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要旨：本報告は，日本コンクリート工学会 構造物の耐久性向上のためのブリーディング制御に関する研究委

員会 試験方法 WG において生コン工場，建設会社，メーカを対象として，ブリーディングに対する実務者の

意識と認識の実態についてアンケート調査を行い，取りまとめたものである。この結果，ブリーディング性

状の試験結果と施工時の性状に差異が認識されていること，季節や材料の種類によりブリーディング性状が

異なる印象をもたれていること，ブリーディング発生量の印象と実測したブリーディング量およびブリーデ

ィング率のいずれも強度が大きくスランプが小さいほど少ないこと，などがわかった。 
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1. はじめに 

日本コンクリート工学会（以下，JCI という）「構造物

の耐久性向上のためのブリーディング制御に関する研究

委員会 試験方法 WG」では，コンクリートのブリーディ

ング試験に関して，運用の実態および実務者の意識を把

握し，改善点等を模索することを目的としてアンケート

調査を実施した。アンケートの内容は大別して，(1)ブリ

ーディング試験の実施状況に関する項目，(2)レディーミ

クストコンクリート（以下，生コンという）工場におけ

るブリーディングに関する問合せや協力要請の状況に関

する項目，(3)ブリーディング試験における作業と試験方

法の実態に関する項目および(4)ブリーディングに対す

る実務者の意識と認識の実態に関する項目の 4 つである。 

本報告は，このうち，(4)ブリーディングに対する実務

者の意識と認識の実態に関する項目について結果をとり

まとめたものである。 

 

2. アンケート調査の概要 

2.1 アンケート調査の実施時期および対象者 

 アンケート調査は，平成 27 年 10 月～平成 28 年 1 月に

実施した。アンケートの送付先は生コン工場，建設会社，

セメントメーカ，化学混和剤メーカおよびコンクリート

に関係する試験機関とした。ここで，生コン工場は全国

生コンクリート工業組合連合会の加盟工場，建設会社は

技術研究所および技術部，セメントメーカおよび化学混

和剤メーカは研究所および技術部，試験機関はコンクリ

ートを取り扱う公的機関と民間機関および生コンの認定

共同試験場を対象とした。 

2.2 アンケートの配付および回収の方法 

生コン工場および生コンの認定共同試験場分は，全国

生コンクリート工業組合連合会が配付および回収を行っ

た。建設会社，セメントメーカ，混和剤メーカおよび試

験機関分は，JCI から送付したアンケート用紙を組織内

で技術研究所や技術部等に所属しコンクリートの試験に

携わる社員に配付して頂き，組織内で回収したものを

JCI に返送して頂いた。 

2.3 アンケートの配付数および回収の内訳 

アンケートの配付数および回収の内訳を，表－１に示

す。ここで，建設会社，セメントメーカ，混和剤メーカ

および試験機関の回収率は，各組織内における配付数が

不明のため回答数（工場･社）を配布数で除した値とした。 

2.4 調査項目 

ここでは，ブリーディングに関する意識・印象・認識
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表－１ アンケートの配付数および回収の内訳 

回答数
（工場・社）

回答数
（件）

2641 1819 1819 68.9
23 20 63 87.0

セメント 18 9 74 50.0
化学混和剤 14 12 16 85.7

89 39 78 43.8

回収率
(％)

メーカ

生コン工場
建設会社

試験機関

回答数
配付数

(工場・社)
対象者

表－２ 日常の業務におけるブリーディングに対する
意識の有無およびその理由 

 

意識
する

意識
しない

配(調)
合

打込み
箇所

使用
材料

その他

生コン工場 1723 70 30 34 50 0 8

建設会社 63 97 3 40 27 26 7

メーカ(セメント
・化学混和剤）

90 86 14 27 21 35 14

意識する場合の理由 (％)

対象者 回答数

意識の有無 (％)
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および実態に関して，次の項目について調査を行った。 

・ 日常の業務におけるブリーディングに対する意識の有

無 

・ 試験結果と施工時のブリーディング性状の差異に対す

る認識 

・ 各種要因によるブリーディングの発生量の印象 

・ 配(調)合ごとのブリーディング発生量の印象 

・ 生コン工場における配(調)合ごとのブリーディング量

とブリーディング率 

 

3. 調査結果および考察 

3.1 ブリーディングに対する実務者の意識および印象 

(1)日常の業務におけるブリーディングに対する意識

の有無 

日常の業務におけるブリーディングに対する意識の

有無およびその理由を表－２に示す。いずれの回答者に

おいてもブリーディングを意識したことがある割合が 7

割以上となり，ブリーディングに対する意識は比較的高

いことがわかった。また，ブリーディングを意識する主

な理由として最も多いものは生コン工場が打込み箇所，

建設会社が配(調)合，メーカが使用材料となり，回答者

により異なる傾向を示した。 

(2)試験結果と施工時のブリーディング性状の差異に

対する認識 

試験結果と施工時のブリーディング性状の差異の認

識を表－３に示す。表には差異の有無の認識，差異を認

識する頻度に加え，試験結果に対する施工時のブリーデ

ィングの多少とその程度を示した。85%以上が試験結果

と施工時のブリーディングに差異を認識したことがある

と回答しており，その約半数が差異を感じる頻度として

10％以上 30％未満であると回答した。一方，その差異の

多少の程度については回答がばらついており明確な傾向

は見受けられず，回答者により認識が異なっているよう

である。 

(3)各種要因におけるブリーディング発生量の印象 

 各種要因ごとのブリーディング発生量の印象を季節に

ついて図－１に，ミキサの種類について図－２に，化学

混和剤の種類について図－３に示す。ここでは，要因ご

とのブリーディング発生量の印象を「多くなりがち」，「少

なくなりがち」，「認識していない」のいずれかで回答し

て頂いた。 

季節によるブリーディング発生量の印象は，いずれの

回答者においても夏場は「少なくなりがち」で冬場は「多

くなりがち」とする回答が多い傾向を示した。 

ミキサの種類によるブリーディング発生量の印象は，

いずれの回答者においてもミキサの種類の違いの影響を

「認識していない」とする回答が多かった。ただし，若

干であるが建設会社は試し練りミキサよりも実機ミキサ

の方が多くなりがちとの認識が持たれているようである。 

化学混和剤の種類によるブリーディング発生量の印

象は，AE 減水剤を使用した場合はいずれの回答者も「認

識していない」とする回答が半数以上を占めているもの

の，少ない割合ながら「多くなりがち」とする回答が「少 

表－３ 試験結果と施工時のブリーディング性状の差異の認識 

 

図－1  季節によるブリーディング発生量の印象 

 

図－2 ミキサの種類によるブリーディング発生量の印象 

 

図－3 化学混和剤の種類によるブリーディング発生量

の印象 

 

差異が
ある

差異が
ない

～10 ～30 ～50 ～100 ～5 ～10 ～20 ～100 ～5 ～10 ～20 ～100

建設会社 63 97 3 19 42 35 4 4 35 26 35 26 26 11 37

メーカ(セメント
・化学混和剤）

90 86 14 18 50 23 9 18 29 12 41 30 6 29 35

対象者 回答数
施工時のほうが多い 施工時の方が少ない

差異の程度（％）
差異を感じる頻度 （％）差異の有無 (％)
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なくなりがち」よりも多くなる傾向を示した。一方，高

性能 AE 減水剤を使用した場合はいずれの回答者も「少

なくなりがち」とする回答が最も多かった。これは，一

般に高性能 AE 減水剤を使用する配(調)合は呼び強度が

高めである上に比較的単位水量が少なく設定されること

が多い 1)ためと考えられる。ただし，メーカおよび建設

会社では「多くなりがち」とする回答も少なからず存在

していた。 

使用材料の種類によるブリーディング発生量の印象

をセメントの種類について図－４に，細骨材の種類につ

いて図－５に示す。ここでは，材料の種類によるブリー

ディング発生量の印象を材料ごとに複数回答で「多くな

りがち」または「少なくなりがち」として頂いたため，

全体の回答数が多い生コン工場が目立っているものの回

答者が異なっても傾向には違いがなかったため累計の回

答数で示している。 

セメントの種類によるブリーディング発生量の印象

は，いずれの回答者においても高炉セメント B 種で「多

くなりがち」，早強ポルトランドセメントで「少なくなり

がち」とする回答が多く，概ね共通の印象が持たれてい

るようである。また，細骨材の種類によるブリーディン

グ発生量の印象は，石灰系以外の砕砂，川砂および各種

スラグ細骨材において「多くなりがち」，石灰系の砕砂，

山砂・陸砂において「少なくなりがち」とする回答が多

い。ただし，相反する回答が著しく少なく明確な傾向を

示しているのは各種スラグ骨材のみであり，それ以外は

相反する回答も少なからず存在していた。 

(4)配(調)合ごとのブリーディング発生量の印象 

1) 調査範囲 

ここでは，JIS A 5308 に基づく普通コンクリートを対

象に呼び強度 18～45 およびスランプ 8cm～21cm の範囲

について，また，大臣認定品相当の高強度コンクリート

を対象に設計基準強度 36N/mm2 以上およびスランプフ

ロー40cm～65cm の範囲についてブリーディング発生量

の印象を調査した。ブリーディング発生量の印象は，「過

多・過大」，「適度」，「過小・出ない」および「印象をも

っていない」に区分し，これに無回答を加えて集計した。 

調査結果の例として，建設会社から得た普通コンクリ

ート（スランプ 18cm）に対するブリーディング発生量の

印象の回答を図－６に示す。JIS A 5308 に基づく普通コ

ンクリートは呼び強度とスランプの組合せごと，大臣認

定品相当の高強度コンクリートは設計基準強度とスラン

プフローの組合せごとに，ブリーディング発生量の印象

を図－６と同様に区分し，その結果を次に示す方法で「ブ

リーディング発生量の印象指数」として数値化した。 

2) ブリーディング発生量の印象指数の算出手順 

(1) 回答者および呼び強度とスランプの組合せまたは 

図－4 セメントの種類によるブリーディング発生量の印象 図－5 細骨材の種類によるブリーディング発生量の印象

 

図－6 ブリーディング発生量の印象の調査結果（例：建

設会社，スランプ18cmの普通コンクリート) 

 

表－4 ブリーディング発生量の印象を｢過多・過大｣，

｢適度｣または｢過小・出ない｣と回答した割合 

  (％)  

 

生コン工場 86 7

建設会社 66 60

メーカ(セメント
・化学混和剤） 34 46

回答者
JIS A 5308

普通コンクリート
大臣認定品相当の
高強度コンクリート

過多・過大である印象を持っている

過少・出ない印象を持っている 

適度である印象を持っている 

印象を持っていない 無回答
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設計基準強度とスランプフローの組合せごとに，「印

象をもっていない」とする回答および無回答のもの

を除いた回答数に占める各区分の回答数を百分率割

合とする。 

(2) 回答者および呼び強度とスランプの組合せまたは

設計基準強度とスランプフローの組合せごとに，式

(1)，式(2)および式(3)にて示す「ブリーディング過大

印象の指数」，「ブリーディング過少印象の指数」，

「ブリーディング適度印象の指数」を算出する。 
 

αb=Rb/（Rn＋Rs）   (1) 

αs＝Rs/（Rn＋Rb）   (2) 

αn＝Rn/（Rb＋Rs）   (3) 

ここに，αb：ブリーディング過大印象の指数 

αs：ブリーディング過少印象の指数 

αn：ブリーディング適度印象の指数 

Rb：「過多・過大」が占める割合 

Rs：「過少・出ない」が占める割合 

Rn：「適度」が占める割合 
 
αs について，「印象をもっていない」とする回答お

よび無回答のものを除いた際に，Rb＝0 かつ Rn＝0

となる場合，つまり Rs＝100 となる場合が存在した。

この場合には次の計算に進む上で便宜的にαs＝50

としている。 

(3) αb，αs およびαnの 3 回答者の平均値を，α'b，α

's およびα'nとし，式(4)により，ブリーディングの過

大および過小を指数化し，ブリーディング発生量に

対する印象として定量化した。 
 

βA＝（α'b‐α's）/α'n    (4) 

ここに，βA：ブリーディング印象の指数 
 
βA が大きい（＋）ほどブリーディングが「過多・

過大」であるとの印象が強く，βA が小さい（－）

ほど「過小・出ない」であるとの印象が強く，また

βA が 0 に近いほど「適度」であるとの印象が強い

ことを示している。なお，JIS A 5308 に基づく普通

コンクリートについては呼び強度 18，スランプ 21

の組合せがないため調査結果も存在しないが，ここ

では便宜上，近似する配合の算出結果と同等の指数

（最大値）を与えた。 

3) ブリーディング発生量の印象指数の結果マッピング 

回答者ごとのブリーディング発生量の印象を「過多・

過大」，「適度」または「過小・出ない」と回答した割合

（配(調)合数に対する「印象をもっていない」とする回

答および無回答以外の割合の平均）を表－４に示す。生

コン工場は，JIS A 5308 に基づく普通コンクリートに対

するブリーディング発生量の印象を回答した割合が非常

に高い一方で，大臣認定品相当の高強度コンクリートに

対する回答の割合が非常に低い。これは，回答した生コ

ン工場がすべて普通コンクリートの JIS 認証工場である

ものの，地域によって高強度コンクリートの JIS 認証ま

たは国土交通大臣認定を保有する割合がそれほど高くな

い 2)ことに加え，高強度コンクリートについてブリーデ

ィング試験を行う機会が普通コンクリートよりも少ない

ためと考えられる。 

ブリーディング発生量の印象指数のマッピング図を

図－８に示す。図－８（a）は，JIS A 5308 に基づく普通

コンクリートの呼び強度とスランプの組合せを指標とし

たもの，図－８（b）は，大臣認定品相当の高強度コンク

リートの設計基準強度とスランプフローの組合せを指標

としたものである。JIS A 5308 に基づく普通コンクリー

トは，呼び強度が小さくスランプが大きいほどブリーデ

ィングが過多・過大となり，呼び強度が大きくスランプ

が小さいほどブリーディングが過小・出ないとなる印象

を持たれていることが明らかとなった。一方，大臣認定

品相当の高強度コンクリートは，設計基準強度が最も小 

呼び

強度 
スランプ（cm） 

8 10 12 15 18 21 

45       

40       

36       

33       

30       

27       

24       

21       

18       
 

 

設計基

準強度
(N/mm2)

スランプフロー（cm） 

40 45 50 55 60 65 

120-  

108-120  

90-108  

72-90  

54-72  

36-54  
 

 

（a）JIS A 5308 に基づく普通コンクリート （b）大臣認定品相当の高強度コンクリート 

   

図－8 ブリーディング発生量の印象指数マッピング図（指数βA） 
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さくスランプフローが最も大きい区分において「適度」

となった以外は全体に「過小・出ない」に偏っており，

設計基準強度が 90N/mm2以上の場合は特に「過小・出な

い」印象の強いことがわかる。 

 3.2 生コン工場における配(調)合ごとのブリーディン

グ量およびブリーディング率 

1) 調査範囲 

ここでは，JIS A 5308 に基づく普通コンクリートを対

象に呼び強度 18～45 およびスランプ 8cm～21cm の範囲

について，また，大臣認定品相当の高強度コンクリート

を対象に設計基準強度 36N/mm2以上およびスランプフ

ロー40cm～65cm の範囲についてブリーディング量およ

びブリーディング率の保有データ（実測値）を調査した。

回答は，ブリーディング量（cm3/cm2）について 0.05 以

下，0.05 超え 0.1 以下，0.1 超え 0.2 以下，0.2 超え 0.3 以

下および 0.3 超えの 5 区分，ブリーディング率（%）に

ついて JIS A 5308 普通コンクリートは 1.0 以下，1.0 を超

え 2.0 以下，2.0 を超え 3.0 以下，3.0 を超え 4.0 以下，4.0

を超え 5.0 以下および 5.0 超えの 6 区分，大臣認定品相当

の高強度コンクリートは 0.5 以下，0.5 を超え 1.0 以下，

1.0 を超え 1.5 以下，1.5 を超え 2.0 以下および 2.0 超えの

5 区分に分類して集計した。調査結果の例として，普通

コンクリート（スランプ 18cm）のブリーディング量を図

－９に，高強度コンクリート（スランプフロー55cm）の

ブリーディング率を図－10に示す。図に示されるように，

回答がないものから回答件数が 10 件以上となるものま

で，配(調)合によって回答件数は相当に異なっていた。

なお，本調査におけるブリーディング量およびブリーデ

ィング率の回答数は大部分が生コン工場のデータであり，

生コン工場以外の回答者数は僅か 2 件であったため，こ

こでは生コン工場のデータについて検討を行った。 

 

 

図－9 普通コンクリートのブリーデ

ィング量の例（スランプ 18cm）  
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（a）JIS A 5308 に基づく 

 普通コンクリート 

（b）大臣認定品相当の 

   高強度コンクリート 

図－11 配(調)合ごとのブリーディング量の平均（cm3/cm2） 

図－10 高強度コンクリートのブリー

ディング率の例（スランプフロ

ー55cm）  
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（a）JIS A 5308 に基づく 

 普通コンクリート 

（b）大臣認定品相当の 

   高強度コンクリート 

図－12 配(調)合ごとのブリーディング率の平均（％） 
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2) 平均値の算出 

ブリーディング量およびブリーディング率について，

呼び強度とスランプの組合せまたは設計基準強度とスラ

ンプフローの組合せごとにブリーディング量およびブリ

ーディング率の平均値を算出した。平均値の算出には，

分類したブリーディング量およびブリーディング率の各

区分の中央値を用いた。なお，ブリーディング量が 0.3 

cm3/cm2を超える場合は 0.35 cm3/cm2，ブリーディング率

が 0.2％を超える場合は 0.25％として計算した。 

3) ブリーディング量およびブリーディング率の平均値 

配(調)合ごとのブリーディング量の平均を図－11に，

配(調)合ごとのブリーディング率の平均を図－12 に示す。

それぞれ，（a）の図は，JIS A 5308 に基づく普通コンク

リートの呼び強度とスランプの組合せを指標としたもの，

（b）の図は，大臣認定品相当の高強度コンクリートの設

計基準強度とスランプフローの組合せを指標としたもの

である。 

ブリーディング量の平均は，普通コンクリートにおい

て呼び強度が小さくスランプが大きいほど多い傾向にあ

り，呼び強度が27以下でデータが存在する場合は0.1 cm3 

/cm2を超えている。一方，高強度コンクリートにおいて

は，データが存在するもののうち 7 割でブリーディング

量の平均は 0.05cm3 /cm2以下であり，1.0 cm3 /cm2を超え

るものはきわめて少なかった。また，設計基準強度が同

じ場合にはスランプフローが大きいほどブリーディング

量の平均は多い傾向がみられた。 

ブリーディング率の平均は，普通コンクリートにおい

てデータが存在する場合のうち 8 割以上の結果が 2.5％

以上となり，とくに呼び強度が 24 以下で 4％を超えるも

のが多くみられる。一方，高強度コンクリートにおいて

は多くが 1％以下と少なく，ブリーディング量と同様の

傾向を示した。 

ブリーディング量およびブリーディング率の保有デ

ータ（実測値）は回答数が少なくデータが存在しない配

(調)合があるものの，おおよその傾向は，いずれも強度

が小さくスランプまたはスランプフローが大きいほど多

い傾向にあり，前述したブリーディング発生量の印象と

一致していた。 

 

4. まとめ 

本報告では，ブリーディングに関する意識・印象・認

識の実態についてアンケート調査の結果をまとめた。総

括すると次の通りである。 

(1) 日常の業務においてブリーディングに意識をしたこ

とがある割合は全体に 7 割以上と高い。 

(2) 多くの回答者が試験結果と施工時のブリーディング

性状の間には差異があると認識している。 

(3) 各種要因によるブリーディング発生量の印象は，季

節について夏は少なくなりがちで冬は多くなりがち

と多くの人に共通で認識されている。ミキサの種類

についてはあまり認識されていない。また，高性能

AE減水剤を用いた場合にブリーディングは少なくな

りがちと認識されている。 

(4) セメントおよび細骨材の種類によるブリーディング

の発生量に対する認識は異なっている。 

(5) ブリーディング発生量の印象は，普通コンクリート

および高強度コンクリートのいずれも強度が大きく

スランプまたはスランプフローが小さいほど少ない

傾向にあり，高強度コンクリートでは全体に「過小・

出ない」とする印象に偏っている。 

(6) 生コン工場におけるブリーディング量およびブリー

ディング率（実測値）は回答数が限られデータが存

在しない配(調)合もあるが，全体には強度が大きくス

ランプまたはスランプフローが小さいほど少なく，

ブリーディング発生量の印象と同様の傾向を示した。 
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