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要旨：結合材の質量割合を普通ポルトランドセメント 60%，高炉スラグ微粉末 20%，フライアッシュ 20%と

したローカーボンハイパフォーマンスコンクリート（以下，LHC）をレディーミクストコンクリート工場で

製造・出荷し，土木工事および建築工事において実構造物施工を行った。その結果，通常のコンクリートと

同様に，配（調）合の選定ができること，並びに，通常のコンクリートと同様に，所要の品質を確保できる

ことを実証した。また，LHC を用いた本施工により，普通ポルトランドセメントを用いる場合と比べて，CO2

排出量を 91t 削減することができた。 
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1. はじめに 

 地球温暖化の原因とされる温室効果ガスの多くを占め

る CO2排出量を減少させることは，地球環境問題を考え

るうえで最も重要な対策のひとつである。 

 我が国は，2015 年の COP21 において，CO2 等の削減

目標を 2030 年までに 2013 年比で 26%減とすることを表

明した。建設産業においても低炭素化技術の開発に向け

ての取組みが行われており，2012 年 4 月には，コンクリ

ート工学会を始めとした 7 つのコンクリート関連学・協

会から「コンクリートサスティナビリティ宣言」が発表

された。その中で，「コンクリート関連セクターは資源消

費とCO2排出の低減のための革新的な技術開発の努力を

続けていくこと」などが宣言されている。 

建設産業における主要材料の一つであるコンクリー

トは，その構成材料の製造時に多量の CO2が排出されて

おり，環境負荷が大きな建設資材である 1)。コンクリー

トの構成材料の中で，最も CO2排出量が多いものは，ポ

ルトランドセメントであり，その CO2 排出原単位は，

766.6 kg-CO2/t と大きな値である 2)。一方，ポルトランド

セメントと同様に結合材として用いることができる高炉

スラグ微粉末およびフライアッシュは，産業副産物であ

ることから，その CO2 排出原単位は，それぞれ，26.5 

kg-CO2/t，19.6 kg-CO2/t，と小さい 2)。したがって，ポル

トランドセメントの一部を高炉スラグ微粉末やフライア

ッシュで置き換えることが，CO2 排出量が少ないローカ

ーボンコンクリートを実現する一つの有効な手段である。 

近年，CO2 排出量削減の観点から混和材をセメントに

高置換する研究が行われているが，コンクリートの若材

齢強度が著しく低下することなどが報告されている 3)。

また，普通ポルトランドセメントは，長期にわたって優

れた性能を発揮することが，これまでの多くの経験から

確認されてきた。 

以上のことから，筆者らは，ポルトランドセメントの

一部を比較的少ない量の混和材で置換したコンクリート

を汎用的に用いることで，コンクリート産業全体として

CO2 排出量を削減させつつ，クリンカーの優れた性能を

保持した高性能なコンクリートとすることが重要である

と考え，結合材の質量割合をポルトランドセメント 60%，

高炉スラグ微粉末 20%，フライアッシュ 20%とした LHC

の開発に取り組んできた 4) ,5), 6)。 

 本稿では，実際の建設工事における LHC の施工事例を

示す。土木工事の施工事例として「長沢浄水場第 3 沈で

ん池・活性炭接触池設置工事」（以下，長沢）および「生

田配水池等更新工事」（以下，生田），建築工事の施工事

例として「TTC つくば新築工事」（以下，TTC）におけ

る施工結果を報告する。 

 

2. LHC の概要 

2.1 LHC の特長 

 LHC の特長を以下に示す。 

・ポルトランドセメントを用いたコンクリートと比較し

て CO2排出量を約 45%削減できる 5)（図－1）。 

・中庸熱ポルトランドセメントと同程度の温度ひび割れ

抑制効果が得られる 5)。 

・塩害，アルカリ骨材反応や化学的侵食に対する抵抗性

を向上できる 6)。 

・長期強度を向上できる 6)。 

 なお，CO2 排出量は使用材料の原単位から算出した結

*1 （株）安藤・間 技術本部 技術研究所 土木研究部 (正会員) 

*2 （株）安藤・間 技術本部 技術研究所 土木研究部 工博 (正会員) 

*3  住友大阪セメント（株） セメント・コンクリート研究所 工修 (正会員) 

*4  日本サステイナビリティ研究所代表 工博 (正会員) 

-2235-

コンクリート工学年次論文集，Vol.38，No.1，2016



果である。 

2.2 生コン工場における LHC の製造方法 

 LHC の結合材の質量割合は，図－2に示すように，普

通ポルトランドセメント（以下，普通セメント：N）が

60%，高炉スラグ微粉末（BS）が 20%，フライアッシュ

II 種（以下，フライアッシュ：FA）が 20%である。この

割合は，表－1 に示す 2 種類の製造方法で実現すること

ができる。一般的な生コン工場では，2 種類の混和材を

常時保有しているところは少なく，これらの混和材のた

めに貯蔵，計量設備を 2 系統確保することは困難である。

そこで，一般的な生コン工場で常時保有している高炉セ

メント B 種（以下，高炉 B 種：BB）を高炉スラグ微粉

末の代わりに用いて，LHC を製造する方法を考案し，貯

蔵設備の負担を減らした。なお，LHC 製造方法１では，

配合選定時に，高炉 B 種中の高炉スラグの分量を適切な

方法で確認しておく必要がある。 

 

3. 土木工事の施工事例 

3.1 配合設計 

(1) コンクリートの仕様 

長沢，生田のどちらの工事に対しても，同じレディー

ミクストコンクリート工場（以下，生コン工場）で製造

した LHC を適用した。現場から生コン工場までの距離は，

どちらの工事もおおよそ 10km であった。 

 LHC の適用部位は均しコンクリートであり，施工時期

は長沢が標準期（6 月 20 日）および夏期（7 月 7 日），生

田は冬期（1 月 21 日）であった。コンクリートの仕様は，

粗骨材の最大寸法 20mm，呼び強度 18，荷卸し時のスラ

ンプ 12±2.5cm，荷卸し時の空気量 4.5±1.5%であった。 

(2) 配合条件 

 使用材料を表－2に，配合条件を表－3に示す。本工事

で使用する生コン工場は，普通セメントおよび高炉 B 種

を常備しており，さらに予備サイロを 1 基保有している

ことから，製造方法１で LHC を製造することとし，予備

サイロにフライアッシュを貯蔵した。 

生コン工場から現場までの運搬時間はどちらの工事

においても 40～60 分と予想された。生コン工場における

実績を参考にし，場外運搬によるスランプおよび空気量

のロスとして，それぞれ 4cm，0.5%を見込んで配合を選

表－2 使用材料 

種類 記号 品質 

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ N 密度：3.15g/cm3 

高炉ｾﾒﾝﾄ B 種 BB 密度：3.04g/cm3 

ﾌﾗｲｱｯｼｭⅡ種 FA 密度：2.29g/cm3 

細骨材 

硬質砂

岩 
S1 表乾密度：2.65g/cm3 

石灰石 S2 表乾密度：2.65g/cm3 

山砂 S3 表乾密度：2.58g/cm3 

粗骨材 
青梅産 G1 表乾密度：2.67g/cm3 

秩父産 G2 表乾密度：2.69g/cm3 

AE 減水剤 ―

標準期，冬期：標準形

夏期：遅延形 

リグニンスルホン酸塩・

オキシカルボン酸塩 

AE 剤 ―
フライアッシュ用 

高級脂肪酸系界面活性剤

 

表－3 配合条件 

項目 条件 

粗骨材最大寸法 20mm 

水結合材比 65.0%以下 

スランプ

配合選定における

目標値 
16.0±2.5cm 

荷卸し時 ※1 12.0±2.5cm 

空気量 

配合選定における

目標値 
5.0±1.5% 

荷卸し時 ※1 4.5±1.5% 

※1：練上りからの経過時間 40 分～75 分 

 

図－1 CO2排出量の比較（使用材料の原単位から算出）

 
  ※普通ポルトランドセメント：N，高炉スラグ微粉末：BS 

    フライアッシュ II 種：FA 

図－2 LHC 材料割合 

 

表－1 LHC の製造方法 

製造 
方法 

製造方法の概要 

１ 
【LHC 用に考案した製造方法】 
･セメント 2 種類(N,BB)＋混和材 1 種類(FA)の混合

･材料供給：有利，JIS A 5308：不適合 

２ 
【従来の三成分系コンクリートの製造方法】 
･セメント 1 種類(N)＋混和材 2 種類(BS,FA)の混合

･材料供給：不利，JIS A 5308：適合 

0 50 100 150 200 250 300

通常

LHC

CO2排出量（kg/m3）

CO2排出量が

約４５％減少
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定することとした。配合強度はレディーミクストコンク

リートの規格（JIS A 5308）により，23.0N/mm2（材齢 28

日，標準偏差 2.5N/mm2）とした。 

 水結合材比（W/B）を定めるために，水結合材比を 45，

55および65％とした3種類の試験体を作製し圧縮強度を

測定した。測定数が少ないことから，信頼度 95％の信頼

区間における圧縮強度の下限値（f95）を求め，結合材水

比（B/W）の関係を式(1)のように定めた。 

 

   5.66.2095  WBf          (1) 

 

 式(1)より，23.0N/mm2 の圧縮強度が得られる水結合材

比は，69.8％であった。しかし，コンクリート標準示方

書施工編 7)の配合設計にて，水結合材比の上限は 65％と

定められていることから，65％を採用した。 

(3) 配合選定 

 選定した配合を表－4 に示す。配合選定は，以下の手

順で行った。まず，試験練りミキサを用いて，標準期配

合の試験練りを実施した。試験練りの結果は，練上り時

のスランプ 15.0cm，空気量 4.5%，材齢 28 日圧縮強度

26.6N/mm2 であり，配合条件を満足していた。そこで，

実機ミキサで練り混ぜたコンクリートをトラックアジテ

ータ車に積み込み，スランプおよび空気量の経時変化を

測定した。測定結果を表－5 に示す。練上りからの経過

時間 45～75 分の間，荷卸し時のスランプおよび空気量の

仕様を満足していることが確認できたため，この配合を

標準期配合とした。夏期および冬期の配合は，当該生コ

ン工場で標準化されている配合や LHC に関する既往の

知見 4)を考慮して選定した。 

3.2 LHC の施工 

 工事仕様書で定められた頻度で荷卸し時のスランプお

よび空気量，ならびに，圧縮強度の試験を行った。いず

れの試験結果も品質管理基準値を満足していた。 

LHC の打込み状況を写真－1に示す。普通セメントを

使用したコンクリート（以下，N コン）の場合にはポン

プが閉塞する場合があったが，LHC は，閉塞することな

く圧送できた。また，フライアッシュをセメントの一部

に用いたコンクリートは，セメントのみを使用した場合

よりも一般的に圧送性がよくなることが知られている 8)。

以上のことから，LHC の圧送性は N コンより向上すると

考えられた。 

3.3 実施工における経時変化および初期養生の影響 

 工事仕様書で定められた品質管理試験とは別に，生コ

ン工場と現場で試料を採取し，スランプおよび空気量の

経時変化を測定した。また，これと同時に圧縮試験用の

供試体も採取し，表－6 に示す養生を行った。材齢 3 日

までの養生条件は，生コン工場で採取した供試体は試験

室内において封かん養生とした。一方，現場で採取した

供試体は，直射日光や外気温の影響を受ける現場封かん

表－4 コンクリートの配合 

配合名 
W/B 
(%) 

s/a 
(%) 

単位量(kg/m3) 

水 結合材 細骨材 粗骨材 AE 減水剤 

W N BB FA S1 S2 S3 G1 G2 標準形 遅延形 

標準期 

65.0 48.0 

165 90 113 51 358 268 261 780 196 2.794 ― 

夏期 168 92 115 52 355 268 258 774 196 ― 3.367 

冬期 165 90 113 51 358 268 261 780 196 2.286 ― 
 

表－5 経時変化試験結果（実機ミキサ） 

経過時間
ｽﾗﾝﾌﾟ 
(cm) 

空気量 
(%) 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
温度 

判定 

0 分 18.0 5.0 28℃ 合 

45 分 13.5 3.9 29℃ 合 

60 分 12.0 3.6 30℃ 合 

75 分 10.5 3.1 30℃ 合 

 

写真－1 LHC 打込み状況 

 

表－6 圧縮強度試験用供試体の養生条件 

種別 養生条件 

生コン

工場 
材齢 3 日の型枠取外しまでは，試験室内で

封かん養生。その後は標準水中養生。 

現場 
材齢 3 日の型枠取外しまでは，均しコンの

打込み場所付近における現場封かん養生。

その後は標準水中養生。 
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養生とすることで，材齢初期の養生条件が圧縮強度に及

ぼす影響を評価した。 

試験結果を表－7 に示す。スランプおよび空気量はい

ずれの施工時期においても，品質管理基準値を満足する

ことができた。 

また，圧縮強度は，材齢初期にあえて厳しい環境で養

生した現場で採取した供試体についても，品質管理基準

による下限値である 15.3N/mm2を下回ることはなかった。

一方で，標準期の打設日における最高気温は 34℃と高く，

このときの圧縮強度は，生コン工場の 22.4N/mm2に対し，

現場は 19.5N/mm2であり，約 3N/mm2低下していた。し

たがって，高温時には，養生方法に留意が必要である。 

3.4 CO2排出量の削減効果 

長沢，生田の工事で合計 740m3の LHC を使用した。N

コンと LHC の使用材料の原単位から算出した CO2 排出

量を比較した結果、LHC の使用により 54t 削減できた。 

 

4. 建築工事の施工事例 

「TTC」は，「Technology Training Center」の略称であり，

当社技術研究所に隣接した研修用宿泊施設（地上 3 階建，

120 室）として建設している。完成予想パースを図－3

に示す。 

4.1 調合設計 

(1) コンクリートの仕様 

LHC の適用部位は均しコンクリートおよび耐圧版，基

礎梁，スラブであり，施工時期は全て標準期であった。

製造は，現場から約 15km 離れた位置にある生コン工場

で行った。コンクリートの仕様は，粗骨材の最大寸法

20mm，均しコンクリートは呼び強度 18，耐圧版，基礎

梁，スラブは呼び強度 30 で荷卸し時のスランプ 18±

2.5cm，荷卸し時の空気量 4.5±1. 5％であった。 

(2) 調合条件 

 使用材料を表－8に，調合条件を表－9に示す。均しコ

ンクリートに用いる LHC は，表－1における製造方法１

にて製造した。一方，主要構造部材である耐圧版，基礎

梁ならびにスラブに用いるコンクリートは建築基準法第

37 条建築指定材料に該当する。そのため，2 種類の混和

材（BS，FA）が必要となり，材料供給の負担が大きくな

るが，JIS A 5308 に適合した練混ぜ方法である製造方法

２にて LHC を製造することとした。 

 生コン工場から現場までの運搬時間は 30～40 分と予

想されたので，生コン工場の実績を参考に，スランプお

よび空気量のロスとして，それぞれ 1cm，0.5%を見込ん

で配合を選定することとした。調合強度も生コン工場の

実績を参考に，呼び強度 18 を 23.5N/mm2（材齢 28 日），

呼び強度 30 を 38.3N/mm2（材齢 56 日）とした。水結合

材比を定めるために，水結合材比を 45，55 および 65%

とした 3 種類の試験体を作製し，圧縮強度を測定した。

表－7 生コン工場と現場で採取した試料を用いた試験結果（3シーズン） 

配合 
打設日 
最高 
気温 

スランプ(cm) 空気量(%) 28 日圧縮強度(N/mm2) 

生コン工場 現場 生コン工場 現場 生コン工場 現場 

標準期 34℃ 
18.1 

(19.5～17.0) 
12.9 

(14.5～11.5) 
5.2 

(6.1～4.5) 
4.7 

(5.4～4.1) 
22.4 

(23.2～21.3) 
19.5 

(20.7～17.4)

夏期 28℃ 
18.8 

(21.0～18.0) 
12.6 

(14.5～11.0) 
5.2 

(5.5～4.5) 
3.9 

(4.5～3.3) 
23.4 

(23.9～22.8) 
22.0 

(22.7～21.0)

冬期 5℃ 
18.4 

(20.0～17.0) 
14.0 

(14.5～13.0) 
5.4 

(6.2～4.5) 
4.3 

(4.9～3.1) 
24.9 

(25.6～24.3) 
25.0 

(25.1～24.9)

※上段：平均値，下段：（最大値～最小値）

図－3 完成予想パース 

 

表－8 使用材料 

種類 記号 品質 

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ N 密度：3.15g/cm3 

高炉ｾﾒﾝﾄ B 種 BB 密度：3.04g/cm3 

高炉スラグ微粉末 BS 密度：2.88g/cm3 

ﾌﾗｲｱｯｼｭⅡ種 FA 密度：2.26g/cm3 

細骨材
砂 S1 表乾密度：2.60g/cm3 

砕砂 S2 表乾密度：2.62g/cm3 

粗骨材 砕石 G1 表乾密度：2.62g/cm3 

AE 減水剤 Ad
標準形 

ポリカルボン酸系化合物

AE 剤 ― 

フライアッシュ用 

アニオン及びノニオン系

特殊界面活性剤 
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その結果から求めた材齢 28 日の強度式を式(2)に，材齢

56 日の強度式を式(3)に示す。 

 

   15.90.18  WBf         (2) 

 

   31.13.16  WBf         (3) 

 

式(2)，式(3)より圧縮強度が 23.5N/mm2 と 38.3N/mm2

を満足する水結合材比を算定し，それぞれ 55.0%と 41.2%

と定めた。 

(3) 調合選定 

 選定した調合を表－10に示す。試験練りミキサを用い

て，試験練りを実施した品質管理試験の結果，呼び強度

18の調合では練上り時のスランプは19.5cm，空気量5.0%，

呼び強度 30 の調合では練上り時のスランプは 20.0cm，

空気量 4.3%となった。また，呼び強度 18 の材齢 28 日圧

縮強度は 24.2N/mm2，呼び強度 30 の材齢 56 日圧縮強度

は 45.3N/mm2であり，調合条件を満足していたため，こ

の調合を選定した。 

4.2 LHC の施工 

 TTC における均しコンクリート，耐圧版，基礎梁，ス

ラブに打設した LHC の荷卸し時の品質管理試験の結果

を表－11 および写真－2 に示す。また，耐圧版の打込み

状況を写真－3に示す。LHC を建築工事に適用すること

は初めてであったが，スランプおよび空気量は品質管理

基準値を全ての部位で満足した。圧縮強度については，

現場水中養生を行った供試体で試験を行い，均しコンク

リート（材齢 28 日），耐圧版，基礎梁，スラブ（材齢 56

日）で品質管理基準値を満足した。 

4.3 実施工における品質と施工性 

 構造特記仕様書で定められた品質管理試験とは別に，

生コン工場と現場で採取した試料で，スランプと空気量

を測定した結果を表－12に示す。スランプロスは想定よ

りもやや大きくなったが，スランプ，空気量ともに品質

管理基準値を満足していた。 

 また，施工性については圧送性も良く，鉄筋のあきが

約 90mm の梁においても，ジャンカなどの発生がなく，

充塡性が良いコンクリートであった。なお，作業員への

聞取り調査において，LHC は扱い易く，打込み，締固め

表－10 コンクリートの調合 

呼び強度 
W/B 
(%) 

s/a 
(%) 

単位量(kg/m3) 

水 結合材 細骨材 粗骨材 AE 減水剤

W N BB BS FA S1 S2 G Ad 

18 55.0 48.9 175 103 152 － 64 257 599 896 1.60 

30 41.2 43.5 175 255 － 85 85 215 500 935 2.12 

写真－2 品質管理試験（耐圧版の例） 

 

写真－3 耐圧版打込み状況 

 

表－9 調合条件 

項目 条件 

粗骨材最大寸法 20mm 

呼び強度 
均しコン：18 

耐圧版，基礎梁，スラブ：30
呼び強度を 
保証する材齢 

均しコン：28 日 
耐圧版，基礎梁，スラブ：56 日

ｽﾗﾝﾌﾟ

配合選定にお

ける目標値
19.0±2.5cm 

荷卸し時※1 18.0±2.5cm 

空気量

配合選定にお

ける目標値
5.0±1.5% 

荷卸し時※1 4.5±1.5% 

※1：練上りからの経過時間 30 分～40 分 
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表－11 品質試験結果 

適用部位 呼び強度 
スランプ 

(cm) 
空気量

(%) 
コンクリート温度

(℃) 
外気温

(℃) 

圧縮強度 
(N/mm2) 

7 日 28 日 56 日 

均しコンクリート 18 18.5 5.4 28 26 12.6 21.6  

耐圧版 30 19.0 4.5 25 22 24.6 33.5 38.3 

基礎梁 30 18.5 5.2 23 19 26.5 39.5 43.4 

スラブ 30 19.0 5.2 19 15 28.8 40.9 40.6 
 

および仕上げの作業性が良いとの証言を得た。 

4.4 CO2排出量の削減効果 

TTC 工事で 300m3の LHC を使用した。N コンと LHC

の使用材料の原単位から算出したCO2排出量を比較した

結果、LHC の使用により 37t 削減できた。 

 

5. おわりに 

 LHC を土木工事，建築工事の実施工に適用した結果，

得られた知見を以下に示す。 

(1) レディーミクストコンクリート工場において，一般

的な配合選定と同じ手順で，呼び強度 18および 30，

スランプ 12cm および 18cm の LHC の配合を選定す

ることができた。 

(2) 普通セメントに混和材として高炉スラグ微粉末お

よびフライアッシュを加えることで，JIS A 5308 に

適合する LHC を製造することができた。一方，高

炉 B 種中の高炉スラグの分量を予め確認し，普通セ

メント，高炉 B 種およびフライアッシュの混合量を

適切に定めることで，工場における貯蔵計量設備の

負担を軽減して LHC を製造することができた。ま

た，いずれの製造方法においても，通常のコンクリ

ートと同様に，所要の品質（スランプ，空気量，圧

縮強度）を確保できることを実証した。 

(3) LHC の打込み，締固め，仕上げ等の現場における一

連の作業についても，通常のコンクリートと同様の

方法で行うことができ，施工性が良いことを作業員

の証言からも確認した。 

(4) 土木工事で 740m3，建築工事で 300m3，合計 1,040m3

の LHC を，普通セメントを用いたコンクリートの

代わりに実際の建設工事に適用した。これによって

CO2排出量が 91t 削減できた 2)。また，2014 年の普

通セメントの国内販売量は 3,225 万 4 千 t である 9)。

全てがコンクリート製造に使用されていると仮定

するとCO2排出量は約 2,500万 t となり、それが LHC

に置き換わると，約 1,000 万 t の CO2排出量の削減

効果が期待できる。 
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表－12 スランプおよび空気量測定結果 

スランプ(cm) 空気量(%) 

生コン工場 現場 生コン工場 現場 

21.0 
(22.5～20.0)

18.0 
(20.5～16.0)

5.2 
(5.5～5.2) 

5.0 
(5.9～4.0)

※上段：平均値，下段：（最大値～最小値） 
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