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　コンクリートの品質を確保するには、打込み後の養生が重要である。しかしながら、標準的な養生
方法により確保できる耐久性の程度は必ずしも明らかになっていない。本研究では、冬期施工時にお
ける材齢初期の凍害を防止するための適切な養生条件や各種養生方法の効果について検討を行った。
その結果、所定期間湿潤養生した後にコンクリートの含水率を低下させることでスケーリング劣化を
抑制できることを確認した。また、型枠存置期間の延長や保水養生テープの使用により、強度や耐久
性が向上することを確認した。さらに、それらの効果がセメントの種類や養生条件により異なること
も明らかにした。

《キーワード：養生；コンクリートの品質；凍害；冬期施工；耐久性》

　In order to secure the quality of concrete, the curing after placing concrete is very important. 
However, the durability level of concrete that can be ensured by the standard curing method is 
not clear enough. In this study, the appropriate curing conditions to prevent the frost damage of 
concrete at early age during construction in winter and the effect of various curing methods were 
examined. The results showed that the scaling deterioration of concrete that was conducted 
moisture curing properly was decreased by reducing the moisture content of concrete to some 
extent before concrete was exposed to cold weather. In addition, the strength development and 
the durability of concrete were improved by extension of the stripping time of the formwork and 
using curing tape. Furthermore, it was confirmed that those effects were varied depend on cement 
type and curing condition of concrete.

《Keywords：Curing；Quality of concrete；Frost damage；Construction in winter；Durability》
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３．凍害を防ぐための適切な養生条件に関する検討

　過年度までの研究により、材齢初期の湿潤養生期間
が長く、養生温度が高いほど圧縮強度は増加し、中性
化に対する抵抗性や塩化物イオンの浸透抵抗性も向上
することを確認している１）。一方、凍結融解抵抗性に
ついても、基本的には湿潤養生期間が長いほど凍結融
解抵抗性は向上するものの、コンクリートの含水率の
影響を大きく受け、湿潤養生後にある程度乾燥を与え
てから凍結融解作用を与えた場合、特にスケーリング
劣化が大きく減少することを確認している１，２）。この
ため、本研究では、一定期間の湿潤養生の後、供試体
に乾燥を与える期間を変化させた供試体についてスケ
ーリング試験を行い、冬期施工時における材齢初期の
凍害を防止するための養生条件について検討した。

３．１　養生条件と養生方法

　表－２にコンクリートの養生条件とスケーリング試
験の開始材齢を示す。養生条件の基本として、養生温
度は一般的な20℃と低温養生を想定した５℃の２水準
を考慮し、材齢初期の湿潤養生期間は、コンクリート標
準示方書施工編に示されている湿潤養生期間の標準３）

を考慮して、セメントの種類と養生温度の組合せに応
じて３、５、７、９、12日からそれぞれ選定した。湿
潤養生終了後は、５、10、15日の３期間気中養生を行
った後スケーリング試験を実施した。湿潤養生は、不
織布製の養生マットを水道水で湿らせて供試体を覆う
湿布養生とした。また、湿潤養生後の気中養生につい
ては、20℃養生では、温度20±２℃、相対湿度60±５

１．はじめに

　コンクリートの品質を確保するには、コンクリート
打込み後の養生が極めて重要である。一般に、養生期
間の目安は、経済性や効率性の観点から、所要の強度
が得られる期間を標準としている。しかし、標準的な
養生条件により確保できる耐久性のレベルがどの程度
なのかは必ずしも明確になっていない。このため、耐
寒材料チームでは、各種耐久性を満足する適切な養生
方法の提案を目的として、特に寒冷期における施工を
念頭に、養生条件がコンクリートの強度や耐久性に及
ぼす影響に関する検討を行っている。
　これまでの検討により、湿潤養生期間を十分に確保
することの重要性を確認しているが、一方で、コンク
リートの含水率が高い状況で凍結融解作用を受けた場
合、スケーリング等の劣化が大きくなることも確認し
ている１，２）。これらを踏まえ、本研究では、冬期施工
時における材齢初期の凍害を防止するための適切な養
生条件や各種養生方法の効果について検討を行った。

２．コンクリートの配合と使用材料

　試験で使用したコンクリートの配合を表－１に示す。
水セメント比は50％の１水準、セメントは、普通ポル
トランドセメント（密度3.16g/cm3、比表面積3,320
cm2/g、以下、普通セメント（NP）と記述）と高炉セメ
ント B 種（密度3.05g/cm3、比表面積3,890cm2/g、以下、
高炉セメント（BB）と記述）の２種類を用いた。細骨材
は、苫小牧市樽前産の除塩された海砂（表乾密度2.67
g/cm3、吸水率0.87％、粗粒率2.85）を、粗骨材は、小
樽市見晴産砕石（表乾密度2.67g/cm3、吸水率1.54％、
粗骨材最大寸法25mm）を用いた。また、スランプと空
気量を調整するために、AE 減水剤（リグニンスルホ
ン酸塩系）と AE 剤（樹脂酸塩系）を用いた。目標スラ
ンプおよび目標空気量は、土木構造物で一般的な８±
2.5cm、4.5±1.0％とした。なお、実測のスランプおよ
び空気量の平均値は、N はスランプ9.3cm、空気量5.2
％、B はスランプ8.5cm、空気量4.8％だった。

表－１　コンクリートの配合

表－２　養生条件と試験材齢

　　　　　　（適切な養生条件の検討）
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様のものを別途作製し、各湿潤養生後の気中養生日数
０、１、２、３、４、５、７、10、12、15日で行った。
なお、含水率は１ケースにつき供試体３個に対して打
設面で測定し、３点の平均値で評価した。

３．３　スケーリングに及ぼす養生条件の影響

　図－１および図－２に各養生条件におけるスケーリ
ング量と凍結融解サイクルの関係を示す。なお、図の
一部には、過年度実施した湿潤養生直後乾燥を与えず
に凍結融解試験を開始したケース（凡例の湿潤後）と、
所定期間湿潤養生後に材齢28日まで気中養生を行って
から凍結融解試験を開始したケース（気中15日以降の
凡例）のデータを併記している。また、普通セメント
と高炉セメントではスケーリング量が大きく異なるた
め、縦軸の目盛はセメントの種類により変えている。
　普通セメントの場合（図－１）、20℃養生のケースと

％に、５℃養生では、温度５±２℃、相対湿度60±５
％に制御された実験室内に静置した。
　供試体の脱型は、コンクリート強度５N/mm2を目安
に４）、過年度の試験実績を考慮して、20℃養生ではセ
メントの種類によらず材齢１日で、５℃養生では普通
セメントで材齢２日、高炉セメントで材齢３日とした。
したがって、表－２に示した各湿潤養生期間には、厳
密には型枠内に封緘状態で静置されていた期間を含ん
でいる。ただし、打設面は湿布養生を行っている。

３．２　スケーリング試験の概要

　スケーリング試験は ASTM C672に準拠し、220×
220×100mm の角柱供試体を作製し、各養生後に－18
℃を16時間、23℃を８時間の１日１サイクルで凍結融
解作用を与えた。試験面は打設面（220×220mm）とし、
気中養生終了後に試験面以外をエポキシ樹脂コーティ
ングした後、試験面の４辺にスチレンフォームで成形
した土手（幅、高さともに2.5cm）を設けて試験溶液を
湛水し、凍結融解作用を与えた。試験溶液には、塩化
物系の凍結防止剤による凍害の促進作用を考慮して、
３％ NaCl 水溶液を用いた。
　併せて、湿潤と気中の養生期間が異なることによる
供試体の乾燥の程度を計る指標として、実際の現場で
も容易に測定可能な高周波容量式（写真－１）の接触型
コンクリート・モルタル水分計（20MHz、含水率測定
範囲０～ 12％）を用いてコンクリート表面の含水率を
測定した。含水率の測定は、スケーリング供試体と同

写真－１　高周波容量式水分計

図－２　乾燥期間が異なる場合のスケーリング量（高炉セメント）

図－１　乾燥期間が異なる場合のスケーリング量（普通セメント）
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５℃養生の湿潤養生期間が７日では、湿潤養生後の気
中養生期間が長くなるとスケーリング量は減少した。
他方、５℃養生の湿潤養生期間が９日と長い場合、統
一的な傾向はなかった。その原因については明らかに
なっていないが、気中養生５日のスケーリング量は、
過年度実施した気中19日や湿潤養生直後のスケーリン
グ量とほぼ同量で差が無いことや、気中10日および15
日との差も比較的小さいことを考慮すると、湿潤養生
期間を長くすること自体がスケーリングの低減に寄与
したものと考えられる。
　一方、高炉セメントの場合（図－２）、20℃養生では、
湿潤養生後の気中養生期間が長いほどスケーリング量
は低下した。また、５℃養生の湿潤養生期間が７日の
場合、差は小さいものの湿潤養生以降の気中養生期間
が長いほど、スケーリングは減少する傾向を示した。
しかし、湿潤養生期間が12日と長い場合、統一的な傾
向はなかった。

３．４　乾燥によるスケーリングの抑制効果

　図－３に任意の凍結融解サイクル（35、50、150、300
サイクル）における各コンクリートのスケーリング量
を示す。なお、５℃養生では、過年度に実施した湿潤
養生終了直後に乾燥を与えずにスケーリング試験を開
始した際のスケーリング量を併記している。また、各
グラフの縦軸の目盛は、スケーリング量の増加に合わ

図－３　任意の凍結融解サイクルにおける各コンクリートのスケーリング量

せて変えている。
　20℃養生の場合、セメントの種類によらず、いずれ
の凍結融解サイクルにおいても、湿潤養生後の気中養
生期間が長いほど、換言すれば凍結融解作用を与える
前の乾燥期間が長い方がスケーリングは減少した。
　一方、５℃養生の湿潤養生期間が比較的短い場合（湿
潤養生期間が７日以下）、普通セメントでは、気中養
生期間が10日以上でスケーリングは減少する傾向がみ
られた。なお、過年度実施した湿潤養生直後に試験を
開始したものは、凍結融解50サイクル程度までは最も
スケーリング量が少なかったが、凍結融解150サイクル
以降は気中養生５日とほぼ同程度まで増加しており、
10日以上の乾燥が長期的なスケーリング抑制に有効な
ことを確認した。また、高炉セメントでは、５日以上
乾燥を与えることで凍結融解150サイクルまではスケ
ーリングは減少したが、300サイクルでは湿潤養生直
後から凍結融解作用を与えた試験体と同程度となり、
長期的なスケーリング抑制効果は確認できなかった。
　これに対して、５℃養生の湿潤養生期間が比較的長
い場合（湿潤養生期間が９日以上）、セメントの種類に
よらず乾燥期間を長くしてもスケーリングの抑制効果
は確認できなかった。湿潤養生期間が長い場合に見ら
れたこれらのメカニズムについては、既往の研究５）か
ら以下のように推察される。
　一面から凍結融解作用を受ける時、コンクリート表
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図－４　気中養生期間とコンクリートの表面含水率 図－５　コンクリートの表面含水率の変化量

図－６　表面含水率の変化量とスケーリング量の関係 図－７　電気抵抗式水分計による測定概要

層部の水分が凍結すると未凍結水はコンクリートの内
部方向に移動するが、湿潤養生期間が長いほどコンク
リートの組織構造は緻密になるため未凍結水は内部方
向へ移動しにくくなる。その結果、表層部に蓄積され
た圧力は表層のコンクリートのはく離により緩和され
る。この時、コンクリート中の含水率が高いほどその
圧力は高くなる。このような現象が生じていると仮定
すると、湿潤養生期間を長くしたことにより組織が緻
密になるとともに、緻密なコンクリートは乾燥時に逸
散する水分も少なく、気中養生期間を長くした場合に
おいても含水率が比較的高い状態になり、スケーリン
グ量が増大したと考えられる。
　以上から、材齢初期の凍害を防止するための養生条
件として、凍結融解作用を与える前のコンクリートの
乾燥期間に着目し、乾燥によるスケーリングの抑制効
果を一定程度確認できたが、同じ乾燥日数でもコンク
リートの含水率は細孔構造の影響も受けることから、
実際の含水率を考慮して評価する必要がある。

３．５　気中養生期間とコンクリートの表面含水率

　図－４に気中養生期間とコンクリートの表面含水率
の関係を示す。なお、凡例は「セメントの種類－養生
温度－湿潤養生期間」を示している。いずれも気中養
生期間の進行とともに含水率が低下することが確認で
きるが、その傾向はセメントの種類や養生条件により

異なっている。また、高炉セメントでは、湿潤養生直
後（気中養生期間０日）の含水率が普通セメントに比べ
て高い。これは、測定に用いた表面水分計で測定でき
る含水率は、コンクリートの毛細管内に含まれる自由
水との相関が高く、水和が進行したコンクリートほど
含水率の測定値は小さくなるため、高炉セメントより
水和の進行が早い普通セメントの含水率が小さくなっ
たためと考えられる。
　図－５に各コンクリートの表面含水率の変化を示
す。乾燥期間を長くしてもスケーリングの抑制効果が
確認できなかった普通セメントの５℃養生－湿潤養生
期間９日や、高炉セメントの５℃養生－湿潤養生期間
12日は含水率の変化が小さい。このことは、湿潤養生
期間が長い場合、組織が緻密になり乾燥しにくくなる
ため含水率が高くなりスケーリングが増大したとする
推察と一致する。他方、図－６は表面含水率の変化量
と、気中養生期間の増加に伴うスケーリング抑制効果
が比較的確認できた凍結融解150サイクルにおけるス
ケーリング量の関係を一例として示しているが、両者
に一定の関係はみられず、表面含水率だけではスケー
リング量の違いを説明することができない。これにつ
いて、今回用いた表面水分計では、コンクリートの含
水率の変化を詳細に捉えていないことが考えられる。
　コンクリートの含水率に関する検討は過年度詳細に
実施しており６）、図－７に示した電気抵抗式コンクリ
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図－８　養生条件と試験開始材齢（各種養生方法の効果に関する検討）

は普通コンクリートに比べて多く、乾燥の効果が期待
できないケースがあることも確認した。また、高周波
容量式の表面水分計は極表層部の含水率の影響を大き
く受け、スケーリング劣化に影響を及ぼすコンクリー
ト表層の含水率を必ずしも適切に評価できないため、
含水率の適切な管理方法の検討が必要である。

４．各種養生方法の効果に関する検討

　前章では、材齢初期のコンクリートの凍害を防ぐた
めの養生条件に関する検討を行い、湿潤養生後に一定
程度乾燥を与えることの効果を確認した。一方、養生
の前提として、コンクリートの所要の強度や耐久性等
の品質を確保するためには、適切な温度を保つととも
に、セメントの水和を妨げないように湿潤状態を保つ
ことが重要となる。
　特に、寒冷期の施工では、断熱性の高い材料でコン
クリートを覆う保温養生や、外気温が低い場合には適
切な温度を確保するために、施工空間を囲い込み、ジ
ェットヒーター等で施工空間内の温度を適切に保つ給
熱養生が行われている。しかし、給熱養生時には施工
空間内の湿度が低下するため、コンクリートが乾燥し
ないような工夫が重要となる。コンクリートの乾燥を
防ぐ方法として、積極的に給水する散水養生や湿らせ
た養生マットで覆う湿布養生のほか、水分の逸散を抑
制（保水）することを目的として、型枠（せき板）存置や
非透水透湿素材のシートやテープによる保水養生が行
われている。しかし、これらの養生方法の違いが、耐
久性にどの程度影響するのかは必ずしも明確になって

ート・モルタル水分計により乾燥の影響を受けるコン
クリート表層から深さ方向の含水率変化を計測してい
る。供試体は本研究と同様のスケーリング試験用供試
体を用いており、打設面を開放面としてその他をアル
ミテープでシールし、気中養生期間の進行に伴うコン
クリートの含水率の変化を測定している。併せて、打
設面の表面含水率を本研究と同じ高周波容量式の表面
水分計で測定している（過年度表面含水）。図－８にこ
れらの測定結果を示す。なお、図には、本研究で測定
した表面含水率も併記している（本研究表面含水）。ま
た、凡例の数値は、コンクリート表面（開放面）からの
深さを表している。
　電気抵抗式水分計で測定した含水率は、気中養生期
間の増加、すなわち乾燥日数の増加に伴い徐々に減少
し、コンクリート表面に近いほど含水率の低下が大き
いことが確認できる。また、気中養生期間15日以下で
は、湿潤養生期間が長い方が、コンクリート内部の含
水率の変化が比較的小さい傾向もみられる。一方、高
周波容量式水分計で測定した過年度の表面含水率は、
本研究での測定値と比較的良く一致しており、気中養
生初期に大きく変化したがその後の変化は小さく、電
気抵抗式水分計の測定値と乖離する傾向がみられた。
　以上より、コンクリート表層の含水率変化に関する
過年度の試験結果を考慮すると、湿潤養生後に一定程
度乾燥を与えることにより、コンクリート表層部の含
水率が低下し、その後受ける凍結融解作用に対する抵
抗性は向上することを確認した。しかし、その効果は、
セメントの種類や水和の進行程度により異なり、特に
高炉セメントを用いたコンクリートのスケーリング量
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いない。このため、本章では、型枠存置期間を一定期
間延長する方法と、型枠を取り外した後、ポリオレフ
ィン系フィルムとアクリル系粘着剤で構成された（フ
ィルム厚さ80μm）市販品の保水養生テープにより養
生する方法の効果に関する検討を行った。

４．１　養生条件と供試体の概要

　検討したコンクリートは、前章と同じ表－１に示し
たものである。表－３は、養生条件と品質を評価する
ために実施した各種試験の実施または開始材齢を示し
ている。養生条件の基準として、土木学会コンクリー
ト標準示方書に記述がある湿潤養生期間の標準よりも
早期に養生を終了した場合を想定し、普通セメントの
20℃養生では型枠存置期間を３日、５℃養生では５日、
高炉セメントの20℃養生では５日、５℃養生では７日
をそれぞれ設定した。この基準の養生条件に対して、
型枠存置期間を延長した場合と、基準養生期間で型枠
を取り外した後に、養生テープでさらに養生を行うケ
ースについて検討した。型枠存置期間の延長および養
生テープによる養生期間は、２日または４日（高炉セメ
ント５℃養生では５日）とした。なお、型枠存置によ
る養生時のコンクリート打設面については、水道水を
含ませた不織布による湿布養生とした。
　供試体は、後述する各種試験法に準拠した定型の供
試体に加え、幅400×高さ400×厚さ200mm の壁状供
試体を作製し試験に供した。

表－３　養生条件と試験開始材齢（各種養生方法の効果に関する検討）

４．２　養生方法の効果に関する試験の概要

４．２．１　圧縮強度試験

　圧縮強度試験は、JIS A 1108に準拠して実施した。
供試体はφ100×200mm 円柱供試体を用いた。
４．２．２　凍結融解試験

　凍結融解抵抗性は、水中凍結融解試験と、一面凍結
融解試験によるスケーリング試験により評価した。
　水中凍結融解試験は、JIS A 1148の A 法に準拠し
て相対動弾性係数と質量変化により評価した。供試体
は、100×100×400mm の角柱供試体を用いた。なお、
過年度の試験で、湿潤養生終了後に乾燥を与えてから
試験を実施した場合劣化が小さくなり、養生条件によ
る差が小さくなったことから、ここでは養生効果の差
を明確にするため、湿潤養生終了後の含水率が高い状
態で試験を開始した。
　スケーリング試験は、比較的短期間で評価できる
RILEM CDF 法に準拠した試験を行った。CDF 試験
では、+20℃から定速で４時間で－20℃まで冷却し、
－20℃を３時間保持後、定速で４時間で +20℃まで加
熱した後、+20℃を１時間保持する、12時間１サイク
ルで凍結融解作用を28サイクル与えた。供試体は、100
×100×400mm の角柱供試体を半分に切断して100×
100×200mm としたものを用い、試験面は打設面とし
た。供試体は各種養生後、試験面以外をエポキシ樹脂
でコーティングした。試験水には、３％ NaCl 水溶液
を用いた。試験開始材齢は、湿潤養生が終了した時点
と湿潤養生終了後に気中養生を行い材齢28日に達した
時点の２材齢とした。
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タルが同じであれば、ほぼ同等の効果があることを確
認した。一方、材齢28日における圧縮強度比は、普通
セメントでは基準と差が無く一部基準よりも低下した
ケースがみられたが、高炉セメントでは差は小さいも
のの養生期間の延長により基準供試体よりも大きくな
った。これらの傾向は、水和反応速度の差や、気中養
生中の乾燥の影響によるものと考えられる。また、型
枠存置期間の延長と養生テープによる養生について
は、多少のばらつきがみられるが大きな差は確認され
なかった。

４．４　水中凍結融解試験による凍結融解抵抗性の評価

　図－10に水中凍結融解試験結果を示す。普通セメン
トの20℃養生では、質量変化率に差はないが、型枠存
置期間３日の相対動弾性係数は凍結融解サイクルの進
行とともに低下し、120サイクル程度で60％以下とな
った。これに対して、型枠存置期間の延長と養生テー
プにより保水養生したものは、いずれも300サイクル
終了後の相対動弾性係数が80％以上となり、養生の効
果が確認できた。また、５℃養生においても、型枠存
置期間５日は質量と相対動弾性係数が凍結融解初期よ
り著しく低下したが、型枠存置期間の延長やテープ養
生によりいずれも改善の傾向を示した。しかし、この
場合でも、凍結融解120から180サイクル程度で相対動
弾性係数が60％以下となっており、前章で検討したよ
うに、凍結融解作用を受ける前の含水率を低下させる
などの対策が必要と思われる。
　一方、高炉セメントでは、養生温度20℃の場合、い

４．２．３　細孔径分布測定

　各種養生終了後、コンクリートの表層と内部の細孔
構造を比較するため、水銀圧入法により細孔径分布を
測定した７）。なお、細孔の測定は、別途作製した幅400
×高さ400×厚さ200mm の壁状供試体から水平方向に
採取したコアの表層部５mm（解放面）と表面から深さ
50mm 位置から試料を採取して行った。各部位から採
取した試料は、粗骨材界面を含むように５mm 立方体
にコンクリートカッターで切断し、アセトン中で洗浄
した後、D-dry（５×10－4mmHg）で７日間乾燥させて
測定を行った。測定は，水銀圧入式ポロシメーターを
用いた（圧入圧0.01 ～ 410MPa，測定細孔直径３nm ～
120μm）。細孔容積は、試料体積から骨材体積を除い
た硬化セメントペースト体積当たりの空隙率で表記し
た。なお、骨材体積は、細孔測定と同様に採取した試
料から得た不溶解残分質量率（セメント協会法 F-18 ８）

に準拠）に試料質量を乗じこれを骨材密度で除して求
めた。
４．２．４　示差熱分析

　コンクリートの水和状況と反応生成物を確認するた
めに、示差熱分析を行った９）。なお、分析用試料は、細
孔用の試料と同様の位置から採取した。測定はいずれ
も熱分析装置を用い、昇温速度10℃ /min で熱質量分
析（TG-DTA）を行った。結合水量は20℃と800℃の質
量減量より、Ca（OH）2量は、450℃付近の質量減少より、
CaCO3量は650 ～ 800℃付近の質量減量よりそれぞれ求
めた。測定試料は、まず粗砕したコンクリートを鉄乳
鉢中で粉砕しながら粗骨材を取り除き、残った試料を
さらにアセトン中で軽く粉砕して、75μm 以下の粉末
を採取した。試料は、この粉末をさらに窒素ガス雰囲
気中で一定質量となるまで乾燥させたものを用いた。
それぞれの測定量は、試料質量から骨材質量を除いた
硬化セメントペースト質量当たりの割合で表記した。
なお、骨材質量は、採取した試料から得た不溶解残分
質量率（セメント協会法 F-18に準拠）により補正した。

４．３　養生方法と圧縮強度発現

　図－９に各養生を行ったコンクリートの圧縮強度比
を示す。圧縮強度比は、それぞれ基準とした養生条件
の圧縮強度に対する比とした。なお、グラフ中の数値
は基準養生条件における圧縮強度（N/mm2）を示してお
り、下段の数値が湿潤養生終了時、上段の数値が材齢
28日の値である。湿潤養生終了時の圧縮強度比は、型
枠存置期間の延長とともに増加した。また、型枠存置
と養生テープによる養生については、養生期間のトー

図－９　各養生を行ったコンクリートの圧縮強度比
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みられた。特に５℃養生の湿潤養生終了時から試験を
開始した場合のスケーリング量が増大しているが、３．

４節でも述べたように、スケーリング劣化はコンクリ
ートの組織構造の状態と含水率が大きく影響すると考
えられ、この場合養生延長により組織構造が緻密にな
り、且つ保水により含水率が高い状態で凍結融解作用
を受けたためと考えられる。また、保水期間は同じで
も、型枠存置期間を延長した場合は、テープ養生に比
べてスケーリング量が多い傾向がみられた。
　これについて、CDF 試験の試験面は打設面で実施
しており、打設面は型枠の開放面となるため、本研究
では、打設面の養生は湿布養生を実施している。他方、
テープ養生では、型枠を取り外すまでは上記と同様に

ずれも差はみられず、相対動弾性係数も85％以上であ
り良好な結果を示した。しかし、５℃養生の場合、型
枠存置期間の延長やテープ養生を実施した供試体の質
量減少の差は小さいが、相対動弾性係数が大きく低下
した。これは、養生延長によりコンクリートの組織構
造が緻密になり、凍結時の未凍結水の移動に伴うコン
クリート毛細管内の圧力が大きくなったことが原因と
考えられる。また、後述するスケーリング試験よりも
質量減少の差が小さいのは、６面から急激な凍結作用
を受ける水中凍結融解試験では、未凍結水の移動に伴
う内部圧力が大きく、弾性係数が低下するような大き
なひび割れが供試体内部に発生することにより圧力が
緩和されたため、表面の剥離は小さくなったものと推
察される。なお、普通セメントでも同様の状況が生じ
ていると考えられるが、セメントの水和速度が高炉セ
メントよりも速く、図－９に示したように、強度の違
いにより異なる結果になったと考えられる。この様な
劣化を抑制するには、普通セメントと同様、凍結融解
作用を受ける前の含水率を低下させるなどの対策が必
要と思われる。

４．５　CDF 試験によるスケーリング抵抗性の評価

　図－11に CDF 試験による凍結融解試験終了時（凍
結融解28サイクル）のスケーリング量を示す。普通セ
メントでは、湿潤養生終了時から試験を開始した場合、
型枠存置期間の延長およびテープ養生によりスケーリ
ングは概ね減少する傾向を示した。
　一方、高炉セメントでは、20℃養生の湿潤養生終了
後から試験を開始したケースでテープ養生による効果
が確認できたが、全体としては同等か増加する場合も

図－10　水中凍結融解試験による質量変化率と相対動弾性係数

図－11　CDF 試験によるスケーリング量
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４．６　コンクリートの細孔容積

　図－13に、既往の研究10）から耐久性に影響すると考
えられる細孔径50nm ～５μm の領域の細孔容積の総
和と、細孔径50nm より小さい微細孔領域の細孔容積
の総和を示す。図の左列は普通セメント、右列は高炉
セメントを示し、上段は湿潤養生終了時点の、下段は
湿潤養生終了後に気中養生を材齢28日まで行った時点
の細孔容積をそれぞれ示している。
　湿潤養生終了時の細孔容積は、普通セメントでは、
型枠存置期間を延長した場合、細孔径50nm 以上の比
較的粗大な細孔量が若干減少する傾向を示したが、テ
ープ養生したものは、型枠存置期間が短い場合と同程
度だった。この傾向は、４．５節で湿潤養生終了後に
CDF 試験を開始したケースで、型枠存置期間を延長
した供試体のスケーリング量が多くなった原因に関す
る推察と一致する傾向である。これに対して、高炉セ
メントでは、20℃養生の場合５℃養生よりも水和反応
の進行により50nm 以上の細孔容積が減少する傾向は
あるものの、型枠存置期間の延長やテープ養生による
違いはみられず、必ずしも上述の推察の証明には至ら
なかった。
　湿潤養生後に気中養生を材齢28日まで行った場合、
乾燥の影響を受ける表層部の細孔容積は、普通セメン
ト、高炉セメントのいずれの場合も、全ての養生条件
において、湿潤養生終了時と比べて50nm 以上の粗大
な細孔容積が増加し、50nm 未満の細孔容積は減少す
る傾向を示した。これに対して、内部の細孔容積は、50

打設面は湿布養生を行っているが、それ以降は打設面
も養生テープを貼り付けて養生を行っている。スケー
リング試験開始前には、高周波容量式水分計により、
打設面の含水率を測定しているが、養生終了時の打設
面の含水率はいずれも測定限界以上（12％以上）となり
測定できなかった。しかし、湿布養生では水分が供給
されるのに対し、テープ養生は水分の逸散を防止する
ものであることから、型枠存置延長の方がより細孔構
造が緻密化し、含水率が高いことが考えられ、これら
が影響したことが推察される。なお、普通セメントと
の違いについては、４．４節で述べたように、強度発
現による影響が考えられる。
　図－12に材齢28日における試験開始前の打設面の含
水率を示す。いずれも含水率は５％前後まで低下して
おり、材齢28日より試験を開始した場合にスケーリン
グ量の差が小さかったのは、この含水率の低下の影響
と考えられる。

図－13　細孔径50nm 前後の領域の細孔容積

図－12　打設面の表面水分率（材齢28日、試験前）
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４．７　結合水量と CaCO3量

　図－15に示差熱分析により得られたコンクリート表
層と内部の結合水量を示す。普通セメントでは（図－15

左図）、いずれの養生条件においても、型枠存置期間の
延長やテープ養生により、型枠存置期間を標準よりも
短くした基準養生よりも結合水量が増加する傾向がみ
られ、水和が進行していることが確認できる。また、気
中養生後も結合水量は増加しており、水和が進行して
いることがわかる。一方、高炉セメントでは（図－15

右図）、普通セメントほど延長養生の効果による結合
水量の差は大きくなく、その効果は明確とはならなか
った。
　図－16に示差熱分析により得られた、コンクリート
の CaCO3量を示す。いずれも、湿潤養生後では、表
層部と内部の CaCO3量に変化はないが、湿潤養生後
に材齢28日まで気中養生を行った場合、表層部のみ
CaCO3量が大きく増大している。これは気中養生期間
におけるコンクリートの炭酸化を意味しており、内部
50mm 位置ではこの期間で炭酸化が生じていないこと
が確認できる。また、型枠存置期間の延長およびテー
プ養生した供試体は、基準養生供試体よりも表層部の
CaCO3量が少ないことから、養生延長により炭酸化が
生じにくくなっていることが示され、養生延長の効果
が確認された。
　以上から、型枠存置期間の延長とテープ養生による
強度発現や炭酸化に対する抵抗性の向上を確認した。
しかし、それ以外の効果については、セメントの種類
や耐久性の種類により評価が異なり、水和速度が比較
的速く、強度発現が早い普通セメントでは、凍結融解
抵抗性の向上のほか、比較的粗大な細孔の減少などの
効果が確認できた。一方、特に低温養生時の水和速度
が遅い高炉セメントでは、含水率が高い状況下で凍結
融解作用を受けるとスケーリングが大きくなり、必ず
しも保水養生の延長効果が確認できなかった。このこ

nm 以上の粗大な細孔が減少し、表層と内部で異なる
傾向を示した。乾燥が細孔構造に及ぼす影響について
は、過年度の試験でも確認している。また、既往の研
究11）でも、乾燥による50nm 以上の細孔の粗大化は報
告されており、乾燥による微細なひび割れの影響によ
る可能性が述べられている。
　以上、細孔容積からは、型枠存置期間の延長やテー
プ養生による効果は必ずしも確認できず、各耐久性試
験の個別の結果とも必ずしも対応していなかった。
　一方、図－14は CDF スケーリング量とコンクリー
ト内部の細孔径50nm 未満の領域の細孔容積の関係で
ある。バラツキはあるものの、全体としてみるとこの
領域の細孔容積の増加に伴いスケーリング量は増加す
る傾向が確認でき、コンクリートの緻密化により未凍
結水移動時に発生する毛細管内圧力が高まり、スケー
リングが増大したとする推察と傾向は一致している。
しかし、実際には、コンクリートの含水率により凍結
時に発生する毛細管内圧力は異なることに加え、その
ときのコンクリート強度とも関連するため、これらを
明らかにするにはより詳細な分析が必要である。

図－15　コンクリート表層と内部の結合水量

図－14　CDF スケーリング量とコンクリート内部の

　　　 細孔径50nm 未満の領域の細孔容積の関係
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により評価が異なるため、セメントの種類や求め
られる耐久性能に応じた養生方法を整理する必要
があることを確認した。

　以上から、冬期施工において材齢初期の凍害を防止
するには、所定期間確実に湿潤養生を行った後、コン
クリート表層の含水率を下げてから養生を開放するこ
とが有効と考えられる。しかし、実際の施工現場にお
いて具体的に表層の含水率を管理することに課題があ
ることから、本研究の結果を考慮した場合、乾燥期間
の目安としては10 ～ 15日程度、仮囲い内の温度は給
熱養生時の最低温度である５℃程度では、必ずしも上
記の効果は期待できないため、20℃までの範囲内で高
めに保つことが望ましい。また、高炉セメントを使用
した場合、上記対策を行ってもスケーリングが多くな
る可能性があるため、特に凍害劣化の激しい環境下で
の冬期施工においては、普通セメントの使用も検討し、
他の要求性能も含めて総合的に判断する必要がある。
　一方、湿潤養生の方法として、型枠存置期間の延長
や養生テープによる保水養生は、セメントの種類の影
響など整理すべき点もあるが、強度や耐久性の向上が
一定程度期待できる。特にテープ養生は型枠取り外し
後に実施できる方法であり、型枠転用等の制約がなく
合理的と考えられることから、実構造物での耐久性向
上効果やコストを含めて今後整理する必要がある。
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とから、セメントの種類や求められる耐久性能に応じ
た養生方法を整理する必要がある。

５．まとめ

　性能規定に対応した施工マニュアルの提案に向けた
寒冷地での適切な養生方法の検討として、材齢初期の
凍害を防止するための適切な養生条件や各種養生方法
の効果について検討を行った。これらの成果をまとめ
ると以下のようになる。

（1） 材齢初期の凍害を防止するための養生条件とし
て、凍結融解作用を与える前のコンクリートの乾
燥期間を目安として検討を行い、湿潤養生期間が
比較的短い場合（材齢初期の湿潤養生期間が７日
以下）、乾燥を与えることによりスケーリング量
は減少したが、湿潤養生期間が比較的長い場合（湿
潤養生期間が９日以上）、乾燥期間を長くしても
スケーリングの抑制効果は確認できなかった。

（2） 同じ乾燥日数でもコンクリートの含水率は細孔構
造の影響も受けるため、スケーリングの抑制には
実際の含水率を考慮する必要があるが、セメント
の種類や水和の進行程度を考慮して養生条件を設
定する必要があることを確認した。

（3） 高周波容量式の表面水分計は極表層部の含水率の
影響を大きく受け、スケーリング劣化に影響を及
ぼすコンクリート表層の含水率を必ずしも適切に
評価できないため、含水率の適切な管理方法の検
討が必要なことを確認した。

（4） 適切な養生方法に関する検討として、型枠存置期
間を延長する方法と、型枠取り外し後養生テープ
により保水養生する方法の効果について検討した
結果、保水養生期間の延長により、強度や炭酸化
に対する抵抗性の向上を確認したが、それ以外の
効果については、セメントの種類や耐久性の種類

図－16　コンクリート表層と内部の CaCO3量
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