
報告 公共生コンクリートプラントにおける覆工コンクリートの品質確保 
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要旨：東北地方は，寒冷環境下での凍害および凍結抑制剤散布による塩害などが健在化しており，復興道路・

復興支援道路では，これまで以上にコンクリート構造物の品質確保に関する具体的対策が求められている。

そのため，国道 45 号新鍬台トンネル工事「公共生コンクリートプラント」では，東北地方特有の劣化状況を

踏まえ，コンクリートに使用する材料を選定し，計画配合を決定した。また，計画したコンクリートの緻密

性を施工において十分に引き出すことを目的として，養生効果を定量的に評価し，適用する養生方法を決定

した。そこで，本報では，本現場におけるそれらの品質確保の取組みについて概要を紹介する。 
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1. はじめに 

東日本大震災からの復旧・復興の取組みも 4 年目とな

り，被災地においてはハード・ソフト面から諸事業が積

極的に進められている。国が担当する基幹的な道路事業

においては，三陸沿岸道路（図－1 参照）などが被災地

の早期復興のリーディングプロジェクトとして，「復興道

路・復興支援道路」（以下，「復興道路など」）と位置づけ

られ，鋭意事業が進められており，かつてないスピード

感をもって整備を進めるための様々な取組み（発注ロッ

トの大型化など）が導入されている。加えて，復興道路

などの事業は，自治体や民間が進める復興事業との資材

需給調整の面においても重要な役割を担っており，官民

が協力連携しながら建設資材の需要・供給の見通しを情

報共有し，広域的な調達や生産体制の強化等の対策を講

じている。その中でも，釜石地区および宮古地区におい

ては，「公共生コンクリートプラント（以下，公共生コン

プラント）」の設置から管理運営および撤去までを大型工

事に含めるなど，生コンクリートの安定供給により，早

期復興の実現に貢献している。 

一方，東北地方のコンクリート構造物が置かれる環境

は，その大部分が積雪寒冷地域であり，冬季の路面の凍

結を抑制するため，凍結抑制剤を散布する。東北地方整

備局管内の凍結防止剤の平均散布量は約 10t/km/年，峠部

や日本海側の区間では，約 30t/km/年 2)であり，凍害およ

び凍結抑制剤散布による塩害，アルカリ骨材反応（以下，

ASR），それらの複合劣化が懸念される。従って，復興道

路などのコンクリート構造物に関しては，短期間で多く

の構造物が構築される中で，従来にも増して東北地方特

有のコンクリート構造物の劣化環境および維持管理・更

新も踏まえたコンクリート構造物の品質確保に対する対

策を講じなければ，将来，これらの構造物が一斉に劣化

し，維持管理費の逼迫を招く恐れがある。このため，復

興道路などの工事では，前述した課題に対して，コンク

図－1 復興道路・復興支援道路の概要 1) 

（平成 28 年 1 月現在） 
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リート構造物の品質確保を目的とした様々な試行的取組

みが展開されており，国道 45 号新鍬台トンネル工事にお

いても，産学官が連携し，公共生コンプラントから製造・

出荷されるトンネル覆工コンクリートの品質確保に取り

組んでいる。 

そこで，本報では，本工事におけるトンネル覆工コン

クリートの品質確保の取組みに関して，その概要を紹介

する。 

 

2. 国道 45 号新鍬台トンネル工事概要 

国道 45 号新鍬台トンネル工事は，岩手県大船渡市か

ら釜石市にかけて，三陸沿岸道路の中で最長となる

3,330m のトンネルを構築するとともに，橋梁下部工，道

路改良工を施工する大型ロット工事である。また，本工

事では，需要が急増する生コンクリートの安定供給を目

的として，トンネルを構築するためのコンクリートを自

ら供給する専用の生コンクリートプラント（「公共生コン

クリートプラント（釜石地区）」）の設置および管理運営・

撤去までを工事内容に含む特徴的な工事である。 

図－2 に本工事および公共生コンプラントの位置図を

示す。また，図－3 および図－4，表－1 にトンネル標準

断面図およびトンネル縦断図，本工事の主要工事概要を

示す。 

 

3. 公共生コンクリートプラント（釜石地区）の概要 

3.1 公共生コンクリートプラント（釜石地区）の役割 

写真－1にプラントの外観を示す。 

本工事に含まれる公共生コンプラントは，三陸沿岸道

   
図－2 本工事および公共生コンクリートプラントの位置図     図－3 新鍬台トンネル標準断面図 

 

 
図－4 新鍬台トンネル標準縦断図 

表－1 新鍬台トンネル主要工事概要 

工事名 国道 45 号新鍬台トンネル工事 

工事場所 大船渡市三陸町吉浜字扇洞～釜石市唐丹

町字上荒川地内 

工事期間 平成 26 年 2 月～平成 29 年 3 月 

発注者 国土交通省東北地方整備局 

施工者 前田建設工業株式会社 

工事内容 トンネル工 本坑：3,330m 

トンネル工 避難坑：3,362m 

公共生コンクリートプラント：50,000m3 

橋梁下部工：3 基，道路改良工 

 

 

写真－1 公共生コンクリートプラント 

（釜石地区）の外観 
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路工事により需要が急増する生コンクリートの安定供給

に向け，三陸沿岸道路専用の生コンプラントとして国土

交通省が設置するものであり，本工事で使用するコンク

リートを自ら製造・出荷することで，地域の復興事業で

必要となるコンクリートの需給バランスを阻害すること

なく，地域全体の円滑な復興事業の推進に寄与するもの

である。 

3.2 公共生コンプラント設備概要 

表－2に公共生コンプラントの設備概要を示す。 

セメントの貯蔵量は，コンクリート最大製造月の日平

均出荷量の 2 日分として，100t サイロを 2 基設置した。

また，骨材貯蔵設備は，コンクリート日最大出荷量

（336m3/日）を基本とし，2 日分の貯蔵量を確保できる

構造とした。バッチャプラントは，要求される出荷量を

遅滞なく供給できるよう計画し，日最大出荷量，1 バッ

チのサイクルタイム，生コン車 1 台当たりの積込み量，

作業効率，日当たり製造時間から比較検討を行い，2.5m3

の 2 軸強制練りミキサとした。 

3.3 覆工コンクリートの品質確保の方針 

本工事では，公共生コンプラントからコンクリートを

製造および出荷し，トンネルを構築する一連のプロセス

（材料選定および調達から計画配合，打込み・締固め，

養生方法）において，以下の品質確保の方針に基づき，

配合および施工仕様を決定した。 

①近隣地域の骨材事情に配慮して，使用する細・粗骨材

を調達する。 

②東北地方および本工事の供用環境を事前に把握し，予

想される劣化現象を踏まえて，骨材を選定するととも

に，コンクリートの品質を確保できる対策を講じる。 

③施工時に生じる初期ひび割れに対して対策を講じ，抑

制手法および養生仕様を検討し，コンクリートの性能

を確実に実構造物に反映させる。 

 

4. トンネル覆工コンクリートの品質確保の概要 

トンネル覆工コンクリートの品質確保における検討

フローを図－5に示す。本工事では，3.3に示したコンク

リートの品質確保の方針に従い，実施した対策について，

以下にその概要を示す。 

 

 

図－5 トンネル覆工コンクリート品質確保検討フロー 

 

4.1 骨材選定および評価 

(1) 骨材選定 

骨材選定は，通常の JIS で規定する ASR 判定性試験

（JIS A 1145：2007「骨材のアルカリシリカ反応性試験方

法（化学法）（以下，化学法）」，JIS A 1146:2007「骨材の

アルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバー法）（以下，

モルタルバー法）」など）に加え，外来塩分や凍結抑制剤

4.1 骨材選定・評価 4.2 供用環境の把握

4.3 施工時に生じる初期ひび割れ対策

・化学法、モルタルバー法、
・修正デンマーク法

・温度応力解析に基づくひび割れ抑制対策検討

近隣既設トンネル
冬季坑内温度計測

4.4 覆工コンクリートの計画配合決定

4.5 品質向上に係る養生方法模擬試験

・凍結融解試験、気泡間隔測定

・覆工コン養生手法、期間をパラメータとして、
覆工コン表層品質を評価

覆工コンクリート施工開始

・表層目視評価を活用したPDCAによる品質向上
・覆工コン各種耐久性能の追跡調査

表－2 公共生コンクリートプラント（釜石地区）設備概要 

設置場所 岩手県釜石市唐丹町字桜峠地内 敷地面積 4,000m2 

総製造量 50,000m3（予定） 製造能力 500m3/日 

種別 種類 容量 台数 

ミキサ型式・容量 2 軸強制練りミキサ 2.5m3 1 

セメントサイロ 高炉セメント B 種 100t 2 

混和材サイロ 膨張材 30t 1 

混和剤タンク 
AE 減水剤 10000L 1 

AE 剤 5000L 1 

水槽 地下水 5，10m3 各 1 

骨
材
ヤ
ー
ド

細骨材（屋根付き） 
S1：陸砂 260m3 2 

S2：砕砂 260m3 1 

粗骨材（屋根付き） 
G1：砕石 2005 260m3 2 

G2：砕石 4020 260m3 1 

濁水処理設備 炭酸ガス使用方式 20m3/h(処理能力) 1 
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の散布など外部から塩分由来のアルカリが供給されるこ

とを想定し，調達可能な細骨材に対して，モルタルバー

法と同じ配合と供試体寸法の供試体を 50℃飽和 NaCl 溶

液に浸漬し，材齢 91 日における膨張量を評価する試験

（以下，修正デンマーク法）を行い，それらの結果から，

総合的に使用する細骨材を選定した。 

(2) 骨材の各種 ASR 判定性試験による骨材評価 

表－3 および表－4 に ASR 判定性試験を実施した細骨

材 4 種類，粗骨材 1 種類の物理試験結果および ASR 判定

性試験結果を示す。また，図－6 に修正デンマーク法に

おける骨材種類と平均膨張量の関係を示す。 

細骨材 B は，化学法および修正デンマーク法において

「無害でない」と判定された。また，細骨材 D および粗

骨材 D は同産地の石灰砕砂および石灰砕石であり，全て

の試験で「無害」と判定された。細骨材 A および C は，

いずれも化学法およびモルタルバー法では「無害」と判

定され，修正デンマーク法では「不明」と判定されたも

のの，膨張量を比較すると，骨材 A は，骨材 C と比較し

て，その膨張量は 60%程度であり，「無害」と「不明」

領域の境界値付近（骨材 A 膨張量：0.125%）であった。 

以上の評価により，細骨材には，修正デンマーク試験

環境下においても膨張量が小さく，ASR に対して安全性

が高い A および D を選定し，粒度分布を踏まえて，細骨

材 A と細骨材 D を 8:2 で混合（重量割合）して使用した。 

4.2 供用環境の把握 

覆工コンクリートの配合決定に際しては，東北地方特

有の劣化である凍害に対して，当該トンネルが置かれる

リスクを明らかにすることが重要である。そこで，近郊

の既設トンネルを利用し，冬季坑内環境の把握を目的と

して，供用期間中の冬季温度計測を行い，凍害リスクを

評価した。 

写真－2 に既設トンネルにおける坑内温度測定状況を

示す。また，図－7に平成 27 年 2 月に実施したトンネル

坑内温度と坑口からの距離の関係を示す。 

平成 27 年 2 月の計測結果では，坑口より 50m 以上と

なると，1 日を通して気温が氷点下となることはなかっ

た。加えて，過去 5 年の当該地区の最低気温平均値は，

－3℃であり，本計測結果全体が 3℃低下した場合であっ

ても，坑口より 50m 以上では，氷点下を大きく下回る可

能性は低いと考えられる。 

以上の結果から，本工事の耐凍害対策区間としては坑

口から 50m とした。上記の区間においては，東北地方に

おけるコンクリート構造物設計・施工ガイドライン（案）

（2009 年 3 月）3)に準拠し，荷卸し時の空気量を 6.0％（粗

骨材最大寸法 20mm）として配合条件および計画配合に

反映させるものとした。 

表－3 候補骨材の物理試験結果 

骨材 

区分 
種類 

表乾密度 

(g/cm
3
) 

絶乾密度 

(g/cm
3
) 

吸水率 

(％) 
粗粒率 

細

骨

材 

A 陸砂 2.64 2.60 1.42 2.74 

B 山砂 2.55 2.51 1.72 2.53 

C 陸砂 2.59 2.55 1.47 2.63 

D 砕砂 2.69 2.67 0.79 3.08 

粗骨材 D 砕石 2.69 2.68 0.49 6.60 

表－4 候補骨材の ASR 判定性試験結果 

骨材区分

試験法 

細骨材 粗骨材

A B C D D 

化学法 無害 無害でない 無害 無害 無害 

モルタルバー法 無害 無害 無害 無害 無害 

修正デンマーク法 不明 無害でない 不明 無害 無害 

 

 
図－6 修正デンマーク法試験結果 

 

 

写真－2 既設トンネルにおける坑内温度測定状況 

 

 

図－7 トンネル坑内温度と坑口からの距離の関係 
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4.3 施工時に生じる初期ひび割れ対策 

配合計画に際しては，覆工コンクリートにおいて，事

前にコンクリートの温度応力解析を実施し，施工時に生

じる温度応力によるひび割れに対して検討した。温度応

力解析による対策検討は，2012 年制定土木学会コンクリ

ート標準示方書[設計編]4)に準拠し，ひび割れ指数が 1.4

（ひび割れ発生確率 15%）となる対策として，トンネル

全区間に膨張材を用いるとした。 

4.4 覆工コンクリート計画配合の決定 

(1) 配合区分および計画配合 

表－5 および表－6 に覆工コンクリートの配合区分と

計画配合および使用材料を示す。 

4.1～4.3に基づき，本工事では，トンネルの構造条件

による配合区分（B 配合：有筋一般部配合，C 配合：無

筋一般部配合）に加え，耐凍害対策区間（坑口から 50m）

では，耐凍害性を向上させるために空気量を 6.0%とした

配合（A 配合：有筋かつ凍害対策区間配合）を設けた。 

(2) コンクリートの凍結融解抵抗性の把握 

A 配合は，凍結融解抵抗性を向上させる配合であるこ

とから，計画配合選定時に，JIS A 1148「コンクリートの

凍結融解試験」および ASTM C 457 に準拠し，リニアト

ラバース法による気泡間隔係数の測定を行い，計画した

配合の凍結融解抵抗性を確認した。 

試験水準は，A 配合の空気量の品質管理の許容値を 6.0

±1.5%で管理することを想定し，空気量が中央値付近と

なる配合(A6.0)および AE 剤により空気量を下限値付近

とした配合（A4.5）の 2 水準とした。 

図－8 に各配合の凍結融解試験における相対動弾性係

数の推移と気泡間隔係数測定結果を示す。 

試験結果より，A 配合については，品質管理上，空気

量が下限値となった場合であっても，耐久性指数が 60%

以上を確保しており，気泡間隔係数も良好な値が得られ

ている。 

4.5 品質向上に係る養生方法模擬試験 

山岳トンネルの覆工コンクリートの型枠（以下，セン

トル）は，覆工コンクリートの打込みから 18 時間程度で

脱枠され，その後の養生を特に実施しないことが少なく

ない。一方，製造された覆工コンクリートの性能を実構

造物に確実に実現させるためには，打込み・締固め，そ

の後の養生までの施工方法も非常に重要である。 

そこで，本工事では，覆工コンクリートの品質向上に

係る養生方法の検討として，各種養生効果を定量的に評

価し，養生方法を決定した。以下にその内容を示す。 

(1) 試験体概要および試験水準 

写真－3に試験体型枠外観を示す。 

試験体は，覆工厚さを模擬した矩形試験体とし，各試

験体とも，コンクリートの打込みおよび締固め方法が同

一となるよう，打込みおよび締固めを行った。 

試験水準は，工事で適用する湿潤保温シート養生工法

（18 時間でセントル脱枠後，鋼製フレームにて湿潤保温

シートを覆工内面に設置し，6 日間養生。以下，湿潤シ

ート養生工法）による養生が表層品質に及ぼす影響を確

認するため，比較として型枠存置期間（18 時間，3 日間，

7 日間）と湿潤シート養生工法による試験体を作成した。 

(2) 養生方法の評価方法 

養生方法の定量的な評価は，表面吸水試験（Surface 

 

表－5 覆工コンクリートの配合区分と計画配合 

配

合

区

分 

粗骨材 
最大 
寸法 
(mm) 

スラ 
ンプ 

 
(cm) 

水セメ 
ント比 

 
(%) 

空気量 
 
 

(%) 

細骨材率
 
 

(%) 

単位量 (kg/m3) 

水 
 

W 

セメ 
ント 

C 

混和材 
 

EX 

細骨材 粗骨材 混和剤 
 

AD S1 S2 
G1 

(2005) 
G2 

(4020) 

A 20 15 51.0 6.0 47.0 158 310 20 674 168 972 － 3.10 

B 20 15 54.3 4.5 47.0 158 291 20 693 173 1004 － 2.91 

C 40 15 53.4 4.5 47.0 155 290 20 697 174 707 303 2.90 

 

表－6 覆工コンクリートの使用材料 

材料 記号 仕様・摘要・備考 

セメント C 高炉セメント B種 

細骨材 S1 陸砂，表乾密度：2.69g/cm3,吸水率:1.86% 

 S2 石灰砕砂，表乾密度:2.64g/cm3,吸水率:1.72%

粗骨材 G1 石灰砕石，表乾密度：2.64g/cm3,吸水率：0.51%

 G2 石灰砕石，表乾密度：2.70g/cm3,吸水率：0.50%

AE 減水剤 AD 標準形(Ⅰ種)，リグニンスルホン酸塩系 

AE 剤 AE 特殊アニオン系／ノニオン系界面活性剤 

混和材 EX JIS A 6202「コンクリート用膨張材」適合品 

 

図－8 耐凍害配合（A配合）の凍結融解試験

および気泡間隔係数 
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Water Absorption Test：以下，SWAT）5)およびトレント法

による表層透気試験（以下，透気試験）6)より行った。 

写真－4に各試験の試験状況を示す。 

(3) 養生方法の評価結果 

図－9に材齢 28日後における養生手法と表面吸水速度

および透気係数の関係を示す。 

試験結果より，湿潤シート養生工法の効果は，型枠存

置 7 日で得られる表層の品質と同等の値を示しており，

計画配合のコンクリートの緻密性を施工で十分に引き出

せると考え，本手法による養生を採用した。 

写真－5 に湿潤シート養生工法による養生状況を示す。 

 

5. まとめ 

本工事では，東北地方の既設コンクリート構造物の劣

化状況を踏まえ，公共生コンプラントから製造・出荷さ

れる覆工コンクリートの材料選定および配合を決定した。

また，コンクリートの緻密性が実構造物で確実に実現さ

れるための養生仕様の効果について定量的に評価し，覆

工コンクリートの品質確保に取り組んでいる。 

現在，施工した実構造物においては，「表層目視評価」

7)を導入し，PDCA を機能させながら，より一層，計画

したコンクリートの性能を覆工コンクリートに確実に実

現させるための取組みを行っており，今後は，上記の手

法を活用しながら，さらなる品質の向上に取り組んでい

く予定である。 
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図－9 試験体型枠外観 

 

 
写真－5 湿潤シート養生工法による養生状況 

   

写真－3 試験体型枠外観 

 

  
写真－4 試験状況（左：SWAT，右：透気試験） 
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