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給水養生の適用効果の評価手法を確立することを目的に，湿潤養生条件が普通ポルトランドセメントを

用いたコンクリートの圧縮強度発現に及ぼす影響評価手法を提案した．本手法は，コンクリートの保水状

態がセメント鉱物の水和反応速度に及ぼす影響を考慮して算定した水和生成物容積により圧縮強度発現特

性を評価するものである． 

本研究では，本手法の各種ポルトランドセメントへの適用拡大を試みた．検討の結果，セメントの種類

による水和速度の相違および保水状態の影響の差異を考慮した補正を行うことで，種々のポルトランドセ

メントへ適用可能な統一的な評価手法を提案した． 
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1. はじめに 
 
コンクリートが所要の強度，耐久性，ひび割れ抵抗性

等の性能を確保するためには，硬化初期において適切に

養生を行うことが重要である．すなわち，所要の性能を

発揮するために必要なセメントの水和が達成されるよう

に，コンクリートの打込み後一定期間，適切な温度で湿

潤状態に保つ必要がある．特に，耐久性を確保する観点

から，コンクリート表層部の鉄筋のかぶり部が所要の物

質移動抵抗性を有している必要があり，養生の良否が大

きく影響することが容易に推察される．土木学会コンク

リート標準示方書1)，日本建築学会建築工事標準仕様

書・同解説JASS5鉄筋コンクリート工事2)等の標準類では，

セメント種類，日平均気温，構造物の供用期間の級等に

応じた湿潤養生期間の標準が示されている．これらの湿

潤養生期間が終了した時点ではセメントの水和は不十分

であり，当然ながら，コンクリートは，所要の強度，耐

久性は発揮していない．したがって，構造物の置かれる

環境条件によっては，その後のセメントの水和反応が十

分進行せず，所要の性能に達しない可能性も考えられ，

条件によっては，湿潤養生期間の延長も必要と言える． 
一方，近年ひび割れ制御，低減を目的に中庸熱あるい

は低熱ポルトランドセメント（以下，中庸熱および低熱

セメント）などの低熱型セメントを一般的な鉄筋コンク

リート構造物へ適用する事例も増加しつつある．従来，

低熱型セメントは，ダムコンクリートに代表される無筋

のマスコンクリートへの適用が主であり，湛水養生や養

生マットによる養生も比較的容易であったと推察される．

このように，適用する構造物によって適切な養生条件が

異なることもあり，土木学会標準示方書では，中庸熱セ

メントや低熱セメントを使用する場合の湿潤養生期間の

標準は示していない．これらの低熱型セメントは，普通

ポルトランドセメント（以下，普通セメント）に比べて

水和反応速度が遅く初期強度が低いため，所要の性能を

発揮させるためには，より長期間の湿潤養生を行うこと

が必要であると推察される． 
以上のように，コンクリート構造物の性能を確実に確

保するためには，できる限り長く湿潤養生を行うことが

望ましい．湿潤養生においては，水分逸散を防ぐだけで

はなく（以下，保水養生），積極的に水を供給し十分な

水がコンクリート中に保たれた状態を維持すること（以

下，給水養生）が重要である．土木学会標準示方書では，

用語の定義の解説において，湿潤養生とは，「セメント

の水和に必要な水を，打込んだコンクリートから逸散さ

せないだけでなく，必要量だけ確保するために行う養生

である．」としている．また，日本建築学会の暑中コン
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クリートの施工指針・同解説3)では，保水養生と位置付

けられる封緘養生では，圧縮強度および炭酸化に対する

抵抗性を得るための効果が水中養生に比較して少ない，

という調査結果を引用し，暑中コンクリートにおける養

生は，原則として給水養生を行うものとしている．さら

に，給水養生が現実的でない場合には，次善の策として

シート養生などの保水養生を行うこととしている． 
以上のように，湿潤養生は，給水養生が原則とされる

が，通常のコンクリート構造物の鉛直面等における給水

養生の実施は必ずしも容易ではなく，確実に実施する場

合，工期の遅延，工事費の上昇を伴うことも想定される．

したがって，給水養生による効果を定量的に評価し，実

施期間等を合理的に選定することが必要である． 
以上のような観点から，著者らは，各種セメントを用

いたコンクリートの種々の湿潤養生条件下における圧縮

強度発現特性を調査した4)．さらに，これまで湿潤養生

条件が普通ポルトランドセメントを用いたコンクリート

の強度発現に及ぼす影響評価手法を提案してきた5)．提

案した評価手法は，養生条件による保水状態の差異がセ

メント鉱物の水和反応速度に及ぼす影響を考慮すること

で，種々の養生条件下の圧縮強度発現特性を予測するも

のである．  
本研究では，提案した評価手法の各種ポルトランドセ

メントを用いたコンクリートへの適用拡大を試みた． 
 
 

2. 湿潤養生条件が圧縮強度発現に及ぼす影響 
 
(1) 使用材料およびコンクリートの配合 

使用材料の一覧を表-1に示す．セメントは，4種類の

ポルトランドセメントを使用した．セメントの品質およ

び鉱物組成を表-2に示す．ここで，セメントの品質は，

JIS R 5201により測定し，鉱物組成は，蛍光X線分析で測

定した化学成分からボーグ式により算定したものである．

これらの材料は，コンクリートを製造したレディーミク

ストコンクリート工場で使用されている一般的な品質の

ものである．コンクリートの配合を表-3に示す．打込み

時のスランプおよび空気量の目標値は，それぞれ8.0±
2.0cm，4.5±1.0％とした．水セメント比，単位粗骨材量

および混和剤添加率を一定とし，目標のスランプが得ら

れるようにセメントの種類に応じて単位水量を調整した．

表に示すように，単位水量は，早強セメントでやや大き

表-3 コンクリートの配合 

単位量（kg/m3） 
セメ 
ント 
の 
種類 

水セ

メン

ト比
W/C
(％) 

細骨

材率
s/a 

(％) 

水 
W 

セメ

ント 
C 

細 
骨 
材 
S 

粗 
骨 
材 
G 

混 
和 
剤 

普通 43.1 157 286 802 2.86 

早強 42.9 159 289 794 2.89 

中庸熱 43.5 156 284 813 2.84 

低熱 

55.0 

43.1 157 286 821 

1073

2.86 

 

表-1 使用材料 

材料 種  類 仕 様 

普通 密度 3.16g/cm3 

早強 密度 3.14g/cm3 

中庸熱 密度 3.21g/cm3 

セメ 
ント 

C 

ポルト 
ランド 
セメント 

低熱 密度 3.22g/cm3 

S1 陸砂（70％） 
茨城県鹿島産 

密度 2.60g/cm3 
吸水率:1.20%，F.M.2.24 

細 
骨

材 
S S2 砕砂（30％） 

栃木県佐野産 
密度 2.70g/cm3， 
吸水率:1.18%，F.M.3.07 

粗骨材
G 

砕石 
茨城県石岡産 

最大寸法 20mm 
密度 2.67g/cm3， 
吸水率:0.55%，F.M.6.54 

AE減水剤 リグニンスルホン酸 
化合物 混和剤 

Ad. 
AE剤 界面活性剤 

 

表-2 セメントの品質および鉱物組成 

試験値 
項目 

普通 早強 中庸熱 低熱 

密度(g/cm3) 3.16 3.14 3.21 3.22 

比表面積 
(cm2/g) 3,300 4,470 3,150 3,530 

1d － 26.5 － － 

3d 29.8 46.4 20.4 － 

7d 45.2 58.1 29.4 20.3 

28d 65.2 69.4 59.8 59.9 

圧縮 
強さ 

(N/mm2) 

91d － － － 82.4 

C3S 54 64 42 29 

C2S 21 12 36 53 

C3A 9 8 4 3 

鉱物 
組成 

mi 
(％) 

C4AF 9 8 13 9 
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くなっている．水セメント比は，一般的な環境下の鉄筋

コンクリート構造物へ使用されるコンクリートの上限値

を想定して設定した． 
 
(2) コンクリートの練り混ぜ方法 

コンクリートの練混ぜは，レディーミクストコンクリ

ート工場で行った．ミキサは，容量3.0m3の2軸強制練り

ミキサであり，材料一括投入後60秒間練り混ぜた．コン

クリートの製造量は3.5m3とし，1.75m3/バッチで2バッチ

練り混ぜた．コンクリートの工場から供試体作製場所ま

での運搬は，トラックアジテータを用いた．運搬距離は， 
5km程度で，運搬時間は，30分以内であった． 
荷卸時のコンクリート温度は，21.0～23.0℃であり，

スランプ，空気量が所要の値であることを確認した後，

20±2℃の恒温室で供試体の作製を行った． 

 
(3) コンクリートの養生方法 

コンクリートの養生条件を表-4に示す．養生条件とし

て湿潤状態に関する条件のみ変化させ，養生温度は，全

て20±2℃で一定とした．ここで，湿潤状態に関する条

件として，外部と水分の出入りのない封緘養生と水中養

生の2とおりとした．ここで，封緘養生は，給水養生が

現実的でない場合に次善の策として実施される型枠存置

による養生を想定し，水中養生は，水の供給が十分と考

えられる理想的な給水養生という位置付けである．  
封緘養生の期間は，2007年制定土木学会コンクリート

標準示方書1)の湿潤養生期間の標準の日平均気温15℃以

上の場合と同じ日数に設定した（以下，便宜的に示方書

養生と表示）．中庸熱および低熱セメントの場合，セメ

ントの圧縮強さが普通セメントの材齢5日と同等となる

材齢まで封緘養生を行うこととした．封緘養生期間を

表-5に示す．また，封緘養生期間の影響を評価するため

に，示方書養生の期間の60％程度と短縮した養生期間

（以下，短縮養生）とした条件も選定した．ここで，短

縮養生の期間は，型枠を取りはずしてよい圧縮強度に達

すると考えられる材齢を想定して設定した．封緘養生は，

打込み直後に露出部をポリエチレンシートで覆って水分

逸散を防ぎ，養生期間終了まで型枠内に存置する条件と

した．封緘養生中に水分の出入りがないことは，打込み

時と脱枠時の質量により確認している． 
水中養生期間は，給水養生の適用期間の影響を評価す

るために，1，2および3週間（以下，水中1，2，3W）と

した．ここで，セメントの水和反応の上では給水養生は，

なるべく早く開始することが望ましい．すなわち，型枠

脱枠に必要な強度が得られたらなるべく早く脱枠し，給

水養生を開始することが望ましい．この観点から，水中

養生開始までの養生は，短縮養生とした．すなわち，短

縮養生終了後，所定の期間水中養生を実施した． 
所要の養生終了後，試験までの期間，供試体は，20±

2℃相対湿度60±5％の恒温恒湿室に保管した．なお，水

分供給が十分な基準となる養生条件として，試験までの

期間20±2 ℃の水中養生を行う条件（以下，標準養生）

も採用した． 
 

(4) 試験項目および試験方法 

試験項目および試験方法を表-6に示す．圧縮強度と物

質移動抵抗性等の耐久性にかかわる性能は，必ずしも対

応しないことが指摘されており6)，様々な性能を総合的

表-6 試験項目および試験方法 

試験項目 試験方法 

供試体質量 
圧縮強度用の供試体の質量を，打込み直

後，脱枠時，圧縮強度試験直前および養

生終了直後（気中保管開始時）に測定 

圧縮強度 

JIS A 1108に準拠，φ10×20cm 
材齢7，28，91，182日および短縮養生，

示方書養生終了直後 
*)水中養生の場合，材齢7日は未実施 

 

表-4 養生条件 

養生条件 記号 

材齢2日で脱枠後，水中養生（20±2 ℃） 標準養生

養生期間：標準示方書の湿潤養生期

間の標準 
養生方法：封緘養生（20±2℃） 

示方書 封

緘

養

生 養生期間：標準示方書の湿潤養生期

間の標準の60%の期間 
養生方法：封緘養生（20±2℃） 

短縮 

短縮養生＋水中養生（同上）1週間 水中1W 

短縮養生＋水中養生（同上）2週間 水中2W 

水 
中 
養 
生 

短縮養生＋水中養生（同上）3週間 水中3W 

 

表-5 封緘養生期間 

養生日数（日） 養生 
条件 普通 早強 中庸熱 低熱 

示方書 5 3 9 12 

短縮 3 2 5 7 
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に評価することが必要である．本研究では，養生条件の

違いが圧縮強度発現特性に及ぼす影響を評価することと

した．また，湿潤状態を定量的に把握するため，打込み

時，湿潤養生終了時および圧縮強度試験直前に供試体の

質量を測定した．なお，圧縮強度試験は，質量測定後直

ちに実施しており，供試体の水分調整は行っていない． 
 

(5) 試験結果および考察 

a) 質量変化測定結果 
材齢と質量変化率の関係を図-1に示す．示方書養生，

短縮養生では，封緘養生期間終了後，比較的速く水分逸

散が進行し，材齢28日で2％程度以上と大きな質量減少

が生じている．中庸熱，低熱セメントでは，セメントの

圧縮強さ発現に応じて封緘養生期間を延長したが，普通，

早強セメントと比較して質量減少率は大きくなっている． 
水中養生の実施および実施期間を延長することにより，

乾燥開始材齢の遅延および水中養生による吸水により，

若材齢時の急激な水分逸散を防ぐとともに，長期的な質

量減少率も低減されている．つまり，水中養生によって，

示方書養生，短縮養生と比較してコンクリートに保持さ

れている水分を高く，また，保持される期間を延長する

ことが可能である．標準養生では，長期にわたって質量

増加が見られ，吸水が長期間継続していることがわかる． 
b) 圧縮強度試験結果 

材齢と圧縮強度の関係を図-2に示す．示方書養生，短

縮養生は，材齢28日までは水中養生と大きな差は見られ

ないが，長期の強度増進がほとんど見られず，材齢の経

過とともに水中養生との差が大きくなっている．特に，

中庸熱，低熱セメントと強度発現の遅いセメントほど水

中養生との差が大きくなっている．今回，低熱型セメン

トでは，セメントの圧縮強さが普通セメントと同等とな

る材齢まで封緘養生を行ったが，部材寸法が小さく封緘

養生後の乾燥の進行が早くなる構造物では，より長い封

緘養生期間を確保することが必要であると考えられる．

いずれのセメントも水中養生の実施および実施期間の延

長により圧縮強度増進が大きくなっており，その効果は

明確である．その効果は，早強セメントほど大きく，低

熱型セメントほど小さくなっている． 
示方書，短縮養生，水中養生では，いずれも材齢28日

で圧縮強度が増加し，長期的に減少する傾向が見られる．

これは，湿潤養生終了に伴う乾燥によって圧縮強度が見

かけ上増加することによると考えられる7)．したがって，

既報5)と同様，次章以降の圧縮強度発現特性の評価にお

いては，示方書養生，短縮養生および水中養生の材齢28
日の圧縮強度の試験値は，除外することとした． 

普通セメント，W/C：55％
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3. 強度発現特性の水和反応に基づく評価手法 

 

(1) 概要 

既報5)において普通ポルトランドセメントを用いたコ

ンクリートの強度発現に及ぼす湿潤養生条件の影響に関

し，水和反応に基づく評価を試みた．すなわち，水中養

生における非結合水量に対する各湿潤養生条件における

非結合水量の比率を保水率と定義し，保水率の低下とと

もにセメント鉱物の水和反応速度が低下し，さらに，あ

る保水率以下に低下すると見かけ上水和が停止すると仮

定して水和生成物容積を算定した．この方法により算定

した水和生成物容積と圧縮強度の間には高い相関が見ら

れ，湿潤養生条件が強度発現特性に及ぼす影響を評価可

能であることが明らかとなった． 
本報告では，既報5)と同様，水和生成物容積による圧

縮強度発現特性の評価を試み，鉱物組成の異なる各種ポ

ルトランドセメントへの適用拡大を試みた． 
 

(2) 水和反応に基づく評価手法概要 

 湿潤養生条件が強度発現に及ぼす影響の水和反応に基

づく評価手法の概要および各種ポルトランドセメントへ

の適用に当たっての考え方を以下に示す． 

a) 水和反応式 

水和生成物容積および結合水量の算定に当たり，以下

に示すセメント鉱物の化学反応式を採用した8),9),10)． 
2C3S＋6H → C3S2H2＋3CH                           (1) 
2C2S＋4H → C3S2H3＋CH                            (2) 

C3A＋3CSH2＋26H → C3A・3CS・H32                 (3) 
                            2C3A＋C3A・3CS・H32＋4H 

→ 3(C3A・CS・H12)                      (4) 
C4AF+3CSH2＋27H → C3AF・3CS・H32＋CH         (5) 

                           2C3A＋C3AF・3CS・H32＋4H 
→ 3(C3AF・CS・H12)＋2CH                (6) 

C3A＋CH＋12H → C3A・CH・H12                      (7) 
C4AF+ 2CH＋10H → C3AH6-C3AFH6                    (8) 

ここで，C：CaO，S：SiO2，A：Al2O3，F：Fe2O3，

CH：Ca(OH)2，H：H2O，S：SO3である． 
b) 水和反応速度 

各鉱物の水和反応は，相互依存性があり，セメントの

種類すなわち鉱物組成によって各鉱物の水和反応速度が

異なることが知られている8)．さらに，主要鉱物間の反

応相互依存性を考慮した水和発熱モデルも構築されてい

る11),13).．厳密には，セメントの種類毎に各鉱物の水和反

応速度を与える必要があるが，ここでは，評価手法の単

純化のために，圧縮強度の測定結果を基に水和生成物容

積の算定結果を補正することで各鉱物の水和率の差異を

考慮するという方針を採用することとした．すなわち，

水中養生における各セメント鉱物の水和率は，セメント
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の種類によらず図-3に示す普通ポルトランドセメント中

のセメント鉱物の水和速度12),13)に基づくと仮定した．ま

た，同様の理由によりセメント鉱物の反応の相互依存性

は考慮せず，それぞれの化学反応が独立して図-3に示す

速度で進行するとした．以下，図-3に示す水和率を基準

水和率と呼び，鉱物 i の材齢 t における基準水和率をRi(t)
と表すこととする． 
ここで，既往知見8)から，式(3)および(5)のエトリンガ

イトの生成反応は，材齢1日以内に終了し，式(4)および

(6)のモノサルフェートへの転移反応は，材齢1日以降，

図-3に示すC3AおよびC4AFの反応速度でそれぞれ進行す

るものとした．なお，石こうの添加率は，いずれのセメ

ントも質量で3％と仮定し，式(3)および(5)で同量の石こ

うが消費されるものとした． 
c) 水和生成物容積および結合水量の算定 

水和生成物容積は，セメント鉱物と水和生成物の分子

量，密度（表-7および表-8）および水和率から理論的に

算定した10)．ここで，セメント鉱物容積に対する水和生

成物の容積変化率Priは，小田部・岸9),14)によって算定さ

れている値を採用した．各鉱物の結合水比wriは，化学反

応式から算定した．容積変化率とともに表-9に示す． 
材齢 t における単位容積（1m3）当たりの水和生成物

容積Vr(t)および結合水量Wr(t)は，水和生成物の容積変化

率Pri，結合水比wriおよび材齢 t における鉱物 i の水和率

Ri(t)から次の式により算定する． 
Vr(t)＝Σ(mi・C／ρi・Ri(t)・Pri)                                (9) 
Wr(t)＝Σ(mi・C／ρi・Ri(t)・Wri)                            (10)  

ここに，miは鉱物組成（％），Cは単位セメント量

（kg/m3），ρiはセメント鉱物の密度（g/cm3）である． 
d) 保水率の算定 

基準となる水中養生における非結合水量Wfw(t)に対す

る各養生条件 j における非結合水量Wfj(t)の比率を保水率

ωj(t)と定義し，次の式により算定する．ここで，非結合

水量とは，全水量から結合水量を差し引いた値とする． 
ωj(t)＝Wfj(t)／Wfw(t)・100                                   (11) 

また，Wfw(t)およびWfj(t)は，次の式により算定される． 
Wfw(t)＝W0－Wrw(t)＋Waw(t)                                  (12)  
Wfj(t)＝W0－Wrj(t)－Wdj(t)                                    (13) 

ここに，W0は，初期水量である単位水量（kg/m3）を，

Waw(t)は，水中養生時の吸水量を，Wdj(t)は，養生条件 j に
おける逸散水量を表す．また，Wrw(t)およびWrj(t)は，そ

れぞれ水中養生および養生条件 j の結合水量であり，式

(10)により算定する． 
e) 水和反応速度に及ぼす保水率の影響評価 

水和速度に及ぼす保水率の影響を基準の水和速度に低

減係数βを乗ずることで表した． 
dRij(t)／dt＝β・dRi(t)／dt                                      (14) 

 

 
ここに，Rij(t)は，養生条件 j の材齢 t における水和率を

表す． 
化学反応速度は，反応物質の濃度に比例するという基

本的な反応速度論に基づけば，低減係数βは，コンクリ

ート中の水和に寄与する水の量に比例すると表すことが

できる．ここでは，水和に寄与する水の量を表現するた

めに，保水率がある値（水和停止保水率ωu）以下になる

と，水和が停止すると仮定した．保水率と低減係数βの
関係は，図-4のように表され，養生条件 j の材齢 t にお

ける低減係数β(ωj(t))は，次の式により算定される．  

表-7 セメント鉱物および二水石こうの密度 

鉱物 i C3S C2S C3A C4AF CSH2 

密度 ρi 
(g/cm3) 3.15 3.26 3.04 3.77 2.32 

 
表-8 水和生成物の密度 

水和物 密度 
(g/cm3) 水和物 密度 

(g/cm3)

C3S2H2 2.71 C3A・3CS・H32 1.73 

CH 2.24 C3A・CS・H12 1.99 

C3A・CH・H12 2.15 C3AF・3CS・H32 1.77 

C3AH6-C3AFH6 2.77 C3AF・CS・H12 2.08 

 
表-9 各鉱物の結合水比および固相容積変化率 

鉱物 C3S C2S C3Am C4AFm C3A C4AF

wri 
結合水比* 
(質量比) 

0.75 0.68 2.03 1.74 1.22 1.58 

Pri 
容積変化率

1.55 1.51 1.20 1.53 1.74 1.75 

*）C3Am，C4AFmは，C3AおよびC4AFに対する比 
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β(ωj(t))＝1－(100－ωj(t))／(100－ωu)                  (15) 
なお，低減係数βおよび水和停止保水率ωuは，各鉱物

により異なり，さらには，鉱物組成にも影響されると考

えられる．ここでは，評価手法の単純化，試験結果の解

析の簡略化のために，低減係数βおよび水和停止保水率

ωuは，セメント毎に鉱物によらず同一の値を与えること

とした．すなわち，解析によって求められる低減係数β
および水和停止保水率ωuは，それぞれのセメントの平均

的な値を示していることになる． 
f) 水和生成物容積の算定方法 

材齢の経過とともにセメントの水和，吸水または水分

逸散が進行し，保水率も変化することから，時間ステッ

プΔtで順次水和率を算定する方法を採用した．すなわ

ち，次の式に示すように，材齢 t における保水率ωj(t)に
対する低減係数β(ωj(t))から時間ステップΔtの水和率の増

分を算定し，材齢 t ＋Δtの水和率を求めた． 
Rij(t＋Δt)＝Rij(t)＋β(ωj(t))・{Ri(t＋Δt)－Ri(t)}                 (16) 

水和率Rij(t)が算定されれば，式(9)，(10)より水和生成

物容積Vrj(t) が算定できる． 
以上の算定フローを図-5に示す． 

g) 水和生成物容積による圧縮強度発現特性の評価 

コンクリートの強度発現機構は，複雑であり，様々な

数理解析的アプローチ・モデル化が行われているが9),13)，

単純には，水和生成物により空隙が充てんされることに

より強度が発現するという機構によると考えられる．こ

こでは，この観点からペースト容積に占める水和生成物

容積の割合を指標として，圧縮強度との相関性を評価す

ることとした．ここで，材齢tにおける水和生成物容積

Vrは，式(9)により算定され，ペースト容積Vpは次の式に

より算定される． 
Vp＝W0 ＋C／ρc                                       (17)  

ここに，W0およびCは，それぞれ単位水量および単位

セメント量（kg/m3），ρcは，セメントの密度（g/cm3）で

ある． 
図-6は，既報5)の普通ポルトランドセメントを用いた

場合の水和生成物容積／ペースト容積と圧縮強度の関係

を示したものであるが，良好な線形関係が見られる．な

お，水和生成物容積／ペースト容積という指標の異なる

なる水セメント比への適用性は未調査であり，今後の課

題としたい． 
 
 

4. 各種ポルトランドセメントへの適用検討 

 

(1) ポルトランドセメント種類毎の評価 

セメント毎に水和停止保水率ωuを変化させて直線回帰

し，回帰式の決定係数との関係を調べた．ここで，乾燥

によるみかけの圧縮強度の増加が見られた材齢28日の一

部のデータを除いた全データを用いた．水和停止保水率

ωuと回帰式の決定係数の関係を図-7に示す． 

普通セメント，水和停止保水率ωu：１５％

Ｆ = 99.0×Vr/Vp - 13.3
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図-6 水和生成物容積／ペースト容積と圧縮強度の関係 
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図-7から決定係数が最大となる水和停止保水率ωuを求

めた．図に示すように，普通ポルトランドセメントと同

様，いずれのセメントでも，決定係数は高く，水和生成

物容積／ペースト容積と圧縮強度が良好な線形関係にあ

り，水和生成物容積による評価は，おおよそ妥当である

と言える．決定係数が最大となる水和停止保水率ωuは，

セメントの種類により差が見られ，低熱型セメントほど

水和停止保水率ωuは高くなっている． 
上記解析で算定される水和停止保水率ωuは，セメント

の水和が実際に停止する保水率を表しているのではなく，

強度発現に及ぼす保水率の影響の度合いを表しているも

のと考えられる．つまり，セメントの種類によってゲル

空隙等に吸着している水量が異なり水和に寄与できる水

量に差異が生じているといった理由によるのではなく，

セメントの反応性の差異により保水率の低下が水和反応

速度に及ぼす影響感度が相違することによると推測され

る．図-7から求めた各ポルトランドセメントごとの水和

停止保水率ωuを用いて算定した水和生成物容積／ペース

ト容積と圧縮強度の関係を図-8に示す．図に示すように，

いずれのセメントにおいても，水和生成物容積／ペース

ト容積と圧縮強度は，良好な線形関係にあり，保水率の

影響を考慮して水和生成物容積を算定することで湿潤養

生条件の影響を評価可能であることがわかった．ただし，

水和生成物容積／ペースト容積と圧縮強度の関係は，セ

メントの種類によって異なっている． 
 

(2) セメントの種類の影響 

(1)に示すとおり，いずれのポルトランドセメントに

おいても水和生成物容積／ペースト容積と圧縮強度は，

良好な線形関係にあり，湿潤養生条件が強度発現特性に

及ぼす影響を定量的に評価可能であることがわかった．

通常の施工のコンクリートの品質管理において標準養生

（20±2℃の水中養生）により養生した供試体による圧

縮強度試験が実施されることもあり，セメント種類毎の

評価でも実用上は，差し支えないと考えられる． 

 

一方，水和生成物による空隙充てんに伴う強度発現機

構の観点から考えると，水和生成物容積／ペースト容積

と圧縮強度の関係は，セメントの種類によらず一定であ

ると考えられる．さらに評価手法の実用性，すなわち，

工事着手前の事前検討への適用性も考慮した場合，セメ

ントの種類によらない統一的な評価手法の確立が望まれ

る．このような観点から，セメントの種類による補正方

法を検討することとした． 
はじめに，水中養生における強度発現特性のセメント

の種類による差異を評価する． 
図-9は，水中養生における圧縮強度を抽出し，水和生

成物容積／ペースト容積と圧縮強度の関係を示したもの

である．全体的には，ほぼ直線関係にあるが，セメント

の種類による差異が見られる．同様に，セメントの圧縮

早強セメント，水和停止保水率：０％
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中庸熱セメント，水和停止保水率：２５％
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低熱セメント，水和停止保水率：３５％
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強さと水和生成物容積／ペースト容積との関係を示した

ものが図-10である．セメントの圧縮強さとコンクリー

トの圧縮強度試験結果は，以下のようなほぼ同様の傾向

が見られる． 
普通セメントは，長期材齢で他のセメントと比較して

圧縮強度および圧縮強さがやや低く，低熱セメントは，

やや高くなっている．早強セメントは，若材齢で他のセ

メントより高く，長期材齢では，平均的な値であり，中

庸熱セメントは，全材齢を通して平均的な値を示してい

る．以上のように，セメント試験で得られる圧縮強さの

傾向がコンクリートの試験においても明確に現れている． 
 

(3) セメントの種類による補正方法の検討 

(1)で把握されたセメント種類による差異は，前述の

とおり，各鉱物の水和反応の相互依存性に起因するセメ

ントの種類による各鉱物の水和反応速度の差異による．

また，ブレーン比表面積の水和反応速度への影響，水和

生成物の種類による強度寄与率の差異等の影響も考えら

れる．ここでは，これらの差異の主な要因は，各セメン

トの鉱物の水和速度と解析に用いた図-3に示す鉱物の水

和速度の差異にあるもの仮定して，図-9の圧縮強度の測

定結果を基に，セメントの種類による補正方法を検討す

ることとする．なお，厳密には各鉱物の水和速度を補正

する必要があるが，ここでは，評価手法の単純化のため

に，圧縮強度の測定結果を基に水和生成物容積の算定結

果を補正することで各鉱物の水和率の差異を考慮すると

いう方針を採用することとした．以下，補正方法の概要

を示す． 
たとえば，若材齢時においては，水和生成物容積／ペ

ースト容積の算定値に対して実測圧縮強度は，早強セメ

ントでは高めに，低熱セメントでは，低めになっている．

これは，早強セメントでは，実際には水和が早く進行し

ており普通セメントの水和反応速度を基準とした水和生

成物容積の算定値は，低めに算定しているためと考えら

れる．この影響を把握するために，図-9の回帰式を基に

圧縮強度の実測値から水和生成物容積を推測し，算定し

た水和生成物容積に対する比を補正係数γとして算定し

た．補正係数γの算定の一例を図-11に示す． 
ここで，水和生成物容積の算定は，図-3に示す普通ポ

ルトランドセメント中のセメント鉱物の水和速度に基づ

いた．したがって，補正係数γの算定では，普通セメン

トの関係式を基準とすべきである．しかし，長期材齢で

他のセメントに比べて圧縮強度が低く，必ずしも普通セ

メントが標準的な強度特性を有するセメントという位置

付けではないようである．図-3に示される当時の普通ポ

ルトランドセメントと現在流通している市販セメントと

の差異，微量混合物の影響等が考えられるが，ここでは，

各ポルトランドセメントの相対的な強度発現特性の差異

に基づいた補正を行うことに主眼を置くという観点から，

4種類のセメントの平均的な強度特性を基準とすること

とした．すなわち，図-9の全セメントの圧縮強度の測定

値の回帰式を基準に補正係数γを算定することとした． 
図-12に水和生成物容積／ペースト容積と補正係数γの

関係を示す．早強セメントは，材齢7日の若材齢時に大

きく，材齢とともに低減するのに対し，低熱セメントは，

若材齢時は低いが材齢とともに増大しており，セメント

の強度発現特性を反映している．中庸熱セメントも低熱

セメントと傾向的には同等といえるが，材齢に伴う
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図-9 水和生成物容積／ペースト容積と圧縮強度の関係 
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図-10 水和生成物容積／ペースト容積と圧縮強度の関係 
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変化が小さく，平均的な特性を示しているといえる．普

通セメントは，長期材齢で補正係数γが低下する傾向を

示しており，長期強度の増進が小さいという性質を示し

ている．同様の分析をセメントの強さ試験結果について

も実施した．図-13にセメントの強さ試験結果に基づく

水和生成物容積／ペースト容積と補正係数γの関係を示

す．コンクリートによる試験とセメントの強さ試験で水

セメント比および試験方法が異なるため，数値の差異は

あるが，各セメントの傾向は，おおよそ同様である．セ

メントの強さ試験で測定される圧縮強さの発現特性がコ

ンクリートの圧縮強度測定結果に明確に反映されている

と考えられる．したがって，今後，提案した評価方法の

多様なセメントへの適用を図る場合には，セメントの強

普通セメント，水和停止保水率：１５％
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さ試験の結果から補正係数γを推定できる可能性も高い

と言える． 
以下の検討では，コンクリートの圧縮強度試験結果を

基に，セメントの種類による補正方法の検討を行うこと

とする．図-12に示すように，セメント毎に水和生成物

容積／ペースト容積と補正係数γは，線形関係にある．

このことから，図-12から得られる回帰式から補正係数γ
を算定することとした． 
図-14に全データ（水中養生以外の材齢28日のデータ

を除く）について，補正係数γを乗じた水和生成物容積

／ペースト容積と圧縮強度の関係を示す．若材齢時の水

和率の低い領域において若干ばらつきは見られるが，セ

メントの種類，養生条件にかかわらずひとつの関係式で

表すことができている． 
図-15にセメントの種類毎の水和生成物容積／ペース

ト容積と圧縮強度の関係を示す．ここに示す回帰式およ

び水和生成物容積算定結果から，圧縮強度を算定し，実

測値とともに材齢との関係で示したものが図-16である．

示方書養生，短縮養生において計算値と実測値に若干の

差が見られているが，その他は，養生条件の影響を精度

よく推定できていると言える．特に，水中養生の実施，

およびその期間延長の効果は，セメント種類毎に良好に

推定されている． 
 
 

5. まとめ 

 
 封緘養生条件期間および水中養生の実施が各種ポルト

ランドセメントを用いたコンクリートの圧縮強度発現性

に及ぼす効果を把握した．また，既報6)で提案した保水

状態が普通ポルトランドセメントの水和反応に及ぼす影

響を考慮した養生条件の影響評価手法の各種ポルトラン

ドセメントへの適用拡大を試みた．本研究で得られた知

見を以下に示す． 
(1) 土木学会コンクリート標準示方書等で示される湿潤

養生期間封緘養生を行う条件では，養生期間終了後，

比較的速く水分逸散が進行し，材齢28日で2％以上

と大きな質量減少が生じた．中庸熱，低熱セメント

では，セメントの圧縮強さ発現に応じて封緘養生期

間を延長したが，普通，早強セメントと比較して水

分逸散速度，逸散量とも大きくなった． 
(2) 土木学会コンクリート標準示方書等で示される湿潤

養生期間封緘養生を行う条件では，圧縮強度は，材

齢28日までは水中養生と大きな差は見られないが，

長期的な増進がほとんど見られず，材齢の経過とと

もに水中養生との差が大きくなった．特に，中庸熱，

低熱セメントと強度発現の遅いセメントほど水中養

生との差が大きい． 
(3) いずれのポルトランドセメントも水中養生期間を延

長することによって圧縮強度の増進が見られた．圧

縮強度の増進の効果は，早強セメントほど大きく，

中庸熱，低熱セメントほど小さい． 

(4) 保水率の低下とともにセメント鉱物の水和反応速度

普通セメント，水和停止保水率：１５％
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図-16 材齢と圧縮強度の関係 
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が直線的に低下し，また，保水率がある値以下に低

下すると水和が停止するという仮定で算定した水和

生成物容積／ペースト容積と圧縮強度の関係は，い

ずれのポルトランドセメントにおいても良好な線形

関係にある． 
(5) 保水率が水和反応速度に及ぼす影響は，セメントの

種類により異なる．その影響は，セメントの強度発

現性に依存し，早強セメントほど小さく，中庸熱セ

メントや低熱セメントほど大きい． 
(6) 水中養生における各ポルトランドセメントの圧縮強

度試験結果に基づいてセメントの種類による強度発

現特性の補正を行うことで，養生条件がコンクリー

トの強度発現特性に及ぼす影響をセメントの種類に

よらず統一的に評価することが可能である． 
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ESTIMATION METHOD OF INFLUENCE OF MOISTURE CURING CONDITIONS 
ON STRENGTH DEVELOPMENT OF CONCRETE USING VARIOUS TYPES OF 

PORTLAND CEMENT 
 

Kazuto FUKUDOME, Yukinori FURUKAWA and Akira SHONO 
 

In order to establish the evaluation method of the effect of the water supply curing we proposed the es-
timation method of influence of curing condition on the compressive strength development behaviors of 
concrete using ordinary portland cement. This method evaluates the strength development behaviors of 
concrete under various moisture conditions  by the volume of hydration products calculated in considera-
tion of the influence of water retaining condition on the hydration velocities of cement.  

In this study, the applicability of this method for concrete using various portland cements was investi-
gated.  As a result of the investigation , the general estimation method applicable for various portland ce-
ments was established in consideration of the difference in hydration velocities and the influence of water 
retaining condition due to the kind of cement. 
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