 kg/m3とする。

　３．４　単位セメント量の設定

　セルロース系増粘剤を使用した高流動コンクリートの

標準的な単位粉体量は350～450 kg/m3であり、水和によ

る発熱量を押さえつつ、ある程度単位ペースト量を確保

したいことから、380～400 kg/m3とする。

　３．５　目標空気量の設定

　目標空気量は品質基準値である4.5％とする。

　３．６　単位細骨材量の設定

　単位細骨材料は水、セメント、粗骨材および空気量の

各単位容積を差し引いた値とする。

　３．７　混和剤の使用量

　高性能ＡＥ減水剤の使用量は、フレッシュ性状を確認

して定める。また、所定の空気量が得られない場合には、

ＡＥ剤又は消泡剤により空気量を調整する。

　３．８　暫定調合

　上記の机上検討と予備実験の結果から暫定調合は表－

４に示す３調合とし、室内試験及び実機試験にて最終調

合を決定する。

表－２　使用材料

表－３　コンクリートの品質基準

表－４　暫定調合
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　４．室内試験

　４．１　試験方法

　室内強制２軸練りミキサ（容量100 lにより、表－４に

示す暫定調合の試し練りを行い、練混ぜ90分後までの性

状を確認した。品質管理試験は、表－５に示す試験・測

定項目について行った。練混ぜ量は１バッチあたり70 l

とした。

　練混ぜ方法は、図－１としたが、コンクリートの練り

上がり性状を確認しながら、練混ぜ時間を適宜調整した。

なお、練混ぜ環境温度は、実施時期を考慮して10± 3℃

とした。また、良好な調合については、高性能ＡＥ減水

剤の添加量を増減した場合の性状変化の確認も行った。

　４．２　室内試験でのフレッシュ性状

　図－２に３調合のフレッシュ性状のうちスランプフ

ロー、V75漏斗流下時間、Ｕ型充填高さ、空気量の経時変

化を示す。

　調合No.1は60分後にスランプフロー値が小さくなり管

理下限値近くを示し、Ｕ型試験充填高さにおいては管理

値を下回った。これは、高性能ＡＥ減水剤添加量の不足

によるスランプフローロスと、セメント量不足による材

料分離傾向があったと考えられる。

　調合No.2は60分後にＵ型試験において管理値を下回っ

た。これはコンクリートが分離傾向にあり、試験器の障

害部分で骨材がかみ合ったためと考えられる。また、コ

ンクリート表面にペースト分が浮き出るような傾向が

あった。

　調合No.3が、練り上がり90分で多少スランプフローロ

スが生じたものの、管理値内で良好な値を示し、分離傾

向も見られなかった。（表－６参照）

　各調合とも空気量については経時変化が少なく、ＡＥ

剤の添加量で空気量が調整できることが確認できた。

　調合No.3の環境温度10℃においてブリーディング試験

を行った。ブリーディング量は0.01cm3/cm2と極めて小さ

い値となった。またこの試験結果は、「高流動コンクリー

トの材料・調合・製造・施工指針（案）・同解説」3)に示す

ブリーディング量0.30cm3/cm2以下、凝結始発時間20時間

以内を満足した。

　良好なフレッシュ性状を示した調合No.3の高性能ＡＥ

減水剤の使用量を増減し、そのフレッシュ性状を比較し

たものを図－３に示す。高性能ＡＥ減水剤添加率（セメ

ント重量比）1.15％では、スランプフローロスが大きく、

高性能ＡＥ減水剤添加率1.35％では、やや分離傾向が見

られた。

　４．３　室内試験での硬化性状

　表－７に調合No.3の標準養生供試体の圧縮強度試験結

果を示す。材齢7日で品質基準強度27N/mm2を確保でき

図－２　フレッシュ性状の比較

図－１　練混ぜ方法

表－５　品質管理試験項目および管理目標値

表－６　調合No.3のフレッシュ試験結果

ることが確認できた。

　表－８に材齢24時間の初期強度を示す。発現強度は「高

流動コンクリートの材料・調合・製造・施工指針（案）・

同解説」4）に示す養生温度20℃での材齢24時間の圧縮強

度5N/mm2以上満足している。一方、養生温度が10℃の場

合は1.1N/mm2であった。
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　４．４　基本調合及び調合管理強度の選定

　室内実験での検討により、良好な性状を示した表－４

の調合No.3 を基本調合とした。なお、所要のワーカビリ

ティーを得るために水セメント比が、所要の品質基準強

度を得るための水セメント比より小さくなったので、調

合管理の目的で調合管理強度を設定する。

　調合No.3の水セメント比に対応する材齢28日の調合強

度Ｆは、工場実績式より、

　Ｆ＝24/（Ｗ /Ｃ）－12.6

　　＝45.5（N/mm2）

調合管理強度ｍＦは、

ｍＦ＝Ｆ－Ｋα・σ／Ｎ
0.5

ここに　Ｋα：生産者危険率に応じた正規偏差

　　　　　　（生産者危険率0.05の場合、1.645）

　　　　σ：コンクリート強度の標準偏差（通常0.1Ｆ）

　　　　Ｎ：試験回数

　Ｆ＝45.5 N/mm2、σ＝4.55、Ｋα＝1.645、Ｎ＝3

とすれば

　ｍＦ＝41.2（N/mm
2）

となる。

　なお、室内実験での標準養生供試体の材齢28日圧縮強

度は、この調合管理強度を確保している。

　表－９に室内実験により得られた基本調合を示す。こ

れをもとに、実機プラントによる試し練りにより性状を

確認することとした。　

表－７　強度試験結果（単位：N/mm2）

表－８　初期強度試験結果（単位：N/mm2）

表－９　基本調合

図－４　練混ぜ方法

表－１０　混和剤の添加量の調整

図－３　フレッシュ性状の比較

　５．実機試験

　５．１　試験方法

　室内試験により得られた高流動コンクリートの基本調

合（表－９）を、使用予定の生コン工場の強制二軸練り

ミキサ（容量3m3）にて練混ぜを行い、練混ぜ90分後ま

での性状確認を行った。練混ぜ量は１バッチあたり2.5m3

とし、品質管理試験項目は室内試験と同様とし、練混ぜ

方法、練混ぜ時間は、図－４とした。

　５．２　実機試験でのフレッシュ性状

　実機試験での高流動コンクリートのフレッシュ性状を

図－５に示す。
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室内実験での基本調合をもとに実機試験を行ったが、ス
ランプフローや空気量の試験結果が所定の品質管理試験
項目を満足せず、混和剤の添加量調整を行った。
（表－１０参照）
　基本調合－3では、練上り後60分まで所要のフレッシュ
性状を満足することが確認できた。練上がり後90分では
品質管理値を満足することができなかった。
　５．３　実機試験での硬化性状
　表－１１に基本調合－3の標準養生供試体の圧縮強度
試験結果を示す。室内試験と同様、材齢7日で品質基準強
度27N/mm2を、材齢28日で調合管理強度41.2N/mm2を確
保できることが確認できた。
　５．４　決定調合
　以上の結果をふまえた実施工の決定調合を表－１２に
示す。
　なお、初期の段階で練混ぜ90分後まで品質管理値を満
足するよう設定していたが、生コン工場と現場間の運搬
時間が10分弱と短いことから練混ぜ60分後まで所要のフ
レッシュ性状を満足すればよいこととした。実施工でト
ラブルにより練混ぜ後60分以上経過した場合は再試験を
行い、所要の品質を満足するコンクリートのみ、打込み
を行うこととした。また実施工時、骨材の粒度変化や外
気温などの変動で、スランプフローや空気量が所定の品
質管理値を満足しない場合は、混和剤の添加量にて調整
することとした。

図－５　フレッシュ性状

表－１１　圧縮強度試験結果

表－１２　決定調合

制を示す。コンクリートの打設にあたっては、品質管理
体制に従って指示・連絡を行い、品質管理表を回覧する
ことで製造・打設ピッチの調整、品質の変化に対する修
正、トラブルの処理を迅速に行った。

図－６　施工管理体制

　６．実施工
　実施工は１日で行い、２基のミキサで1,200m3のコンク
リートを製造し、ポンプ車４台にて圧送・打設した。
　６．１　高流動コンクリートの製造
　高流動コンクリートの製造は、実機試験を行った生コ
ン工場（強制二軸練りミキサ２基、容量３m3、現場まで
の運搬時間10分）にて行った。実機試験で決定した調合
（表－１２）とし、練混ぜ方法も実機試験と同様とした。
練混ぜ時間は、実機練りでのミキサ負荷電流の読みとり
値が60秒以降一定の数値であったため粗骨材投入後60秒
とした。また生コン車１台に付き2.5m3×２バッチ分積込
み運搬した。
　なお、連続製造となるため、外気温や骨材表面水率の
変動によって、コンクリートの性状が変化しやすく、状
況を確認しながら、混和剤添加量調整などの調合修正を
随時行った。
　６．２　コンクリートの品質管理体制
　図－６にコンクリート製造から打設までの品質管理体
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もコンクリート出荷時にはスランプフロー、空気量およ

びコンクリート温度の試験を所定の頻度にて行った。

　６．５　コンクリートの打設管理

　コンクリート打設位置では、充填状況、コンクリート

性状を目視により確認した。打設において、ワーカビリ

ティーが不良の場合には、打設を停止し、前項フレッシュ

試験の再試験を行うこととした。また、必要に応じて筒

　６．３　コンクリートの製造管理

　表－１３に生コン工場での製造時品質管理項目を示す。

骨材の表面水の変動を管理し、現場調合に反映した。

　６．４　コンクリートの品質管理試験

　表－１４にフレッシュコンクリートの品質管理試験項

目を、表－１５に硬化コンクリートの強度試験管理方法

を示す。荷卸地点でのフレッシュコンクリートの品質管

理試験は製造開始時には生コン車５台連続にて行い、そ

の後は75m3につき１回の頻度で行った。フレッシュコン

クリートの試験で不合格となった場合は高性能ＡＥ減水

剤の再添加を行い、再添加後も品質管理値を満足しない

場合は廃棄することとした。また、生コン工場において

表－１５　コンクリートの強度管理試験方法

表－１３　製造時品質管理項目

表－１４　品質管理試験項目

図－７　フレッシュコンクリートの品質試験結果
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先のコンクリートを採取し、スランプフロー、空気量の

試験を行った。

　６．６　高流動コンクリートの性状

　図－７に実施工におけるフレッシュコンクリートの品

質試験結果を示す。

製造開始直後、数車の品質管理値にばらつきがみられ、生

コン工場でのスランプフロー測定値が55cm程度になるこ

ともあったが、現場到着後高性能ＡＥ減水剤を再添加す

ることにより現場での品質は管理値を満足した。以後安

定した供給ができていた。

ポンプ圧送後のフレッシュ性状も、品質管理試験及びポ

ンプ筒先の目視結果より圧送前と比べ大きな変動はみら

れなかった。

　６．７　硬化コンクリートの性状

　使用するコンクリートと構造体コンクリートの材齢7

日と28日の圧縮強度試験試験結果を表－１６に示す。材

齢7日で品質基準強度27N/mm2を、また材齢28日で調合

管理強度41.2N/mm2を十分満足することができた。

　７．マスコンクリート対策

　煙突基礎は直径46.5ｍの円形で高さ7.5ｍであること、

第１リフトの配筋が過密であるため高流動コンクリート

を用いていることから、普通コンクリートに比べて単位

セメント量が多くなっており、コンクリートの水和発熱

に伴う温度応力によるひび割れ発生の可能性が高いと予

想された。

　そこでマスコンクリートの温度応力解析により、温度

ひび割れ発生の可能性とひび割れ幅の検討を行った。

　７．１　マスコンクリートの温度応力解析

　温度応力解析は日本コンクリート工学協会（以下JCIと

する）のプログラムを用い、図－８に示すフローにて解

析を行った。コンクリートの物性値は土木学会「コンク

リート標準示方書（平成８年度版）施工編」5）および日本

コンクリート工学協会「マスコンクリートのひび割れ制

御指針」6）に基づき設定した。

　表－１７に解析結果一覧を示す。表中のリフト、打設

日はコンクリートの打設計画に基づいたものであり、経

過日は１リフトを打設してからの累積経過日数を示す。

最高温度は、各リフトの中でのコンクリートの最高温度

と材齢を示し、最小ひび割れ指数は各リフトの中でひび

割れ指数の最小値とその材齢を示す。かっこ内材齢はそ

のリフト打設からの材齢を示す。

　最小ひび割れ指数の表の中で「－」はひび割れ指数2.0

表－１６　圧縮強度試験結果（単位：Ｎ /mm2）

図－８　解析フロー
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以上を示す。

　ここでひび割れ指数はコンクリートの引張強度を温度

応力で除した値で示されるのもである。

　ひび割れ指数　Ｉcr（ｔ）＝ｆt（ｔ）／σt（ｔ）

　ここにＩcr（ｔ）：ひび割れ指数

　　　　ｔ：材齢（日）

　　　　σt（ｔ）：材齢ｔ日における水和熱に起因して　

　　　　　　　 　生じた部材内の温度応力の最大値

　　　　ｆt（ｔ）：材齢ｔ日におけるコンクリートの

               　　　　　引張強度

であり、解析結果から最小ひび割れ指数が1.31となった。

「ひび割れの発生をできるだけ制限したい場合　1.2以上」

を満足しているものの、温度ひび割れの発生の可能性が

懸念された。

　７．２　ひび割れ幅の検討

　温度応力解析の結果からひび割れ発生が懸念されたの

で、ひび割れ幅の検討を行った。ひび割れ幅Ｗavの算定

には万木ら7）の温度ひび割れ幅の予測方法を用いた。

Ｗav＝ 0.337－ 0.18Ｆ s－ 0.114ｐ

　　Ｆｓ：温度ひび割れ指数

　　　ｐ：鉄筋比（％）

　この部位でのひび割れ幅を検討すると、過密配筋部で

あり鉄筋比が2.27％と多いためひび割れ幅は0となった。

　８．まとめ

　本工事は直径 46.5m、高さ 0.75m（基礎部分全高は

7.5m）、鉄筋最小あき48mmの煙突基礎部分に高流動コン

クリートを適用したものであり、以下にまとめを述べる。

　高流動コンクリートの調合の特徴としては

①増粘剤系

②増粘剤成分を含んだ一液型の高性能ＡＥ減水剤を使用

③比較的発熱量の小さい高炉セメントＢ種を使用である。

　また、高流動コンクリートのフレッシュ性状及び硬化

性状としては

①練混ぜ後60分までは各種性状が安定していた。

②実機試験において練混ぜ後90分ではスランプフロー値

が管理基準を下回る結果となった。

表－１７　マスコンクリートの温度応力解析結果

③空気量は経時変化がほとんどなかった。

④全行程において、高性能ＡＥ減水剤の添加量はセメン

ト重量の1.25％～1.45％となった。

⑤圧縮強度は材齢７日で品質基準強度27Ｎ /mm2を確保

できた。

　また、普通コンクリートに比べ単位セメント量が多く

なったが、マスコンクリートの温度応力解析の結果およ

び実施工においても、温度ひび割れに関しての問題は発

生しなかった。

　最後に、本工事は作業時間8：00～17：00という限ら

れた時間内での施工であったが、生コン工場ではミキサ

２基・現場ではポンプ４台を稼働させることにより、約

1200m3の高品質な高流動コンクリートを安定して製造・

打設することができた。
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