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1.　は じ め に

　コンクリート工事における作業工程の中で，養生はコ
ンクリートの性能を発揮させるうえで極めて重要な工程
のひとつである。コンクリートが所要の性能，すなわち，
所要の強度，物理作用に対する抵抗性や物質移動抵抗性
等の耐久性を発揮するためには，セメントが十分に水和
することが前提となる。養生では，コンクリートが所要
の性能を確保するために必要な水和が達成されるよう，
所要の期間水和に必要な水分を供給するとともに，適切
な温度を保持することが必要である。湛水，水を含ませ
た養生マットの敷設が可能な水平面においては水分の供
給は可能であるが，鉛直面での養生は極めて困難である。
　以上の観点から，筆者らは，型枠取りはずし後のコン
クリートの鉛直面や傾斜面に，外部から水を供給する給
水養生が可能な浸水養生システムを開発した1）。
　本報告では，開発した浸水養生システムの位置付け・
意義を明確にするため，国内外の養生に関する規定を概
観するとともに，本システムで可能となる給水養生の効
果に関する研究の一例を示すこととする。次に，本シス
テムの概要，効果の評価および実構造物への適用例につ
いて紹介する。

2.　コンクリートの養生に関する規定

2.1 養生に関する我が国の規定
（ 1 ） 規定の変遷

　日本コンクリート工学協会のコンクリート基本技術調
査委員会養生 WG では，我が国の養生に関する技術基
準の変遷を 2010 年コンクリート年次大会の討論会資料

として取りまとめている2）。それによると，土木学会コ
ンクリート標準示方書（以下，示方書）では，昭和 6（1931）
年制定において既に養生に関する規定がある。露出面を
布，砂等で覆ってかつ散水し，7 日間湿潤状態に保つ必
要があり，また，せき板の乾燥の恐れがある場合は，こ
れに散水する必要がある，と規定している。建築工事に
関する規定はさらに歴史が古く，大正 12（1923）年制定
の建築工事仕様書において，打込み後 7 日間，降雨・温
度・直射日光に対する養生を行い，炎暑の場合には散水
が必要としている。明確な湿潤養生期間は，昭和 28（1953）
年制定の建築工事標準仕様書・同解説 JASS 5（以下，
JASS 5）に普通セメントで 5 日間，早強セメントで 3 日
間以上湿潤状態に保つ必要がある，と規定している。
　普通セメントを用いた場合の養生期間に着目すると，
示方書昭和 49（1974）年制定において 7 日から 5 日間に
変更され，以降，2007 年版まで同様である。建築学会
の JASS 5 では，1986 年改定で 7 日間に変更され，さらに，
1997 年改定で供用期間の級ごとに養生期間を設定して
いる。この改定で供用期間が短期・標準の場合，5 日間
に変更されている。
　既出の検討資料2）では，示方書の中でいくつか興味深
い記述があることを指摘している。昭和 24 年制定にお
ける「水和作用の観点から，理想は少なくとも 6 カ月間
湿潤養生に保つ必要がある」と昭和 49 年制定の「長期
間の養生は不経済，乾燥には相当の期間を有し，内部は
その間に硬化する。初期の効果が著しく，長期の養生は，
利益は少ない ｣ である。昭和 49 年制定の記述は，2007
年版の解説における記述内容にほぼ反映されている。た
だ，次の改定の昭和 61 年制定以降，2007 年制定まで， 

「内部はその間に硬化する」および「長期の養生は，利
益は少ない」という記述は見られないことを付け加えて
おく。
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　最後に，示方書に限定し，条文の解説の記述の変遷を
概観しておく。養生の目的の中に耐久性の確保という記
述が初めてなされたのは，平成 3 年制定からであり，さ
らに鋼材を保護する性能という記述は，次の平成 8 年制
定からである。ただ，耐久性確保ということが改めて強
調されているにもかかわらず，湿潤養生期間の標準は，
昭和 49 年以降変更されていない。前述したように，昭
和 49 年制定では，「内部はその間に硬化する」および「長
期の養生は，利益は少ない」という記述もあり，当時は，
表層部の耐久性の確保，鉄筋を保護する性能の確保とい
う概念は必ずしも重要視されていなかったことが想像さ
れる。すなわち，その時点から変更されていない現行の
示方書の湿潤養生期間の標準が，表層部の耐久性の確保
のうえで十分な期間であるか，その根拠は明瞭とはいえ
ないのである。
（ 2 ） 湿潤養生の定義

　（ 1 ）に示すように，土木学会，建築学会の基準にお
いて湿潤養生の期間が示されているが，ここでは，これ
らの基準で，湿潤養生がどのように定義されているかを
まとめておく。
　示方書3）では，養生の基本として養生方法を分類して
いる。養生の目的ごとに分類されているが，湿潤に保つ
ための養生として，水中・湛水・散水・湿布（養生マッ
ト，むしろ）・湿砂・膜養生を挙げている。さらに，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。必要量を定量的に示すのは困難であ
るが，養生においては，水分の逸散を防ぐだけでは不十
分で，外部から水の供給を行う必要があることを示して
いる。JASS 54）では，示方書と同様，湿潤に保つための
養生方法を挙げているが，その中で，透水性の小さいせ
き板による被覆も含まれており，「型枠存置は，湿潤養
生と考えてよい」としている。

2.2 諸外国の規準の一例
　ACI Committee 308 のレポート5），6）の記述を以下に紹
介する。
　CHAPTER 1 において次のように養生の定義がなされ
ている。十分な水と熱の存在下のセメントの継続的な水
和の結果，コンクリートが成熟し硬化特性を発揮するた
めに行われるプロセスを記述する用語として用いられる
としている。具体的には，コンクリートがそのポテンシャ
ルを発揮するのに必要なセメントの水和が達成されるよ
うに，水分と温度条件を維持する行為と定義されている。
また，養生は，コンクリートが所要の性能を達成できる
ように行うべきであると明記されている点が注目され
る。記述は次のようである。
　養生は，要求されるコンクリートの性能が発揮される
まで，あるいは，養生終了後コンクリートが自然環境に
曝される間にコンクリートが所要の性能を達成しうると
理論的に保証することができるようになるまで，継続す
べきである。
　養生条件から達成されるコンクリートの性能を理論的
に推論できるように，コンクリートの各種性能に及ぼす
養生の影響に関する実験データが示されており，本文中
には，養生期間の最小値は，要求される性能が達成でき
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表-1　最小の養生期間の推奨値5）

最小養生期間 
ASTM C 150 Type Ⅰ

（普通ポルトランドセメント） 7 日

ASTM C 150 Type Ⅱ
（中庸熱ポルトランドセメント） 10 日

ASTM C 150 Type Ⅲ
（早強ポルトランドセメント） 3 日

ASTM C 150 Type ⅣまたはⅤ
（低熱ポルトランドセメント）

（耐硫酸塩ポルトランドセメント）
14 日

混合セメント
ASTM C 595，C 845，C 1157
に準拠した混和材との併用使用

2.9 節参照
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ることを示す試験に基づいて設定すべきであると記述さ
れている。適用事例におけるデータがなく，打ち込まれ
たコンクリートの強度を保証するための試験を実施せ
ず，また，コンクリート温度が 10℃以上に維持される
場合に限って，表-1に示す推奨される最小の養生期間
を参照してよいとしている。

3．　コンクリートの養生の効果に関する研究

3.1 概　　　要
　コンクリートの養生効果に関する研究の歴史は古く，
多くの研究事例が存在する。ここでは，給水養生がコン
クリートの強度，耐久性に及ぼす効果に関する研究に限
定し，近年の研究の一例を紹介することとする。
3.2 給水・水中養生の効果に関する研究例

（ 1 ） 強度および耐久性に及ぼす水中養生の効果
　建築学会の暑中コンクリートの施工指針・同解説7）で
は，森永らが行った養生方法がコンクリートの圧縮強度
に及ぼす影響の調査結果を引用し，暑中コンクリートの
適切な養生方法を示している。同指針では，コンクリー
ト中の水分を制御する方法として，外部から水を供給す
る給水養生と練混ぜに使用した水を外部へ逸散させない
保水養生に大別して検討を加えている。上記の調査結果
では，外部への水の逸散を防止する封かん養生では，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ことを明らかにしている。特
に水セメント比が小さい場合には，封かん養生期間を長
くとっても，期間延長の効果は少ないとしている。この
ことから，暑中コンクリートにおける養生は，原則とし
て外部から水を供給する給水養生を行うものとし，給水
養生が実用的でない場合には，次善の策として養生剤，
シート養生などの保水養生を行うこととしている。
　同指針は，暑中コンクリートを対象とした施工指針で
あるが，一般的な気象条件における養生に関しても参考
となる有益な知見を示しているので，そのいくつかを紹
介する。

1）　水セメント比の影響
　ブリーディング特性は，水セメント比の影響を受け，
水セメント比が低い場合，ブリーディング量も少なく，
湧出から吸込み過程に移るまでの時間が短い。コンク
リート上面にブリーディング水が存在する間は，湿潤養
生が保持されていると見なせるとし，水セメント比が低
くコンクリート上面からブリーディング水が消失するま
での時間が短くなると湿潤養生の期間が実質上短くなる
と推論している。

2）　型枠取りはずし後の鉛直面の給水養生方法
　独立柱などでは，吸水性の材料を柱に紐で巻き付けて
水を吸わせ，蒸発防止のため，さらにその上から不透水
性のシートを巻き付ける方法により給水養生を行うこと
が可能である。しかし，シートをコンクリートに密着さ

せる必要があること，連続的に水を供給しなければ乾
燥・湿潤が繰り返されるため，ひび割れなどの問題が生
じること，などを指摘している。
（ 2 ） 長期耐久性に及ぼす影響に関する研究例

　岡崎らは，圧縮強度が決まれば物質移動抵抗性が一意
に決まるという単純な関係でないことの可能性を指摘
し，養生条件が強度と物質移動抵抗性に与える影響感度
を定量的に評価している8）。圧縮強度は，水和率にほぼ
一意に依存するのに対し，養生の相違による影響を受け
た空隙の連続性などの形態因子の相違には，ほとんど影
響を受けないことを確認している。一方，物質移動抵抗
性には，空隙の連続性などの形態因子の方が支配的であ
るとしている。これらの結果から，養生が強度に及ぼす
影響より，耐久性に関わる物質移動抵抗性に及ぼす影響
は相当に大きいとしている。

4．　浸水養生システムの概要

4.1 浸水養生システム開発の位置付け
　前章に示したとおり，水分逸散を防ぐだけでなく，外
部から積極的に水を供給する給水養生がコンクリートの
性能に及ぼす効果は，非常に大きいことは明らかである。
実施工においても型枠存置により水分の逸散を防ぐだけ
でなく，積極的に水を供給する給水養生を実施するのが
望ましい。しかしながら，スラブ上面やダム等のマスコ
ンクリートの露出面などは，湛水，水を含ませた養生マッ
トの敷設などが容易で給水養生は可能であるが，型枠を
取りはずした鉛直面や傾斜面での給水養生は極めて困難
とされていた。
　ここで紹介する浸水養生システムは，保水養生だけで
なく，外部から水を積極的に供給することを可能として
いる。
　建築学会の暑中コンクリートの施工指針・同解説の考
え方に浸水養生を追加した湿潤養生方法の区分を図-1
に示す。
4.2 浸水養生システムの概要

　浸水養生システムの概要を図-2に示す。また，浸水
養生システムの構成を写真-1に示す。養生の実施手順
の基本は，次のとおりである。
　①型枠および支保材や緊結材を取りはずす。②給水

湿潤養生 

保水養生 

湛水養生 

給水養生 
散水養生 

浸水養生 

不透水性せき板 

養生マット 

膜養生 

シート養生 

図-1　湿潤養生方法の区分
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ホースを取付け，浸水養生シートを仮留めする。③浸水
養生シートの下端部に 4 m 間隔で吸引口を取付ける。④
吸引器と吸引管を接続する。⑤浸水養生シート周囲端部
の気密性を確保した後，吸引器を稼働する。⑥給水ポン
プに接続した給水ホースから養生水を供給し，浸水養生
を開始する。
　なお，給水ホースは，延長 100 m まで均一に給水する
ことができる。浸水養生シートは親水性の不織布と気泡
緩衝シートの 2 層からなるシートで，保水性と保温性を
兼ね備えている。吸引器は，浸水養生シートとコンクリー
ト面の間の空気を吸引し，負圧（1.5 hPa）とすることで，
浸水養生シートをコンクリート面に押し付け，養生水を
確実にコンクリートに伝え，シート自体の落下を防ぐた
めに使用する。
　浸水養生期間は，型枠の存置期間を含めて，表-2に
示した湿潤養生期間を満足する期間とするが，型枠取りは
ずしの後，浸水養生を 1 週間以上実施することが望ましい。
　給水養生の管理は，コンクリートの吸水速度に応じて
養生開始から終了に到るまで一定量を間欠的に給水する。

浸水養生の給水方法は，以下の 2 点を基本とする。
　① 1 回の給水量は，対象範囲のコンクリート面全体が
濡れるのに必要な量を施工によって確認する。②給水間
隔は，コンクリート面が乾燥しない間隔とし，現場での
実施状況によって判断する。

5．　浸水養生システムの効果

5.1 概　　　要
　浸水養生システムの効果を確認するため，強度試験用
供試体および大型試験体を用いた実構造物レベルの実験
を実施した。
5.2 試 験 条 件

（ 1 ） 使用材料および配合
　使用材料の一覧を表-3に示す。セメントは，4 種類の
ポルトランドセメント（以下，普通，早強，中庸熱およ
び低熱セメント）および 2 種類の混合セメント（以下，
高炉 B，フライアッシュ B）を使用した。
　コンクリートの配合を表-4に示す。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。
荷卸し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，
試験体の打込みを行った。
（ 2 ） 大型試験体概要

　試験体は，厚さ 0.3 m，高さ 1.2 m，長さ 7.2 m の壁
状の試験体とし，長手方向に 1.2 m ごとに養生条件を変
化させた。
（ 3 ） 養生条件

　初期の養生方法の影響を評価するため，表-5に示す
ような 6 種類の養生条件を設定した。なお，表中の気中
養生は，強度用供試体では養生温度 20℃，相対湿度 60％
の恒温恒湿室での養生，大型供試体では温度，湿度を制
御しない屋内試験室での養生である。また，浸水 1 W，
2 W および 3 W の養生は，強度用供試体では標準水中

給水ホース 

吸引口 吸引管 

浸水養生シート 

吸引器 

給水ポンプ 

貯水タンク 

養生水の流れ 

コンクリート壁面 

図-2　浸水養生システムの構成

浸水養生シートの固定 吸引口と吸引管

給水ポンプと吸引器 浸水養生状況

写真-1　浸水養生システムの構成

表-2　湿潤養生期間の標準3）

日平均気温 普通 混合 B 種 早強 中庸熱注1） 低熱注1）

15℃以上 5 日 7 日 3 日 10 日 12 日
10℃以上 7 日 9 日 4 日 12 日 15 日
5℃以上 9 日 12 日 5 日 15 日 18 日

注 1）　筆者が追記

表-3　使 用 材 料

材　料 種　類 仕　様 

セメント
ポルトランド
セメント

普　通 密度 3.16 g/cm3 
早　強 密度 3.14 g/cm3 
中庸熱 密度 3.21 g/cm3 
低　熱 密度 3.22 g/cm3  

高炉セメント B 種 密度 3.04 g/cm3

混和材 フライアッシュ JIS A 6201 Ⅱ種
密度 2.25 g/cm3 

細骨材 

陸砂（70％）
茨城県鹿島産 

密度 2.60 g/cm3

吸水率 1.20%，F.M.2.24 
砕砂（30％）
栃木県佐野産 

密度 2.70 g/cm3

吸水率 1.18%，F.M.3.07 

粗骨材 砕石
茨城県石岡産 

最大寸法 20 mm
密度 2.67 g/cm3

吸水率 0.55%，F.M.6.54 

混和剤 
AE 減水剤 リグニンスルフォン酸化合物 
AE 剤 界面活性剤
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養生を行い，大型供試体では試験面をそれぞれ連続的な
給水による浸水養生を行い，所定の期間養生を実施した。
さらに，普通セメントにおける浸水養生の開始時期の影
響を評価するため，別途製作した大型供試体を用いて，
開始時期を 3 種類（2 日，3 日，4 日）に変化させ浸水
養生を 1 週間実施した。
　表-6に試験項目と試験方法を示す。
5.3 試 験 結 果

（ 1 ） 強度試験用供試体による評価
　図-3に材齢と圧縮強度の関係を示す9）。いずれの場合
も初期の湿潤養生以降気中養生した条件（示方書および
短縮）では，長期的な強度増進は，ほとんど見られない。
特に，中庸熱，低熱セメントなどの強度発現の遅いセメ

ントを用いた場合には，水中養生との差が大きい。今回，
中庸熱，低熱セメントでは，セメントの圧縮強さの試験
結果から，他のセメントと同等の圧縮強さが得られるま
で湿潤養生期間を延長したが，構造物の条件によっては，
より長い湿潤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期間を延長する
ことによって強度増進が大きくなっており，効果は明確
である。
（ 2 ） 大型供試体による評価

　材齢が 1 年経過した大型供試体において養生方法が異
なる各面に対し，リバウンドハンマーによる反発度を測
定し，次のような結果が得られている10）。
　反発度に関しては，示方書に則した養生に比べ浸水養

表-4　コンクリートの配合

セメントの種類 スランプ

（cm）

空気量

（％）

水セメント比
W/C

（％）

細骨材率
s/a

（％）

単位量（kg/m3）

水

W

セメント

C

フライ
アッシュ

F

細骨材　S 粗骨材

G

混和剤

（× C %）細砂 粗砂

普通

8.0 ± 2.0  4.5±1.5 55 

43.1 157 286 － 561 241

1 073 1.0

早強 42.9 159 289 － 556 238
中庸熱 43.5 156 284 － 569 244
低熱 43.7 154 280 － 575 246

高炉 B 43.4 153 279 － 567 243
フライアッシュ B 43.5 151 225 50 569 244

表-5　養 生 条 件

記号 養生条件
標準水中 標準水中養生（20℃）
示方書 示方書養生＋気中養生
短縮 短縮養生＋気中養生

浸水 1 W 短縮養生＋浸水養生 1 週＋気中養生
浸水 2 W 短縮養生＋浸水養生 2 週＋気中養生
浸水 3 W 短縮養生＋浸水養生 3 週＋気中養生
・示方書養生とは表-2 に示す養生期間で脱型
・短縮養生とは示方書養生期間の 6 割で脱型

表-6　試験項目および試験方法

試験項目 試験方法

供試体 圧縮強度
JIS A 1108，φ 10×20 cm
材齢 7，28，91，182 日
および初期養生終了時

大型試験体
促進
中性化試験 試験体から採取したコア供試体 

表層透気試験 ダブルチャンバー方式（Torrent 法）

普通セメント，W/C：55％
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図-3　材齢と圧縮強度
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生の方が反発度は小さくなる傾向を示し，強度用試験体
における圧縮強度試験結果とは異なる傾向を示した。し
かし，材齢 26 週で採取したコアの中性化促進試験結果

（促進期間 13 週）では，示方書に則した養生に比べ浸水
養生の方が中性化深さは小さくなる傾向を示している。
特に，フライアッシュ，中庸熱，低熱セメントを用いた
場合にその傾向が顕著であった。
　普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートの表
層品質を確認するため，ダブルチャンバー法（Torrent
法）による透気試験を実施した。なお，試験体材齢は屋
内養生約 4 カ月である。試験結果を図-4に示す。浸水
養生を 1 週間行うことで，型枠養生（養生期間 5 日）よ
りも透気係数は小さくなり，コンクリート表層の品質が
向上した。ただし，浸水養生の開始時期による透気係数
の差異は認められない。以上より，標準期間型枠内で養
生されたコンクリートよりも，浸水養生を行ったコンク
リートの方が透気係数が小さく，透気性のグレードで 1 弱，
コンクリート表面の緻密性が向上することがわかった。
（ 3 ） 浸水養生の管理仕様に関する試験
1）　コンクリートの吸水試験

　浸水養生を効果的に実施するためには，給水管理の目
安を得る必要がある。コンクリート供試体の吸水試験11）

から次の項目を給水管理の方針とした。
・吸水量を多くするためには，浸水養生をできるだけ早

い時期に実施する。
・浸水養生の実施期間は，型枠脱型後から 1 ～ 2 週間ま

でとする。
・型枠存置期間およびセメント種類の影響は小さい。
・浸水養生シートは，水を保持できることから，浸水養

生期間中，養生水を常時給水させる必要は無く，日当
たりの給水回数は浸水養生開始日には 10 回程度，次
第に回数を減らし 1 週以降は 2 回/日程度で良い。
2）　間欠給水による大型供試体試験

　浸水養生の給水を連続的ではなく表-7に示した間隔
で間欠給水した場合の材齢 28 日および 91 日において，
リバウンドハンマーによる反発度を測定した（図-5）。
連続給水の場合には，型枠養生に比べ浸水養生の反発度
が低下するケースも認められたが10），間欠給水で浸水養
生した場合，型枠養生と浸水養生の反発度は同等の値が
得られている。ただし，浸水養生開始時期による反発度
の差異は認められなかった。
　

6．　浸水養生工法の適用事例

6.1 道路 2車線断面トンネルでの実施例
　国土交通省北陸地方整備局発注の能越道氷見第 10 ト
ンネル工事において，覆工コンクリートに浸水養生シス
テムを採用するうえで，アンカー等の埋設物を利用する
ことなく浸水養生シートを展張する方法を確認するた
め，実証実験を行った。
　トンネルは，幅員 10 m，高さ 7 m，内空断面積 78 m2

の道路 2 車線断面トンネルである。覆工コンクリートの
施工単位は 1 スパン 10.5 m（養生面積約 200 m2）であり，

0.01 0.10 1.00 10.00
5 日脱型

2日脱型 1週浸水

3日脱型 1週浸水

4日脱型 1週浸水

表層透気係数KT（10－16 m2）

透気性評価
（グレード） 良 (2) 一般 (3) 劣 (4)

図-4　透気係数測定試験結果（普通）

表-7 　間欠給水の例

養生日 ～ 6 時間 6 時間　
　～1 日 2 ～ 3 日 4 ～ 5 日 6 日～

給水間隔 1 時間 3 時間 4 時間 6 時間 8 時間

2 日脱型
1週浸水

25
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45

反
発
度

3 日脱型
1週浸水

4日脱型
1週浸水

3日脱型
気中

5日脱型
気中

材齢 91 日

材齢 28 日

図-5　間欠給水した場合の反発度（普通セメント）
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図-6　トンネルでの浸水養生システムの構成

写真-2　浸水養生シート展張完了状況
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今回の実証実験は 2 スパンにわたって施工を行い，6 名
の作業グループで，1 スパン当たり 1 時間強で浸水養生
シートを展張した。システム概要図を図-6に示す。
　写真-2に示すように専用のシート展張台車を用いる
ことで，安全かつ確実に浸水養生シートを展張すること
ができた。本来は脱型直後のコンクリートに対し養生実
験を行うべきであるが，施工の都合上，材齢約 1 カ月の
コンクリートを対象として実験を行った。
　養生シート展張後は天端からの給水を行い浸水養生を
実施した。覆工コンクリート表面の温湿度結果を図-7
に示す。測定期間中コンクリート表面の温度は 20℃，
湿度はほぼ 100％と安定しており，コンクリート表面に
水膜が形成されていることを目視によって確認したこと
から十分な浸水養生ができたと判断している。
6.2 浄水場調整池の実施例

　神奈川県川崎市上下水道局発注の生田浄水場調整池等
築造工事に適用した。本工事では，温度ひび割れを制御
するため，低熱ポルトランドセメントを用い，ひび割れ
誘発目地を設けている。この調整池外壁に対して浸水養
生システムを適用した（写真-3）。

　調整池の平面寸法は 36.7 m×40.7 m で，浸水養生シ
ステムを 2 セット使用し，4 名からなる作業グループを
2 組編成した。1 セットの施工延長は 63.5 m，養生高さ
2.5 m で養生面積は約 160 m2 であった。
　浸水養生の作業は，浸水養生シートのカットなどの準
備に 1.5 時間，シートと給水ホースの取付けに 2.5 時間，
吸引口，吸引管の取付けに 2 時間を要し，型枠取りはず
しの 6 時間後には浸水養生を開始した。
　実構造物に対する測定として，外壁のひずみ測定とリ
バウンドハンマーによる反発度を測定した。
　ひずみの測定は，浸水養生実施箇所と脱型後養生しな
い箇所について実施した。型枠取りはずし後，コンタク
トゲージ用のプラグを水平方向と鉛直方向に設置し，浸
水養生開始直前から適時測定した。ひび割れ発生の危険
性を評価するための拘束ひずみは，自由ひずみと考えら
れる鉛直方向ひずみと水平方向のひずみとの差から求め
た。測定結果を図-8に示す。構造物に生じるひずみは，
種々の応力や収縮によって複雑な挙動を示していると考
えられるが，単純にコンクリート表面の拘束ひずみと判
断すると，浸水養生による拘束ひずみは 26×10－6 減少
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しており，ひび割れ発生ひずみを 150×10－6 とすると，
ひび割れ抑制効果が確認できる。
　また，浸水養生シート内および外気温の測定結果は 
図-9に示すように，浸水しても外気温より高く，保温性
があり，長期的には気温の日変動の影響を抑制している。
6.3 シールドトンネル立坑の実施例

　国土交通省東北地方整備局発注の一般国道 45 号仙台
東部（原町）共同溝工事の一部である坂下立坑は，4 階
構造となっており，各階の内壁面に材齢 3 日で型枠を取
りはずした後，浸水養生を適用した。
　本工事では，温度ひび割れを抑制するために，高炉セ
メント B 種を用いた膨張コンクリートを使用した。また，
材齢 3 日で型枠を取りはずした後，1 カ月間，気泡緩衝
シートを張り付け，封かんおよび保温養生を講じること
としていた。そこで，封かん養生に替わる浸水養生シス
テムを提案した。
　1 階の内壁の施工延長は 15 m，高さ 2.3 m で養生面
積は 35 m2 である。浸水養生システムは 1 セットとし，
給水ポンプは地上に，吸引器は各施工段階での床上に設
置した。浸水養生作業は，各段階とも半日で終了した。
また，内壁の一部に写真-4に示すような箱抜き部（幅
1.4 m，高さ 1.2 m，奥行き 1.2 m）が設けられていたが，
浸水養生シートを形状に合わせて切断し張り合わせて対

応した。内壁に浸水養生シートを張る際には，多少の余
裕を持たせておくと，シート全体をコンクリートに密着
させることができる。
　ここでの実構造物に対する測定として，気泡緩衝シー
トのみと浸水養生を実施したコンクリート面のひずみを
比較した。測定結果を図-10に示す。
　型枠取りはずし後 3 カ月間測定したひずみは，養生効
果の差が良く現れており，封かん養生だけでなく，養生
水を供給する給水養生の効果が発揮されたと考えている。

7．　お わ り に

　従来施工が難しかった型枠取りはずし後のコンクリー
ト面への給水養生を可能にする浸水養生システムは，コ
ンクリート面に水膜を形成することを可能とし，あたか
も水中養生に匹敵する養生効果が期待できる。
　コンクリート構造物の耐久性は，鉄筋を保護するかぶ
りコンクリートの品質に左右されるといっても良く，本
システムが，表層コンクリートの密実化に寄与すること
によって構造物の耐久性向上に貢献できれば幸いであ
る。今後，実施工に適用し，効果の確認を図っていく予
定である。

　謝　辞　表層品質の評価に当たり，㈶電力中央研究
所，蔵重勲氏，西田孝弘氏にご指導戴きました。ここに
記して感謝の意を表します。
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写真-4　箱抜き部の浸水シートの密着状況
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図-10　拘束ひずみ測定結果


