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基礎知識・・コンクリート編（２）

１．コンクリートの圧縮強度

コンクリートの強度は、水セメント比と密接な関係にあり、水セメント比や単位水量を出来るだけ

小さくすれば良いことになりますが、それにも限度があります。コンクリートの強度は基本的にはセ

メントペーストの強度で決まります。セメントとの反応に使われなかった水は、最終的に蒸発し、そ

こには微細な空隙が残ってしまいます。その空隙は、セメントペースト中に存在する空隙を堅固で微

細な物質で充填できれば、髙強度化が可能になります。超強コンクリートには、高炉スラグ微粉末（製

鉄の際の副産物⇒アルカリ水溶液と接触して潜在水硬化反応を示す）、フライアッシュ（石炭が燃焼

した時の灰）とシリカフューム（金属シリコン等の生産時の副産物）の二酸化硅素と水酸化カルシュ

ウム（ポゾラン反応）が反応してセメント硬化体の強度、水密性、化学抵抗性を高める役割を果たし

ます。

普通のコンクリート強度・・21～24N／㎜２

20m 以上のコンクリート橋・・・40N／㎜２

超髙層ビルの柱 ・・・80N／㎜２

高性能減水剤を使用しても、これが限界か？

２．鉄筋

コンクリートの引張強度・・圧縮強度の 1/10～1/13

曲げ強度・・圧縮強度の 1/5～1/8

鉄筋コンクリート（Reinforced Concrete）・・RC

異形鉄筋・・付着力を高めるために⇒主鉄筋、腹鉄筋、組立筋、配力筋。

配筋図・・設計図に示された鉄筋の太さ（径）、長さ、本数の配置を示す図。

鉄筋加工図・・鉄筋そのものを生材、それを切断し、曲げるなどの加工するための図面。

切断機・・・バーカッタ。

加工機・・・バーベンダ。

かぶり・・・コンクリート表面から鉄筋の表面までの最も短い距離。

スペーサ・・型枠と鉄筋の間に挟み込む道具。

ピッチ・・・鉄筋間隔。

補助鉄筋・・鉄筋を正確に配置するために使用。

結束線・・・鉄筋を固定する結束材。重ね継手、ガス圧接継手（接触部分の周囲をガスバーナで加

熱させ、団子のように膨れるまで 2 本の鉄筋を押しつける）、機械継手（ナットで継ぐ方法、エポ
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キシ樹脂等で接着剤、スリーブ sleeve⇒さや管を挿入する方法）。注意すべきことは、継手は、構

造上の弱点になるので、大きな力がかかる箇所を避けること、一つの断面に集めないこと、鉄筋直径

の 25 倍以上離して千鳥配置にすること。

手抜き工事の指摘例・・鉄筋の間引き、不良鉄筋の使用、スペーサの数や結束箇所数の削減、ガス

圧接での加圧や炎の調整を怠ること等。

３．型枠

型枠は、コンクリートと直接接するせき板とせき板を補強するリブ、型枠締付け材及び支保工で構

成されています。型枠には、合板、金属製（メタルホーム⇒アルミニウム合金、ステンレス製が使用

されている。余剰水・気泡抜きのために透水型枠またはテキスタイル型枠）、合成樹脂製、紙製、コ

ンクリート製等があります。

支保工・・木製と鋼製

大型枠工法・・ユニット化された型枠をクレーン移動で組立、取り外ししています。足場を別に設

ける必要があります。

動く型枠工法・・スライディングフォーム工法（スリップフォーム工法）

セルフクライミングフォーム工法

両者とも型枠と足場が一体化されています。

スライディングフォーム工法は、煙突やサイロなどの構築に使われていますが、打ち込んだコンク

リートが自立できる強さになると、型枠を外さないで、油圧又は電動ジャッキを使って、尺取り虫が

進む要領で移動させます。

セルフクライミングフォーム工法は、背の高い橋脚等に使われ、足場が上足場と下足場の 2 段に

なっていて、上足場に型枠がついていて、すでに強度が出ているコンクリートに埋め込まれたアンカ

ーで支えられています。足場が上昇する原理は、スライディングフォーム工法の場合と同じです。

コンクリート表面を平滑で美しく仕上げるためには、せき板の表面が平滑で美しくなければならい

ので、コンクリートで汚れたせき板の表面を丹念に清掃しなければなりません。

４．コンクリートの打ち込み・養生・運搬

「打ち込む」と言う言葉には、攻め込む、熱心に思い込む、熱中すると言う意味もあって、ひたむ

きな激しさ、情熱を感じさせます。コンクリートは、軟らか過ぎると材料の分離が生じます。適度な

軟らかさと材料分離に抵抗する性質を持ち合わせたコンクリート、即ち「ワーカビリティーが良いコ

ンクリート」をコンクリート打ち込み口（吐出口）と打込み面の高さを 1.5ｍ以下に抑えることも大

切です。また打ち込んだコンクリートは、型枠内で移動させてはいけません。そして、コンクリート

は、40～50cm の厚さになるように、水平な層状に重ねて打ち込み、締固めます。

締固めは、突き棒で突いたり、木槌で型枠を叩いたりする方法もありますが、現在では機械的振動

（内部振動機）を与えて締固めています。内部振動機は、鉛直にゆっくり 10～20 秒ほど振動させ、

ゆっくり引き抜き、あとに穴が残らないようにします。

コールドジョイント（継ぎ目）防止・・先に打ち込んだコンクリートの凝結が進む前に、次のコン

クリートを打ち込むように計画すること、コンクリートの打込みが終ってしばらくすると、骨材やセ

メントの沈降に伴ってコンクリート表面に水（ブリーディング水）が上昇し、コンクリートの表面に

レイタンスと呼ばれる不純物がたまり、これが打継目の付着によって一体化を妨げるので、必ず除去

しなければなりません。コンクリートの硬化前の方法としては、高圧の水を吹きかけて除去すると共
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に粗骨材を露出させます。硬化後の方法としては、コンクリート表面をワイヤブラシまたはジェット

タガネで十分こすってレイタンスを除去し、粗骨材を露出させます。

コンクリートの養生は、打ち込んだ後のコンクリートが十分に硬化するために適当な温度と湿度を

確保し、外力を与えないように保護することによって、構造物の強さ、耐久性や水密性に著しい影響

することになります。コンクリートの打設では、材料分離、締固め、養生が大切な要因です。

コンクリート製造の水量・・骨材の表面水量と加える水の量とを足した量。

骨材の表面水量・・貯蔵状態や気温・湿度の変化で異なる。特に細骨材の表面水量の変動が大きくな

ります。

生コンクリートの運搬時間・・1 時間半以内で計画。

コンクリートポンプ車・・ブーム式⇒コンクリートポンプ車に輸送管が併設されたタイプ。

配管式⇒多様な形状した管を繋ぎ、ポンプ圧送するタイプ。

ポンプ形式・・ピストン式⇒水鉄砲の原理

スクイズ式⇒チューブ入の歯磨きを押し出す原理。

スクイズ式に比べピストン式の方が押し出す力が強く、長い距離や高い圧送に適しており、幅広く

使われています。

コンクリートポンプ車以外の小運搬手段

バケット・・開底式バケット方式で、材料の分離を少なくするうえで最も適した方法。

シュート・・斜めシュートと縦シュートがあります。斜めシュートは、材料分離を起しやすく、使わ

ない方が無難です。縦シュートには、フレキシブルシュートとスネークシュートがあり

ます。スネークシュートは、間欠的にコンクリートが落下するので、材料分離が少ない。

ベルトコンベア・・ゴムベルトの上にコンクリートを載せて運ぶものです。

コンクリート運搬車・・一輪車、二輪車やトロッコ等で運びます。

コンクリートプレーサ・・輸送管内のコンクリートを圧縮空気で圧送するものです。

コンクリートポンプ車による打込みは、安価で便利になりましたが、大量のコンクリートが打ち込

めるが故に、打ち込み過ぎる可能性があります。そのために、締固めが間にあわなくなる恐れがあり

ます。

良いコンクリートを作るためには、コンクリートの品質（材料）と便利になった機械（道具）等の

性能・特質を良く理解し、バランスの取れたコンクリート打込み計画が求められます。

５．ビルの建設

我が国のビルでは、1919 年に制定された高さ 31m 制限のために、8～9 階建てまでになってい

ましたが、1963 年に、この制限が撤退され、超高層ビル時代の幕開けとなりました。そして、高

さ 31m を超えるビルを高層、100m を超えるものを超高層ビルと呼ぶようになりました。世界で

一番高いビルは、台湾の台北国際金融大楼の 508m、次いでマレーシアのペテロナスツインタワー

の 452m で、日本では 300m を超えるビルはありませんが、2014 年完成を目指している大阪市

阿倍野区で 310m の阿倍野ターミナルビルが建て替え計画で進められています。地震国としての我

が国では、高層建築の問題に、地震エネルギーを建物全体を剛（力がかかった時の寸法変化が小さい

状態）として受けとめる「剛構造」の考え方が基本になっていましたが、コンピューターの登場によ

って、地震波の応答解析（建物にかかる地震の大きさを知る解析）が可能になると同時に、1000

年以上の歴史を持つ五重塔の構造（1 本の心柱を中心に多層の屋根を本組みとする構造）をモデルに
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「柔構造」による耐震理論が確立され、1968 年に日本最初の超高層ビル・霞が関ビル（36 階、

147m）が完成しました。中小層ビルでの「免震構造」、超高層ビルの「制振構造」によって、ビ

ルの揺れは、大幅に抑えられています。

ビルの構造形式には、コンクリートや鉄筋での手軽な材料を用いて、経済的に造られる鉄筋コンク

リート造（RC 造）がありますが、構造物の自重が重く、風揺れが少なく、居住性も良く、生活環境

に適すると言う特徴がありますが、しかし、剛性が高いことから、高層になると地震に弱く、下層の

柱や梁を太くしたり、配筋の複雑さ等の問題が生じてきています。そこで RC 造では、鉄筋配置の方

法を開発したことによって「柔構造」を可能にし、合理的な施工システムの開発、鉄筋のプレハブ化

等を図ることによって、超高層マンション建設が急増しています。

超高層ビルでは、体重が軽くなる鉄骨造（S 造）が主流、高速エレベータ、カーテンウォール（仕

切り壁）の炭素繊維補強コンクリート（CFRC）、鉄骨鉄筋造（CRC）、柱に RC 造を梁には柱感

覚を広げる S 造を使う複合構造、異種材料の組み合わせ構造、短い繊維でコンクリートを補強する

方法、各種のプレキャスト（PCａ）部材等の利用など、新しい工法が開発され利用されている。

ハイブリット構造・・異種材料を組み合わせとして、鋼管や鋼板の中にコンクリートを充填して、コ

ンクリートの強さを高めると共に、鋼管や鋼板が腰折れする現象時ある座屈を

防ぎ、鋼・コンクリートが一体となって外力に抵抗する構造。

繊維補強コンクリート（FRC）・・コンクリートの中に鋼繊維・ガラス繊維・炭素繊維等の短繊維

（長さの短い繊維）を分散混合して、引っ張りに弱い性質を改善すると共にね

ばり強さ（じん性）を大きくし、吹きつけ被覆材やビルのカーテンウォール・

柱・梁等の PCａ部材として使用している。

クレーン・・内部建て⇒建物の内部に床を貫通して設ける方式

外部建て⇒建物の外部にも受ける方式・・梁の間隔が短くクレーンマスト（クレーンの

脚）を内部に設けることができない場合に用いる。

1999 年ビルの苦情（国土交通省調査結果）・・音に関する問題（畳みに代わって、フローリング

に変わったこと、梁の間隔や床の厚さに起因）⇒2004 年 4 月品確法「住宅

の品質確保等に関する法律」・・防音性のフローリング、床の二重構、床構造

の軽量・高剛性化、水漏れ・雨漏り・・アスファルト・シール・ウレタン・Ｆ

ＲＰ等の塗布による防水、防水材の開発、

６．橋

橋の原型は、桁橋・・丸太架けからはじめ、支間長が伸び⇒トラス橋⇒アーチ橋・石橋⇒吊橋⇒斜

張橋⇒エクストラドースト橋

コンクリート橋⇒鉄筋コンクリート橋（RC 橋）

⇒プレストレストコンクリート橋（PC 橋）

⇒プレストレスト鉄筋コンクリート橋（PRC 橋）

PC 橋・PRC 橋の架設方法

＊プレキャスト工法

→プレキャスト桁架設工法（支間全長の桁を一括で架設する方法）→クレーン架設工法

→プレキャストセグメント（分割されたブロック）工法→エレクションガーダ（架設桁）架設工

（特殊な架設用の設備を用いて架設する工法）
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＊場所打ち工法

→固定式支保工架設工法・・架設地点に、繰り返し使用に適し、組み立て取り外しが容易で、しか

も比較的軽量で安全性に優れている組立て剛性支保工を設け、一括または分割

で橋を構築する方法。

→移動式支保工架設工法・・型枠や支保工を解体することなく、次の径間に移動して架設する工法

→張出し架設工法・・1 本の橋脚を起点に左右バランスをとりながら支間中央に向かって、2～6m

程度のブロックを継ぎ足しながら張出し架設する方法。桁下の条件に左右され

ず安全かつ経済的に架設できる点が特徴。

→押出し架設工法・・プレキャストセグメント工法と張出し架設工法を組合わせた工法。

アーチ橋・・アーチリブと言うアーチ状の部材をメイン桁として、架設の斜吊り材を併用しながら、

先端にワーゲンを設けて張出し架設します。

・ ・ロアリング架設方法⇒橋のかかる両岸で、セルフクライミングフォーム工法（コン

クリートの形を決める型枠）等を用いてアーチリブの形状に併せ半分に分けて造り、

これを引き寄せるケーブルとロアリング（下方へ）させるケーブルを調整して段階的

に倒すように回転させ、決められたアーチリブの形状にし、その後、隙間の部分を作

って、アーチリブを併合させ、自動車などが走る部分を作って橋を完成させます。

＊プレストレストコンクリート（Prestress Concrete）

道路橋 67 万橋（2003 年）・・長さ 15m 以上の橋・・14 万橋［内訳・・鉄橋が 4 割、コン

クリート橋が 6 割（コンクリート橋・3 割、PC 橋 7 割）］

＊コンクリート橋の長さ・・25ｍが限界か？

＊プレストレスを与える方法⇒プレテンション方式

＊PC 鋼線をジャッキで引っ張り、コンクリート打ち込み、硬化後に PC 鋼線を切断すれば、鋼線が

元に戻ろうとする力でコンクリートに圧縮力が加わることになる。

＊ ⇒ポストテンション方式

建設現場で鋼線を束ねた PC 鋼材を挿入したシース管を配置し、コンクリートを打設し、所定の圧

縮強度が発現した後にジャッキで PC 鋼材を引っ張り、定着具で固定、コンクリートと PC 鋼材を一

体化するためにセメントを主成分とする接着剤（グラウト）をシース内に注入します。

＊ 地震振動エネルギー吸収機構（ダンパー）・・超高層ビルや長大橋の主塔には、TMD（Tuned

Mass Damper）を採用しています。

＊ 解体方法

＊ 破砕工法・・衝撃工法⇒大型ブレーカ、ハンドブレーカ

・ ・油圧工法⇒圧砕機、ジャッキ

＊ 切断工法・・カッター工法、コアーボーリング工法、ワイヤーソーイング工法

＊ 膨張工法・・膨張剤工法

＊ 火薬工法

＊ ウォータージェット工法・・アクアジェット、アプレーシブジェット工法

７．コンクリートの診断

① アルカリ骨材反応・・雨のかかる位置や日射の影響を受ける箇所に生じやすく、ひび割れ幅はも

大きいものが多く、不安感を与えます。
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② 特徴・・構造物に作用する外力の影響を受けたとは思えない方向に発生する傾向があること、そ

のひび割れ幅は通常の原因で発生するひび割れより大きいこと。

③ 反応原因・・ある種の鉱物を含む骨材がコンクリート中に存在し、十分な水分の補給があり、コ

ンクリート中のアルカリ度が高い場合⇒アルカリシリカゲル。

④ 反応条件・・（１）コンクリートに反応性の骨材が使用されていること

（２）コンクリートにアルカリ成分が過剰であること

（３）水分がコンクリート供給されていること

⑤ ひび割れ・・幅 0.05mm 未満の微細なものは、設計段階で考慮されている。⇒発生原因の究明。

⑥ やっかいなひび割れ・・構造物の劣化、塩害、アルカリ骨材反応、中性化、凍害、床版や梁の疲

労劣化。外力による影響。

⑦ 診断方法・・（１）コンクリートの顔色を診る

（２）表面を叩いて音で診る

（３）反発度とコンクリート強度

（４）コンクリートコアによる分析

（５）ひび割れ深さを超音波ではかる

（６）レーダーによる鉄筋追跡

（７）コンクリートの体温測定

（８）鉄筋の腐食を電気抵抗で測定

８．維持管理

構造物の性状には、ひびわれ、ジャンカ、コンクリートの浮き・剥落、錆汁等の現象が見られます。

＊断面修復工法・・剥離したコンクリート断面を修復する工法⇒鉄筋の錆を落し、防錆材を塗り、

プライマー（下塗り剤）を塗った上で、ポリマーセメントモルタルを用いて断面

修復。

＊ポリマーセメントモルタル・・セメントと砂をエポキシ樹脂やアクリル樹脂で結合したもので、

軽くて接着性が良いことが特徴。

＊電気化学的補修方法・・電気防食工法⇒比較的微細な電流を流すことで、鉄筋の電位差をなくし

鉄筋の腐食を抑制する方法。

脱塩工法⇒電気防食工法より 1 桁多い電流量で、マイナスイオンであ

るコンクリート内部のイオンをコンクリート表面に設けた

陽極に引きつけて排出する方法。

再アルカリ化工法⇒陽極に配置したアルカリ水溶液のアルカリ成分を

内部鉄筋付近まで電気的に浸透させ、鉄筋近傍の強いアルカ

リ性が失われたコンクリートに再度アルカリ性を付与する

方法。・・中性化対策

＊ 耐震補強方法

＊ 外部スパイラル鋼線捲立工法・・被災された時、亜鉛メッキ鋼より線の隙間からコンクリート表

面を観察できるところに特徴。

＊ かみ合わせ継手を用いた鋼板巻立補修工法・・鋼板接着工法に比べて施工が容易で、現場溶接を

必要としないため、薄い鋼板を採用する場合に有効。
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＊ リブプレート耐震補強工法・・柱外周に分割した補強鋼板をかみ合わせ継手で補強する工法。

＊ 補強方法

＊ コンクリート部材の交換・・強度の高い部材に交換する方法

＊ コンクリート断面の増加・・増厚工法⇒上面増厚工法、下面増厚工法。

＊ 巻立工法・・柱の場合

＊ 部材の追加・・新しい梁や柱を追加する場合。

＊ 支持点の追加・・新しい橋脚を設けて、スパンを短くする場合。

＊ 補強材の追加・・床版の下面に鋼板や FRP（繊維強化プラスチック）板を接着剤で張り付け補

強。

＊ プレストレスの導入・・PC 鋼材を配置して緊張させて補強。

９．ライフサイクルコストとは、以下の費用をトータルしたものです。

＊ イニシャルコスト・・構造物を建設する費用

＊ ランニングコスト・・維持管理費用

＊ ライフサイクルコスト・・解体除去費用

10.コンクリートと環境・未来

セメント製造の主原料は、石灰石、粘土、硅素、鉄です。セメントを 1ｔ製造するには、0.87ｔ

の二酸化炭素が排出されます。石灰石を燃焼する時には、CaCO２＝Ca0＋CO２に分解されます。重

さにして CaCO２の 4 割が CO２です。

鉄を製造する高炉工程では、鉄鉱石から銑鉄を取り出す工程と銑鉄から余分な炭素を取り出して鋼

を製造する工程ことがあります。高炉では、鉄鉱石の他に、コークスと石灰石が加えられます。コー

クスは、鉄鉱石を溶融する目的で、石灰石は溶融した銑鉄と鉄鉱石に含まれる不純物を分離するため

に使われます。ここでも、二酸化炭素は大量に発生します。このようにコンクリートを製造する過程

には、環境に高い負荷を与えていることになります。それなのに、セメント産業は、環境産業と呼ば

れています。そこには、高炉スラグ、フライアッシュも、1950 年代からコンクリートに使用され

ておりますし、古タイヤや、種々の廃棄物を燃料に、生活ゴミの清掃工場から排出される焼却灰や汚

泥等を主原料とするエコセメントの開発等があるからです。その他にコンクリートガラの再生骨材と

しての利用、石油精製時に発生する副産物「硫黄固化体」の利用、鉄鋼スラグ水和固化体の利用、発

泡ポリスチレンを溶剤で溶かしてセメントの代用する方法等の技術開発が進められています。

3R 技術とは、Recycle、Reuse、Reduce のことです。コンクリートの 3R 技術は、品質管理が

重要になります。そのためには、知識と経験を十分に持った資格者が求められています。そこには、

環境問題を解決する 3R 技術が存在しています。

11.コンクリート利用の未来

＊ ポーラスコンクリート（Porous Concrete：内部に空間が多いコンクリート）は、セメントと

砂利を用いて、連続した空間（穴）があるコンクリートでビオトープ（biotop：独）に使用され

ています。空隙率 25％以上のポーラスコンクリートは、緑化・植栽コンクリートとして利用で

きます都会のビルの屋上や壁面等の緑化によって、ヒートアイランド効果の解消、炭酸ガスの吸

収、ビル内部に対する室温上昇の抑制、省エネ効果、防火・防熱効果、騒音の抑制、修景効果等

が期待されています。また、河川護岸に有効で、圧縮強度が 10N／㎜２以上確保されていること

を確認して、活用されています。
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＊ 透水性舗装

＊ プラットフォーム形式の海上空港都市

＊ 月面都市

コンクリートの知識は、このように地球環境に貢献するためにも必要となります。

以上


