Ｑ＆Ａ

耐寒剤を用いたコンクリートの養生方法
耐寒材料チーム

Ａ２：鉄筋の腐食やアルカリ骨材反応を防止するため

はじめに

に、塩化物イオンや膨張性の反応物を成生するアルカ
耐寒剤は、寒中コンクリート工事においてブルーシ

リ金属が含まれていない「無塩化･無アルカリ型」の

ートを用いた簡易な養生とすることができ、打込み後、

耐寒剤を使用して下さい。「JIS A 5308 レディーミク

厳しい外気温が予想される場合でも保温性の高いシー

ストコンクリート」のJIS認証を受けた工場を利用す

ト（保温シート）を用いることで給熱養生や仮囲いを

る場合は上記の耐寒剤が用いられているため問題はあ

設けずに養生できる混和剤です。耐寒剤の採用条件は

りません。

現場が急傾斜、狭隘、火気の使用ができない、強風な

耐寒剤のタイプによって単独使用が可能なタイプⅠ

どの仮囲いが困難、早期供用の必要があるか、給熱養

（AE減水剤促進形）と一般的にAE減水剤または高性

生と比較し経済的かを確認していずれかに当てはまる

能AE減水剤と併用を行うタイプⅡ（硬化促進剤）が

場合に採用できます 。しかし、養生管理を怠ると初

市販されており、各々の耐寒剤の使用方法および注意

期凍害を受け強度発現が停滞するなどのリスクがある

事項に従って下さい。

1)

ため注意が必要です。
ここでは、耐寒剤を用いたコンクリートの養生方法

Ｑ３：耐寒剤のタイプⅠ、Ⅱとは何ですか？

や使用時の注意点、配慮すべき事項についてQ&Aで
Ａ３：耐寒剤のタイプⅠ、Ⅱは表－1に規定される「JIS

まとめました。

A 6204コンクリート用化学混和剤」の性能を有して
Ｑ１：書籍等によって｢耐寒剤｣、｢防凍剤｣、｢耐寒促
進剤｣との表記が散見されますが、違いはあり

いる混和剤のことです。
耐寒剤は一般的にコンクリート工場で添加されます
が、タイプⅡの耐寒剤は現場添加も可能です。しかし、

ますか？

現場添加とした場合、JIS A 5308のレディーミクスト
Ａ１：いずれの混和剤も寒中コンクリート工事におけ

コンクリートに該当しないため、取扱いに注意が必要

る初期凍害の防止を目的として使用しており、基本的

となります。また、硬化促進剤のタイプⅡはAE減水

に違いはありません。標記が異なる理由としては分野

剤促進形のタイプⅠより凝結が早まることが考えられ

の違いや文献を作成した年代によって使われる単語が

るため注意が必要です。

異なる場合があります。現在では、土木分野では ｢耐
寒剤｣ が多く、建築分野では ｢耐寒促進剤（耐寒剤）｣

Ｑ４：温度条件に応じて、耐寒剤の添加量を標準のセ

のように ｢耐寒促進剤｣ を基本として、省略形で ｢耐

メント100kgあたり3L以下で使用することは可

寒剤｣ と表記されていることが多い傾向となります。

能でしょうか？

これは、日本建築学会発行の「寒中コンクリート施工
指針･同解説」2)において、耐寒剤の性質をより的確に

Ａ４：現在、多くのメーカーが推奨しているセメント

表現する名称として「耐寒促進剤」を用いたことが影

100kg当たり3～5Lの添加量における強度発現や凍結

響しています。また、現場では以前「防凍剤」として

融解抵抗性の知見はありますが、3L以下の添加量に

呼ばれていた名残でこの名称が用いられている場合が

ついては検討を行っていないため、強度発現性状、耐

あります。
（このQ&Aでは「耐寒剤」と標記します。）

凍害性について安全に使用できるかの判断ができませ
ん。添加量セメント100kg当たり3～5Lの情報につい

Ｑ２：耐寒剤は何に気をつけて選定すれば良いのでし

資料A3)または既往文献4)を参照して下さい。

ょうか？
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表－1

Ｑ５：耐寒剤を用いた場合の養生方法についての留意

JIS A 6204による耐寒剤の性能規定

点を教えて下さい。

タイプⅠ

① ブルーシートはコンクリート表面との間に空間を
確保して設置して下さい。（図－1参考）
② 型枠よりも広い範囲をブルーシートや保温シート
で囲って下さい。（図－1参考）
③ 風などでシートが動かないようにしっかりと固定
するように心がけて下さい。（図－1参考）
④ 保温シートには断熱性能の高いシートを採用し、
断熱性能を十分に発揮できる設置方法で行って下
さい。
⑤ 既設コンクリートが冷えている場合は、事前に暖
め、耐寒剤を用いたコンクリートの熱が奪われな
いようにして下さい。
①について：ブルーシートをコンクリート表面に直接
設置するとコンクリートの表面温度が早期に外気温と

②について：せっかくシート養生を行っていても木製

硬化促進剤

促進形
(%)

減水率

8 以上

－

70 以下

－

始発

+30 以下

－

終結

0 以下

－

ブリーディング量の比
凝結時間
(分)

の差

(%)

圧縮

材齢 1 日

－

120 以上

強度比

材齢 2 日(5℃)

－

130 以上

(%)

材齢 7 日

115 以上

－

材齢 28 日

110 以上

90 以上

(%)

120 以下

130 以下

60 以上

－

長さ変化比

凍結融解に対する抵抗性
(相対動弾性係数

%)

塩化物イオン量

(kg/m3)

Ⅰ種:0.02 以下、Ⅱ種:0.02～0.20
以下、Ⅲ種:0.20～0.60 以下

(kg/m3)

全アルカリ量

同程度まで冷やされるため、コンクリートの温度低下
を緩和する目的である程度の空間を確保して下さい。

AE 減水剤

項目

Ａ５：以下の点に注意して養生を行って下さい。

タイプⅡ

③

0.30 以下

①

空間

型枠がシートで覆われていないと、そこから熱が伝達

空
間

空
間

新設
型 コン 型
枠 クリ 枠
空
空
間
間
ート

し、コンクリートが冷やされてしまいます。そのた
め、養生シートは型枠を含めて覆うことを心がけて下
さい。

ブルーシート
保温シート

②

③について：断熱材等の原理と同様に、密閉された空
気は断熱性が高いことが知られています。現場では風

既設コンクリート

などの影響でシートが動いてしまいますが、なるべく
シートが動かないような対策を行うことで対策を行わ
ない場合よりコンクリートの温度低下勾配を緩やかに

図－1

養生方法のイメージ（地覆の簡略図）

できます。
④について：ブルーシートのみでは初期凍害の危険性

を暖める等の対策を行って下さい。

がある厳しい環境では、断熱性能の高い保温シートを
用いることでコンクリートの温度を確保するととも

Ｑ６：耐寒剤を用いたコンクリートの積算温度による

に、初期凍害を回避可能とされる5 N/mm へ早期に

強度推定方法について教えてください。

2

到達することが期待できます。また、吸水性を有する
シートを用いる場合は、融雪水やブリーディングによ

Ａ６：積算温度とはコンクリートの強度増進性状を温

ってシートを濡らさない対策が必要となります。

度の関数で表すことを目的とした方法です（図－2）。

⑤について：養生をしっかり行っていても、既設コン

これにより、養生温度が異なっていても積算温度を用

クリートの温度が氷点下となっていた場合、耐寒剤を

いることで強度を予測することが可能となります。一

用いたコンクリート側が熱を奪われ、強度発現が停滞

般には式(1)が用いられています。

する場合があります。特に、打設前に氷点下の気温が
続き、かつ既設コンクリートの体積が新設部よりも大
きい場合には、界面付近で初期凍害が生じる可能性も
あるため、電気シート等で事前に既設コンクリート側
68
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ここに、M：積算温度（ﾟD･D）、θ：Δtのコンクリー
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ト温度（℃）
、Δt：時間（日）である。

養生
20℃

強度(N/mm2)

しかし、式(1)は養生温度0℃以上の実験から求めら
れた式であり、0℃以下の温度履歴を受けることが想
定される寒中コンクリートの積算温度の計算には日本
建築学会から提案されている式(2) を用い、0℃以下
1)

の温度履歴を受けたコンクリートの強度発現を予測し

養生
5℃

て下さい。
時間(日)

T1

Δt ≧ 0
M = Σ (θ+10)Δt



Δt < 0

(a)

(2)

養生
20℃

強度(N/mm2)

M = Σ 10×exp(-0.60×(-θ)0.74)Δt
図－3に各式の温度と積算温度の関係を示します。
式(1)を用いると0℃以下の積算温度が式(2)に比べ過

養生
5℃

大評価となる計算となっているため、氷点下で養生さ
れたコンクリートの積算温度の計算には式(2)を用い
て下さい。また、事前に生コン工場で耐寒剤を用いた

M1

コンクリートの配合試験を行うと思いますので、その
際に20℃養生で材齢初期の1日、3日、7日の圧縮強度

T2

時間

積算温度(ﾟD･D)

図－2

(b)

M2

積算温度

強度発現との関係

を把握しておくと、現場で圧縮強度の予測を行うとき
に役立ちます。また、水セメント比と耐寒剤の添加量

積算温度(ﾟD･D)

から強度を推定する式を当チームで提案 4)しており、
参考にしていただければと思います。

式(2)

おわりに
耐寒剤はコンクリートの凍結を防ぐ混和剤と勘違い

−10

される場合がありますが、現在の使用範囲ではコンク

10

式(1)

0

温度
(℃)

図－3
図－3温度と積算温度の関係
温度と積算温度の関係

リートの凍結温度を2～3℃程度低下させる効果しかな
く、重要となるのは低温環境下における硬化促進作用
によって初期凍害を防ぐ効果です。また、簡易なシー
ト養生とすることが可能でありますが、設置や管理を
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