
JIS 改正のポイント 

（1）JIS A 5308 レディーミクストコンクリート  
主要な改正 

 主用項目 詳細項目 主な内容 

① 2. 引用規格 箇条 2 表 13 追加及び削除 

② 4. 品質 箇条４ 塩化物含有量他 

③ 8. 製造方法 箇条 8 製造設備 

1)8.1.1 材料貯蔵設備 管理状態の追記 

2)8.1.3 ミキサ JISA8603-2 への適合 

3)8.2.2 計量誤差表記の変更 

4)8.4 運搬 b)運搬時間を定義 

5)8.5 回収骨材の取り扱いを新設 

④ 9.試験方法 

10.検査 

11.製品の呼び方 

 注記番号、表番号、語句の追記・削除等 

⑤ 12 報告 箇条 12.1 配合計画書 

1)回収骨材の導入に伴う様式の一部改正 

2)スラッジ固形分率１％未満(追補改正) 

箇条 12.2 納入書 

1)環境ラベル 

2)回収骨材の導入に伴う様式の変更 

⑥ 附属書 A 

C 

E 

レディーミクストコンクリート用骨材 

レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水 

計量型枠 

 
① 2. 引用規格 
 
改正前 改正後 

表 11 に示す規格は・・・ 表 13 に示す規格は 

表 11 

JISA1126 ひっかき硬さによる粗骨材中の軟石量試験方法 

JISA1141 骨材に含まれる密度 1.95g/㎤の液体に浮く粒子の

試験方法 

JISA8603 コンクリートミキサ 

― 

表 13 

   削除 

   削除 

 

   JISA8603-2 コンクリートミキサ第 2 部：練混ぜ性能試験方法 

(追加)JISQ14021 環境ラベル及び宣言-自己宣言による環境主張

（タイプⅡ環境ラベル表示） 

 
② 4.品質 
 
改正前 改正後 

4.1 強度、スランプ又はスランプフロー、及び空気量 

 

・・・及び空気量は、荷卸地点で・・・ 

4.1 強度、スランプ又はスランプフロー、及び空気量及び

塩化物含有量 

・・・及び空気量、及び塩化物含有量は、荷卸地点で・・・ 

4.2 塩化物含有量 e)塩化物含有量 

5.容積 

・・・荷卸地点で、納入書に記載し・・・ 

 

・・・荷卸地点で、レディーミクストコンクリート納入書に記

載し・・・ 

6.配合 

b)生産者は、表 8 に示すレディーミクストコンクリート配合

計画書を購入者に提出しなければならない。なお、配合

計画書の提出は、レディーミクストコンクリートの配達に先

立って行う。 

 

b)生産者は、12.1の表10に示すレディーミクストコンクリー

ト配合計画書を配達に先立って購入者に提出しな

ければならない。 



7.材料 

7.1 セメント 

e)JISR5214 のうち、普通エコセメント。ただし、高強度コン

クリートは除く。 

 

 

e)JISR5214のうち、普通セメント。ただし、普通エコセメント

は、高強度コンクリートには適用しない。 

 

③ 8.製造方法 
 
改正前 改正後 

8.1.1 材料貯蔵設備 

b)骨材の貯蔵設備は、種類別及び区分別に仕切りを持

ち・・・ 

 

b)骨材の貯蔵設備は、日常管理が出来る範囲内に設置

し、種類別及び区分別に仕切りを持ち・・・ 

8.1.3 ミキサ 

a)ミキサは、固定ミキサとし、JISA8603 に適合するもので

なければならない。ただし、公称容量が JISA8603 の表 1

（ミキサの種類及び公称容量）に規定する値に適合しない

場合は、JISA8603 の 4.（性能）に適合することが確認され

たものを用いる。 

 

a)ミキサは、固定ミキサとし、JISA8603-2 に適合するか、 

又は表 5 及び表 6 に適合するものとする。なお、公称容 

量が適合しないミキサは表６の性能に適合することが確 

認されたものを用いる。 

 

 表 5-ミキサの種類及び定格容量 

種類 定格容量(公称容量)㎥ 

重力式ミキサ 傾胴形 0.5、0.75、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 

強制練ミキサ 水平一軸形 

水平二軸形 

パン形 

 

 

                     表 6-ミキサの要求性能 

項目 コンクリートの練混ぜ量 

定格容量 a)(公称容量)の場

合 

定 格 容 量 ( 公 称 容 量 ) の

1/2 も場合 

要 求 さ れ る 

均一性 

(練混ぜ性能) 

コンクリート中のモルタル量の偏

差率(モルタル単位容積質量差) 

0.8%以下 0.8%以下 

コンクリート中の粗骨材量の偏差

率(単位粗骨材量の差) 
5%以下 5%以下 

偏差率 

(平均値か

らの差) 

圧縮強度 7.5%以下 ― 

空気量 10%以下 ― 

スランプ 15%以下 ― 

再起動性能 試験用コンクリートの練混ぜ完了後にミキサを停止させた場

合、停止後 5分以内に容易に再起動できなければならない。 

排出性能 傾胴形ミキサ及びパン形ミキサでは 25 秒以内に、水平一軸形ミ

キサ及び水平二軸形ミキサでは 15 秒以内に、分離を起こすこと

なく全部混合槽から排出できなければならない。 

注)a試験に用いるコンクリートは、粗骨材の最大寸法 20mm 又は 25mm、スランプ 8±3cm、空気量 4.5±1.5%、呼

び強度 24 に相当するものを用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正前 改正後 

8.2.2 計量値の許容差 

計量誤差は次による 

a)セメント、骨材、水及び混和材料の計量誤差は、表 5 に

よる。 

表 5－材料の計量誤差  

単位％

材料の種類 1 回計量分量の計量誤差 

セメント ±1 

骨材 ±3 
水 ±1 
混和材 a) ±2 
混和剤 ±3 
注 a 高炉スラグ微粉末の計量誤差は、1 回計量分量に

対し±１％とする。 

 

b)計量誤差の計算は、次の・・・ 

 

 m2：量りとられた計量値 
 

 

計量値の許容差は次による 

a)セメント、骨材、水及び混和材料の計量値の許容差は、

表 7 による。 

表 7－材料の計量値の許容差 

 

b)計量値の差の計算は、次の・・・ 

 

m2：量り取られた計量値 

単位％

材料の種類 1 回計量分量の計量値の許容差

セメント ±1 

骨材 ±3 
水 ±1 
混和材 a) ±2 
混和剤 ±3 
注）a 高炉スラグ微粉末の計量値の許容差は、1 回計量

分量に対し±１％とする。 

8.4 運搬 

b)コンクリートは、練混ぜを開始してから 1.5 時間以内に荷

卸ができるように、運搬しなければならない。ただし、購入

者と協議のうえ、運搬時間の限度を変更することが出来

る。 

 

 

 

 

 

b)レディーミクストコンクリートの運搬時間 5)は、生産者が 

練混ぜを開始してから運搬車が荷卸地点に到着するまで

の時間とし、その時間は1.5時間以内とする。ただし、購入

者と協議のうえ、運搬時間の限度を変更することが出来 

る。この場合には、12.1 の表 10 の備考の欄に、変更した 

運搬時間の限度を記載する。 

 

注 5)運搬時間は、12.2 の表 11 に規定するレディーミクスト

コンクリート納入書に記載される納入の発着時刻の差に 

よって、確認することができる。 

 8.5 回収骨材の取り扱い 

回収骨材の取り扱い 

a)回収骨材は、戻りコンクリート並びにレディーミクストコン

クリート工場において、運搬車、プラントのミキサ、ホッ

パなどに付着及び残留したフレッシュコンクリートを、清

水又は回収水で洗浄し、粗骨材と細骨材に分別して取

り出したものを用いる。 

b)戻りコンクリートは、出荷したレディーミクストコンクリート

のうち、購入者の事情で不要となったもの又は購入者

の品質要求に適合しないもの、荷卸し時に残ったもの、

若しくは運搬車のドラムに付着したもので、自工場に持

ち帰ったものを対象とする。 

c)回収骨材は、普通コンクリート、舗装コンクリート及び高

強度コンクリートから回収した骨材を用いる。回収骨材

は、JISA1103 による微粒分量が未使用の骨材（以下、

新骨材という。）の微粒分量を超えてはならない。 

d)新骨材と粒度の著しく異なる普通骨材、及び軽量骨材、

重量骨材などの密度が著しく異なる骨材、並びに再生

骨材を含むフレッシュコンクリートからの回収骨材は用

いない。 

e)軽量コンクリート及び高強度コンクリートには、回収骨材

を用いない。 



f)回収骨材の使用量は、粗骨材及び細骨材のそれぞれの

新骨材と回収骨材とを合計した全使用量に対する回収

骨材の使用量の質量分率である置換率として表す。 

g)回収骨材の新骨材への添加 6)は、粗骨材及び細骨材の

目標回収骨材置換率の上限が５％以下となるように、

一定期間 7)ごとに管理し、記録する。そして、表 10 の回

収骨材の使用方法の欄に“A 方法”と記入することとし、

表 11 の回収骨材置換率の欄には“５％以下”と記入す

る。 

注 6)回収骨材は、置換率が５％以下となるように、一定の

割合で新骨材に添加する。回収骨材の新骨材への添

加は、新骨材のベルトコンベヤによる運搬中に回収骨

材をホッパから一定量引き出し上乗せする方法、又は

新骨材をホッパを介してベルトコンベアで貯蔵設備に運

搬する際に、新骨材をホッパに投入ごとに回収骨材を

ショベルなどで一定量を添加する方法のいずれかによ

る。 
 7)回収骨材は、1 日を管理期間とする。なお、1 日のコンク

リートの出荷量が 100 ㎥に満たない場合には、出荷量

がおよそ 100 ㎥に達する日数を 1 管理単位とする。 

h)回収骨材を専用の設備で貯蔵、運搬、計量して用いる

場合は、粗骨材及び細骨材の目標回収骨材置換率の

上限をそれぞれ２０％とすることができる。この場合、回

収骨材の計量値は、バッチごとに管理し、記録する。 

なお、計量は、他の新骨材との累加計量でもよい。そして

表 10 の回収骨材の使用方法の欄に“B 方法”と記入す

ることとし、表 11 の回収骨材置換率の欄には、配合の

種別による骨材の単位量から求めた回収骨材置換率

を記入する。 

 

8.5 トラックアジテータのドラム内に付着したモルタルの取

り扱い 

 

8.6 トラックアジテータのドラム内に付着したモルタルの取

り扱い 

 

8.6 品質管理 

 

8.7 品質管理 

 

注）回収骨材を新たに使用される場合、実機練り試験結果及び所見を添付して「品質管理体制等(技

術的生産条件等)の変更届」を提出して下さい。 
 

 

④ 9.試験方法、10.検査、11.製品の呼び方 
 

改正前 改正後 

9.2.1 圧縮強度 

・・・また、JISA1108 の附属書 1 に規定するアンボンドキャ

ッピングを用いる場合は、・・・ 

 

・・・供試体は、作成後、脱型するまでの間、常温で保存す

る 5) 

 

注記 5) 供試体は、常温下・・・で 

 

9.2.2 曲げ強度 

 

・・・また、JISA1108 の附属書１(アンボンドキャッピング)に

規定するアンボンドキャッピングを用いる場合は、・・・ 

 

・・・供試体は、作成後、脱型するまでの間、常温で保存す

る 8) 

 

注記 8) 供試体は、常温下・・・で 

 

 



・・・供試体は、作成後、脱型するまでの間、常温で保存す

る 5) 

 

9.6 塩化物含有量 

レディーミクストコンクリートの塩化物含有量は、・・・ 

 

なお、単位水量は、表 8 の配合計画書に示された値とす

る。 

・・・供試体は、作成後、脱型するまでの間、常温で保存す

る 8) 

 

 

塩化物含有量は、・・・ 

 

なお、単位水量は、表 10 のレディーミクストコンクリート配

合計画書に示された値とする。 

10.検査 

10.4 塩化物含有量 

レディーミクストコンクリートの塩化物含有量は、・・・ 

4.2 の規定に適合すれば合格とする。 

 

 

塩化物含有量は、・・・4.1e)の規定に適合すれば合格とす

る。 

11. 製品の呼び方 

レディーミクストコンクリートの呼び方に用いる記号は、 

表 6 及び表 7 による。 

 

レディーミクストコンクリートの呼び方に用いる記号は、 

表８及び表 9 による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑤ 12.報告 
 

改正前 改正後 

12.1 レディーミクストコンクリート配合計画書及び基礎資料

 

・・・レディーミクストコンクリート配合計画書（表８）・・・ 

 

 

・・・レディーミクストコンクリート配合計画書（表 10）・・・ 

12.2 レディーミクストコンクリート納入書 

レディーミクストコンクリート納入書の標準の様式は、平成

22 年 3 月までは表 9 とし、平成 22 年 4 月 1 日以降は表

10 による。 

 

計量記録から求めた運搬車 1 台あたりの平均値で・・・、

表 5 を満足するものとする。・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 6)     注 7) 

 

表 6-コンクリートの種類による記号及び用いる骨材 

表 7-セメントの種類による記号 

表 8-レディーミクストコンクリート配合計画書 

 

 

 

配合表 n)、混和剤①、水結合材比 o)、骨材の質量配合

割合 p) 

 

注    n)     o)    p)    q)    r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 10－レディーミクストコンクリート納入書 

 

 

 

レディーミクストコンクリート納入書の標準の様式は、表 11

による。 

 

 

計量記録から求めた運搬車 1 台あたりの平均値で・・・、 

表 7 を満足するものとする。・・・ 

 

追記 

また、生産者は表 12 に示すリサイクル材を用いている場

合には、図 1 に示すように、JISQ14021 に規定するメビウ

スループを、使用材料名の記号及びその含有量を付記し

て、表 11 に規定する納入書に表示することができる。 

なお、納入書に表示する場合には、生産者は、表示の内 

容を証明できる管理データ、試験データなどの書類を管 

理し、購入者から要求があったときには、それらの書類を 

提出しなければならない。 

 

注 9)     注 10) 

 

表 8-コンクリートの種類による記号及び用いる骨材 

表 9-セメントの種類による記号 

表 10-レディーミクストコンクリート配合計画書 

 使用材料に追記 

回収骨材の使用方法 n)  粗骨材     細骨材 

 

配合表 o)、混和剤①p)、水結合材比 q)、骨材の質量配合

割合 r) 

 

注    o)     q)    ｒ)    s)    ｔ) 

  m)追記 

また、スラッジ固形分率を１％未満で使用する場合に

は、“１％未満”と記入する。 

追記 
n) 回収骨材の使用方法を記入する。回収骨材置換率

の上限が 5％以下の場合は、“A 方法”、20%以下の場

合は“B 方法”と記入する。 

 
p) 空気量調整剤は、記入する必要はない。 

 

表 11－レディーミクストコンクリート納入書 

追記 

回収骨材置換率ｃ)  粗骨材     細骨材 

注 c) 回収骨材の使用方法が“A 方法”の場合には“5％

以下”と記入し、“B 方法” の場合は配合の種別による

骨材の単位量から求めたか回収骨材置換率を記入す

る。 



追記 

表 12－リサイクル材 

 

使用材料名 記号 a) 表示することが可能な製品 

エコセメント E(又は EC) JIS R 5214（エコセメント）に適合する製品 

高炉スラグ骨材 

 

BFG 又は BFS 

 

JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨材 

－第 1 部:高炉スラグ骨材）に適合する製品 

フェロニッケルスラグ骨材 

 

FNS 

 

JIS A 5011-2（コンクリート用スラグ骨材 

－第 2 部:フェロニッケルスラグ骨材）に適合する製品 

銅スラグ骨材 

 

CUS 

 

JIS A 5011-3（コンクリート用スラグ骨材 

－第 3 部:銅スラグ骨材）に適合する製品 

電気炉酸化スラグ骨材 

 

EFG 又は EFS 

 

JIS A 5011-4（コンクリート用スラグ骨材 

－第 4 部:電気炉酸化スラグ骨材）に適合する製品 

再生骨材 H RHG 又は RHS JIS A 5021（コンクリート用再生骨材 H）に適合する製品 

フライアッシュ FAⅠ又は FAⅡ JIS A 6201（コンクリート用フライアッシュ）の 

Ⅰ種又はⅡ種に適合する製品 

高炉スラグ微粉末 BF JISA6206(コンクリート用高炉スラグ微粉末) 

シリカフューム SF JISA6207(コンクリート用シリカフューム) 

上澄水 RW1 この規格の附属書 C に適合する上澄水 

スラッジ水 RW2 この規格の附属書 C に適合するスラッジ水 

注 a) それぞれの骨材の記号に末尾において、G は粗骨材を、S は細骨材を示す。 

                                     
                        RHG30%a) /RW2(2.5%)b) / FAⅡ10％c) 

  注 a)この表示例は、粗骨材のうち、再生骨材 Hを質量比で 30%使用していることを意味する。 

    b)回収水は、附属書 Cにおいて上澄水(RW1)とスラッジ水(RW2)が規定されているので、スラッ

ジ水の場合は、この表示の例のように RW2 と記載し、目標スラッジ固形分率が 2.5%のとき

は括弧内に 2.5%と記載する。上澄水の場合は、RW1 と記載し、使用比率が 100%のときには、

括弧内に 100%と記載する。 

    c)混和材のフライアッシュの使用割合は、セメント結合材に対する質量分率を記載する。 

       

図 1-品名及び含有量の表示方法の例 

 

⑥ 附属書 

附属書 A （規定）レディーミクストコンクリート用骨材 
改正前 改正後 

A.3 アルカリシリカ反応性による区分 

c)･･･また、アルカリシリカ反応性の試験はJISA5021

の7.6 (アルカリシリカ反応性試験)による。 

 

A.4 砕石及び砕砂 

a)砕石 

3)舗装コンクリートに用いる場合は、A.10g)によるす

りへり減量が35%以下、A,10i)によるやわらかい石片の

含有量が5.0%以下のものでなければならない。 

 

A.8 砂利及び砂 

 

c)･･･また、アルカリシリカ反応性の試験は JISA5021

の 7.7 (アルカリシリカ反応性試験)による。 

 

A.4 砕石及び砕砂 

a)砕石 

3)舗装コンクリートに用いる場合は、A.10g)によるす

りへり減量が35%以下のものでなければならない。 

 

 

A.8 砂利及び砂 



ｃ）砂利及び砂の品質は、A.10 の b)、d)～i)、l)～n)

及び r)によって試験を行い、表 A.4 の規定に適合しな

ければならない。 

 

表 A.4 砂利及び砂の品質 

粘土塊量  適用試験条項 A.10 ｌ) 

塩化物量(NaCl として) 砂 0.04 以下 h)適用試験箇条

A.10r) 

安定性 ％g)i) 

すりへり減量 35 以下 j) 

 

注 d)試験用液の色合いが･･･、A.10n)･･･ 

   e) 削除 
    f) 削除 
    g)  f)に変更 
    h)  e)に変更 

    i) 削除 
    j) g)に変更 

 

A.10 試験方法 

JISA1126 ひっかき硬さによる粗骨材中の軟石量試験 

JISA1141 骨材に含まれる密度 1.95g/㎤の液体に浮く

粒子の試験方法 

 

ｃ）砂利及び砂の品質は、A.10 の b)、d)～h)、k)～ｌ)

及びｐ)によって試験を行い、表 A.4 の規定に適合し

なければならない。 

 

表 A.4 砂利及び砂の品質 

粘土塊量  適用試験条項 A.10 ｋ) 

塩化物量(NaCl として) 砂 0.04 以下 e)適用試験箇条

A.10p) 

安定性 ％f) 

すりへり減量 35 以下 g) 

 

注 d)試験用液の色合いが･･･、A.10 l)･･･ 
e)0.04 を越すものについては、･･･ 

    f)この規程は･･･ 
    g)舗装コンクリート･･･ 
    

 

 

 

 

   削除 

   削除 

削除に伴い 

j)→i)、k)→j)、l)→k)、n)→l)、o)→m)、p)→n)、

q)→o)、r)→p) 

 

附属書 C （規定）レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水 
改正前 改正後 

C.3.2 用語及び定義  回収水 

･･･ホッパなどに付着したレディーミクストコンクリ

ート及び、･･･ 

 

C.6.1 回収水  品質 

･･･スラッジ水の濃度を 5.9％に調整した試料を･･･ 

 

表 C.2-回収水の品質 

塩化物イオン(Cl-)量   200ppm 以下 

 

C.6.2 スラッジ固形分率の限度 

スラッジ水を用いる場合は、･･･ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.6.3 スラッジ水の管理 

a)･･･ 

 注 1) ･･･管理方法である。独立した濃度調整槽を持

たない場合には、･･･ 

  

･･･ホッパなどに付着したフレッシュコンクリート、並

びに･･･ 

 

 

･･･スラッジ水の濃度を 5.7％に調整した試料を･･･ 

 

表 C.2-回収水の品質 

塩化物イオン(Cl-)量   200mg/L 以下 

 

C.6.2 スラッジ固形分率の限度 

a)スラッジ水を用いる場合は、･･･ 

b)スラッジ固形分率を 1%未満で使用する場合には、表

10 の目標スラッジ固形分率の欄には。“1%未満”と記

入することとし、表 11 のスラッジ固形分率の欄にも

“1%未満”と記入する。この場合、スラッジ水は練混

ぜ水の全量に使用し、かつ、濃度調整の管理期間ごと

に 1%未満となるように管理しなければならない。 

 なお、このスラッジ固形分率を 1%未満で使用する場

合には、スラッジ固形分を水の質量に加えても良い。

 

C.6.3 スラッジ水の管理 

a)･･･ 

 注 1) ･･･管理方法である。スラッジ固形分率を 1%

未満で使用する場合は、この方法による。独立した濃



 

 

C8.1.6 塩化物イオン(Cl-)量の試験 

塩化物イオン(Cl-)量の試験は、JISA1144 による。 

 

 

C8.2.3 塩化物イオン(Cl-)量の試験 

塩化物イオン(Cl-)量の試験は、JISA1144 による。 

 

 

C8.2.5 モルタルの圧縮強さの比の試験 

a)試験方法 ･･･、スラッジ水の場合は C8.2.6 の試験

方法で求めた濃度が 5.9%に調整したもので 239g3)とす

る。･･･。また、B 法による場合には、･･･スラッジ水

の場合は C8.2.6 の試験方法で求めた濃度が 5.9%に調

整したもので 425g とする。 

 

C8.2.6 スラッジ水の濃度の試験 

a)試験用器具 

 3)全量フラスコは、容量 500mL とする。 

 4)ビーカーは、容量 500mL とする。 

 

d)計算 

注記 社団法人日本コンクリート工学協会 

 

度調整槽を持たない場合には、･･･ 

 

C8.1.6 塩化物イオン(Cl-)量の試験 

塩化物イオン(Cl-)量の試験は、JISA1144 の箇条 4(分

析方法)による。 

 

C8.2.3 塩化物イオン(Cl-)量の試験 

塩化物イオン(Cl-)量の試験は、JISA1144 の箇条 4(分

析方法)による。 

 

C8.2.5 モルタルの圧縮強さの比の試験 

a)試験方法 ･･･、スラッジ水の場合は C8.2.6 の試験

方法で求めた濃度が 5.7%に調整したもので 239g3)とす

る。･･･また、B 法による場合には、･･･スラッジ水の

場合は C8.2.6 の試験方法で求めた濃度が 5.7%に調整

したもので 425g とする。 

 

C8.2.6 スラッジ水の濃度の試験 

a)試験用器具 

 3)試料採取に用いる容器は、容量 500mL とする。 

 4)削除 

d)計算 

注記 公益社団法人日本コンクリート工学協会 

 

 

附属書 D （規定）トラックアジテータのドラム内に付着したモルタルの使用量 
改正前 改正後 

D7.2 塩化物イオン(Cl-)量試験 

a)安定剤中の塩化物イオン(Cl-)量を、JISA6204 の附属

書 1[コンクリート用化学混和剤中に含まれる塩化

物イオン(Cl-)量の試験方法)･･･ 

 

D7.3 全アルカリ量試験 

a)安定剤中の全アルカリ量を、JISA6204 の附属書 2(コ

ンクリート用化学混和剤中に含まれるアルカリ量の

試験方法)･･･ 

 

b) 

注 2) JISA6204 の附属書 2(コンクリート用化学混和剤

中に含まれるアルカリ量の試験方法)の Na2Oeq を Ra

で示す。 

 

D7.2 塩化物イオン(Cl-)量試験 

a)安定剤中の塩化物イオン(Cl-)量を、JISA6204 の附属

書 A[コンクリート用化学混和剤中に含まれる塩化

物イオン(Cl-)量の試験方法)･･･ 

 

D7.3 全アルカリ量試験 

a)安定剤中の全アルカリ量を、JISA6204 の附属書 B(化

学混和剤中に含まれるアルカリ量の試験方法)･･･ 

 

 

b) 

注 2) JISA6204 の附属書 Bの Na2Oeq を Ra で示す。 

 

附属書 E （規定）軽量型枠 
改正前 改正後 

表 E.1-型枠の品質 

寸法 

 型枠内径の寸法誤差：公称値の 1/200 以下 

型枠内高の寸法誤差：公称値の 1/100 以下 

 

表 E.1-型枠の品質 

寸法 

 型枠内径の寸法精度：公称値の 1/200 以下 

型枠内高の寸法精度：公称値の 1/100 以下 

 

 



 

（2）JIS Q 1011 分野別認証指針 レディーミクストコンクリート 
 平成 26 年 3 月 20 日付けで JIS Q 1011 が改正になり「JIS Q 1011:2014 適合性評価-日本工業規格への適合

性の認証-分野別認証指針(レディーミクストコンクリート)」が発行されました。 
 
主な変更内容は「附属書 A 初回工場審査において確認する品質管理体制」における箇条 

A.2  原材料の管理 
A.3  製造工程の管理 
A.4  設備の管理 

の項目で、以下が改訂内容となります。 
 
(1) 6.3.1 サンプルの抜き取り 表 2 

A5308 の本体 8.4 b)に規定した運搬の定義が、「荷卸し地点まで」に変更されたので、 
表２の a)の「荷卸し時」を「荷卸し地点に到着した時」に置き換える。  

 
表 2－サンプルの抜取り 

試験項目 

スランプ 

スランプフロー 

空気量 

強度 塩化物含有量 

a) 抜取りの時期 荷卸し地点に到着したとき 荷卸し地点に到着したとき 荷卸し地点に到着したとき又

は申請者の工場出荷時 

b) 抜取りの場所 荷卸し地点 荷卸し地点 荷卸し地点又は申請者の工場

c) 抜取りの方法及

びその大きさ 

登録認証機関が指定した運

搬車から JIS A 5308 の 9.1

（試料採取方法）に基づいて

抜き取る。 

登録認証機関が指定した運

搬車から JIS A 5308 の 9.1

（試料採取方法）及び 10.2

（強度）に基づいて抜き取り

供試体を作製する。 

登録認証機関が指定した運搬

車から JIS A 5308 の 9.1（試

料採取方法）に基づいて抜き

取る。 

 
(2)付属書 A 表 A.1 

 JISA5308 「8.5 回収骨材」が追加されたので、 

「附属書 A の A.1 製品の品質及び製品検査方法について」 「５報告」について 

注（５）として以下が追加となります。 
 

(5)次のとおりである。 

スラッジ水の管理記録を整備する（使用している場合）。 

  回収骨材の使用量の記録を整備する（使用している場合）。 

 

(3)付属書 A 表 A.2 

 JISA5308 8.5 回収骨材が追加されたので、 

「附属書 A の A.2 原材料の管理の受入検査方法について」 「2.骨材」受入検査方法において 

「回収する対象のコンクリート」、「回収骨材の品質」についての記述が追加となります。 

 

 

 

 

 

 

 



表 A.2－原材料名，原材料の品質，受入検査方法及び保管方法 

 

原材料名 原材料の品質 受入検査方法 保管方法 

2 骨材 

  

2’ JIS A 5308 の

附属書 A（レディー

ミクストコンクリ

ート用骨材）に適合

するもの 

  

2’’ 受入検査方法は，表 A.2.1 による。 

電気炉酸化スラグ骨材については，その製

造工場から直接納入されていることを確認

する。回収細骨材及び回収粗骨材について

は，普通コンクリート，高強度コンクリー

ト及び舗装コンクリートから回収した骨材

を用いる。 

回収細骨材及び回収粗骨材は，微粒分量を

表 A2.1 の⑩と同様の方法で管理し，新骨材

の微粒分量を超えないものを用いる。 

なお，JIS マーク品以外の砕石，砕砂，・・・・ 

2’’’ 人工軽量骨

材の場合には，含水率

を管理する。 

  

 

 

 

(4) 附属書 A 表 A.2.1 
①JISA5011-1 及び JISA5011-4 が平成 25 年 3 月 21 日に改正されていますので，これらの規格に整合した変

更。 

 

１）新たに「環境安全品質の検査項目」を追加。 

・受入検査頻度は（1－ｂ・ｃ） 〈1回以上／月、第三者試験機関又は骨材製造業者の試験成績表〉 

・形式検査頻度は（36－ｃ）〈 1 回以上／36 か月、骨材製造業者の試験成績表〉  

２）水中浸せき試験及び紫外線(360.0nm)照射試験の品質項目を廃止（品質項目㉕ 及び㉖） 

 

②砂利及び砂の製造実績等を踏まえ、JISA5308 の附属書Ａ 表Ａ.４の一部の項目が削除されたため、それ

に整合した変更。 

１）石炭・亜炭などで密度 1.95g/cm3 の液体に浮くもの（品質項目⑰を廃止） 

２）軟らかい石片（品質項目⑱を廃止） 

 

(5)附属書 A の 表 A.3 
①JISA5308 「8.5 回収骨材」が追加されたため、附属書 A   A.3 製造工程の管理 表 A.3 「１ 配合」につい

て、「回収細骨材」及び「回収粗骨材の置換率の管理の方法」が追加・修正された。 

②回収細骨材及び回収粗骨材の表面水率の管理 

③注 1)のスラッジ固形分率に「スラッジ水を用いる場合は，（使用の都度ではなく）終業時までにスラッジ固形

分率を計算し，確認する。」を追加 

④A5308 の 5「レディーミクストコンクリートの容積は、荷卸し地点で、納入書に記載した容積を下回ってはな

らない。」の要求事項への対応として，注３）の４）を追加 

   

表 A.3－工程名，管理項目，品質特性，管理方法及び検査方法 

工程名 管理項目 品質特性 管理方法及び検査方法 

1 配合 1’ 

a)細骨材の粗粒率 

b)粗骨材の粗粒率又は実積

率  

c)回収細骨材及び回収粗骨

材の置換率（使用している

場合） 

d)スラッジ固形分率及びス

ラッジ水の濃度（使用してい

る場合） 

e)細骨材の表面水率（人工軽

  1’’’ (1)細骨材の粗粒率，粗骨材の粗粒率

又は実積率，回収細骨材及び回収粗骨材の置

換率，スラッジ固形分率及びスラッジ水の濃

度，・・・・・・ 

c) A方法は，回収骨材の置換率は5 %以下とな

るように，新骨材に添加する。回収骨材の新骨

材への添加は、新骨材のベルトコンベアによる

運搬中に回収骨材をホッパから引き出して上乗

せする方法、又は、新骨材をホッパを介してベ

ルトコンベアで貯蔵設備に運搬する際に、新骨



量骨材の場合は含水率） 

f)粗骨材の表面水率（人工軽

量骨材の場合は含水率） 

g)計量配合の指示方法（必要

な場合） 

h)単位水量（高強度コンクリ

ートの場合） 

  

材をホッパに投入するごとに回収骨材をショベ

ルなどで添加する方法のいずれかによる。回収

細骨材及び回収粗骨材の置換率の管理は1日を

管理期間として，記録する。ただし，1日のコン

クリートの出荷量が100㎥に満たない場合には，

出荷量がおよそ100㎥に達する日数を1管理期間

とする。 

B方法は，専用の設備で貯蔵，運搬，計量して用

いる場合は，細骨材及び粗骨材の目標回収骨材

置換率の上限をそれぞれ20 %とすることができ

る。この場合、回収骨材の計量値は、バッチご

とに管理し、記録する。 

 

 

注(
1
) 細骨材の粗粒率，粗骨材の粗粒率又は実積率，スラッジ固形分率及びスラッジ水の濃度，骨材の表
面水率（人工軽量骨材の場合は含水率）及び単位水量（高強度コンクリートの場合）の測定頻度並
びに細骨材粗粒率，骨材の表面水率及び単位水量の測定方法は，次のとおりとする。 
1) 測定頻度 
1.1) 細骨材の粗粒率   1 回以上／日 
1.2) 粗骨材の粗粒率又は実積率   1 回以上／週 
1.3) スラッジ固形分率及びスラッジ水の濃度 
－ スラッジ固形分率  スラッジ固形分率は，スラッジ水の濃度（密度から計算したもの，JIS A 

1806 によるもの，又は始業時に精度を確認した自動濃度計によるもので
もよい。）とスラッジ水の計量値から固形分量を求め，それをはかり取っ
たセメント量で除して求める。スラッジ水を用いる場合は，終業時まで
にスラッジ固形分率を計算し，確認する。ただし，スラッジ固形分率を
1 %未満で使用する場合は，最大のスラッジ固形分率となる配合につい
て，1回以上／日，かつ，濃度調整の都度，スラッジ固形分率が 1 %未満
であることを確認すればよい。  

                      なお、JISA1806 もスラッジ水の濃度試験に用いる、スラッジ水濃度換算
係数は、３か月に 1回の頻度で見直すこととする。 

  1.6)B 方法による回収骨材の表面水率の管理は、細骨材は 1回以上／午前、1回以上／午後、粗骨材

は必要の都度、行う。 

1.7) 単位水量   1 回以上／日（高強度コンクリートの場合）  

 

(3) 管理項目は，次のとおり行っており，かつ，品質特性の検査方法・検査頻度は，次のとおりと

する。 

 

4) 品質特性の各項目を試験するための試料は，ホッパ又はトラックアジテータから採取する。ト

ラックアジテータから試料を採取する場合には，JIS A 5308 の 9.1（試料採取方法）による。

試験のための試料を採取することで，JIS A 5308 の箇条 5（容積）の規定を満足できないおそ

れのある場合は，対象のバッチの練混ぜ量を採取する量の分だけ割増すか，試験に使用しなか

ったフレッシュコンクリートをトラックアジテータへ戻すなどの方法を確立して，荷卸し地点

で納入書に記載された容積を下回らないように管理する。 

 

6) スランプは，全バッチについて目視などによる確認を行い，かつ，JIS A 1101 による場合には，

1回以上／午前，1回以上／午後測定を行う。 

7）  スランプフローは，1回以上／午前、1回以上/午後日JIS A l150によって行う。 

8) 空気量は，1回以上／午前，1回以上／午後測定する。 

 

 
 
 



(6)附属書 A の 表 A.4 
JISA5308「8.5 回収骨材」が追加されたので、附属書 A  「A.4 設備の管理」表 A.4(設備名及び管理方法）に

ついて 

①b)骨材の貯蔵設備及び運搬設備 の管理方法に「骨材の貯蔵設備は，日常管理ができる範囲内に設置する。」 

を追加 

②（製造設備） に「j)回収骨材の洗浄設備」を追加し，管理方法に「回収骨材を使用している場合には，骨材

を洗浄する設備を持っているものとする。」を追加 

   

表 A.4－設備名及び管理方法 

設備名 管理方法 
b) 骨材の貯蔵設備及び運搬設備 
c) プレウェッティング設備（人工軽量骨

材及び再生骨材 Hに適用） 

b)’ 骨材の貯蔵設備 日常管理ができる範囲内に設置
する。 

c)’ プレウェッティング設備 出荷前日までにプレウ
ェッティングを終了でき，表面水率を安定するため
の方法を講じたものとする。 

   
h) コンクリート運搬車
  
i) 洗車設備 
j)回収骨材の洗浄設備（使用している場合）

 

h)’ コンクリート運搬車 コンクリート運搬車は，1回
以上／3年性能検査を行う。 

  
j)’ 回収骨材を使用している場合には，骨材を洗浄する

設備を持っているものとする。 

 

 

 

以上 


