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コンクリートがその性能をできるだけ発揮できるよう
大切に養生したい

⇒ アクアカーテンがお手伝いいたします。

◆コンクリートにとって給水養生が望ましい理由

AC News No.1 給水養生 アクアカーテン とは

◆アクアカーテンの位置付け

覆工コンクリートへの適用手順(案）
①給水養生シートをシート展張台車の展張用バルーン上に広げる。
②シート展張台車をスパン端部にセットし、給水養生シートの端部を周方向にそって固定する。
③シート展張台車を移動させながら、給水養生シートを徐々に展開していく。
④給水養生シートの展開には、幅2.5m程度のバルーンで給水養生シートを覆工コンクリート

壁面に押え付けながら移動する。
⑤坑口側端部、切羽側端部および左右両下端部の給水養生シートの気密を確認する。
⑥吸気を行い、給水養生シートと覆工コンクリート壁面との間を負圧にし、給水養生シートを

覆工コンクリート壁面に密着させる。
⑦天端付近に設けた給水ﾎｰｽから養生水を流下させ、全面が均等に湿潤するまで給水を継続する。
⑧左右両下端部に設けた吸引口から養生水を回収し、給水ﾎｰｽまでポンプアップし養生水を循環
させながら給水運転管理を行いアクアカーテンを継続させる。

◆トンネル覆工コンクリートへの適用

セメントが完全に水和するのに必要な水量は、セメント量の約40％であり、25％程度がセ
メントと化学的に結合し、残りの15％程度がゲル水として吸着されるといわれています。

水セメント比55％のコンクリートなら、15％程度の余分な水を含んでいるので、水の乾燥
を防止できれば良いという考え方があります。しかし、施工中にはこの15％の水の一部はブ
リーディング水となって表面から蒸発したり型枠目地等からの漏水によって失われます。
一方、成形時に水で満たされていた水隙は、セメントの水和が進むにしたがい水が水和物

に変わる過程で、空隙に変化していきます。
水和を有利に進行させるためには、空隙に水が満たされていることが理想であって、自己乾

燥を防ぐために、外部から十分な水を供給することがコンクリートの強度増進に役立つとされ
ています。

型枠を取りはずした後のコンクリートの養生方法を分類します。
◇給水養生とは、外部から水分を供給する方法です。
◇水分逸散抑制とは、外部へ水が逸散することを防止する方法です。
◇給水方法は、さらに区分されますが、絶えず水を供給する養生は、湛水養生、
散水養生、アクアカーテン、養生マットに限られます。

湛水養生や養生マットは型枠の有無に関わらず水平の露出面に適用できますが、壁や柱
には適用できません。アクアカーテンは、透水性・保水性のある給水養生シートをコンクリート
表面に吸着させることから、鉛直面やアーチ下面などに貼り付けることができ、しかも、薄い水
膜をコンクリート面に絶えず形成するため給水養生が可能となります。
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型枠を取りはずした壁や柱のような鉛直面やスラブ下面を
どうやって給水養生するの？

⇒ アクアカーテン が可能にします！

コンクリートを打設した後、表面を湿潤状態に保つことにより、

内部の水が逸散するのを防止すること、セメントを十分硬化させ

るため、水分を供給することが大切です。

このために湿潤養生を行います。

水中養生は最も好ましい方法ですが現場で実施するには困

難をともないます。

給水養生とは、外部から水分を供給する方法です。

水分逸散抑制養生とは、外部へ水が逸散することを防止する方法です。

給水方法は、さらに区分されますが、絶えず水を供給する養生は、

湛水養生、散水養生、アクアカーテン、養生マットに限られます。
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水セメント比が異なるセメントペーストを容器に

入れて3時間経過すると水とセメントが分離しま

した。

水とセメントが分離した後、１月間、水位の

低下量を計って、セメント100kg当りの吸水

量を求めました。セメントの種類によって吸水

量は異なりますが、3週間程度の期間吸水し

続けています。

ケイ酸カルシウム水和物や水酸化カルシウムなどの水和物の

生成にともない容積が減少し空げきが生じます。

この空げきにはもともと水が存在していた部分であり、セメント

の水和にともない水が消費されてできたと理解されます。

実験で見た吸水は、この空げきに吸い込まれたものでしょう。

上の図は良く知られた図で、湿潤養生の大切さを示してい

ます。

右の図は、写真のように底面のみからの吸水量を測定した

もので、所定期間（RC示方書）養生後脱型して吸水試験を

開始しました。1m2当り 0.5ﾘｯﾄﾙ程度吸水しています。
一面吸水試験状況

鉄筋コンクリートにとってかぶりは、錆から鉄筋を守る大切な役目を持っています。しかし、乾燥が最

も早く始まり、温度変化や化学的侵食などによる劣化要因を最も大きく受けるのもかぶりです。

かぶりには中性化が遅く、塩分等の侵入が少ない緻密さが求められます。

そこで、型枠を取りはずした後も給水養生によってできるだけ給水養生することが望まれるのです。
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◆ 練混ぜ直後のセメントは、水を吐きだし
硬化が進むと再び水を欲しがります。

◆ セメントの水和と空げき
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型枠を取りはずした後も、長期間の給水養生をしたい。

⇒ アクアカーテンが可能にします！

コンクリートは打ち込まれてから給水状態で養
生されると、長期にわたって強度が増進します。
しかし、型枠をとりはずし、大気中に置かれるとセ
メントの水和に必要な水が足らなくなり、強度の
増進が見られなくなります。
そこで、セメントの種類によって型枠をとりはず

せる時期の標準が示されています。しかし、さら
に長期間の給水養生を継続できれば表面付近
のコンクリートの緻密さが増し、耐久性の向上を
図ることができます。
給水養生の効果が特に期待できるコンクリート
や構造物を以下に列記しました。

トンネルの覆工コンクリートは、打込み後15時間前後で型枠が取りはずされます。
覆工コンクリートだけに許された方法です。型枠を取りはずした後、乾燥状態となるため、コ

ンクリート中の水分が蒸発し、セメントの水和の進行が妨げられます。
そこで、乾燥を防止するための各種の養生工法が最近用いられるようになってきました。し

かし、コンクリート表面付近の湿度を高めるだけでコンクリートに水を給水する方法ではありま
せん。
アクアカーテンなら、早期に型枠とりはずした後でも給水養生を可能にします。

膨張セメントが膨張するためにはエトリンガイト（3CaO･
Al2O3･3CaSO4･32H2O）の生成または水酸化カルシウム
（Ca(OH)2）の結晶成長が不可欠で、一般には常温水
中養生では7日程度、長くても14日程度の養生が必要
です。
膨張コンクリートの養生は、打込み後少なくとも5日間、

湿潤養生を保つことを標準とするとコンクリート示方書に
記載されています。
アクアカーテンなら、膨張時期に必要な給水が可能で

す。

中庸熱セメントや低熱セメント、シリカフュームや高炉スラグ微粉末などの結合材を使用するコンクリー
トについては、湿潤養生期間の標準がコンクリート示方書には示されていません。
標準が示されているセメントと同等の圧縮強度が得られる時期と考えると相当長い時期、湿潤養生が

必要となります。特に低温時期にはさらに長い期間養生する必要があります。これでは型枠の取りはずし
時期が遅くなり、仮設資機材の損料も高くなります。
アクアカーテンなら、型枠の取りはずし時期を遅らせることなく湿潤養生を継続できます。

型枠の取りはずしに必要な強度は得られているけれど、湿潤養生期間の標準を満足する必要から
型枠を取りはずせない。
アクアカーテンなら、型枠を取りはずした後も湿潤養生を継続できるので、早期に型枠の取りはずし

ができます。

材齢7日まで水中養生した供試体をそのまま水中養生すると圧縮
強度は順調に増進します。一方、材齢7日から空気中で養生した供
試体の圧縮強度の伸びは少なくなります。途中で水中養生すると圧
縮強度は再び増加し始めます。
ところが、ボックスカルバートやＰＣ箱桁あるいは建物の壁内面など

は降雨に接する機会はありません。
このような環境では、型枠を取りはずした後に数日間でも水分を与

えることが好ましいといえます。

◆型枠を取りはずした後も給水養生を継続したい

◆トンネル覆工コンクリート

◆低発熱性セメントや混合セメントを用いるコンクリート

◆型枠を取りはずしてから一生、水分に接することのないコン
クリート部位や部材

◆型枠の取りはずし時期を早めたい

◆高強度コンクリート
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W/C=55％のコンクリート強度

◆膨張コンクリート

高強度コンクリートは水セメント比が小さく、硬化組織が緻密で水分が浸透しにくいこと、あ
るいはもともと水分が少ないことなどから普通のコンクリートに比べてさらに長期の給水養生が
必要とされています。
アクアカーテンなら、型枠を取りはずした後も長期間の給水養生が可能となります。

AC  News No.３ 給水養生の長期化にアクアカーテンを

アクアカーテンならコンクリートの再給水が可能となります。 そこで、型枠を取りはずした後もアクアカーテンに
よって、できるだけ長期間給水養生することが望まれるのです。

部材の例
ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮
強度 (N/mm2)

ﾌｰﾁﾝｸﾞの側面 3.5
柱、壁、はりの側面 5.0
ｽﾗﾌﾞ、はりの底面、ｱｰﾁの内面 14.0

日平均気温
普通
ｾﾒﾝﾄ

混合ｾﾒﾝﾄ
B種

早強
ｾﾒﾝﾄ

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

型枠の取りはずしに必要なコンクリートの強度(RC示方書) 湿潤養生期間の標準(RC示方書)

圧縮強度に及ぼす乾燥の影響

自由膨張ひずみ曲線の例



15時間前後で型枠が取りはずされ、コンクリートの湿潤養生
条件としては最も厳しい覆工コンクリートにこそ

アクアカーテンを適用したい。

トンネルの覆工コンクリートは、打込み後15時間前後で型枠が取りはずされます。
覆工コンクリートにだけ許された養生です。脱型の後、乾燥状態となるため、

セメントの水和が十分に進行しなくなります。
そこで、乾燥を防止するための各種の養生工法が最近用いられるようになりました。

しかし、湿度を高めるだけで水を給水する方法ではありません。
アクアカーテンなら水をたっぷり供給します。

◆ 覆工コンクリートは一日以内に脱型されます

AC News  No.４ 覆工コンクリートにこそ アクアカーテン を！
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セメントペーストの分離試験
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セメントペーストの吸水試験

◆ 高炉セメントを用いたペーストの分離と吸水

多くの覆工コンクリートには高炉セメントＢ種が用いら
れます。
高炉セメントＢ種を用いたセメントペーストを高さ

249mmの円筒容器に詰め、5時間静置すると写真の
ように水とセメントペーストに分離しました。分離した
高さは21mm、元の高さの8.4％となりました。
さらに静置すると、セメントペーストは吸水します。吸

水によって低下した水位から吸水量を換算すると、セ
メント100kg当り、4.2ﾘｯﾄﾙ吸水しました。
セメントペーストの分離は普通セメントより少なくなっ

ていますが、吸水量は普通セメントや早強セメントより
多くなっています。

当初の水位

吸水後の水位

セメントペーストの分離面

＊＊＊＊＊

型枠内で7日間養生したのち型枠を取りはずし、室内で半年間放置して実施したテストハンマーの反発

度を100％とすると、覆工コンクリートと同様に15時間で型枠を取りはずして放置した場合の反発度は

86％でした。

15時間で型枠を取りはずし、直後から１ケ月間給水養生を行った場合の反発度は、７日間型枠内で

養生した場合に比べて5％大きくなっています。給水養生の有無による反発度の差は20％となっています。

◆ 大型供試体のテストハンマー反発度

◆ 覆工コンクリートの養生方法と強度

テストピース（φ10cm、高さ20cm）を20℃水中
養生とした場合の圧縮強度は順調に増加し、半
年後には40N/mm2に達しています。
一方、15時間で型枠を取りはずし、そのまま気

中養生した場合には、材齢7日以降強度の増加
はほとんど認められません。

15時間で脱型し、その後1ケ月および2ケ月水中
養生した後、所定の試験材齢まで気中養生した
場合には水中養生と同程度の強度が得られてい
ます。

15時間で脱型しても、給水養生によって圧縮強
度の増進が期待できます。

材齢６ｹ月のテストハンマー反発度比
（7日脱型コンクリートの反発度を基準とした比率）

給水養生を実施した大型供試体

テストハンマー
試験位置

給水養生
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温度条件が同一の現場水中養生との比較によってアクアカーテン
の養生効果が水中養生と同程度であることが確認できました

アクアカーテンによる養生効果を円柱供試体（φ100mm×高さ200mm）で確認するために、給
水管理や吸引作業を実情に合わせて実施することは多くの手間が必要となります。
そこで、現場水中供試体と円柱供試体を3段積み上げて、周囲を給水養生シートで覆って、定

期的に給水し、合わせて吸引を継続して養生した供試体との圧縮強度を比較しました。

◆ アクアカーテンで養生した場合と水中養生の比較

AC News   No.５ 円柱供試体でアクアカーテン の効果を確認

アクアカーテンによる円柱供試体の養生方法
①円柱供試体3本をベース供試体の上に積み重ねます。次に②不織布、③給水養生シートを巻付け、接着テープ

で継ぎ目を塞ぎます。④供試体と塩ビ容器の隙間をマスカーで取り囲み、端部を接着テープで固定します。⑤天端

部をフィルムシートで覆い、輪ゴムで密閉しました。 ⑥吸引口を設けた塩ビ容器と吸引機をホースでつなぐことによっ

て給水養生シート内部の気圧を下げます。⑦この状態で7日間、養生水を間欠供給し、アクアカーテンを実施しまし

た。給水はフィルムシートを取り除いて行いました。

◆ 養生方法の比較

◆ 養生方法と強度･密度の比較

現場水中養生

②不織布巻付け ③気泡緩衝シート
巻付け

④下部マスカー
巻付け

①供試体の積重ね ⑤天端部の密閉

⑧アクアカーテンの終了⑦アクアカーテンの実施⑥吸引の開始

◆ 間欠養生方法

円柱型枠に打ち込んだ翌日セメントペーストを用いてｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞしました。脱型は2日後、3日後、4日後に行い、
それぞれ7日間、現場水中養生およびアクアカーテンによる養生を行いました。

・温度条件が同等の現場水中養生供試体とアクアカーテン供試体の圧縮強度は同等です。
・20℃標準養生に対しては、現場水中温度の方が高いので大きな強度が得られています。
・型枠脱型後気中養生した場合の強度よりもアクアカーテン供試体の方が大きな強度が得られています。

打込み

封緘養生
ｷｬｯﾋﾟﾝｸ2゙日脱型

強度試験

3日脱型

4日脱型

σ28強度試験7日養生

アクアカーテンでは、養生水を絶えず流し続けることを避け、コンクリートが吸水する量と速度を基本に、間欠的に
給水します。給水間隔は次のとおりとしました。

～6時間

1時間ごと

～3日～24時間

3時間ごと 4時間ごと

～5日

6時間ごと

～7日

12時間ごと

～28日
現場気中

圧縮強度の比較(N/mm2)

標準水中養生供試体の密度を基本として、各養生条件下での供試体の密度を比較しました。
・現場水中養生供試体とアクアカーテン供試体の密度は同等です。
・標準期間養生した供試体とその6割の期間養生した供試体の密度は早期に脱型したものほど密度は小さくなっ
ています。

密度低下の比較(％)

ｱｸｱｶｰﾃﾝ 現場水中 ｱｸｱｶｰﾃﾝ 現場水中

29.3 27.7 30.9 30.4

28.3 28.9 28.9 28.9

29.0 29.6 30.9 29.5

35.8 35.8 39.6 39.5

33.5 34.1 39.5 38.5

36.7 36.6 39.5 37.6

4日脱型7日養生σ11

2日脱型7日養生σ28

3日脱型7日養生σ28

4日脱型7日養生σ28

普通セメント 高炉Ｂセメント

2日脱型7日養生σ9

3日脱型7日養生σ10

普通ｾﾒﾝﾄ 高炉Bｾﾒﾝﾄ

33.1 33.9

31.2 34.5

33.5 36.6

()内は高炉Bｾﾒﾝﾄ

5(7)日脱型現場気中σ28

2日脱型標準水中養生σ28

3(5)日脱型現場気中σ28

普通ｾﾒﾝﾄ 高炉Bｾﾒﾝﾄ

0.00 0.00

-1.99 -1.37

-1.65 -1.19

()内は高炉Bｾﾒﾝﾄ

2日脱型標準水中養生σ28

3(5)日脱型現場気中σ28

5(7)日脱型現場気中σ28

ｱｸｱｶｰﾃﾝ 現場水中 ｱｸｱｶｰﾃﾝ 現場水中

-1.57 -1.52 -0.90 -0.77

-1.52 -1.61 -0.73 -0.85

-1.61 -1.40 -0.73 -0.81

普通セメント 高炉Ｂセメント

2日脱型7日養生σ28

3日脱型7日養生σ28

4日脱型7日養生σ28



◆コンクリートにとって凍害とは

AC News No.6 アクアカーテン によって凍結融解抵抗性が向上

◆コンクリートの耐凍害性の判断は相対動弾性係数
コンクリートの耐凍害性は、ＪＩＳ Ａ 1148「コンクリートの凍結融解試験方法」によって求めた相

対動弾性係数によって判断されます。

凍結融解ｎサイクル後のたわみ振動の一次共鳴振動数
◇相対動弾性係数Ｐn=

凍結融解0サイクルにおけるたわみ振動の一次共鳴振動数

相対動弾性係数の最小限界値は気象条件、断面の大きさ、構造物の露出状態などによって
異なりますが、90％以上の場合には照査が不要とされています
（ＲＣ示方書8.4.1 凍害に対する照査）

◆耐凍害性は養生条件に影響される

給水口

給水養生シート

シート展張台車

展張用バルーン

養生方法が異なっても相対動弾性係数の
低下はさほど大きくない。しかし・・・・

コンクリートの配合

循環ポンプ

給水養生シート

養生方法

配水管+給水チューブ

吸引口
集水管

コンクリート中の水分が凍結融解を繰り返し、ひび割れが発生したり、表層部がはく離したり
して、表層に近い部分から破壊、次第に劣化していく現象です。
コンクリートの耐凍害性の向上を図る方策には、①ＡＥコンクリートとする、②水セメント比を

なるべく小さくする、③良質の骨材を用いること、に加え十分な湿潤養生を行い、緻密な組
織をつくることが大切であると言われています。ここでは湿潤養生の大切さを明らかにしました。

30

32

34

36

38

40

42

44

46

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

凍結融解サイクル（回）

動
弾
性
係
数
（k
N
/m

m
2
）

標準 示方書

短縮１日 短縮３日

浸水１Ｗ 浸水２Ｗ

浸水３Ｗ
60

70

80

90

100

110

120

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

凍結融解サイクル（回）

相
対

動
弾

性
係

数
（％

）

標準 示方書

短縮１日 短縮３日

浸水１Ｗ 浸水２Ｗ

浸水３Ｗ

◆凍結融解試験方法条件

個々の養生を行った供試体の動弾性係数
自体は養生方法の影響を大きく受けており、1
日もしくは3日後に脱型した供試体の品質は
低下しています。
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凍結融解サイクルと質量減少率を見ると、
初期の湿潤養生が不足すると質量減少率は
大きくなります。
脱型後1週間水中養生すると耐凍害性は

向上します。

標準水中養生 3日後脱型1週水中養生1日後脱型気中養生5日後脱型気中養生

各種の養生方法と300ｻｲｸﾙ後の表面状況

0ｻｲｸﾙ 60ｻｲｸﾙ 180ｻｲｸﾙ120ｻｲｸﾙ

240ｻｲｸﾙ 300ｻｲｸﾙ

ＲＣ示方書に示される湿潤養生期間の標準日数5日後に脱型し、その後23日間気中養生した
供試体について凍結融解試験を行った後の表面写真です。
水中養生と同じ湿潤養生条件を満たすアクアカーテンを１週間適用することによって、凍結融解

抵抗性は大幅に向上いたします。

5日後に脱型し、２３日間気中養生した供試体の
凍結融解サイクルと表面状況

出展：『湿潤養生条件がコンクリートの凍結融解抵抗性に及ぼす影響』：土木学会第65回年次学術講演会(平成22年9月)



◆アクアカーテンの実施時期の検討

AC News No.7 アクアカーテン の実施時期

◆試験の状況

◆圧縮強度・質量変化試験から分かること

ｱｸｱｶｰﾃﾝの実施は、型枠を取りはずした直後から実施することを基本としますが、現場の施工条
件によっては、ｱｸｱｶｰﾃﾝの実施が翌日になったり、天候や作業休止日などの都合で翌々日にしか
実施できない場合が想定されます。
そこで、型枠の取りはずし時期は、普通セメントの場合には2日後および4日後、高炉セメントの場

合には3日後および5日後としました。
型枠を取りはずした後のｱｸｱｶｰﾃﾝの実施は、脱型の当日（6時間後）、翌日、2日後の3段階とし、

実施期間を1週間と2週間として比較しています。
これらの養生条件の変化が、材齢56日における圧縮強度に及ぼす影響を調べました。
さらに、脱型後、封緘養生を1週間実施した場合についても一部実施しました。

◆試験結果

給水口

給水養生シート

シート展張台車

展張用バルーン

循環ポンプ

吸引口
集水管

コンクリートの配合条件は、ｽﾗﾝﾌﾟ＝12.5±2.5cm、空気量=4.5±1.0%、
単位セメント量=300kg/m3、水セメント比=55％の一般的なコンクリートです。

コンクリートの品質管理 コンクリートの養生状況

打込み 脱 型 アクアカーテン 気中養生 圧縮強度試験
封緘
2日

気中
1日

水中
1週間

気中
材齢56日

2日脱型、翌日アクアカーテン1週間実施の例

2種類のセメントを用いたコンクリートを各種の湿潤養生した後、気中養生を最低28日行いました。
気中養生期間を長くしたのは試験時の供試体の水分の影響をなくすためです。
養生方法の表現として、たとえば、2日脱型翌日ｱｸｱ１週とあるのは、打込み後型枠内で封緘養

生を2日、脱型後気中養生を1日行い、その後ｱｸｱｶｰﾃﾝ養生と同等の水中養生を1週間行いまし
た。その後、気中養生とし、材齢56日に圧縮強度試験を行いました。

材齢56日の圧縮強度試験結果を示します。

材齢56日圧縮強度試験結果（N/mm2）

①型枠取りはずし後のアクアカーテン実施時期（2日、4日／3日、5日）が圧縮強度に及ぼす影響は小さい。
②型枠取りはずし後のアクアカーテン開始時期（当日、翌日、2日後）が圧縮強度に及ぼす影響は小さい。
③型枠取りはずし後封緘養生を１週間行うよりもアクアカーテンを行うと圧縮強度は7～10％大きくなる。
④型枠取りはずし後のアクアカーテン実施時期（2日、4日／3日、5日）が早いほど、初期乾燥は大きい。
⑤アクアカーテンを実施すると急速に吸水し、水中養生供試体の質量に近づく。
⑥アクアカーテン終了時に見られる吸水量のバラツキは気中養生中に収束するが、その差は維持される。
→乾燥収縮速度が抑制されている。

養生方法
水中
養生

2日脱型
当日ｱｸｱ

2日脱型
翌日ｱｸｱ

2日脱型
2日後ｱｸｱ

2日脱型
翌日封緘

4日脱型
当日ｱｸｱ

4日脱型
翌日ｱｸｱ

4日脱型
2日後ｱｸｱ

4日脱型
翌日封緘
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◆トンネル覆工に膨張コンクリート

AC News No.8 膨張コンクリートにこそアクアカーテン を！

◆試験の方法

◆圧縮強度試験結果

トンネル覆工コンクリートは、セントル型枠に打ち込まれてから24時間以内に型枠が取外されます。
トンネル標準示方書[山岳工法]・同解説には、『型枠を取り外してよい時期は、コンクリートの種

類、トンネルの大きさ、形状、覆工巻厚および施工条件等によって異なるが、通常、コンクリート打
込み後12～20時間で型枠を取り外している例が多い。』とあり、また、『坑口付近を除いて温度が
安定しており、湿潤状態に保たれているので、一般には付加的な養生は行われていない。しかし、
坑内換気やトンネル貫通後の外気の通風の影響については注意が必要である』とされています。

◆長さ変化率試験結果

給水口

給水養生シート

シート展張台車

展張用バルーン

吸引口
集水管

コンクリートの配合条件は、ｽﾗﾝﾌﾟ＝12.5±2.5cm、空気量=4.5±1.0%、
単位セメント量=299kg/m3、水結合材比=56％の普通コンクリートと膨張コンクリートです。
コンクリートの配合を 表1に、使用材料を表2示します。

圧縮強度の試験結果を図2に示します。材齢24時間ま
での圧縮強度は、普通コンクリートの方が大きく出ています。
この理由は、膨張材に起因する水和熱を低減させるため
の抑制剤の作用によるものです。
養生方法によって得られる圧縮強度には大きな差が見ら

れます。18時間で型枠を取外し、そのまま気中に放置した
場合、6割前後の強度しか得られません。一方、アクアカー
テンで養生したものは、7日間型枠内で養生した場合と同
等以上の強度が得られています。

コンクリートの養生方法は、所定の時間（打込み後15、18、21、24時間）経過後、3つの方法で1
週間養生し、その後は全て気中養生としました。

①アクアカーテン：型枠取外し後、水中養生。7日間水中養生に相当。
②封緘養生：型枠取外し後、ビニルシートを密着させ乾燥防止。型枠存置7日に相当。
③無養生：型枠取外し後、気中養生。養生を行わない場合に相当。

①アクアカーテンによる養生は、7日間型枠を存置した場合と同等以上の圧縮強度が得られる。
②18時間で型枠を取り外し、その後無養生の場合には、6割程度の圧縮強度しか得られない。
③膨張コンクリートとすることで、長さ変化率を大幅に改善できる。
④アクアカーテンによる養生では、長さ変化率がもっとも少なく、収縮ひび割れ抑制効果を期待できる。

※ 吸水試験を除く全てのデータは、電気化学工業㈱で実施された試験結果を引用させて頂いております。

Ｇmax W/B s/a Air
(mm) （％） （％） （％） 水 セメント膨張材 細骨材 粗骨材 混和剤

プレーン 25 56.0 49.5 4.5 167 299 0 893 922
膨張コン 25 56.0 49.5 4.5 167 299 20 876 922

単位量（kg/m
3
）種別

調整

名称 品名 産地またはメーカー
セメント 高炉セメントＢ種 電気化学工業社製

膨張材 パワーＣＳＡタイプＴ電気化学工業社製
細骨材 川砂 姫川水系産
粗骨材 川砂利 姫川水系産
混和剤 ＡＥ減水剤No.70 BASFポゾリス社製
ＡＥ剤 マイクロエア303 BASFポゾリス社製

表１ コンクリートの配合

使用した膨張材は、電気化学
工業㈱が開発されたエトリンガイ
ト・石灰複合系膨張材で、トンネ
ル覆工コンクリートの温度収縮、
乾燥収縮によるひびわれの低減
を特徴とするものです。

表2 使用材料
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覆工コンクリートの養生方法として、覆工への散水
や封緘養生が用いられることもありますが、コンクリー
トのひび割れを直接的に軽減する対策としては膨張
コンクリートの使用が上げられます。
しかし、膨張コンクリートが適正に膨張反応するた

めには、養生水の存在が重要とされています。
そこで、給水養生が可能なアクアカーテンによる養

生、封緘養生、無養生（気中養生）の3つの方法に
ついて圧縮強度と長さ変化率を比較してみました。

図１ 円柱供試体吸水量（底面吸水）

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

12 15 18 21 24 27

材齢(時間）

圧
縮
強
度
（
N
/
m
m
2
）

普通コンクリート

膨張コンクリート

図2 圧縮強度(コンクリート比較）
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図5 コンクリートの種類と養生方法の影響
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図6 型枠取外し時期の影響

普通コンクリートと膨張コンクリートでは長さ変化率に200×10-6程度の差が生じています。
アクアカーテンによって長さ変化率は50×10-6程度低減しています。
型枠の取外し時期の影響は小さいと判断できます。

図3 18時間後型枠取外し
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図4 24時間後型枠取外し
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配合

		

				コンクリートの配合 ハイゴウ

																												使用材料 シヨウザイリョウ

				種別 シュベツ		Ｇmax		W/B		s/a		Air		単位量（kg/m3） タンイリョウ														名称 メイショウ		品名 ヒンメイ		産地またはメーカー サンチ

						(mm)		（％）		（％）		（％）		水 ミズ		セメント		膨張材 ボウチョウザイ		細骨材 サイコツザイ		粗骨材 ソコツザイ		混和剤 コンワザイ				セメント		高炉セメントＢ種		電気化学工業社製 デンキカガクコウギョウシャセイ

				プレーン		25		56.0		49.5		4.5		167		299		0		893		922		調整 チョウセイ				膨張材 ボウチョウザイ		パワーＣＳＡタイプＴ		電気化学工業社製

				膨張コン ボウチョウ		25		56.0		49.5		4.5		167		299		20		876		922						細骨材 サイコツザイ		川砂 カワスナ		姫川水系産 ヒメカワスイケイサン

																												粗骨材 ソコツザイ		川砂利 カワジャリ		姫川水系産 ヒメカワスイケイサン

																												混和剤 コンワザイ		ＡＥ減水剤No.70 ゲンスイザイ		BASFポゾリス社製 シャセイ

																												ＡＥ剤 ザイ		マイクロエア303		BASFポゾリス社製





膨張の図

		

				普通コンクリート フツウ								膨張コンクリート ボウチョウ

				アクア		気乾 キイヌイ		封緘 フウカン				アクア		気乾 キイヌイ		封緘 フウカン						15h		18h		21h		24h

		0		0		0		0				0		0		0						0		0		0		0

		1		0		-18		-18				157		118		125						142		157		138		110

		2		0		-31		-22				223		142		158						202		223		193		200

		4		0		-104		-27				242		75		156						219		242		209		219

		7		13		-169		-43				249		24		142						227		249		217		226

		14		-120		-245		-191				89		-47		-3						86		89		52		78

		21		-258		-358		-311				-31		-157		-109						-40		-31		-67		-45

		28		-338		-407		-381				-99		-202		-165						-111		-99		-135		-114

		56		-482		-503		-516				-239		-308		-282						-272		-239		-265		-253

		91		-537		-596		-572				-312		-371		-347						-338		-312		-333		-323





膨張の図
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圧縮強度の図
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◆コンクリートの水セメント比とアクアカーテンの実施時期

AC News No.9 アクアカーテン の実施時期（２）

◆試験の内容

◆試験から分かること

アクアカーテンの実施は、型枠を取りはずした直後から実施することを基本としますが、現場の施工
条件によっては、アクアカーテンの実施が翌日になったり、天候や作業休止日などの都合で翌々日
にしか実施できない場合が想定されました。
ＡＣ News No.7 では、水セメント比55％のコンクリートに対して、型枠の取りはずし時期、型枠を

取りはずした後のアクアカーテンの開始時期および実施期間が材齢56日における圧縮強度に及ぼ
す影響を調べた結果、これらの要因に関する影響は小さく、現場の都合によってアクアカーテンの実
施時期を調節することが可能であることを報告しました。
ここでは、水セメント比が45％、50％、55％、60％の4種類のコンクリートについて、同様な実験を

行いました。用いたコンクリートの配合を表-1に示します。その他のコンクリートの配合条件は、
スランプ＝12.5±2.5cm、空気量=4.5±1.0%の一般的なコンクリートです。

◆試験結果
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打込み 脱 型 アクアカーテン養生 気中養生 圧縮強度試験
封緘
3日

気中
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水中
1週間

気中
45日間

3日後に脱型、翌日にアクアカーテンを1週間実施する例

セメントは高炉Ｂ種セメントとし、水セメント比の異なる４種類のコンクリートについて表-2に示す
種々の湿潤養生を行ったのち、気中養生を最低28日行いました。気中養生期間を長くしたのは試
験時の供試体の水分が圧縮強度に与える影響をなくすためです。
養生方法の表現として、たとえば、表-2にあるように型枠取り外し3日、湿潤養生開始時期翌日、

湿潤養生実施期間ＡＣ1週間とは、コンクリート打込み後型枠内で封緘養生を3日、脱型後気中
養生を1日行い、引き続いてｱｸｱｶｰﾃﾝ
と同等の水中養生を1週間行う養生です。
その後、気中養生とし、材齢56日において圧縮

強度試験を行いました。

図-１は型枠を取外してから材齢
56日圧縮強度試験を行うまでの円
柱供試体の質量変化のようすを示
しています。
型枠を取りはずしてからの質量減

少①、アクアカーテンによる質量増
加②、その後の気中養生による質
量減少③など養生方法による大き
な質量変化の相違が見られます。

コンクリートの水セメント比が質量変化や圧縮強度に及ぼす影響を調べた結果、次のことが分かりました。
①型枠内に存置した日数（3日、5日、7日）がその後の質量変化に及ぼす影響は小さく、水セメント比の
影響も小さい。

②アクアカーテン開始（当日、翌日、2日後）までの質量減少に及ぼす水セメント比の影響は小さい。
③アクアカーテンを実施すると急速に吸水し、水中養生供試体の質量に近づく。
④種々の方法で養生したコンクリートの材齢56日圧縮強度は、水セメント比の影響が大きいが、今回の
実験で取り上げた養生方法の範囲では養生の影響は小さい。

⑤アクアカーテンによる給水養生は同期間型枠を存置するよりも強度増進の面で効果的である。

一般に使用する水セメント比の範囲（45％～60％）のコンクリートに対しては，アクアカーテンの標
準的な実施時期において特に考慮する必要はないことが確かめられました。図-1 質量変化の例（BB:W/C=55%）
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図-2 水中養生の質量変化
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表-2 養生方法

型枠取り
外し時期

湿潤養生
開始時期

湿潤養生
実施期間

3日
5日

　当日(6時間）
　翌日
　2日後

AC1週間
AC2週間

3日
5日

　翌日 封かん1週間

7日 　翌日
ＡＣ1週間
封かん1週間

2日 　当日 水中養生

表-1 コンクリートの配合

W C S G ad.
45 44.7 159 353 796 1020 3.53
50 45.7 159 318 828 1024 3.18
55 46.7 159 289 857 1021 2.89
60 47.7 156 260 891 1020 2.60

単位量(kg/m
3
)s/a

(%)
W/C
(%)

図-2は、いわゆる標準水中養生といわれる供試体の質量変化を表し
ています。水中で1ケ月養生しますと、吸水によって質量は徐々に増加
します。水セメント比によって吸水量が異なるかと思いましたが、結果的
には水セメント比の影響は現れておりません。
その後、気中養生を1ケ月行うと、乾燥によって質量は減少します。こ

の場合には水セメント比の影響が大きく現れています。水セメント比が
大きいと水和に必要な水分量が少なく、蒸発しやすいと思われます。

図-3は、脱型してから湿潤養生を開始するまでの間に減少した質量を
示しています。気中に放置する日数が長いほど質量は小さくなります。しか
し、水セメント比の影響はほとんどありません。
図-4は、アクアカーテンを1週間実施した場合と2週間実施した場合の

質量増加を示しています。実施期間が長いほど吸水による質量増加が
見られますが、水セメント比の影響は見られません。
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図-3 脱型後の質量変化
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図-4 アクアカーテンの実施期間と水セメント比の影響の影響

図-5は材齢56日の圧縮強度を示してい
ます。データは表-2に示した養生を行った
すべての供試体の強度の平均で水セメント
ごとに区分して求めたものです。圧縮強度
は水セメント比の影響を当然受けています。
しかし、養生の影響は上下の点線で示し
た範囲にあり、圧縮強度に及ぼす影響は
小さいといえます。
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図-5 材齢56日圧縮強度
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図-6 質量変化量と圧縮強度

図-6は材齢56日の質量
変化と圧縮強度の関係を
示しています。圧縮強度
試験時の質量が小さいと
圧縮強度も小さくなります。
○で囲んだ水中養生が大
きく、封かん養生では最も
小さくなっています。

①

②
③



示方書養生では標準水中養生より粗な細孔構造となりますが、給水養生することで
緻密な細孔となり、その傾向は低発熱型のセメントほど顕著です。
特に10nm以上の細孔容積は給水養生期間の延長とともに低下し、3週間程度の給

水養生で標準水中養生とほぼ同等となります。
細孔容積の減少とともに圧縮強度も増加し、10nm以上の細孔容積との相関が高く

なっています。

◆コンクリートの耐凍害性と細孔

AC News No.10 アクアカーテン によって凍結融解抵抗性が向上（２）

◆細孔径分布の測定

セメントの種類に関わらず、給水養生期間が長くなるとともに、細孔
径分布は微小径側にシフトし、緻密な細孔構造になっていることが分
かります。
一方、型枠を存置した封緘養生では、細孔直径100nm付近に分

布のピークがあり、標準水中養生と比べるとかなり粗な細孔構造なの
が分かります。
この傾向は、硬化の遅いセメントほど顕著です。

◆細孔径分布は養生条件に影響されます

給水口

展張用バルーン

コンクリートの配合養生方法

配水管+給水チューブ

吸引口

ACNewsNo.6において水中養生と同じ湿潤養生条件を満たすアクアカーテンを１週間適用
することによって、凍結融解抵抗性は大幅に向上することを報告しました。
ここでは、その理由として、細孔構造に関する試験結果を紹介します。

◆養生条件によって細孔容積は変化します

細孔径毎の細孔容積と圧縮強度の相関
性は見られるが細孔径10nm以上の細孔
容積（ ）の細孔容積との相関が高いこ
とが分かります。
このことから総細孔容積は養生方法の影

響は小さいが、直径50nm以上の細孔が減
少し、直径10nm以上の細孔が多くなる養
生方法がコンクリートの品質向上に結び付
いていると言えます。

養生条件と総細孔容積、細孔直径10nmおよび
50nm以上の細孔容積の関係を図示すると、型枠存
置による封緘養生では50nm以上の細孔容積が増加
するのに対し、給水養生の期間を延長すると50nm以
上の細孔容積が低下しているのが明確に見られます。

出展：『湿潤養生条件がコンクリートの細孔構造に及ぼす影響』：土木学会第66回年次学術講演会(平成23年9月)

養生条件と細孔容積の関係

細孔径分布

・4種類のポルトランドセメントを用いたW/C=55％のコンクリートの圧縮強度および細孔径分
布（水銀圧入式ポロシメータ）を測定しました。
・養生方法は、①標準水中、②示方書（示方書に示される湿潤養生期間の標準日数まで
型枠を存置（封緘）、セメントの種類によって封緘の日数は異なります。③短縮（60％）とは
標準日数の6割で型枠を取り外し、その後所定養生を行いました。④給水養生は水中養生
期間を1週間、2週間、3週間としました。

◆圧縮強度は細孔構造の影響を受けています

◆まとめ



アクアカーテンを実施することによって実構造物表面に発生する引張りひずみを
7％程度改善できることが確認されました。

仙台市内共同溝工事における立坑地下４階の側壁に対して、保温封かん養生を実施した壁面とアクアカー
テンを実施した壁面のコンクリート表面ひずみを測定しました。
コンクリートの配合は、表のとおりで、ひび割れ抑制対策として膨張材を使用しています。

◆ 実構造物の表面ひずみの測定

AC News   No.11 実構造物でアクアカーテン の養生効果を確認

◆ コンクリート表面のひずみ測定結果

◆ ひび割れの危険性に対する評価

◆ 乾燥収縮ひずみの評価

全ひずみと自由ひずみの測定結果を図示します。
測定ひずみの大きさは下部の全ひずみ＜中部の全ひずみ＜上部の全ひずみ＜自由ひずみの順に大きくなってい
ます。
アクアカーテンを実施した方が全体的にひずみは小さくなっています。

乾燥収縮ひずみを実構造物の表面ひずみ測定結果から算
定するには、自由ひずみから温度ひずみを差し引くことが必要
です。コンクリート表面の温度ひずみを測定することは難しいの
で、温度応力解析結果を用いて温度ひずみを推定しました。
鉛直方向ひずみの実測値と温度応力解析から得られた自

由ひずみの差から乾燥収縮ひずみを算定すると保温封かん養
生に比べアクアカーテンでは56μの低減効果がありました。供
試体レベルの乾燥収縮量800μに対して7％程度の低減効
果があったと評価できます。

出展：『実構造物に対する養生効果の実用的評価手法の提案』：土木学会第66回年次学術講演会(平成23年9月)
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コンクリート表面のひずみの測定は、写真に
示す“JIS A 1129-2モルタル及びコンクリートの
長さ変化試験方法 コンタクトゲージ法”により
ました。ゲージプラグの標点間隔は200mmとし
ました。
ゲージプラグは、保温封かん養生とアクアカー

テンそれぞれの壁面に右図のとおり貼り付けま
した。
水平方向のひずみの測定値を “全ひずみ”

鉛直方向ひずみは拘束を受けていない“自由
ひずみ”としました。
ひび割れの発生に直接関係する“拘束ひず

み”は自由ひずみ－全ひずみとして求めました。

壁面の変形が底盤コンクリートから最も大きく拘束される壁
面下部の拘束ひずみは、アクアカーテンによって7μ程度小さ
くなっています。コンクリートのひび割れ発生限界ひずみを
100μとすると、僅か7μの差とはいえど大きい差と評価できま
す。
収縮ひずみの低減効果については。そのメカニズムも含めて

今後さらに検証していく必要があると考えています。
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◆トンネル覆工コンクリートへのアクアカーテン適用時期

AC News No.12 覆工コンクリートへの適用時期

◆試験の内容

◆試験から分かること

コンクリート打込み後18時間前後で型枠が取りはずされる覆工コンクリートへのアクアカーテン（Ａ
Ｃ）の適用は、型枠取りはずし直後から実施するのが理想ですが、コンクリートの打込み設備や運搬
車両の配置条件によっては、必ずしも直後から実施することが難しい場合があります。
ここでは、トンネル覆工用コンクリートについて、アクアカーテンの開始時期および実施期間に関する

実験を行いました。高炉セメントＢ種を用いたコンクリートの配合を表-1に示します。その他のコンク
リートの配合条件は、スランプ＝15±2.5cm、空気量=4.5±1.0％です。

◆試験結果

給水口

給水養生シート

シート展張台車

展張用バルーン

吸引口
集水管

供試体の寸法はφ10cm×高さ20cmの円
柱供試体とし、コンクリート打込み後18時間
で型枠から取りはずして表-2に示す種々の
養生を行ったのち、材齢28日圧縮強度を求
めました。また、強度試験を行った供試体に
対して促進中性化試験を行いました。

図-１は型枠を取外してから材齢
28日圧縮強度試験を行うまでの円
柱供試体の質量変化のようすを示
しています。
型枠を取りはずしてからは乾燥に

よって質量は減少しますが、1週間ア
クアカーテンを行うと水中養生供試
体の質量に近づいていきます。

図-1 質量変化試験

表-3 材齢28日圧縮強度

表-2 養生方法

表-3は、材齢28日圧縮強度試験結果を示しま
す．また、 T1の圧縮強度を100％とした場合の比
率を示しています． ここで、 T1の供試体は湿潤状
態のため、乾燥している供試体に対し、10％程度
強度が低く測定されているので気乾状態の圧縮強
度を推定し、この値との強度比を表-3の“修正値”、
図-2に示します．
コンクリート打設翌日に脱型し、4週間封かん養

生したT2、1週間のＡＣを当日開始したT3、翌日
開始したT4の圧縮強度比はそれぞれ87％、88％、
86％となり同程度です．

図-3は26週間の促進中性化試験後の中性化深さです。圧縮強度に比べ養生方法の影響は小さ
いと言えますが、無養生では約2倍の深さまで中性化しています。

W/C
(%)

s/a
(%)

単位量(kg/m3)

W C S G ad.

57.0 43.8 154 270 817 1084 1.35

表-1 コンクリートの配合

ｹｰｽNo. 養生 脱型材齢18時間後の養生方法

T1 水中養生 水中4週

T2 封かん養生 封かん4週

T3

水中(AC)養生

水中1週⇒気中3週

T4 気中1日⇒水中1週⇒気中20日

T5 気中3日⇒水中1週⇒気中18日

T6 気中1週⇒水中1週⇒気中2週

T7 気中2週⇒水中1週⇒気中1週

T8 気中2週⇒水中2週⇒気中1週（35日強度）

T9 気中3週⇒水中1週⇒気中1週 （35日強度）

T10 気中養生 気中4週

※脱型まで供試体上面はガラス板で封かん

養生方法の表現として、た
とえば、表-2のケースNo.T4
のように気中1日⇒水中１週
⇒気中20日とあるのは、18
時間後に型枠を取りはずしそ
のまま室内で1日気中養生し、
その後1週間水中に浸漬（ア
クアカーテン養生）し、その後
材齢28日まで室内で気中養
生したものです。
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T1:水中4週

T2:封かん4週

T3:当日AC1週

T4:気中1日 AC1週

T5:気中3日 AC1週

T6:気中1週 AC1週

T7:気中2週 AC1週

T8:気中2週 AC2週

T9:気中3週 AC1週

T10:気中4週

養生方法
圧縮強度
（N/mm2)

T1に対する圧縮
強度比(%)

実測値 修正値

T1:水中4週 35.9 100 100 
T2:封かん4週 34.9 97 87 

T3:当日AC1週 35.1 98 88 

T4:気中1日 AC1週 34.3 96 86 
T5:気中3日 AC1週 31.4 87 77 
T6:気中1週 AC1週 29.8 83 73 
T7:気中2週 AC1週 25.8 72 62 
T8:気中2週 AC2週 29.0 81 71 
T9:気中3週 AC1週 26.3 73 63 
T10:気中4週 19.8 55 45 

トンネル覆工コンクリートに対するアクアカーテンの開始時期の検討の結果、次のことが分かりました。
①アクアカーテン開始までの質量減少は大きいが、1週間アクアカーテンを実施することでほぼ水中養生

供試体の質量に回復する。
②4週間の封かん養生と当日もしくは翌日アクアカーテンを1週間実施した場合の圧縮強度はほぼ等しい

が、無養生（気中養生）の場合には半減する。1週間、2週間、3週間後にアクアカーテンを開始すると
その効果は比例的に低減する。

③促進中性化試験の結果、無養生以外の養生方法ではその差は小さく、50年後の中性化深さは、
無養生に比べて半減し、20mm～23mm程度と推定される。

覆工コンクリートにアクアカーテンを1週間適用すると、無養生に比べて圧縮強度は2倍、中性
化深さは半減すること。アクアカーテンはできるだけ早く開始することが好ましいが、遅くても1週間以
内に1週間以上実施することが効果的であることが確かめられました。

図-3 材齢26週促進中性化深さ図-2 材齢28日圧縮強度比（修正値）
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Graph3
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T1:水中4週

T2:封かん4週

T3:当日AC1週

T4:気中1日 AC1週

T5:気中3日 AC1週

T6:気中1週 AC1週

T7:気中2週 AC1週

T8:気中2週 AC2週

T9:気中3週 AC1週

T10:気中4週

養生方法

圧縮強度比(％)



PPT用

		

				ｾﾒﾝﾄの
種類 シュルイ		W/C
(%)		s/a
(%)		単位量(kg/m3) タンイリョウ

										W		C		S		G		ad.

				普通 フツウ		55		43.6		159		289		802		1068		3.09

				高炉B コウロ		55		43.8		155		282		810		1039		3.02

																						ｾﾒﾝﾄの種類 シュルイ		ｽﾗﾝﾌﾟ		空気量 クウキリョウ		con温度 オンド		室温 シツオン

																						普通 フツウ		8.5cm		3.9%		24.0℃		20.0℃

																						高炉B コウロ		9.5cm		4.6%		22.5℃		19.5℃

																																						養生ケース ヨウジョウ		ｾﾒﾝﾄ		温度 オンド		脱型材齢 ダッケイザイレイ		脱型後の養生 ダッケイゴヨウジョウ

																																						水中養生 スイチュウヨウジョウ		N,BB		20℃		2日 ニチ		水中 スイチュウ

																																						実施工養生 ジツセコウヨウジョウ		N		20℃		5日 ニチ		気中 キチュウ

																																								BB				7日 ニチ		気中 キチュウ

																																						短縮養生 タンシュクヨウジョウ		N		20℃		3日 ニチ		気中 キチュウ

																																								BB				4.2日 ニチ		気中 キチュウ

																																						浸水養生 シンスイヨウジョウ		N,BB		現場
温度 ゲンバオンド		2日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ

																																												3日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ

																																												4日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ

																																						現場水中養生 ゲンバスイチュウヨウジョウ		N,BB		現場
温度 ゲンバオンド		2日 ニチ		水中1週⇒気中 スイチュウシュウキチュウ

																																												3日 ニチ		水中1週⇒気中 スイチュウシュウキチュウ

																																												4日 ニチ		水中1週⇒気中 スイチュウシュウキチュウ

																																														※脱型まで供試体上面をラップで覆い封かん ダッケイキョウシタイウエメンオオフウ

																																						養生ケース ヨウジョウ		ｾﾒﾝﾄ		温度 オンド		脱型材齢 ダッケイザイレイ		脱型後の養生 ダッケイゴヨウジョウ

																																						実施工養生 ジツセコウヨウジョウ		N		20℃		5日 ニチ		気中 キチュウ

																																								BB				7日 ニチ		気中 キチュウ

																																																		日平均気温 ニチヘイキンキオン		普通セメント フツウ		混合セメントB種 コンゴウシュ		早強セメント ソウキョウ

																																																		15℃以上 イジョウ		5日 ニチ		7日 ニチ		3日 ニチ

																																																		10℃以上 イジョウ		7日 ニチ		9日 ニチ		4日 ニチ

																																																		5℃以上 イジョウ		9日 ニチ		12日 ニチ		5日 ニチ

																																						養生ケース ヨウジョウ		ｾﾒﾝﾄ		温度 オンド		脱型材齢 ダッケイザイレイ		脱型後の養生 ダッケイゴヨウジョウ

																																						実施工養生 ジツセコウヨウジョウ		N		20℃		5日 ニチ		気中 キチュウ

																																								BB				7日 ニチ		気中 キチュウ

																																						短縮養生 タンシュクヨウジョウ		N		20℃		3日 ニチ		気中 キチュウ

																																								BB				4.2日 ニチ		気中 キチュウ

																																						養生ケース ヨウジョウ		ｾﾒﾝﾄ		温度 オンド		脱型材齢 ダッケイザイレイ		脱型後の養生 ダッケイゴヨウジョウ

																																						浸水養生 シンスイヨウジョウ		N,BB		現場
温度 ゲンバオンド		2日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ

																																												3日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ

																																												4日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ





配合表

		

		箱崎シールド ハコザキ

				ｾﾒﾝﾄの
種類 シュルイ		W/C
(%)		s/a
(%)		単位量(kg/m3) タンイリョウ

										W		C		S		G		ad.

				普通 フツウ		52.3		42.9		160		304		796		1059		1.52

		五ヶ山トンネル ゴカヤマ

				ｾﾒﾝﾄの
種類 シュルイ		W/C
(%)		s/a
(%)		単位量(kg/m3) タンイリョウ

										W		C		S		G		ad.

				高炉Ｂ種 コウロシュ		57.0		43.8		154		270		817		1084		1.35





養生方法

		箱崎シールド養生方法 ハコザキヨウジョウホウホウ

				養生ケース ヨウジョウ		脱型材齢18時間後の養生方法 ダッケイザイレイジカンゴヨウジョウホウホウ

				水中養生 スイチュウヨウジョウ		水中28日 スイチュウニチ

				封かん養生 フウヨウジョウ		封かん28日 フウニチ

				水中(AC)養生 スイチュウヨウジョウ		水中7日⇒気中21日 スイチュウカキチュウニチ

						気中1日⇒水中7日⇒気中20日 キチュウニチスイチュウニチキチュウニチ

				気中養生 キチュウヨウジョウ		気中28日 キチュウニチ

						※脱型まで供試体上面はガラス板で封かん ダッケイキョウシタイウエメンイタフウ

												五ヶ山トンネル養生方法 ゴカヤマヨウジョウホウホウ

										ｹｰｽNo.		養生 ヨウジョウ		脱型材齢18時間後の養生方法 ダッケイザイレイジカンゴヨウジョウホウホウ

										T1		水中養生 スイチュウヨウジョウ		水中4週 スイチュウシュウ

										T2		封かん養生 フウヨウジョウ		封かん4週 フウシュウ

										T3		水中(AC)養生 スイチュウヨウジョウ		水中1週⇒気中3週 スイチュウシュウキチュウシュウ

										T4				気中1日⇒水中1週⇒気中20日 シュウ

										T5				気中3日⇒水中1週⇒気中18日 シュウ

										T6				気中1週⇒水中1週⇒気中2週 シュウシュウシュウ

										T7				気中2週⇒水中1週⇒気中1週 シュウシュウシュウ

										T8				気中2週⇒水中2週⇒気中1週（35日強度） キチュウシュウスイチュウシュウキチュウシュウ

										T9				気中3週⇒水中1週⇒気中1週 （35日強度） キチュウシュウスイチュウシュウキチュウシュウ

										T10		気中養生 キチュウヨウジョウ		気中4週 キチュウシュウ

														※脱型まで供試体上面はガラス板で封かん ダッケイキョウシタイウエメンイタフウ





重量測定

		

																																																		圧縮強度試験および重量測定管理表 アッシュクキョウドシケンジュウリョウソクテイカンリヒョウ

																																																		セメント		シリ－ズ
NO		区分 クブン		圧縮強度
試験日 アッシュクキョウドシケンニチ		試料
NO シリョウ		圧縮試験時の供試体の高さ アッシュクシケンジキョウタメタイタカ								実測重量(g) ジッソクジュウリョウ

																																																												h1		h2		h3		平均 ヘイキン		7/4（型枠のみ）① カタワク		成型時②
型枠+試料 セイケイジカタワクシリョウ		成型時③
翌日 セイケイジヨクジツ		ガラス④
結露 ケツロ		ガラス⑤
清掃 セイソウ		脱型時⑥
（試料清掃前） ダツカタジシリョウセイソウマエ		脱型時⑦
清掃後 ダツカタジセイソウゴ		7/5（養生前） ヨウジョウマエ		7/6		7/8		7/11		7/12		7/13		7/15		7/19		7/25		7/26		8/1		8/2		8/4		8/8		成型時重量
②-① セイケイジジュウリョウ		結露重量
④-⑤ ケツロジュウリョウ		清掃前後
⑥-⑦ セイソウゼンゴ		脱型時質量 ダツカタジシツリョウ		不明な質量 フメイシツリョウ				7/5（養生前）		6時間後 ジカンゴ		7/6		7/8		7/11		7/12		7/13		7/15		7/19		7/25		7/26		8/1		8/2		8/4										w/c		55%

		箱崎シールド ハコザキ																																																箱崎 ハコサキ		S1		水中4W スイチュウ		8/1（月） ゲツ		1										236.8		3838.2		3837		539.5		539.1		3599.2		3598.3								3623.3								3626.4		3627.9				3630.9								3601.4		0.4		0.9		3598.3		1.8				3598.3								3623.3								3626.4		3627.9				3630.9														S-1-1,3		0.0		6.0		14.0		20.0		27.5				0.0				0.0		0.0		0.0

																																																										2										238.2		3831.7		3830.1		537.7		536.7		3590.7		3590.1								3615.7								3618.8		3619.8				3623.0								3593.5		1		0.6		3590.1		1.8				3590.1								3615.7								3618.8		3619.8				3623.0																0.0		16.2		18.2		19.0		20.9				0.0				0.0		0.0		0.0

																																																										3										236.3		3842.5		3840.8		540.3		539.1		3603.4		3602.6								3628.3								3631.5		3632.9				3635.7								3606.2		1.2		0.8		3602.6		1.6				3602.6								3628.3								3631.5		3632.9				3635.7														S-1-4,7		0.0		6.0		14.0		20.0		28.3				0.0		0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3597.0								3622.4								3625.6		3626.9				3629.9																0.0		15.5		17.6		18.5		20.2				0.0		0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																				10:00								10:00								9:00		10:30				21:00														S-1-7,-9		0.0		6.0		14.0		20.0		30.1				0.0		0.0						0.0

																																																						水中4W水中1D スイチュウスイチュウ		8/2（火） カ		4										236.7		3913.6		3912.6		535.8		535.2		3675.3		3674.5								3699.2								3702.1		3703.3						3706.0						3676.9		0.6		0.8		3674.5		1				3674.5								3699.2								3702.1		3703.3						3706.0														0.0		15.3		17.5		18.1		20.1				0.0		0.0						0.0

																																																										5										238.3		3910.2		3908.5		534.6		534		3669.4		3669								3693.2								3696.8		3698.2						3701.3						3671.9		0.6		0.4		3669		1.9				3669								3693.2								3696.8		3698.2						3701.3												S-1-10,12		0.0		6.0		14.0		20.0		34.3				0.0		0.0						0.0

																																																										6										236.8		3876.6		3875.3		536.1		535.4		3637.5		3636.7								3660.8								3664.4		3665.6						3668.2						3639.8		0.7		0.8		3636.7		1.6				3636.7								3660.8								3664.4		3665.6						3668.2														0.0		15.8		18.0		18.9		21.5				0.0		0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3660.1								3684.4								3687.8		3689.0						3691.8												S-1-13,15		0.0		6.0		14.0		20.0		27.5		28.3		0.0		0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30						18:00																		10:00								10:00								9:00		10:30						18:00														0.0		15.9		17.9		18.9		20.1		4.9		0.0		0.0						0.0

																																																						水中4W水中3D スイチュウスイチュウ		8/4（木） モク		7										238.3		3863.5		3861.9		537.3		536.2		3622.5		3621.9								3645.6								3649.1		3650.0								3653				3625.2		1.1		0.6		3621.9		1.6				3621.9								3645.6								3649.1		3650.0								3653										S-1-16,18		0.0		6.0		14.0		20.0		27.5		30.1		0.0		0.0						0.0

																																																										8										236.4		3815.9		3815		532.8		532.3		3577.2		3576.4								3600.2								3603.4		3604.3								3607.7				3579.5		0.5		0.8		3576.4		1.8				3576.4								3600.2								3603.4		3604.3								3607.7												0.0		15.2		17.4		18.5		19.7		-2.9		0.0		0.0						0.0

																																																										9										236.9		3804.4		3803.5		537.5		536.5		3565.2		3564.4								3588.8								3592.5		3593.5								3596.6				3567.5		1		0.8		3564.4		1.3				3564.4								3588.8								3592.5		3593.5								3596.6										S-1-19,21		0.0		6.0		14.0		20.0		27.5		34.3		0.0		0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3587.6								3611.5								3615.0		3615.9								3619.1												0.0		15.7		17.8		18.9		20.0		-10.5		0.0		0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30								13:00																10:00								10:00								9:00		10:30								13:00										S-2		0.0								27.5				0.0		0.0						0.0

																																																						水中4W水中7D スイチュウスイチュウ		8/8（月） ツキ		10										236.7		3817		3815.8		531.1		530.7		3578.1		3577.4								3601.6								3605.1		3606.3										3610.1		3580.3		0.4		0.7		3577.4		1.8				3577.4								3601.6								3605.1		3606.3										3610.1										0.0								0.0				0.0		0.0						0.0

																																																										11										236.7		3843.5		3842.1		543.7		543		3604.4		3603.9								3628.9								3632.5		3634.0										3638.6		3606.8		0.7		0.5		3603.9		1.7				3603.9								3628.9								3632.5		3634.0										3638.6								S-3		0.0		0.3		7.3		14.0		20.0		27.5		0.0		0.0						0.0

																																																										12										238.3		3851.9		3850.7		537.4		537		3611.2		3610								3635.2								3638.3		3639.9										3644.0		3613.6		0.4		1.2		3610		2				3610								3635.2								3638.3		3639.9										3644.0										0.0		-18.4		14.2		-21.2		-27.1		-30.8		0.0		0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3597.1								3621.9								3625.3		3626.7										3630.9								S-4		0.0		1.0		8.0		14.0		20.0		27.5		0.0		0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30										17:00														10:00								10:00								9:00		10:30										17:00										0.0		-47.2		14.7		-19.4		-25.9		-30.0		0.0		0.0						0.0

																																																						水中4W気中1D スイチュウキチュウ		8/2（火） カ		13										238.4		3846.8		3845.4		537.5		536.6		3606		3605.3								3630.5								3633.8		3635.2				3637.2		3614.0						3608.4		0.9		0.7		3605.3		1.5				3605.3								3630.5								3633.8		3635.2				3637.2		3614.0												S-5		0.0		6.0		14.0		20.0		27.5				0.0		0.0						0.0

																																																										14										238.1		3841.4		3839.8		536.6		535.6		3600.6		3599.5								3624.1								3627.4		3629.1				3630.9		3606.9						3603.3		1		1.1		3599.5		1.7				3599.5								3624.1								3627.4		3629.1				3630.9		3606.9														0.0		-62.3		-66.1		-67.4		-68.1				0.0		0.0						0.0

																																																										15										236.5		3854.1		3853		552.1		551.7		3615.6		3614.3								3639.4								3642.4		3643.9				3645.8		3621.4						3617.6		0.4		1.3		3614.3		1.6				3614.3								3639.4								3642.4		3643.9				3645.8		3621.4

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3606.4								3631.3								3634.5		3636.1				3638.0		3614.1

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00		18:00																		10:00								10:00								9:00		10:30				21:00		18:00

																																																						水中4W気中3D スイチュウキチュウ		8/4（木） モク		16										237.7		3769.6		3762.5		533.5		532.7		3523.1		3522								3545.4								3548.5		3550.0				3552.0				3517.8				3531.9		0.8		1.1		3522		8				3522								3545.4								3548.5		3550.0				3552.0				3517.8

																																																										17										237.9		3862		3860		539.8		538.6		3620.8		3619.6								3643.2								3646.9		3648.8				3650.4				3614.4				3624.1		1.2		1.2		3619.6		2.1				3619.6								3643.2								3646.9		3648.8				3650.4				3614.4

																																																										18										237.9		3863.8		3862.6		320.9		320.5		3623.6		3621.9								3646.6								3650.1		3651.7				3653.8				3617.5				3625.9		0.4		1.7		3621.9		1.9				3621.9								3646.6								3650.1		3651.7				3653.8				3617.5

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3587.8								3611.7								3615.2		3616.8				3618.7				3583.2

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00				13:00																10:00								10:00								9:00		10:30				21:00				13:00

																																																						水中4W気中7D スイチュウキチュウ		8/8（月） ツキ		19										237.5		3865.9		3864.5		534.6		534		3626		3625.1								3650.0								3653.2		3655.0				3656.6						3609.3		3628.4		0.6		0.9		3625.1		1.8				3625.1								3650.0								3653.2		3655.0				3656.6						3609.3

																																																										20										237.3		3831.6		3829.7		537.4		536.5		3590.8		3589.7								3613.9								3617.0		3618.5				3620.3						3572.4		3594.3		0.9		1.1		3589.7		2.6				3589.7								3613.9								3617.0		3618.5				3620.3						3572.4

																																																										21										237.6		3826.3		3825.6		547.1		546.8		3586.8		3585								3610.0								3613.3		3615.2				3617.0						3568.7		3588.7		0.3		1.8		3585		1.6				3585								3610.0								3613.3		3615.2				3617.0						3568.7

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3599.9								3624.6								3627.8		3629.6				3631.3						3583.4666666667

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00						17:00														10:00								10:00								9:00		10:30				21:00						17:00

																																																				S2		封緘4W フウカン		8/1（月） ゲツ		1										238.7		3859.9		3858.3		535.1		534.5																										3856.6								3621.2		0.6		0		0		3620.6																										3856.6

																																																										2										238		3810.3		3809.5		555		554.5																										3807.5								3572.3		0.5		0		0		3571.8																										3807.5

																																																										3										238.2		3868.8		3866.9		535.6		534.5																										3865.0								3630.6		1.1		0		0		3629.5																										3865.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																																						3843.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																																												21:00																				10:00																						21:00

																																																				S3		当日AC1W
6h後16:00 トウジツゴ		8/1（月） ゲツ		1										237.7		3791		3790.4		534.9		534.5		3551		3549.3		3518.1								3572.1						3515.6		3506.9				3501.2								3553.3		0.4		1.7		3549.3		1.9				3549.3		3518.1								3572.1						3515.6		3506.9				3501.2

																																																										2										237.2		3832		3830.4		537.5		536.2		3592.1		3590.9		3562.1								3613.7						3557.9		3548.4				3542.1								3594.8		1.3		1.2		3590.9		1.4				3590.9		3562.1								3613.7						3557.9		3548.4				3542.1

																																																										3										237.6		3802.4		3801.3		535.9		535		3561.8		3560.5		3534.0								3581.9						3527.3		3518.0				3512.5								3564.8		0.9		1.3		3560.5		2.1				3560.5		3534.0								3581.9						3527.3		3518.0				3512.5

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3566.9		3538.1								3589.2						3533.6		3524.4				3518.6

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00		16:00								16:00						9:00		10:30				21:00																				10:00		16:00								16:00						9:00		10:30				21:00

																																																				S4		気中1DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										237.6		3845.6		3843.2		537		535.6		3604.5		3603.3				3525.8								3627.1				3573.0		3562.9				3556.6								3608		1.4		1.2		3603.3		2.1				3603.3				3525.8								3627.1				3573.0		3562.9				3556.6

																																																										2										237.8		3868.8		3869.6		535.9		535.5		3628.6		3627.3				3554.4								3650.4				3597.8		3587.1				3580.9								3631		0.4		1.3		3627.3		2				3627.3				3554.4								3650.4				3597.8		3587.1				3580.9

																																																										3										238.2		3784.8		3784.3		330.3		330		3545		3543.7				3471.9								3566.1				3511.9		3502.2				3495.5								3546.6		0.3		1.3		3543.7		1.3				3543.7				3471.9								3566.1				3511.9		3502.2				3495.5

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3591.4				3517.4								3614.5				3560.9		3550.7				3544.3

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00				10:00								10:00				9:00		10:30				21:00																				10:00				10:00								10:00				9:00		10:30				21:00

																																																				S5		気中 キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										237		3856.2		3854.4		538.2		537.3		3616.3		3614.8								3514.7								3508.8		3506.8				3505.7								3619.2		0.9		1.5		3614.8		2				3614.8								3514.7								3508.8		3506.8				3505.7

																																																										2										236.9		3826.9		3826		541		540.5		3587.9		3586.7								3487.8								3481.8		3479.8				3478.8								3590		0.5		1.2		3586.7		1.6				3586.7								3487.8								3481.8		3479.8				3478.8

																																																										3										237.6		3872		3869.8		537.6		536.2		3631.2		3629.7								3535.2								3529.4		3527.2				3526.0								3634.4		1.4		1.5		3629.7		1.8				3629.7								3535.2								3529.4		3527.2				3526.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3610.4								3512.6								3506.7		3504.6				3503.5

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																				10:00								10:00								9:00		10:30				21:00

																																																		五ヶ山 ゴヤマ		T1		水中4W スイチュウ		8/1（月） ゲツ		1										236.9		3918.4		3917.2		540.7		539.*		3677.2		3676.6								3697.2								3700.3		3701.1				3703.1								3681.5		0		0.6		3676.6		0				3676.6								3697.2								3700.3		3701.1				3703.1														T-1		0.0		6.0		14.0		20.1		27.5								0.0		0.0		0.0

		五ヶ山トンネル ゴカヤマ																																																								2										237.4		3940		3938.8		538.2		537.5		3699		3698.3								3718.9								3721.5		3722.6				3725.8								3702.6		0.7		0.7		3698.3		2.9				3698.3								3718.9								3721.5		3722.6				3725.8																0.0		13.2		15.1		15.7		17.5								0.0		0.0		0.0

																																																										3										237.2		3919.3		3917.2		567.3		566.2		3679		3677.7								3698.6								3702.0		3702.9				3706.1								3682.1		1.1		1.3		3677.7		2				3677.7								3698.6								3702.0		3702.9				3706.1														T-2		0.0								27.5						0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3684.2								3704.9								3707.9		3708.9				3711.7																0.0								0.0						0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00								9:00								9:00		10:30				21:00																				9:00								9:00								9:00		10:30				21:00														T-3		0.0		0.3		7.3		14.0		20.1		27.5				0.0						0.0

																																																				T2		封緘4W フウカン		8/1（月） ゲツ		1										238.8		3864.5		3863.9		536.6		536.1																										3861.0								3625.7		0.5		0		0		3625.2				3625.2																						3625.2																0.0		-18.0		11.0		-29.2		-35.1		-38.6				0.0						0.0

																																																										2										237.6		3889.3		3887.8		538.8		538.4																										3885.9								3651.7		0.4		0		0		3651.3				3651.3																						3651.3														T-4		0.0		1.0		8.0		14.0		20.1		27.5				0.0						0.0

																																																										3										237.8		3893.2		3892.4		319.6		319.3																										3889.2								3655.4		0.3		0		0		3655.1				3655.1																						3655.1																0.0		-58.3		10.3		-26.6		-33.2		-37.1				0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3643.8666666667																						3643.9														T-5		0.0		3.0		10.0		14.0		20.1		27.5				0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																																												21:00																				9:00																						21:00																0.0		-73.1		10.9		-21.1		-31.0		-35.9				0.0						0.0

																																																				T3		当日AC1W
6h後15:00 トウジツゴ		8/1（月） ゲツ		1										238		3858.3		3857.1		533.4		532.7		3617.3		3616.5		3585.8								3633.4						3570.9		3562.4				3556.8								3620.3		0.7		0.8		3616.5		2.3				3616.5		3585.8								3633.4						3570.9		3562.4				3556.8														T-6		0.0		7.0		14.0		20.1		27.5						0.0						0.0

																																																										2										238.1		3889.1		3887.9		536.1		535.8		3648.5		3647.8		3619.3								3665.2						3601.0		3591.2				3585.6								3651		0.3		0.7		3647.8		2.2				3647.8		3619.3								3665.2						3601.0		3591.2				3585.6																0.0		-77.2		11.2		-21.1		-30.2						0.0						0.0

																																																										3										237.8		3831		3830.2		533.7		533		3590.9		3590.1		3564.3								3607.5						3544.8		3535.7				3530.1								3593.2		0.7		0.8		3590.1		1.6				3590.1		3564.3								3607.5						3544.8		3535.7				3530.1														T-7		0.0		4.5		14.0		21.0		27.5						0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																												0				3618.1		3589.8								3635.4						3572.2		3563.1				3557.5																0.0		-76.8		-79.8		12.0		-20.3						0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00		15:00								15:00						9:00		10:30				21:00																				9:00		15:00								15:00						9:00		10:30				21:00														T-8		0.0		7.0		14.0		21.0		28.4		30.2		34.0		0.0						0.0

																																																				T4		気中1DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.8		3904.7		3703.2		535.9		535.5		3663.4		3662.8				3563.3								3679.3				3620.0		3610.0				3603.5								3665.9		0.4		0.6		3662.8		2.1				3662.8				3563.3								3679.3				3620.0		3610.0				3603.5																0.0		-74.6		-77.7		11.5		13.1		-3.8		-13.2		0.0						0.0

																																																										2										237.9		3875.8		387402		539.6		538.9		3634.8		3633.9				3543.8								3649.9				3593.0		3582.1				3576.2								3637.9		0.7		0.9		3633.9		2.4				3633.9				3543.8								3649.9				3593.0		3582.1				3576.2														T-9		0.0		7.0		14.0		21.0		28.4		30.2		34.0		0.0						0.0

																																																										3										238.3		3898.1		3896.5		541.4		540.5		3657.2		3656.4				3571.5								3672.6				3614.9		3604.7				3598.9								3659.8		0.9		0.8		3656.4		1.7				3656.4				3571.5								3672.6				3614.9		3604.7				3598.9																0.0		-73.0		-76.1		-77.5		13.1		-11.6		-22.6		0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3651.0				3559.5								3667.3				3609.3		3598.9				3592.9														T-10		0.0		7.0		14.0		21.0		27.5						0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00				9:00								9:00				9:00		10:30				21:00																				9:00				9:00								9:00				9:00		10:30				21:00																0.0		-71.7		-74.8		-76.2		-76.7						0.0						0.0

																																																				T5		気中3DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.9		3892.8		3891.4		538.8		537.9		3651.1		3650.2						3532.6								3667.6		3617.3		3600.4				3593.0								3653.9		0.9		0.9		3650.2		1.9				3650.2						3532.6								3667.6		3617.3		3600.4				3593.0																														0.0						0.0

																																																										2										238.4		3866.3		3861.8		535.4		534.4		3622.8		3621.5						3506.2								3639.1		3588.1		3572.9				3564.7								3627.9		1		1.3		3621.5		4.1				3621.5						3506.2								3639.1		3588.1		3572.9				3564.7

																																																										3										238.6		3868		3866.6		531.2		530.6		3626.8		3624.8						3513.2								3641.0		3591.6		3577.1				3569.6								3629.4		0.6		2		3624.8		2				3624.8						3513.2								3641.0		3591.6		3577.1				3569.6

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3632.2						3517.3								3649.2		3599.0		3583.5				3575.8

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00						9:00								9:00		9:00		10:30				21:00																				9:00						9:00								9:00		9:00		10:30				21:00

																																																				T6		気中7DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238		3912.2		3910.7		535.1		534.3		3671.4		3670.3										3546.5						3688.0		3638.2				3623.6								3674.2		0.8		1.1		3670.3		2				3670.3										3546.5						3688.0		3638.2				3623.6

																																																										2										238.6		3865.6		3864.6		547.5		547.1		3624.9		3623.4										3501.5						3640.8		3589.2				3574.8								3627		0.4		1.5		3623.4		1.7				3623.4										3501.5						3640.8		3589.2				3574.8

																																																										3										238.4		3887.8		3887.2		550.1		549.7		3647.2		3645.7										3527.7						3663.3		3612.6				3598.7								3649.4		0.4		1.5		3645.7		1.8				3645.7										3527.7						3663.3		3612.6				3598.7

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3646.5										3525.2						3664.0		3613.3				3599.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00		10:30				21:00																				9:00										9:00						9:00		10:30				21:00

																																																				T7		気中14DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238		3927.5		3925.1		558.3		557.9		3686.3		3684.7										3560.0						3555.3				3703.9		3652.6								3689.5		0.4		1.6		3684.7		2.8				3684.7										3560.0						3555.3				3703.9		3652.6

																																																										2										238.3		3891.3		3889.7		536.6		536		3650.3		3649.5										3528.9						3524.2				3669.0		3617.1								3653		0.6		0.8		3649.5		2.1				3649.5										3528.9						3524.2				3669.0		3617.1

																																																										3										238.1		3907.7		3906.9		540.5		540		3667.3		3666.2										3549.8						3544.9				3684.0		3635.0								3669.6		0.5		1.1		3666.2		1.8				3666.2										3549.8						3544.9				3684.0		3635.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3666.8										3546.2						3541.5				3685.6		3634.9

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00		21:00																				9:00										9:00						9:00				10:00		21:00

																																																				T8		気中14DAC2W キチュウ		8/8（月） ゲツ		1										237.9		3921.7		3920.9		537.1		536.6		3681.7		3680.4										3558.7						3553.7				3697.9				3700.2		3673.8		3660.2		3683.8		0.5		1.3		3680.4		1.6				3680.4										3558.7						3553.7				3697.9				3700.2		3673.8		3660.2

																																																										2										238.1		3886.2		3885.5		540.3		539.8		3645.8		3645										3527.8						3522.9				3662.8				3665.3		3638.1		3622.7		3648.1		0.5		0.8		3645		1.8				3645										3527.8						3522.9				3662.8				3665.3		3638.1		3622.7

																																																										3										237.8		3896		3894.8		536.1		535.5		3656		3654.7										3542.2						3537.4				3673.5				3676.3		3650.2		3634.8		3658.2		0.6		1.3		3654.7		1.6				3654.7										3542.2						3537.4				3673.5				3676.3		3650.2		3634.8

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3660.0										3542.9						3538.0				3678.1				3680.6		3654.0		3639.2

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00		10:00														9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00		10:00

																																																				T9		気中21DAC1W キチュウ		8/8（月） ゲツ		1										238.3		3943.5		3941.9		579.4		578.5		3702.1		3700.5										3586.3						3582.0				3580.0				3721.4		3681.3		3663		3705.2		0.9		1.6		3700.5		2.2				3700.5										3586.3						3582.0				3580.0				3721.4		3681.3		3663

																																																										2										238.5		3890		3888.9		535.8		535.4		3649.4		3648.6										3533.8						3528.7				3526.4				3669.7		3630.2		3613.1		3651.5		0.4		0.8		3648.6		1.7				3648.6										3533.8						3528.7				3526.4				3669.7		3630.2		3613.1

																																																										3										238.1		3859.4		3859		536.9		536.5		3619.1		3617.5										3502.8						3497.5				3495.1				3637.0		3600.6		3584.1		3621.3		0.4		1.6		3617.5		1.8				3617.5										3502.8						3497.5				3495.1				3637.0		3600.6		3584.1

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3655.5										3541.0						3536.1				3533.8				3676.0		3637.4		3620.1

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00		10:00														9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00		10:00

																																																				T10		気中 キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.6		3919.1		3917.3		531.8		531.3		3677.8		3676.5										3557.0						3552.0				3550.0		3549.2								3680.5		0.5		1.3		3676.5		2.2				3676.5										3557.0						3552.0				3550.0		3549.2

																																																										2										238.4		3864.1		3863.2		532.6		532.3		3623.5		3622.1										3512.9						3508.3				3505.9		3505.1								3625.7		0.3		1.4		3622.1		1.9				3622.1										3512.9						3508.3				3505.9		3505.1

																																																										3										238.1		3755.2		3754.9		533.5		533.3		3515.2		3514.1										3405.1						3400.2				3398.1		3397.3								3517.1		0.2		1.1		3514.1		1.7				3514.1										3405.1						3400.2				3398.1		3397.3

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3604.2										3491.7						3486.8				3484.7		3483.9

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00		21:00																				9:00										9:00						9:00				10:00		21:00
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		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				25.3611111111		25.3125		25.3125		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.7295645531

-17.1886936593

-39.2581274934

-4.6685340803

-8.0638315932

-24.4037008743

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

9.9736864443

8.9126559715

6.7905950259

11.2469230116

11.0347169171

8.2760376878

-50.5050505051

-47.3219590867

-46.0487225193

-48.595195654

-43.29004329

-44.1388676683



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0.9375		0.9375		1		1		0.9583333333		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		7.9166666667		8.0208333333		8.0416666667		7.9583333333		7.9375		6.9583333333

				25.3125		25.3125		23.4166666667		23.3541666667		21.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-17.1886936593

-27.7989983872

-8.0638315932

-6.7905950259

-15.9154570919

-14.43001443

-4.8807401749

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

8.9126559715

-29.4966471437

11.0347169171

-8.7004498769

9.5492742552

-15.4910449028

-5.305152364

-47.3219590867

-56.2346150581

-43.29004329

-44.775485952

-43.0778371955

-43.0778371955

-40.9557762499



		0.6666666667		0		0		0

		0.2777777778		0.25		0.25		0.25

		7.0902777778		7.0763888889		7.0902777778		7.0486111111

		14.0208333333		14.0347222222		14.0486111111		14.0069444444

		25.3333333333		25.3472222222		25.3611111111		25.3194444444



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型当日ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-5.0929462694

-4.4563279857

-4.8807401749

-6.7905950259

13.1567778627

12.0957473899

11.8835412953

9.7614803497

15.2788388083

14.6422205246

14.2178083355

11.8835412953

-16.5520753756

-24.8281130634

-30.9820898056

-37.5604787369



		0		0		0		0

		0.9375		0.9791666667		1.0208333333		0.9375

		7.9166666667		7.9583333333		8		7.9166666667

		14.9583333333		15		15.0416666667		14.9583333333

		25.2708333333		25.3125		25.3541666667		25.2708333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型翌日ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-12.520159579

-21.4328155505

-21.645021645

-21.2206094559

10.3980986334

9.124862066

10.1858925388

7.8516254987

12.3079534844

10.3980986334

12.0957473899

9.7614803497

-16.9764875647

-24.4037008743

-29.0722349546

-36.7116543587



		0		0		0		0

		1.9583333333		2		2.0416666667		1.9583333333

		8.9583333333		9		9		8.9583333333

		16		16.0416666667		16.0833333333		16

		25.2708333333		25.3125		25.3541666667		25.2708333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型2日後ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-29.9210593328

-37.1360665478

-40.5313640608

-39.6825396825

6.3661828368

5.7295645531

8.4882437824

5.7295645531

8.7004498769

7.8516254987

10.3980986334

7.6394194041

-18.0375180375

-25.2525252525

-28.4356166709

-35.8628299805



		0		0		0		0

		0.9375		0.9791666667		1.0208333333		0.9375

		7.9166666667		7.9583333333		8		7.9166666667

		25.3125		25.3541666667		25.3958333333		25.3125



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-16.7642814702

-23.5548764961

-22.4938460233

-27.7989983872

-17.4008997538

-23.9792886852

-23.1304643069

-29.4966471437

-36.2872421696

-44.9876920465

-49.0196078431

-56.2346150581



		0		0		0		0

		1		1		1		1

		8.0416666667		8.0416666667		8.0416666667		8.0416666667

		23.3541666667		23.3541666667		23.3541666667		23.3541666667



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

5日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-10.3980986334

-6.7905950259

-7.0028011204

-6.7905950259

-10.3980986334

-7.4272133096

-8.4882437824

-8.7004498769

-30.1332654274

-35.0140056022

-40.3191579662

-44.775485952



		0		0		0		0

		0.9375		0.9375		0.9375		0.9375

		7.9375		7.9375		7.9375		7.9375

		21.3333333333		21.3333333333		21.3333333333		21.3333333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

７日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-11.6713352007

-12.9445717681

-14.8544266191

-14.43001443

-12.520159579

-13.7933961463

-15.7032509974

-15.4910449028

-28.86002886

-34.165181224

-39.6825396825

-43.0778371955



		0		0		0		0

		0.25		0.25		0.25		0.25

		6.9583333333		6.9583333333		6.9583333333		6.9583333333

		21.3125		21.3125		21.3125		21.3125



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

７日脱型当日封緘1週

0

0

0

0

-4.6685340803

-4.6685340803

-4.6685340803

-4.8807401749

-5.0929462694

-5.0929462694

-4.8807401749

-5.305152364

-25.4647313471

-31.4065019947

-37.1360665478

-40.9557762499



		0		0		0		0

		0		0.9791666667		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9583333333		8.0208333333		7.9583333333

				25.3541666667		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝５０％

0

0

0

0

0

-23.3426704015

-11.0347169171

-8.0638315932

12.9445717681

15.0666327137

15.9154570919

16.9764875647

16.9764875647

9.3370681606

10.1858925388

11.0347169171

-35.2262116968

-31.6187080893

-31.6187080893



		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0208333333		7.9583333333

				25.3125		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-19.5229606994

-7.8516254987

-7.215007215

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

9.5492742552

9.9736864443

9.124862066

-26.950174009

-23.9792886852

-24.4037008743



		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0208333333		7.9583333333

				25.3125		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-17.1886936593

-8.0638315932

-15.9154570919

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

8.9126559715

11.0347169171

9.5492742552

-47.3219590867

-43.29004329

-43.0778371955



		0		0		0		0		0

		0		1.0208333333		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		8		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3958333333		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝５０％

0

0

0

0

0

0

-22.4938460233

-7.0028011204

-14.8544266191

-4.6685340803

12.520159579

15.0666327137

15.7032509974

16.9764875647

16.9764875647

-23.1304643069

-8.4882437824

-15.7032509974

-4.8807401749

-49.0196078431

-40.3191579662

-39.6825396825

-37.1360665478



		0		0		0		0

		0		0.24		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0625		7.9166666667		8.9583333333

				25.375		25.3125		25.3125



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-19.5229606994

-28.86002886

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

12.520159579

9.5492742552

6.3661828368

-28.0112044818

-26.950174009

-26.950174009



		0		0		0		0

		0		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-5.0929462694

-7.8516254987

-15.9154570919

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

11.2469230116

9.9736864443

7.6394194041

-28.86002886

-23.9792886852

-27.3745861981



		0		0.6666666667		0		0

		0		0.2777777778		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667		7.0902777778		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		14.0208333333		14.9583333333		16

				25.3333333333		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-5.0929462694

-12.520159579

-29.9210593328

14.2178083355

13.1567778627

10.3980986334

6.3661828368

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

15.2788388083

12.3079534844

8.7004498769

-16.5520753756

-16.9764875647

-18.0375180375



		0		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3125		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

-16.7642814702

-10.3980986334

-11.6713352007

-4.6685340803

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

-17.4008997538

-10.3980986334

-12.520159579

-5.0929462694

-36.2872421696

-30.1332654274

-28.86002886

-25.4647313471



		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333

				25.3611111111		25.3125		25.3125



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-5.7295645531

-17.1886936593

-39.2581274934

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

9.9736864443

8.9126559715

6.7905950259

-50.5050505051

-47.3219590867

-46.0487225193



		0		0		0		0

		0		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-8.0638315932

-24.4037008743

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

11.2469230116

11.0347169171

8.2760376878

-48.595195654

-43.29004329

-44.1388676683



		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		14.0069444444		14.9583333333		16

				25.3194444444		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-6.7905950259

-21.2206094559

-39.6825396825

12.0957473899

9.7614803497

7.8516254987

5.7295645531

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

11.8835412953

9.7614803497

7.6394194041

-37.5604787369

-36.7116543587

-35.8628299805



		0		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3125		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

-27.7989983872

-6.7905950259

-14.43001443

-4.8807401749

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

-29.4966471437

-8.7004498769

-15.4910449028

-5.305152364

-56.2346150581

-44.775485952

-43.0778371955

-40.9557762499



		



水中4W

封かん4W

当日AC1W

気中1DAC1W

気中4W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)



		



水中4W

水中４W水中1D

水中4W水中3D

水中4W水中7D

水中4W気中1D

水中4W気中3D

水中4W気中7D

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

シールド二次覆工



		



T1:水中4週

T2:封かん4週

T3:当日AC1週

T4:気中1日 AC1週

T5:気中3日 AC1週

T6:気中1週 AC1週

T7:気中2週 AC1週

T8:気中2週 AC2週

T9:気中3週 AC1週

T10:気中4週

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

トンネル二次覆工



		

																																																																																圧縮強度試験および重量測定管理表 アッシュクキョウドシケンジュウリョウソクテイカンリヒョウ

																																																																																セメント		シリ－ズ
NO		区分 クブン		圧縮強度
試験日 アッシュクキョウドシケンニチ		試料
NO シリョウ		圧縮試験時の供試体の高さ アッシュクシケンジキョウタメタイタカ								圧縮強度 アッシュクキョウド

																																																																																										h1		h2		h3		平均 ヘイキン		7/4（型枠のみ）① カタワク		成型時②
型枠+試料 セイケイジカタワクシリョウ		成型時③
翌日 セイケイジヨクジツ		ガラス④
結露 ケツロ		ガラス⑤
清掃 セイソウ		脱型時⑥
（試料清掃前） ダツカタジシリョウセイソウマエ		脱型時⑦
清掃後 ダツカタジセイソウゴ		7/5（養生前） ヨウジョウマエ		7/6		7/8		7/11		7/12		7/13		7/15		7/19		7/25		7/26		8/1		研磨後質量
(g) ケンマゴシツリョウ		長さ
(mm) ナガ		最大荷重
(KN) サイダイカジュウ		圧縮強度
(N/mm2) アッシュクキョウド		8/2		研磨後質量
(g) ケンマゴシツリョウ		長さ
(mm) ナガ		最大荷重
(KN) サイダイカジュウ		圧縮強度
(N/mm2) アッシュクキョウド		8/4		研磨後質量
(g) ケンマゴシツリョウ		長さ
(mm) ナガ		最大荷重
(KN) サイダイカジュウ		圧縮強度
(N/mm2) アッシュクキョウド		8/8		研磨後質量
(g) ケンマゴシツリョウ		長さ
(mm) ナガ		最大荷重
(KN) サイダイカジュウ		圧縮強度
(N/mm2) アッシュクキョウド		成型時重量
②-① セイケイジジュウリョウ		結露重量
④-⑤ ケツロジュウリョウ		清掃前後
⑥-⑦ セイソウゼンゴ		脱型時質量 ダツカタジシツリョウ		不明な質量 フメイシツリョウ				7/5（養生前）		6時間後 ジカンゴ		7/6		7/8		7/11		7/12		7/13		7/15		7/19		7/25		7/26		8/1		8/2		8/4

		箱崎シールド ハコザキ																																																																														箱崎 ハコサキ		S1		水中4W スイチュウ		8/1（月） ゲツ		1										236.8		3838.2		3837		539.5		539.1		3599.2		3598.3								3623.3								3626.4		3627.9				3630.9		3557		189.4		335.4		42.7																																3601.4		0.4		0.9		3598.3		1.8				3598.3								3623.3								3626.4		3627.9				3630.9

				材齢28日強度 ザイレイニチキョウド																																																																																				2										238.2		3831.7		3830.1		537.7		536.7		3590.7		3590.1								3615.7								3618.8		3619.8				3623.0		3576		190.3		320.8		40.8																																3593.5		1		0.6		3590.1		1.8				3590.1								3615.7								3618.8		3619.8				3623.0																																														質量 シツリョウ				圧縮強度 アッシュクキョウド

																																																																																								3										236.3		3842.5		3840.8		540.3		539.1		3603.4		3602.6								3628.3								3631.5		3632.9				3635.7		3567		189.9		335.8		42.8																																3606.2		1.2		0.8		3602.6		1.6				3602.6								3628.3								3631.5		3632.9				3635.7																		記号 キゴウ		養生方法 ヨウジョウホウホウ		圧縮強度
（N/mm2) アッシュクキョウド		S-1に対する比率 タイヒリツ																						質量 シツリョウ		百分率 ヒャクブンリツ		強度 キョウド		百分率 ヒャクブンリツ

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3566.7		189.9				42.1																																												3597.0								3622.4								3625.6		3626.9				3629.9																																										水中4W				2.392		100.0		42.1		100.0

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00		2.392																																																		10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																		S-1		水中4W		42.1		100.0																		封緘4W				2.368		99.0		38.4		91.1

																																																																																				水中4W水中1D スイチュウスイチュウ		8/2（火） カ		4										236.7		3913.6		3912.6		535.8		535.2		3675.3		3674.5								3699.2								3702.1		3703.3														3706.0		3668		194.3		352.5		44.9																						3676.9		0.6		0.8		3674.5		1				3674.5								3699.2								3702.1		3703.3						3706.0																S-2		封緘4W		38.4		91.2																		水中4W水中1D				2.398		100.3		43.3		102.8

																																																																																								5										238.3		3910.2		3908.5		534.6		534		3669.4		3669								3693.2								3696.8		3698.2														3701.3		3671		195.0		329.0		41.9																						3671.9		0.6		0.4		3669		1.9				3669								3693.2								3696.8		3698.2						3701.3																S-3		当日AC1W		42.7		101.4																		水中4W気中1D				2.380		99.5		43.0		102.2

																																																																																								6										236.8		3876.6		3875.3		536.1		535.4		3637.5		3636.7								3660.8								3664.4		3665.6														3668.2		3634		193.3		338.5		43.1																						3639.8		0.7		0.8		3636.7		1.6				3636.7								3660.8								3664.4		3665.6						3668.2																S-4		気中1DAC1W		42.8		101.7																		水中4W水中3D				2.401		100.4		42.6		101.2

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																								3657.7		194.2				43.3																																		3660.1								3684.4								3687.8		3689.0						3691.8																S-5		気中4W		26.5		62.9																		水中4W気中3D				2.378		99.4		47.5		112.8

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30														18:00		2.398																																								10:00								10:00								9:00		10:30						18:00																																								水中4W水中7D				2.390		99.9		44.3		105.2

																																																																																				水中4W水中3D スイチュウスイチュウ		8/4（木） モク		7										238.3		3863.5		3861.9		537.3		536.2		3622.5		3621.9								3645.6								3649.1		3650.0																								3653.0		3604		190.8		342.6		43.6												3625.2		1.1		0.6		3621.9		1.6				3621.9								3645.6								3649.1		3650.0								3653																																						水中4W気中7D				2.369		99.1		48.2		114.5

																																																																																								8										236.4		3815.9		3815		532.8		532.3		3577.2		3576.4								3600.2								3603.4		3604.3																								3607.7		3577		189.6		333.2		42.4												3579.5		0.5		0.8		3576.4		1.8				3576.4								3600.2								3603.4		3604.3								3607.7

																																																																																								9										236.9		3804.4		3803.5		537.5		536.5		3565.2		3564.4								3588.8								3592.5		3593.5																								3596.6		3558		189.0		327.8		41.7												3567.5		1		0.8		3564.4		1.3				3564.4								3588.8								3592.5		3593.5								3596.6

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																		3579.7		189.8				42.6																								3587.6								3611.5								3615.0		3615.9								3619.1

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30																								13:00		2.401																														10:00								10:00								9:00		10:30								13:00

																																																																																				水中4W水中7D スイチュウスイチュウ		8/8（月） ツキ		10										236.7		3817		3815.8		531.1		530.7		3578.1		3577.4								3601.6								3605.1		3606.3																																		3610.1		3593		191.4		350.2		44.6		3580.3		0.4		0.7		3577.4		1.8				3577.4								3601.6								3605.1		3606.3

																																																																																								11										236.7		3843.5		3842.1		543.7		543		3604.4		3603.9								3628.9								3632.5		3634.0																																		3638.6		3622		193.1		349.0		44.4		3606.8		0.7		0.5		3603.9		1.7				3603.9								3628.9								3632.5		3634.0

																																																																																								12										238.3		3851.9		3850.7		537.4		537		3611.2		3610								3635.2								3638.3		3639.9																																		3644.0		3633		193.3		344.2		43.8		3613.6		0.4		1.2		3610		2				3610								3635.2								3638.3		3639.9

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																												3616.0		192.6				44.3														3597.1								3621.9								3625.3		3626.7

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30																																		17:00		2.390																				10:00								10:00								9:00		10:30

																																																																																				水中4W気中1D スイチュウキチュウ		8/2（火） カ		13										238.4		3846.8		3845.4		537.5		536.6		3606		3605.3								3630.5								3633.8		3635.2				3637.2										3614.0		3595		192.7		346		44.1																						3608.4		0.9		0.7		3605.3		1.5				3605.3								3630.5								3633.8		3635.2				3637.2		3614.0

																																																																																								14										238.1		3841.4		3839.8		536.6		535.6		3600.6		3599.5								3624.1								3627.4		3629.1				3630.9										3606.9		3583		191.9		335		42.6																						3603.3		1		1.1		3599.5		1.7				3599.5								3624.1								3627.4		3629.1				3630.9		3606.9

																																																																																								15										236.5		3854.1		3853		552.1		551.7		3615.6		3614.3								3639.4								3642.4		3643.9				3645.8										3621.4		3585		191.3		333		42.4																						3617.6		0.4		1.3		3614.3		1.6				3614.3								3639.4								3642.4		3643.9				3645.8		3621.4

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																								3587.7		192.0				43.0																																		3606.4								3631.3								3634.5		3636.1				3638.0		3614.1

				試験時の乾湿 シケンジカンシツ																																																																																				計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00										18:00		2.380																																								10:00								10:00								9:00		10:30				21:00		18:00

																																																																																				水中4W気中3D スイチュウキチュウ		8/4（木） モク		16										237.7		3769.6		3762.5		533.5		532.7		3523.1		3522								3545.4								3548.5		3550.0				3552.0																				3517.8		3480		186.3		379.8		48.4												3531.9		0.8		1.1		3522		8				3522								3545.4								3548.5		3550.0				3552.0				3517.8

																																																																																								17										237.9		3862		3860		539.8		538.6		3620.8		3619.6								3643.2								3646.9		3648.8				3650.4																				3614.4		3596		192.3		366.6		46.7												3624.1		1.2		1.2		3619.6		2.1				3619.6								3643.2								3646.9		3648.8				3650.4				3614.4

																																																																																								18										237.9		3863.8		3862.6		320.9		320.5		3623.6		3621.9								3646.6								3650.1		3651.7				3653.8																				3617.5		3599		192.9		372.4		47.4												3625.9		0.4		1.7		3621.9		1.9				3621.9								3646.6								3650.1		3651.7				3653.8				3617.5

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																		3558.3		190.5				47.5																								3587.8								3611.7								3615.2		3616.8				3618.7				3583.2

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																				13:00		2.378																														10:00								10:00								9:00		10:30				21:00				13:00

																																																																																				水中4W気中7D スイチュウキチュウ		8/8（月） ツキ		19										237.5		3865.9		3864.5		534.6		534		3626		3625.1								3650.0								3653.2		3655.0				3656.6																														3609.3		3583		192.4		375.6		47.8		3628.4		0.6		0.9		3625.1		1.8				3625.1								3650.0								3653.2		3655.0				3656.6

																																																																																								20										237.3		3831.6		3829.7		537.4		536.5		3590.8		3589.7								3613.9								3617.0		3618.5				3620.3																														3572.4		3550		190.5		378.0		48.1		3594.3		0.9		1.1		3589.7		2.6				3589.7								3613.9								3617.0		3618.5				3620.3

																																																																																								21										237.6		3826.3		3825.6		547.1		546.8		3586.8		3585								3610.0								3613.3		3615.2				3617.0																														3568.7		3545		190.9		381.8		48.6		3588.7		0.3		1.8		3585		1.6				3585								3610.0								3613.3		3615.2				3617.0

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																												3559.3		191.3				48.2														3599.9								3624.6								3627.8		3629.6				3631.3

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																														17:00		2.369																				10:00								10:00								9:00		10:30				21:00

																																																																																		S2		封緘4W フウカン		8/1（月） ゲツ		1										238.7		3859.9		3858.3		535.1		534.5																										3856.6		3570		192.2		296.4		37.7																																3621.2		0.6		0		0		3620.6																										3856.6

																																																																																								2										238		3810.3		3809.5		555		554.5																										3807.5		3494		187.7		299.8		38.2																																3572.3		0.5		0		0		3571.8																										3807.5

																																																																																								3										238.2		3868.8		3866.9		535.6		534.5																										3865.0		3572		192.1		307.6		39.2																																3630.6		1.1		0		0		3629.5																										3865.0

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3545.3		190.7				38.4																																																																		3843.0

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																																												21:00		2.368																																																		10:00																						21:00

																																																																																		S3		当日AC1W
6h後16:00 トウジツゴ		8/1（月） ゲツ		1										237.7		3791		3790.4		534.9		534.5		3551		3549.3		3518.1								3572.1						3515.6		3506.9				3501.2		3421		185.3		357.0		45.5																																3553.3		0.4		1.7		3549.3		1.9				3549.3		3518.1								3572.1						3515.6		3506.9				3501.2

																																																																																								2										237.2		3832		3830.4		537.5		536.2		3592.1		3590.9		3562.1								3613.7						3557.9		3548.4				3542.1		3494		189.5		316.8		40.3																																3594.8		1.3		1.2		3590.9		1.4				3590.9		3562.1								3613.7						3557.9		3548.4				3542.1

																																																																																								3										237.6		3802.4		3801.3		535.9		535		3561.8		3560.5		3534.0								3581.9						3527.3		3518.0				3512.5		3548		187.6		333.4		42.4																																3564.8		0.9		1.3		3560.5		2.1				3560.5		3534.0								3581.9						3527.3		3518.0				3512.5

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3487.7		187.5				42.7																																												3566.9		3538.1								3589.2						3533.6		3524.4				3518.6

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00		16:00								16:00						9:00		10:30				21:00		2.369																																																		10:00		16:00								16:00						9:00		10:30				21:00

																																																																																		S4		気中1DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										237.6		3845.6		3843.2		537		535.6		3604.5		3603.3				3525.8								3627.1				3573.0		3562.9				3556.6		3509		191.6		336.2		42.8																																3608		1.4		1.2		3603.3		2.1				3603.3				3525.8								3627.1				3573.0		3562.9				3556.6

																																																																																								2										237.8		3868.8		3869.6		535.9		535.5		3628.6		3627.3				3554.4								3650.4				3597.8		3587.1				3580.9		3535		191.4		336.2		42.8																																3631		0.4		1.3		3627.3		2				3627.3				3554.4								3650.4				3597.8		3587.1				3580.9

																																																																																								3										238.2		3784.8		3784.3		330.3		330		3545		3543.7				3471.9								3566.1				3511.9		3502.2				3495.5		3433		186.9		336.8		42.9																																3546.6		0.3		1.3		3543.7		1.3				3543.7				3471.9								3566.1				3511.9		3502.2				3495.5

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3492.3		190.0				42.8																																												3591.4				3517.4								3614.5				3560.9		3550.7				3544.3

		五ヶ山トンネル ゴカヤマ																																																																																						計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00				10:00								10:00				9:00		10:30				21:00		2.341																																																		10:00				10:00								10:00				9:00		10:30				21:00

																																																																																		S5		気中4W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										237		3856.2		3854.4		538.2		537.3		3616.3		3614.8								3514.7								3508.8		3506.8				3505.7		3449		190.1		207.8		26.5																																3619.2		0.9		1.5		3614.8		2				3614.8								3514.7								3508.8		3506.8				3505.7

																																																																																								2										236.9		3826.9		3826		541		540.5		3587.9		3586.7								3487.8								3481.8		3479.8				3478.8		3432		189.5		208.2		26.5																																3590		0.5		1.2		3586.7		1.6				3586.7								3487.8								3481.8		3479.8				3478.8

																																																																																								3										237.6		3872		3869.8		537.6		536.2		3631.2		3629.7								3535.2								3529.4		3527.2				3526.0		3482		190.9		209.4		26.7																																3634.4		1.4		1.5		3629.7		1.8				3629.7								3535.2								3529.4		3527.2				3526.0

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3454.3		190.2				26.5																																												3610.4								3512.6								3506.7		3504.6				3503.5																				養生方法 ヨウジョウホウホウ		圧縮強度
（N/mm2) アッシュクキョウド		T1に対する圧縮強度比(%) タイアッシュクキョウドヒ

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00		2.313																																																		10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																								実測値 ジッソクチ		修正値 シュウセイチ				質量 シツリョウ

																																																																																五ヶ山 ゴヤマ		T1		T1:水中4W スイチュウ		8/1（月） ゲツ		1										236.9		3918.4		3917.2		540.7		539.*		3677.2		3676.6								3697.2								3700.3		3701.1				3703.1		3638		192.6		279.0		35.5																																3681.5		0		0.6		3676.6		0				3676.6								3697.2								3700.3		3701.1				3703.1														T-1						T1:水中4週 シュウ		35.9		100		100				2.401

																																																																																								2										237.4		3940		3938.8		538.2		537.5		3699		3698.3								3718.9								3721.5		3722.6				3725.8		3660		193.5		285.0		36.3																																3702.6		0.7		0.7		3698.3		2.9				3698.3								3718.9								3721.5		3722.6				3725.8																				T2:封かん4週 シュウ		34.9		97		87				2.370

																																																																																								3										237.2		3919.3		3917.2		567.3		566.2		3679		3677.7								3698.6								3702.0		3702.9				3706.1		3636		193.7		282.0		35.9																																3682.1		1.1		1.3		3677.7		2				3677.7								3698.6								3702.0		3702.9				3706.1														T-2						T3:当日AC1週 シュウ		35.1		98		88				2.341

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																												3711.7		3644.7		193.3				35.9																																												3684.2								3704.9								3707.9		3708.9				3711.7																				T4:気中1日 AC1週 ニチシュウ		34.3		96		86				2.339

																																																																																								質量（kg/m3） シツリョウ																						9:00								9:00								9:00		10:30				21:00		2.401																																																		9:00								9:00								9:00		10:30				21:00														T-3						T5:気中3日 AC1週 ニチシュウ		31.4		87		77				2.341

																																																																																		T2		封緘4W フウカン		8/1（月） ゲツ		1										238.8		3864.5		3863.9		536.6		536.1																										3625.2		3530		188.9		276.4		35.2																																3625.7		0.5		0		0		3625.2																										3861.0																				T6:気中1週 AC1週 シュウシュウ		29.8		83		73				2.349

																																																																																								2										237.6		3889.3		3887.8		538.8		538.4																										3651.3		3616		194.5		276.6		35.2																																3651.7		0.4		0		0		3651.3																										3885.9														T-4						T7:気中2週 AC1週 シュウシュウ		25.8		72		62				2.357

																																																																																								3										237.8		3893.2		3892.4		319.6		319.3																										3655.1		3598		193.8		270.0		34.4																																3655.4		0.3		0		0		3655.1																										3889.2																				T8:気中2週 AC2週 シュウシュウ		29.0		81		71				2.362

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3581.3		192.4				34.9																																																																		3878.7														T-5						T9:気中3週 AC1週 シュウシュウ		26.3		73		63				2.359

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																																												21:00		2.370																																																		9:00																						21:00																				T10:気中4週 シュウ		19.8		55		45				2.307

																																																																																		T3		当日AC1W
6h後15:00 トウジツゴ		8/1（月） ゲツ		1										238		3858.3		3857.1		533.4		532.7		3617.3		3616.5		3585.8								3633.4						3570.9		3562.4				3556.8		3503		190.1		271.4		34.6																																3620.3		0.7		0.8		3616.5		2.3				3616.5		3585.8								3633.4						3570.9		3562.4				3556.8														T-6

																																																																																								2										238.1		3889.1		3887.9		536.1		535.8		3648.5		3647.8		3619.3								3665.2						3601.0		3591.2				3585.6		3501		191.2		272.2		34.7																																3651		0.3		0.7		3647.8		2.2				3647.8		3619.3								3665.2						3601.0		3591.2				3585.6

																																																																																								3										237.8		3831		3830.2		533.7		533		3590.9		3590.1		3564.3								3607.5						3544.8		3535.7				3530.1		3475		188.6		284.0		36.2																																3593.2		0.7		0.8		3590.1		1.6				3590.1		3564.3								3607.5						3544.8		3535.7				3530.1														T-7

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3493.0		190.0				35.1																																								0				3618.1		3589.8								3635.4						3572.2		3563.1				3557.5

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00		15:00								15:00						9:00		10:30				21:00		2.341																																																		9:00		15:00								15:00						9:00		10:30				21:00														T-8

																																																																																		T4		気中1DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.8		3904.7		3703.2		535.9		535.5		3663.4		3662.8				3563.3								3679.3				3620.0		3610.0				3603.5		3548		192.9		270.6		34.5																																3665.9		0.4		0.6		3662.8		2.1				3662.8				3563.3								3679.3				3620.0		3610.0				3603.5

																																																																																								2										237.9		3875.8		387402		539.6		538.9		3634.8		3633.9				3543.8								3649.9				3593.0		3582.1				3576.2		3530		192.2		269.0		34.3																																3637.9		0.7		0.9		3633.9		2.4				3633.9				3543.8								3649.9				3593.0		3582.1				3576.2														T-9

																																																																																								3										238.3		3898.1		3896.5		541.4		540.5		3657.2		3656.4				3571.5								3672.6				3614.9		3604.7				3598.9		3515		191.5		268.0		34.1																																3659.8		0.9		0.8		3656.4		1.7				3656.4				3571.5								3672.6				3614.9		3604.7				3598.9

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3531.0		192.2				34.3																																												3651.0				3559.5								3667.3				3609.3		3598.9				3592.9														T-10

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00				9:00								9:00				9:00		10:30				21:00		2.339																																																		9:00				9:00								9:00				9:00		10:30				21:00

																																																																																		T5		気中3DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.9		3892.8		3891.4		538.8		537.9		3651.1		3650.2						3532.6								3667.6		3617.3		3600.4				3593.0		3542		192.6		242.2		30.8																																3653.9		0.9		0.9		3650.2		1.9				3650.2						3532.6								3667.6		3617.3		3600.4				3593.0

																																																																																								2										238.4		3866.3		3861.8		535.4		534.4		3622.8		3621.5						3506.2								3639.1		3588.1		3572.9				3564.7		3512		191.3		247.6		31.5																																3627.9		1		1.3		3621.5		4.1				3621.5						3506.2								3639.1		3588.1		3572.9				3564.7

																																																																																								3										238.6		3868		3866.6		531.2		530.6		3626.8		3624.8						3513.2								3641.0		3591.6		3577.1				3569.6		3531		191.7		249.8		31.8																																3629.4		0.6		2		3624.8		2				3624.8						3513.2								3641.0		3591.6		3577.1				3569.6

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3528.3		191.9				31.4																																												3632.2						3517.3								3649.2		3599.0		3583.5				3575.8

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00						9:00								9:00		9:00		10:30				21:00		2.341																																																		9:00						9:00								9:00		9:00		10:30				21:00

																																																																																		T6		気中7DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238		3912.2		3910.7		535.1		534.3		3671.4		3670.3										3546.5						3688.0		3638.2				3623.6		3579		194.2		228.8		29.1																																3674.2		0.8		1.1		3670.3		2				3670.3										3546.5						3688.0		3638.2				3623.6

																																																																																								2										238.6		3865.6		3864.6		547.5		547.1		3624.9		3623.4										3501.5						3640.8		3589.2				3574.8		3531		191.5		235.0		29.9																																3627		0.4		1.5		3623.4		1.7				3623.4										3501.5						3640.8		3589.2				3574.8

																																																																																								3										238.4		3887.8		3887.2		550.1		549.7		3647.2		3645.7										3527.7						3663.3		3612.6				3598.7		3546		192.0		237.6		30.3																																3649.4		0.4		1.5		3645.7		1.8				3645.7										3527.7						3663.3		3612.6				3598.7

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3552.0		192.6				29.8																																												3646.5										3525.2						3664.0		3613.3				3599.0

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00		10:30				21:00		2.349																																																		9:00										9:00						9:00		10:30				21:00

																																																																																		T7		気中14DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238		3927.5		3925.1		558.3		557.9		3686.3		3684.7										3560.0						3555.3				3703.9		3652.6		3597		194.9		191.8		24.4																																3689.5		0.4		1.6		3684.7		2.8				3684.7										3560.0						3555.3				3703.9		3652.6

																																																																																								2										238.3		3891.3		3889.7		536.6		536		3650.3		3649.5										3528.9						3524.2				3669.0		3617.1		3574		193.3		211.6		26.9																																3653		0.6		0.8		3649.5		2.1				3649.5										3528.9						3524.2				3669.0		3617.1

																																																																																								3										238.1		3907.7		3906.9		540.5		540		3667.3		3666.2										3549.8						3544.9				3684.0		3635.0		3603		193.7		204.6		26.1																																3669.6		0.5		1.1		3666.2		1.8				3666.2										3549.8						3544.9				3684.0		3635.0

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3591.3		194.0				25.8																																												3666.8										3546.2						3541.5				3685.6		3634.9

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00		21:00		2.357																																																		9:00										9:00						9:00				10:00		21:00

																																																																																		T8		気中14DAC2W キチュウ		8/8（月） ゲツ		1										237.9		3921.7		3920.9		537.1		536.6		3681.7		3680.4										3558.7						3553.7				3697.9												3700.2										3673.8										3660.2		3645		197.1		234.2		29.8		3683.8		0.5		1.3		3680.4		1.6				3680.4										3558.7						3553.7				3697.9				3700.2		3673.8

																																																																																								2										238.1		3886.2		3885.5		540.3		539.8		3645.8		3645										3527.8						3522.9				3662.8												3665.3										3638.1										3622.7		3612		194.8		230.8		29.4		3648.1		0.5		0.8		3645		1.8				3645										3527.8						3522.9				3662.8				3665.3		3638.1

																																																																																								3										237.8		3896		3894.8		536.1		535.5		3656		3654.7										3542.2						3537.4				3673.5												3676.3										3650.2										3634.8		3615		194.1		218.0		27.8		3658.2		0.6		1.3		3654.7		1.6				3654.7										3542.2						3537.4				3673.5				3676.3		3650.2

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																												3624.0		195.3				29.0														3660.0										3542.9						3538.0				3678.1				3680.6		3654.0

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00												18:00										13:00										10:00		2.362																				9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00

																																																																																		T9		気中21DAC1W キチュウ		8/8（月） ゲツ		1										238.3		3943.5		3941.9		579.4		578.5		3702.1		3700.5										3586.3						3582.0				3580.0												3721.4										3681.3										366.3		3645		195.7		209.0		26.6		3705.2		0.9		1.6		3700.5		2.2				3700.5										3586.3						3582.0				3580.0				3721.4		3681.3

																																																																																								2										238.5		3890		3888.9		535.8		535.4		3649.4		3648.6										3533.8						3528.7				3526.4												3669.7										3630.2										3613.1		3592		194.1		204.0		26.0		3651.5		0.4		0.8		3648.6		1.7				3648.6										3533.8						3528.7				3526.4				3669.7		3630.2

																																																																																								3										238.1		3859.4		3859		536.9		536.5		3619.1		3617.5										3502.8						3497.5				3495.1												3637.0										3600.6										3584.1		3568		193.3		206.2		26.3		3621.3		0.4		1.6		3617.5		1.8				3617.5										3502.8						3497.5				3495.1				3637.0		3600.6

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																												3601.7		194.4				26.3														3655.5										3541.0						3536.1				3533.8				3676.0		3637.4

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00												18:00										13:00										10:00		2.359																				9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00

																																																																																		T10		気中4W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.6		3919.1		3917.3		531.8		531.3		3677.8		3676.5										3557.0						3552.0				3550.0		3549.2		3504		194.6		146.6		18.7																																3680.5		0.5		1.3		3676.5		2.2				3676.5										3557.0						3552.0				3550.0		3549.2

																																																																																								2										238.4		3864.1		3863.2		532.6		532.3		3623.5		3622.1										3512.9						3508.3				3505.9		3505.1		3450		189.2		156.8		20.0																																3625.7		0.3		1.4		3622.1		1.9				3622.1										3512.9						3508.3				3505.9		3505.1

																																																																																								3										238.1		3755.2		3754.9		533.5		533.3		3515.2		3514.1										3405.1						3400.2				3398.1		3397.3		3376		186.3		163.2		20.8																																3517.1		0.2		1.1		3514.1		1.7				3514.1										3405.1						3400.2				3398.1		3397.3

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3443.3		190.0				19.8																																												3604.2										3491.7						3486.8				3484.7		3483.9

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00		21:00		2.307																																																		9:00										9:00						9:00				10:00		21:00





		0		0		0		0		0.6666666667		0		0

		0		0.24		0.9375		1.9583333333		0.2777777778		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667								7.0902777778		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0625		7.9166666667		8.9583333333		14.0208333333		14.9583333333		16

				25.375		25.3125		25.3125		25.3333333333		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-19.5229606994

-28.86002886

-5.0929462694

-12.520159579

-29.9210593328

14.2178083355

13.1567778627

10.3980986334

6.3661828368

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

12.520159579

9.5492742552

6.3661828368

15.2788388083

12.3079534844

8.7004498769

-28.0112044818

-26.950174009

-26.950174009

-16.5520753756

-16.9764875647

-18.0375180375



		0		0		0		0		0		0		0

		0		0.24		0.9375		1.9583333333		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0625		7.9166666667		8.9583333333		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				25.375		25.3125		25.3125		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-19.5229606994

-28.86002886

-5.0929462694

-7.8516254987

-15.9154570919

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

12.520159579

9.5492742552

6.3661828368

11.2469230116

9.9736864443

7.6394194041

-28.0112044818

-26.950174009

-26.950174009

-28.86002886

-23.9792886852

-27.3745861981



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0.9375		0.9375		1		1		0.9583333333		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		7.9166666667		8.0208333333		8.0416666667		7.9583333333		7.9375		6.9583333333

				25.3125		25.3125		23.4166666667		23.3541666667		21.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-19.5229606994

-16.7642814702

-7.8516254987

-10.3980986334

-7.215007215

-11.6713352007

-4.6685340803

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

9.5492742552

-17.4008997538

9.9736864443

-10.3980986334

9.124862066

-12.520159579

-5.0929462694

-26.950174009

-36.2872421696

-23.9792886852

-30.1332654274

-24.4037008743

-28.86002886

-25.4647313471



		0		0		0		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333		0.25		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667								7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333		14.0069444444		14.9583333333		16

				25.3611111111		25.3125		25.3125		25.3194444444		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.7295645531

-17.1886936593

-39.2581274934

-6.7905950259

-21.2206094559

-39.6825396825

12.0957473899

9.7614803497

7.8516254987

5.7295645531

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

9.9736864443

8.9126559715

6.7905950259

11.8835412953

9.7614803497

7.6394194041

-50.5050505051

-47.3219590867

-46.0487225193

-37.5604787369

-36.7116543587

-35.8628299805



		0		0		0		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				25.3611111111		25.3125		25.3125		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.7295645531

-17.1886936593

-39.2581274934

-4.6685340803

-8.0638315932

-24.4037008743

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

9.9736864443

8.9126559715

6.7905950259

11.2469230116

11.0347169171

8.2760376878

-50.5050505051

-47.3219590867

-46.0487225193

-48.595195654

-43.29004329

-44.1388676683



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0.9375		0.9375		1		1		0.9583333333		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		7.9166666667		8.0208333333		8.0416666667		7.9583333333		7.9375		6.9583333333

				25.3125		25.3125		23.4166666667		23.3541666667		21.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-17.1886936593

-27.7989983872

-8.0638315932

-6.7905950259

-15.9154570919

-14.43001443

-4.8807401749

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

8.9126559715

-29.4966471437

11.0347169171

-8.7004498769

9.5492742552

-15.4910449028

-5.305152364

-47.3219590867

-56.2346150581

-43.29004329

-44.775485952

-43.0778371955

-43.0778371955

-40.9557762499



		0		0		0		0

		1.9583333333		2		2.0416666667		1.9583333333

		8.9583333333		9		9.0416666667		8.9583333333

		25.3125		25.3541666667		25.3958333333		25.3125



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型2日後ｱｸｱ1週

0

0

0

0

-28.86002886

-35.6506238859

-39.6825396825

-39.2581274934

6.3661828368

6.5783889313

8.2760376878

6.7905950259

-26.950174009

-33.7407690349

-39.470333588

-46.0487225193



		0		0		0		0

		0.25		0.25		0.25		0.25

		7.0416666667		7.0416666667		7.0416666667		7.0416666667

		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

5日脱型当日ｱｸｱ1週

0

0

0

0

-5.0929462694

-4.8807401749

-5.0929462694

-4.6685340803

11.2469230116

11.8835412953

12.9445717681

11.2469230116

-28.86002886

-36.9238604533

-43.29004329

-48.595195654



		0		0		0		0

		1		1		1		1

		8.0208333333		8.0208333333		8.0208333333		8.0208333333

		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

5日脱型翌日ｱｸｱ1週

0

0

0

0

-7.8516254987

-11.0347169171

-10.1858925388

-8.0638315932

9.9736864443

10.1858925388

10.8225108225

11.0347169171

-23.9792886852

-31.6187080893

-38.6215092097

-43.29004329



		0		0		0		0

		2		2		2		2

		9.0625		9.0625		9.0625		9.0625

		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

5日脱型2日後ｱｸｱ1週

0

0

0

0

-15.9154570919

-20.1595789831

-22.7060521178

-24.4037008743

7.6394194041

8.7004498769

9.5492742552

8.2760376878

-27.3745861981

-33.1041507512

-39.8947457771

-44.1388676683



		0.6666666667		0		0		0

		0.2777777778		0.25		0.25		0.25

		7.0902777778		7.0763888889		7.0902777778		7.0486111111

		14.0208333333		14.0347222222		14.0486111111		14.0069444444

		25.3333333333		25.3472222222		25.3611111111		25.3194444444



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型当日ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-5.0929462694

-4.4563279857

-4.8807401749

-6.7905950259

13.1567778627

12.0957473899

11.8835412953

9.7614803497

15.2788388083

14.6422205246

14.2178083355

11.8835412953

-16.5520753756

-24.8281130634

-30.9820898056

-37.5604787369



		0		0		0		0

		0.9375		0.9791666667		1.0208333333		0.9375

		7.9166666667		7.9583333333		8		7.9166666667

		14.9583333333		15		15.0416666667		14.9583333333

		25.2708333333		25.3125		25.3541666667		25.2708333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型翌日ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-12.520159579

-21.4328155505

-21.645021645

-21.2206094559

10.3980986334

9.124862066

10.1858925388

7.8516254987

12.3079534844

10.3980986334

12.0957473899

9.7614803497

-16.9764875647

-24.4037008743

-29.0722349546

-36.7116543587



		0		0		0		0

		1.9583333333		2		2.0416666667		1.9583333333

		8.9583333333		9		9		8.9583333333

		16		16.0416666667		16.0833333333		16

		25.2708333333		25.3125		25.3541666667		25.2708333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型2日後ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-29.9210593328

-37.1360665478

-40.5313640608

-39.6825396825

6.3661828368

5.7295645531

8.4882437824

5.7295645531

8.7004498769

7.8516254987

10.3980986334

7.6394194041

-18.0375180375

-25.2525252525

-28.4356166709

-35.8628299805



		0		0		0		0

		0.9375		0.9791666667		1.0208333333		0.9375

		7.9166666667		7.9583333333		8		7.9166666667

		25.3125		25.3541666667		25.3958333333		25.3125



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-16.7642814702

-23.5548764961

-22.4938460233

-27.7989983872

-17.4008997538

-23.9792886852

-23.1304643069

-29.4966471437

-36.2872421696

-44.9876920465

-49.0196078431

-56.2346150581



		0		0		0		0

		1		1		1		1

		8.0416666667		8.0416666667		8.0416666667		8.0416666667

		23.3541666667		23.3541666667		23.3541666667		23.3541666667



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

5日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-10.3980986334

-6.7905950259

-7.0028011204

-6.7905950259

-10.3980986334

-7.4272133096

-8.4882437824

-8.7004498769

-30.1332654274

-35.0140056022

-40.3191579662

-44.775485952



		0		0		0		0

		0.9375		0.9375		0.9375		0.9375

		7.9375		7.9375		7.9375		7.9375

		21.3333333333		21.3333333333		21.3333333333		21.3333333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

７日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-11.6713352007

-12.9445717681

-14.8544266191

-14.43001443

-12.520159579

-13.7933961463

-15.7032509974

-15.4910449028

-28.86002886

-34.165181224

-39.6825396825

-43.0778371955



		0		0		0		0

		0.25		0.25		0.25		0.25

		6.9583333333		6.9583333333		6.9583333333		6.9583333333

		21.3125		21.3125		21.3125		21.3125



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

７日脱型当日封緘1週

0

0

0

0

-4.6685340803

-4.6685340803

-4.6685340803

-4.8807401749

-5.0929462694

-5.0929462694

-4.8807401749

-5.305152364

-25.4647313471

-31.4065019947

-37.1360665478

-40.9557762499



		0		0		0		0

		0		0.9791666667		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9583333333		8.0208333333		7.9583333333

				25.3541666667		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝５０％

0

0

0

0

0

-23.3426704015

-11.0347169171

-8.0638315932

12.9445717681

15.0666327137

15.9154570919

16.9764875647

16.9764875647

9.3370681606

10.1858925388

11.0347169171

-35.2262116968

-31.6187080893

-31.6187080893



		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0208333333		7.9583333333

				25.3125		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-19.5229606994

-7.8516254987

-7.215007215

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

9.5492742552

9.9736864443

9.124862066

-26.950174009

-23.9792886852

-24.4037008743



		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0208333333		7.9583333333

				25.3125		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-17.1886936593

-8.0638315932

-15.9154570919

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

8.9126559715

11.0347169171

9.5492742552

-47.3219590867

-43.29004329

-43.0778371955



		0		0		0		0		0

		0		1.0208333333		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		8		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3958333333		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝５０％

0

0

0

0

0

0

-22.4938460233

-7.0028011204

-14.8544266191

-4.6685340803

12.520159579

15.0666327137

15.7032509974

16.9764875647

16.9764875647

-23.1304643069

-8.4882437824

-15.7032509974

-4.8807401749

-49.0196078431

-40.3191579662

-39.6825396825

-37.1360665478



		0		0		0		0

		0		0.24		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0625		7.9166666667		8.9583333333

				25.375		25.3125		25.3125



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-19.5229606994

-28.86002886

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

12.520159579

9.5492742552

6.3661828368

-28.0112044818

-26.950174009

-26.950174009



		0		0		0		0

		0		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-5.0929462694

-7.8516254987

-15.9154570919

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

11.2469230116

9.9736864443

7.6394194041

-28.86002886

-23.9792886852

-27.3745861981



		0		0.6666666667		0		0

		0		0.2777777778		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667		7.0902777778		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		14.0208333333		14.9583333333		16

				25.3333333333		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-5.0929462694

-12.520159579

-29.9210593328

14.2178083355

13.1567778627

10.3980986334

6.3661828368

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

15.2788388083

12.3079534844

8.7004498769

-16.5520753756

-16.9764875647

-18.0375180375



		0		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3125		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

-16.7642814702

-10.3980986334

-11.6713352007

-4.6685340803

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

-17.4008997538

-10.3980986334

-12.520159579

-5.0929462694

-36.2872421696

-30.1332654274

-28.86002886

-25.4647313471



		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333

				25.3611111111		25.3125		25.3125



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-5.7295645531

-17.1886936593

-39.2581274934

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

9.9736864443

8.9126559715

6.7905950259

-50.5050505051

-47.3219590867

-46.0487225193



		0		0		0		0

		0		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-8.0638315932

-24.4037008743

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

11.2469230116

11.0347169171

8.2760376878

-48.595195654

-43.29004329

-44.1388676683



		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		14.0069444444		14.9583333333		16

				25.3194444444		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-6.7905950259

-21.2206094559

-39.6825396825

12.0957473899

9.7614803497

7.8516254987

5.7295645531

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

11.8835412953

9.7614803497

7.6394194041

-37.5604787369

-36.7116543587

-35.8628299805



		0		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3125		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

-27.7989983872

-6.7905950259

-14.43001443

-4.8807401749

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

-29.4966471437

-8.7004498769

-15.4910449028

-5.305152364

-56.2346150581

-44.775485952

-43.0778371955

-40.9557762499



		



T1:水中4週

T2:封かん4週

T3:当日AC1週

T4:気中1日 AC1週

T5:気中3日 AC1週

T6:気中1週 AC1週

T7:気中2週 AC1週

T8:気中2週 AC2週

T9:気中3週 AC1週

T10:気中4週

養生方法

圧縮強度(N/mm2)



		



水中4W

封緘4W

当日AC1W

気中1DAC1W

気中4W

養生方法

圧縮強度(N/mm2)



		



水中4W

封緘4W

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

圧縮強度(N/mm2)



		



水中4W

封緘4W

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

圧縮強度(％)



		



水中4W

封緘4W

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

質量(ton/m3）



		



水中4W

封緘4W

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

質量百分率（％）



		



水中4W

封緘4W

当日AC1W

気中1DAC1W

気中4W

養生方法

圧縮強度比(％)

箱崎強度比比較



		



水中4W

封緘4W

当日AC1W

気中1DAC1W

養生方法

圧縮強度比(％)



		



水中4W

封緘4W

当日AC1W

気中1DAC1W

気中4W

養生方法

圧縮強度(N/mm2)

箱崎強度比較



		



水中4W

封緘4W

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

圧縮強度(N/mm2)

箱崎強度比較



		



水中4W

封緘4W

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

圧縮強度比(％)

箱崎強度比較



		



T1:水中4週

T2:封かん4週

T3:当日AC1週

T4:気中1日 AC1週

T5:気中3日 AC1週

T6:気中1週 AC1週

T7:気中2週 AC1週

T8:気中2週 AC2週

T9:気中3週 AC1週

T10:気中4週

養生方法

圧縮強度(N/mm2)

箱崎強度比較



		



T1:水中4週

T2:封かん4週

T3:当日AC1週

T4:気中1日 AC1週

T5:気中3日 AC1週

T6:気中1週 AC1週

T7:気中2週 AC1週

T8:気中2週 AC2週

T9:気中3週 AC1週

T10:気中4週

養生方法

圧縮強度比(％)



		



T1:水中4週

T2:封かん4週

T3:当日AC1週

T4:気中1日 AC1週

T5:気中3日 AC1週

T6:気中1週 AC1週

T7:気中2週 AC1週

T8:気中2週 AC2週

T9:気中3週 AC1週

T10:気中4週

養生方法

圧縮強度比(％)



		






Graph4

		100		87.2144846797		87.7715877437		85.5431754875		77.4651810585		73.008356546		61.8662952646		71		63		45.1532033426



T1:水中4週

T2:封かん4週

T3:当日AC1週

T4:気中1日 AC1週

T5:気中3日 AC1週

T6:気中1週 AC1週

T7:気中2週 AC1週

T8:気中2週 AC2週

T9:気中3週 AC1週

T10:気中4週

養生方法

圧縮強度比(％)



PPT用

		

				ｾﾒﾝﾄの
種類 シュルイ		W/C
(%)		s/a
(%)		単位量(kg/m3) タンイリョウ

										W		C		S		G		ad.

				普通 フツウ		55		43.6		159		289		802		1068		3.09

				高炉B コウロ		55		43.8		155		282		810		1039		3.02

																						ｾﾒﾝﾄの種類 シュルイ		ｽﾗﾝﾌﾟ		空気量 クウキリョウ		con温度 オンド		室温 シツオン

																						普通 フツウ		8.5cm		3.9%		24.0℃		20.0℃

																						高炉B コウロ		9.5cm		4.6%		22.5℃		19.5℃

																																						養生ケース ヨウジョウ		ｾﾒﾝﾄ		温度 オンド		脱型材齢 ダッケイザイレイ		脱型後の養生 ダッケイゴヨウジョウ

																																						水中養生 スイチュウヨウジョウ		N,BB		20℃		2日 ニチ		水中 スイチュウ

																																						実施工養生 ジツセコウヨウジョウ		N		20℃		5日 ニチ		気中 キチュウ

																																								BB				7日 ニチ		気中 キチュウ

																																						短縮養生 タンシュクヨウジョウ		N		20℃		3日 ニチ		気中 キチュウ

																																								BB				4.2日 ニチ		気中 キチュウ

																																						浸水養生 シンスイヨウジョウ		N,BB		現場
温度 ゲンバオンド		2日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ

																																												3日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ

																																												4日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ

																																						現場水中養生 ゲンバスイチュウヨウジョウ		N,BB		現場
温度 ゲンバオンド		2日 ニチ		水中1週⇒気中 スイチュウシュウキチュウ

																																												3日 ニチ		水中1週⇒気中 スイチュウシュウキチュウ

																																												4日 ニチ		水中1週⇒気中 スイチュウシュウキチュウ

																																														※脱型まで供試体上面をラップで覆い封かん ダッケイキョウシタイウエメンオオフウ

																																						養生ケース ヨウジョウ		ｾﾒﾝﾄ		温度 オンド		脱型材齢 ダッケイザイレイ		脱型後の養生 ダッケイゴヨウジョウ

																																						実施工養生 ジツセコウヨウジョウ		N		20℃		5日 ニチ		気中 キチュウ

																																								BB				7日 ニチ		気中 キチュウ

																																																		日平均気温 ニチヘイキンキオン		普通セメント フツウ		混合セメントB種 コンゴウシュ		早強セメント ソウキョウ

																																																		15℃以上 イジョウ		5日 ニチ		7日 ニチ		3日 ニチ

																																																		10℃以上 イジョウ		7日 ニチ		9日 ニチ		4日 ニチ

																																																		5℃以上 イジョウ		9日 ニチ		12日 ニチ		5日 ニチ

																																						養生ケース ヨウジョウ		ｾﾒﾝﾄ		温度 オンド		脱型材齢 ダッケイザイレイ		脱型後の養生 ダッケイゴヨウジョウ

																																						実施工養生 ジツセコウヨウジョウ		N		20℃		5日 ニチ		気中 キチュウ

																																								BB				7日 ニチ		気中 キチュウ

																																						短縮養生 タンシュクヨウジョウ		N		20℃		3日 ニチ		気中 キチュウ

																																								BB				4.2日 ニチ		気中 キチュウ

																																						養生ケース ヨウジョウ		ｾﾒﾝﾄ		温度 オンド		脱型材齢 ダッケイザイレイ		脱型後の養生 ダッケイゴヨウジョウ

																																						浸水養生 シンスイヨウジョウ		N,BB		現場
温度 ゲンバオンド		2日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ

																																												3日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ

																																												4日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ





配合表

		

		箱崎シールド ハコザキ

				ｾﾒﾝﾄの
種類 シュルイ		W/C
(%)		s/a
(%)		単位量(kg/m3) タンイリョウ

										W		C		S		G		ad.

				普通 フツウ		52.3		42.9		160		304		796		1059		1.52

		五ヶ山トンネル ゴカヤマ

				ｾﾒﾝﾄの
種類 シュルイ		W/C
(%)		s/a
(%)		単位量(kg/m3) タンイリョウ

										W		C		S		G		ad.

				高炉Ｂ種 コウロシュ		57.0		43.8		154		270		817		1084		1.35





養生方法

		箱崎シールド養生方法 ハコザキヨウジョウホウホウ

				養生ケース ヨウジョウ		脱型材齢18時間後の養生方法 ダッケイザイレイジカンゴヨウジョウホウホウ

				水中養生 スイチュウヨウジョウ		水中28日 スイチュウニチ

				封かん養生 フウヨウジョウ		封かん28日 フウニチ

				水中(AC)養生 スイチュウヨウジョウ		水中7日⇒気中21日 スイチュウカキチュウニチ

						気中1日⇒水中7日⇒気中20日 キチュウニチスイチュウニチキチュウニチ

				気中養生 キチュウヨウジョウ		気中28日 キチュウニチ

						※脱型まで供試体上面はガラス板で封かん ダッケイキョウシタイウエメンイタフウ

												五ヶ山トンネル養生方法 ゴカヤマヨウジョウホウホウ

										ｹｰｽNo.		養生 ヨウジョウ		脱型材齢18時間後の養生方法 ダッケイザイレイジカンゴヨウジョウホウホウ

										T1		水中養生 スイチュウヨウジョウ		水中4週 スイチュウシュウ

										T2		封かん養生 フウヨウジョウ		封かん4週 フウシュウ

										T3		水中(AC)養生 スイチュウヨウジョウ		水中1週⇒気中3週 スイチュウシュウキチュウシュウ

										T4				気中1日⇒水中1週⇒気中20日 シュウ

										T5				気中3日⇒水中1週⇒気中18日 シュウ

										T6				気中1週⇒水中1週⇒気中2週 シュウシュウシュウ

										T7				気中2週⇒水中1週⇒気中1週 シュウシュウシュウ

										T8				気中2週⇒水中2週⇒気中1週（35日強度） キチュウシュウスイチュウシュウキチュウシュウ

										T9				気中3週⇒水中1週⇒気中1週 （35日強度） キチュウシュウスイチュウシュウキチュウシュウ

										T10		気中養生 キチュウヨウジョウ		気中4週 キチュウシュウ

														※脱型まで供試体上面はガラス板で封かん ダッケイキョウシタイウエメンイタフウ





重量測定

		

																																																		圧縮強度試験および重量測定管理表 アッシュクキョウドシケンジュウリョウソクテイカンリヒョウ

																																																		セメント		シリ－ズ
NO		区分 クブン		圧縮強度
試験日 アッシュクキョウドシケンニチ		試料
NO シリョウ		圧縮試験時の供試体の高さ アッシュクシケンジキョウタメタイタカ								実測重量(g) ジッソクジュウリョウ

																																																												h1		h2		h3		平均 ヘイキン		7/4（型枠のみ）① カタワク		成型時②
型枠+試料 セイケイジカタワクシリョウ		成型時③
翌日 セイケイジヨクジツ		ガラス④
結露 ケツロ		ガラス⑤
清掃 セイソウ		脱型時⑥
（試料清掃前） ダツカタジシリョウセイソウマエ		脱型時⑦
清掃後 ダツカタジセイソウゴ		7/5（養生前） ヨウジョウマエ		7/6		7/8		7/11		7/12		7/13		7/15		7/19		7/25		7/26		8/1		8/2		8/4		8/8		成型時重量
②-① セイケイジジュウリョウ		結露重量
④-⑤ ケツロジュウリョウ		清掃前後
⑥-⑦ セイソウゼンゴ		脱型時質量 ダツカタジシツリョウ		不明な質量 フメイシツリョウ				7/5（養生前）		6時間後 ジカンゴ		7/6		7/8		7/11		7/12		7/13		7/15		7/19		7/25		7/26		8/1		8/2		8/4										w/c		55%

		箱崎シールド ハコザキ																																																箱崎 ハコサキ		S1		水中4W スイチュウ		8/1（月） ゲツ		1										236.8		3838.2		3837		539.5		539.1		3599.2		3598.3								3623.3								3626.4		3627.9				3630.9								3601.4		0.4		0.9		3598.3		1.8				3598.3								3623.3								3626.4		3627.9				3630.9														S-1-1,3		0.0		6.0		14.0		20.0		27.5				0.0				0.0		0.0		0.0

																																																										2										238.2		3831.7		3830.1		537.7		536.7		3590.7		3590.1								3615.7								3618.8		3619.8				3623.0								3593.5		1		0.6		3590.1		1.8				3590.1								3615.7								3618.8		3619.8				3623.0																0.0		16.2		18.2		19.0		20.9				0.0				0.0		0.0		0.0

																																																										3										236.3		3842.5		3840.8		540.3		539.1		3603.4		3602.6								3628.3								3631.5		3632.9				3635.7								3606.2		1.2		0.8		3602.6		1.6				3602.6								3628.3								3631.5		3632.9				3635.7														S-1-4,7		0.0		6.0		14.0		20.0		28.3				0.0		0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3597.0								3622.4								3625.6		3626.9				3629.9																0.0		15.5		17.6		18.5		20.2				0.0		0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																				10:00								10:00								9:00		10:30				21:00														S-1-7,-9		0.0		6.0		14.0		20.0		30.1				0.0		0.0						0.0

																																																						水中4W水中1D スイチュウスイチュウ		8/2（火） カ		4										236.7		3913.6		3912.6		535.8		535.2		3675.3		3674.5								3699.2								3702.1		3703.3						3706.0						3676.9		0.6		0.8		3674.5		1				3674.5								3699.2								3702.1		3703.3						3706.0														0.0		15.3		17.5		18.1		20.1				0.0		0.0						0.0

																																																										5										238.3		3910.2		3908.5		534.6		534		3669.4		3669								3693.2								3696.8		3698.2						3701.3						3671.9		0.6		0.4		3669		1.9				3669								3693.2								3696.8		3698.2						3701.3												S-1-10,12		0.0		6.0		14.0		20.0		34.3				0.0		0.0						0.0

																																																										6										236.8		3876.6		3875.3		536.1		535.4		3637.5		3636.7								3660.8								3664.4		3665.6						3668.2						3639.8		0.7		0.8		3636.7		1.6				3636.7								3660.8								3664.4		3665.6						3668.2														0.0		15.8		18.0		18.9		21.5				0.0		0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3660.1								3684.4								3687.8		3689.0						3691.8												S-1-13,15		0.0		6.0		14.0		20.0		27.5		28.3		0.0		0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30						18:00																		10:00								10:00								9:00		10:30						18:00														0.0		15.9		17.9		18.9		20.1		4.9		0.0		0.0						0.0

																																																						水中4W水中3D スイチュウスイチュウ		8/4（木） モク		7										238.3		3863.5		3861.9		537.3		536.2		3622.5		3621.9								3645.6								3649.1		3650.0								3653				3625.2		1.1		0.6		3621.9		1.6				3621.9								3645.6								3649.1		3650.0								3653										S-1-16,18		0.0		6.0		14.0		20.0		27.5		30.1		0.0		0.0						0.0

																																																										8										236.4		3815.9		3815		532.8		532.3		3577.2		3576.4								3600.2								3603.4		3604.3								3607.7				3579.5		0.5		0.8		3576.4		1.8				3576.4								3600.2								3603.4		3604.3								3607.7												0.0		15.2		17.4		18.5		19.7		-2.9		0.0		0.0						0.0

																																																										9										236.9		3804.4		3803.5		537.5		536.5		3565.2		3564.4								3588.8								3592.5		3593.5								3596.6				3567.5		1		0.8		3564.4		1.3				3564.4								3588.8								3592.5		3593.5								3596.6										S-1-19,21		0.0		6.0		14.0		20.0		27.5		34.3		0.0		0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3587.6								3611.5								3615.0		3615.9								3619.1												0.0		15.7		17.8		18.9		20.0		-10.5		0.0		0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30								13:00																10:00								10:00								9:00		10:30								13:00										S-2		0.0								27.5				0.0		0.0						0.0

																																																						水中4W水中7D スイチュウスイチュウ		8/8（月） ツキ		10										236.7		3817		3815.8		531.1		530.7		3578.1		3577.4								3601.6								3605.1		3606.3										3610.1		3580.3		0.4		0.7		3577.4		1.8				3577.4								3601.6								3605.1		3606.3										3610.1										0.0								0.0				0.0		0.0						0.0

																																																										11										236.7		3843.5		3842.1		543.7		543		3604.4		3603.9								3628.9								3632.5		3634.0										3638.6		3606.8		0.7		0.5		3603.9		1.7				3603.9								3628.9								3632.5		3634.0										3638.6								S-3		0.0		0.3		7.3		14.0		20.0		27.5		0.0		0.0						0.0

																																																										12										238.3		3851.9		3850.7		537.4		537		3611.2		3610								3635.2								3638.3		3639.9										3644.0		3613.6		0.4		1.2		3610		2				3610								3635.2								3638.3		3639.9										3644.0										0.0		-18.4		14.2		-21.2		-27.1		-30.8		0.0		0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3597.1								3621.9								3625.3		3626.7										3630.9								S-4		0.0		1.0		8.0		14.0		20.0		27.5		0.0		0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30										17:00														10:00								10:00								9:00		10:30										17:00										0.0		-47.2		14.7		-19.4		-25.9		-30.0		0.0		0.0						0.0

																																																						水中4W気中1D スイチュウキチュウ		8/2（火） カ		13										238.4		3846.8		3845.4		537.5		536.6		3606		3605.3								3630.5								3633.8		3635.2				3637.2		3614.0						3608.4		0.9		0.7		3605.3		1.5				3605.3								3630.5								3633.8		3635.2				3637.2		3614.0												S-5		0.0		6.0		14.0		20.0		27.5				0.0		0.0						0.0

																																																										14										238.1		3841.4		3839.8		536.6		535.6		3600.6		3599.5								3624.1								3627.4		3629.1				3630.9		3606.9						3603.3		1		1.1		3599.5		1.7				3599.5								3624.1								3627.4		3629.1				3630.9		3606.9														0.0		-62.3		-66.1		-67.4		-68.1				0.0		0.0						0.0

																																																										15										236.5		3854.1		3853		552.1		551.7		3615.6		3614.3								3639.4								3642.4		3643.9				3645.8		3621.4						3617.6		0.4		1.3		3614.3		1.6				3614.3								3639.4								3642.4		3643.9				3645.8		3621.4

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3606.4								3631.3								3634.5		3636.1				3638.0		3614.1

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00		18:00																		10:00								10:00								9:00		10:30				21:00		18:00

																																																						水中4W気中3D スイチュウキチュウ		8/4（木） モク		16										237.7		3769.6		3762.5		533.5		532.7		3523.1		3522								3545.4								3548.5		3550.0				3552.0				3517.8				3531.9		0.8		1.1		3522		8				3522								3545.4								3548.5		3550.0				3552.0				3517.8

																																																										17										237.9		3862		3860		539.8		538.6		3620.8		3619.6								3643.2								3646.9		3648.8				3650.4				3614.4				3624.1		1.2		1.2		3619.6		2.1				3619.6								3643.2								3646.9		3648.8				3650.4				3614.4

																																																										18										237.9		3863.8		3862.6		320.9		320.5		3623.6		3621.9								3646.6								3650.1		3651.7				3653.8				3617.5				3625.9		0.4		1.7		3621.9		1.9				3621.9								3646.6								3650.1		3651.7				3653.8				3617.5

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3587.8								3611.7								3615.2		3616.8				3618.7				3583.2

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00				13:00																10:00								10:00								9:00		10:30				21:00				13:00

																																																						水中4W気中7D スイチュウキチュウ		8/8（月） ツキ		19										237.5		3865.9		3864.5		534.6		534		3626		3625.1								3650.0								3653.2		3655.0				3656.6						3609.3		3628.4		0.6		0.9		3625.1		1.8				3625.1								3650.0								3653.2		3655.0				3656.6						3609.3

																																																										20										237.3		3831.6		3829.7		537.4		536.5		3590.8		3589.7								3613.9								3617.0		3618.5				3620.3						3572.4		3594.3		0.9		1.1		3589.7		2.6				3589.7								3613.9								3617.0		3618.5				3620.3						3572.4

																																																										21										237.6		3826.3		3825.6		547.1		546.8		3586.8		3585								3610.0								3613.3		3615.2				3617.0						3568.7		3588.7		0.3		1.8		3585		1.6				3585								3610.0								3613.3		3615.2				3617.0						3568.7

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3599.9								3624.6								3627.8		3629.6				3631.3						3583.4666666667

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00						17:00														10:00								10:00								9:00		10:30				21:00						17:00

																																																				S2		封緘4W フウカン		8/1（月） ゲツ		1										238.7		3859.9		3858.3		535.1		534.5																										3856.6								3621.2		0.6		0		0		3620.6																										3856.6

																																																										2										238		3810.3		3809.5		555		554.5																										3807.5								3572.3		0.5		0		0		3571.8																										3807.5

																																																										3										238.2		3868.8		3866.9		535.6		534.5																										3865.0								3630.6		1.1		0		0		3629.5																										3865.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																																						3843.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																																												21:00																				10:00																						21:00

																																																				S3		当日AC1W
6h後16:00 トウジツゴ		8/1（月） ゲツ		1										237.7		3791		3790.4		534.9		534.5		3551		3549.3		3518.1								3572.1						3515.6		3506.9				3501.2								3553.3		0.4		1.7		3549.3		1.9				3549.3		3518.1								3572.1						3515.6		3506.9				3501.2

																																																										2										237.2		3832		3830.4		537.5		536.2		3592.1		3590.9		3562.1								3613.7						3557.9		3548.4				3542.1								3594.8		1.3		1.2		3590.9		1.4				3590.9		3562.1								3613.7						3557.9		3548.4				3542.1

																																																										3										237.6		3802.4		3801.3		535.9		535		3561.8		3560.5		3534.0								3581.9						3527.3		3518.0				3512.5								3564.8		0.9		1.3		3560.5		2.1				3560.5		3534.0								3581.9						3527.3		3518.0				3512.5

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3566.9		3538.1								3589.2						3533.6		3524.4				3518.6

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00		16:00								16:00						9:00		10:30				21:00																				10:00		16:00								16:00						9:00		10:30				21:00

																																																				S4		気中1DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										237.6		3845.6		3843.2		537		535.6		3604.5		3603.3				3525.8								3627.1				3573.0		3562.9				3556.6								3608		1.4		1.2		3603.3		2.1				3603.3				3525.8								3627.1				3573.0		3562.9				3556.6

																																																										2										237.8		3868.8		3869.6		535.9		535.5		3628.6		3627.3				3554.4								3650.4				3597.8		3587.1				3580.9								3631		0.4		1.3		3627.3		2				3627.3				3554.4								3650.4				3597.8		3587.1				3580.9

																																																										3										238.2		3784.8		3784.3		330.3		330		3545		3543.7				3471.9								3566.1				3511.9		3502.2				3495.5								3546.6		0.3		1.3		3543.7		1.3				3543.7				3471.9								3566.1				3511.9		3502.2				3495.5

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3591.4				3517.4								3614.5				3560.9		3550.7				3544.3

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00				10:00								10:00				9:00		10:30				21:00																				10:00				10:00								10:00				9:00		10:30				21:00

																																																				S5		気中 キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										237		3856.2		3854.4		538.2		537.3		3616.3		3614.8								3514.7								3508.8		3506.8				3505.7								3619.2		0.9		1.5		3614.8		2				3614.8								3514.7								3508.8		3506.8				3505.7

																																																										2										236.9		3826.9		3826		541		540.5		3587.9		3586.7								3487.8								3481.8		3479.8				3478.8								3590		0.5		1.2		3586.7		1.6				3586.7								3487.8								3481.8		3479.8				3478.8

																																																										3										237.6		3872		3869.8		537.6		536.2		3631.2		3629.7								3535.2								3529.4		3527.2				3526.0								3634.4		1.4		1.5		3629.7		1.8				3629.7								3535.2								3529.4		3527.2				3526.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3610.4								3512.6								3506.7		3504.6				3503.5

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																				10:00								10:00								9:00		10:30				21:00

																																																		五ヶ山 ゴヤマ		T1		水中4W スイチュウ		8/1（月） ゲツ		1										236.9		3918.4		3917.2		540.7		539.*		3677.2		3676.6								3697.2								3700.3		3701.1				3703.1								3681.5		0		0.6		3676.6		0				3676.6								3697.2								3700.3		3701.1				3703.1														T-1		0.0		6.0		14.0		20.1		27.5								0.0		0.0		0.0

		五ヶ山トンネル ゴカヤマ																																																								2										237.4		3940		3938.8		538.2		537.5		3699		3698.3								3718.9								3721.5		3722.6				3725.8								3702.6		0.7		0.7		3698.3		2.9				3698.3								3718.9								3721.5		3722.6				3725.8																0.0		13.2		15.1		15.7		17.5								0.0		0.0		0.0

																																																										3										237.2		3919.3		3917.2		567.3		566.2		3679		3677.7								3698.6								3702.0		3702.9				3706.1								3682.1		1.1		1.3		3677.7		2				3677.7								3698.6								3702.0		3702.9				3706.1														T-2		0.0								27.5						0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3684.2								3704.9								3707.9		3708.9				3711.7																0.0								0.0						0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00								9:00								9:00		10:30				21:00																				9:00								9:00								9:00		10:30				21:00														T-3		0.0		0.3		7.3		14.0		20.1		27.5				0.0						0.0

																																																				T2		封緘4W フウカン		8/1（月） ゲツ		1										238.8		3864.5		3863.9		536.6		536.1																										3861.0								3625.7		0.5		0		0		3625.2				3625.2																						3625.2																0.0		-18.0		11.0		-29.2		-35.1		-38.6				0.0						0.0

																																																										2										237.6		3889.3		3887.8		538.8		538.4																										3885.9								3651.7		0.4		0		0		3651.3				3651.3																						3651.3														T-4		0.0		1.0		8.0		14.0		20.1		27.5				0.0						0.0

																																																										3										237.8		3893.2		3892.4		319.6		319.3																										3889.2								3655.4		0.3		0		0		3655.1				3655.1																						3655.1																0.0		-58.3		10.3		-26.6		-33.2		-37.1				0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3643.8666666667																						3643.9														T-5		0.0		3.0		10.0		14.0		20.1		27.5				0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																																												21:00																				9:00																						21:00																0.0		-73.1		10.9		-21.1		-31.0		-35.9				0.0						0.0

																																																				T3		当日AC1W
6h後15:00 トウジツゴ		8/1（月） ゲツ		1										238		3858.3		3857.1		533.4		532.7		3617.3		3616.5		3585.8								3633.4						3570.9		3562.4				3556.8								3620.3		0.7		0.8		3616.5		2.3				3616.5		3585.8								3633.4						3570.9		3562.4				3556.8														T-6		0.0		7.0		14.0		20.1		27.5						0.0						0.0

																																																										2										238.1		3889.1		3887.9		536.1		535.8		3648.5		3647.8		3619.3								3665.2						3601.0		3591.2				3585.6								3651		0.3		0.7		3647.8		2.2				3647.8		3619.3								3665.2						3601.0		3591.2				3585.6																0.0		-77.2		11.2		-21.1		-30.2						0.0						0.0

																																																										3										237.8		3831		3830.2		533.7		533		3590.9		3590.1		3564.3								3607.5						3544.8		3535.7				3530.1								3593.2		0.7		0.8		3590.1		1.6				3590.1		3564.3								3607.5						3544.8		3535.7				3530.1														T-7		0.0		4.5		14.0		21.0		27.5						0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																												0				3618.1		3589.8								3635.4						3572.2		3563.1				3557.5																0.0		-76.8		-79.8		12.0		-20.3						0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00		15:00								15:00						9:00		10:30				21:00																				9:00		15:00								15:00						9:00		10:30				21:00														T-8		0.0		7.0		14.0		21.0		28.4		30.2		34.0		0.0						0.0

																																																				T4		気中1DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.8		3904.7		3703.2		535.9		535.5		3663.4		3662.8				3563.3								3679.3				3620.0		3610.0				3603.5								3665.9		0.4		0.6		3662.8		2.1				3662.8				3563.3								3679.3				3620.0		3610.0				3603.5																0.0		-74.6		-77.7		11.5		13.1		-3.8		-13.2		0.0						0.0

																																																										2										237.9		3875.8		387402		539.6		538.9		3634.8		3633.9				3543.8								3649.9				3593.0		3582.1				3576.2								3637.9		0.7		0.9		3633.9		2.4				3633.9				3543.8								3649.9				3593.0		3582.1				3576.2														T-9		0.0		7.0		14.0		21.0		28.4		30.2		34.0		0.0						0.0

																																																										3										238.3		3898.1		3896.5		541.4		540.5		3657.2		3656.4				3571.5								3672.6				3614.9		3604.7				3598.9								3659.8		0.9		0.8		3656.4		1.7				3656.4				3571.5								3672.6				3614.9		3604.7				3598.9																0.0		-73.0		-76.1		-77.5		13.1		-11.6		-22.6		0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3651.0				3559.5								3667.3				3609.3		3598.9				3592.9														T-10		0.0		7.0		14.0		21.0		27.5						0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00				9:00								9:00				9:00		10:30				21:00																				9:00				9:00								9:00				9:00		10:30				21:00																0.0		-71.7		-74.8		-76.2		-76.7						0.0						0.0

																																																				T5		気中3DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.9		3892.8		3891.4		538.8		537.9		3651.1		3650.2						3532.6								3667.6		3617.3		3600.4				3593.0								3653.9		0.9		0.9		3650.2		1.9				3650.2						3532.6								3667.6		3617.3		3600.4				3593.0																														0.0						0.0

																																																										2										238.4		3866.3		3861.8		535.4		534.4		3622.8		3621.5						3506.2								3639.1		3588.1		3572.9				3564.7								3627.9		1		1.3		3621.5		4.1				3621.5						3506.2								3639.1		3588.1		3572.9				3564.7

																																																										3										238.6		3868		3866.6		531.2		530.6		3626.8		3624.8						3513.2								3641.0		3591.6		3577.1				3569.6								3629.4		0.6		2		3624.8		2				3624.8						3513.2								3641.0		3591.6		3577.1				3569.6

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3632.2						3517.3								3649.2		3599.0		3583.5				3575.8

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00						9:00								9:00		9:00		10:30				21:00																				9:00						9:00								9:00		9:00		10:30				21:00

																																																				T6		気中7DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238		3912.2		3910.7		535.1		534.3		3671.4		3670.3										3546.5						3688.0		3638.2				3623.6								3674.2		0.8		1.1		3670.3		2				3670.3										3546.5						3688.0		3638.2				3623.6

																																																										2										238.6		3865.6		3864.6		547.5		547.1		3624.9		3623.4										3501.5						3640.8		3589.2				3574.8								3627		0.4		1.5		3623.4		1.7				3623.4										3501.5						3640.8		3589.2				3574.8

																																																										3										238.4		3887.8		3887.2		550.1		549.7		3647.2		3645.7										3527.7						3663.3		3612.6				3598.7								3649.4		0.4		1.5		3645.7		1.8				3645.7										3527.7						3663.3		3612.6				3598.7

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3646.5										3525.2						3664.0		3613.3				3599.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00		10:30				21:00																				9:00										9:00						9:00		10:30				21:00

																																																				T7		気中14DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238		3927.5		3925.1		558.3		557.9		3686.3		3684.7										3560.0						3555.3				3703.9		3652.6								3689.5		0.4		1.6		3684.7		2.8				3684.7										3560.0						3555.3				3703.9		3652.6

																																																										2										238.3		3891.3		3889.7		536.6		536		3650.3		3649.5										3528.9						3524.2				3669.0		3617.1								3653		0.6		0.8		3649.5		2.1				3649.5										3528.9						3524.2				3669.0		3617.1

																																																										3										238.1		3907.7		3906.9		540.5		540		3667.3		3666.2										3549.8						3544.9				3684.0		3635.0								3669.6		0.5		1.1		3666.2		1.8				3666.2										3549.8						3544.9				3684.0		3635.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3666.8										3546.2						3541.5				3685.6		3634.9

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00		21:00																				9:00										9:00						9:00				10:00		21:00

																																																				T8		気中14DAC2W キチュウ		8/8（月） ゲツ		1										237.9		3921.7		3920.9		537.1		536.6		3681.7		3680.4										3558.7						3553.7				3697.9				3700.2		3673.8		3660.2		3683.8		0.5		1.3		3680.4		1.6				3680.4										3558.7						3553.7				3697.9				3700.2		3673.8		3660.2

																																																										2										238.1		3886.2		3885.5		540.3		539.8		3645.8		3645										3527.8						3522.9				3662.8				3665.3		3638.1		3622.7		3648.1		0.5		0.8		3645		1.8				3645										3527.8						3522.9				3662.8				3665.3		3638.1		3622.7

																																																										3										237.8		3896		3894.8		536.1		535.5		3656		3654.7										3542.2						3537.4				3673.5				3676.3		3650.2		3634.8		3658.2		0.6		1.3		3654.7		1.6				3654.7										3542.2						3537.4				3673.5				3676.3		3650.2		3634.8

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3660.0										3542.9						3538.0				3678.1				3680.6		3654.0		3639.2

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00		10:00														9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00		10:00

																																																				T9		気中21DAC1W キチュウ		8/8（月） ゲツ		1										238.3		3943.5		3941.9		579.4		578.5		3702.1		3700.5										3586.3						3582.0				3580.0				3721.4		3681.3		3663		3705.2		0.9		1.6		3700.5		2.2				3700.5										3586.3						3582.0				3580.0				3721.4		3681.3		3663

																																																										2										238.5		3890		3888.9		535.8		535.4		3649.4		3648.6										3533.8						3528.7				3526.4				3669.7		3630.2		3613.1		3651.5		0.4		0.8		3648.6		1.7				3648.6										3533.8						3528.7				3526.4				3669.7		3630.2		3613.1

																																																										3										238.1		3859.4		3859		536.9		536.5		3619.1		3617.5										3502.8						3497.5				3495.1				3637.0		3600.6		3584.1		3621.3		0.4		1.6		3617.5		1.8				3617.5										3502.8						3497.5				3495.1				3637.0		3600.6		3584.1

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3655.5										3541.0						3536.1				3533.8				3676.0		3637.4		3620.1

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00		10:00														9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00		10:00

																																																				T10		気中 キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.6		3919.1		3917.3		531.8		531.3		3677.8		3676.5										3557.0						3552.0				3550.0		3549.2								3680.5		0.5		1.3		3676.5		2.2				3676.5										3557.0						3552.0				3550.0		3549.2

																																																										2										238.4		3864.1		3863.2		532.6		532.3		3623.5		3622.1										3512.9						3508.3				3505.9		3505.1								3625.7		0.3		1.4		3622.1		1.9				3622.1										3512.9						3508.3				3505.9		3505.1

																																																										3										238.1		3755.2		3754.9		533.5		533.3		3515.2		3514.1										3405.1						3400.2				3398.1		3397.3								3517.1		0.2		1.1		3514.1		1.7				3514.1										3405.1						3400.2				3398.1		3397.3

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3604.2										3491.7						3486.8				3484.7		3483.9

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00		21:00																				9:00										9:00						9:00				10:00		21:00
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		25.3125		25.3541666667		25.3958333333		25.3125



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-16.7642814702

-23.5548764961

-22.4938460233

-27.7989983872

-17.4008997538

-23.9792886852

-23.1304643069

-29.4966471437

-36.2872421696

-44.9876920465

-49.0196078431

-56.2346150581



		0		0		0		0

		1		1		1		1

		8.0416666667		8.0416666667		8.0416666667		8.0416666667

		23.3541666667		23.3541666667		23.3541666667		23.3541666667



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

5日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-10.3980986334

-6.7905950259

-7.0028011204

-6.7905950259

-10.3980986334

-7.4272133096

-8.4882437824

-8.7004498769

-30.1332654274

-35.0140056022

-40.3191579662

-44.775485952



		0		0		0		0

		0.9375		0.9375		0.9375		0.9375

		7.9375		7.9375		7.9375		7.9375

		21.3333333333		21.3333333333		21.3333333333		21.3333333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

７日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-11.6713352007

-12.9445717681

-14.8544266191

-14.43001443

-12.520159579

-13.7933961463

-15.7032509974

-15.4910449028

-28.86002886

-34.165181224

-39.6825396825

-43.0778371955



		0		0		0		0

		0.25		0.25		0.25		0.25

		6.9583333333		6.9583333333		6.9583333333		6.9583333333

		21.3125		21.3125		21.3125		21.3125



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

７日脱型当日封緘1週

0

0

0

0

-4.6685340803

-4.6685340803

-4.6685340803

-4.8807401749

-5.0929462694

-5.0929462694

-4.8807401749

-5.305152364

-25.4647313471

-31.4065019947

-37.1360665478

-40.9557762499



		0		0		0		0

		0		0.9791666667		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9583333333		8.0208333333		7.9583333333

				25.3541666667		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝５０％

0

0

0

0

0

-23.3426704015

-11.0347169171

-8.0638315932

12.9445717681

15.0666327137

15.9154570919

16.9764875647

16.9764875647

9.3370681606

10.1858925388

11.0347169171

-35.2262116968

-31.6187080893

-31.6187080893



		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0208333333		7.9583333333

				25.3125		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-19.5229606994

-7.8516254987

-7.215007215

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

9.5492742552

9.9736864443

9.124862066

-26.950174009

-23.9792886852

-24.4037008743



		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0208333333		7.9583333333

				25.3125		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-17.1886936593

-8.0638315932

-15.9154570919

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

8.9126559715

11.0347169171

9.5492742552

-47.3219590867

-43.29004329

-43.0778371955



		0		0		0		0		0

		0		1.0208333333		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		8		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3958333333		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝５０％

0

0

0

0

0

0

-22.4938460233

-7.0028011204

-14.8544266191

-4.6685340803

12.520159579

15.0666327137

15.7032509974

16.9764875647

16.9764875647

-23.1304643069

-8.4882437824

-15.7032509974

-4.8807401749

-49.0196078431

-40.3191579662

-39.6825396825

-37.1360665478



		0		0		0		0

		0		0.24		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0625		7.9166666667		8.9583333333

				25.375		25.3125		25.3125



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-19.5229606994

-28.86002886

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

12.520159579

9.5492742552

6.3661828368

-28.0112044818

-26.950174009

-26.950174009



		0		0		0		0

		0		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-5.0929462694

-7.8516254987

-15.9154570919

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

11.2469230116

9.9736864443

7.6394194041

-28.86002886

-23.9792886852

-27.3745861981



		0		0.6666666667		0		0

		0		0.2777777778		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667		7.0902777778		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		14.0208333333		14.9583333333		16

				25.3333333333		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-5.0929462694

-12.520159579

-29.9210593328

14.2178083355

13.1567778627

10.3980986334

6.3661828368

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

15.2788388083

12.3079534844

8.7004498769

-16.5520753756

-16.9764875647

-18.0375180375



		0		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3125		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

-16.7642814702

-10.3980986334

-11.6713352007

-4.6685340803

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

-17.4008997538

-10.3980986334

-12.520159579

-5.0929462694

-36.2872421696

-30.1332654274

-28.86002886

-25.4647313471



		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333

				25.3611111111		25.3125		25.3125



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-5.7295645531

-17.1886936593

-39.2581274934

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

9.9736864443

8.9126559715

6.7905950259

-50.5050505051

-47.3219590867

-46.0487225193



		0		0		0		0

		0		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-8.0638315932

-24.4037008743

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

11.2469230116

11.0347169171

8.2760376878

-48.595195654

-43.29004329

-44.1388676683



		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		14.0069444444		14.9583333333		16

				25.3194444444		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-6.7905950259

-21.2206094559

-39.6825396825

12.0957473899

9.7614803497

7.8516254987

5.7295645531

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

11.8835412953

9.7614803497

7.6394194041

-37.5604787369

-36.7116543587

-35.8628299805



		0		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3125		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

-27.7989983872

-6.7905950259

-14.43001443

-4.8807401749

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

-29.4966471437

-8.7004498769

-15.4910449028

-5.305152364

-56.2346150581

-44.775485952

-43.0778371955

-40.9557762499



		



水中4W

封かん4W

当日AC1W

気中1DAC1W

気中4W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)



		



水中4W

水中４W水中1D

水中4W水中3D

水中4W水中7D

水中4W気中1D

水中4W気中3D

水中4W気中7D

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

シールド二次覆工



		



T1:水中4週

T2:封かん4週

T3:当日AC1週

T4:気中1日 AC1週

T5:気中3日 AC1週

T6:気中1週 AC1週

T7:気中2週 AC1週

T8:気中2週 AC2週

T9:気中3週 AC1週

T10:気中4週

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

トンネル二次覆工



		

																																																																																圧縮強度試験および重量測定管理表 アッシュクキョウドシケンジュウリョウソクテイカンリヒョウ

																																																																																セメント		シリ－ズ
NO		区分 クブン		圧縮強度
試験日 アッシュクキョウドシケンニチ		試料
NO シリョウ		圧縮試験時の供試体の高さ アッシュクシケンジキョウタメタイタカ								圧縮強度 アッシュクキョウド

																																																																																										h1		h2		h3		平均 ヘイキン		7/4（型枠のみ）① カタワク		成型時②
型枠+試料 セイケイジカタワクシリョウ		成型時③
翌日 セイケイジヨクジツ		ガラス④
結露 ケツロ		ガラス⑤
清掃 セイソウ		脱型時⑥
（試料清掃前） ダツカタジシリョウセイソウマエ		脱型時⑦
清掃後 ダツカタジセイソウゴ		7/5（養生前） ヨウジョウマエ		7/6		7/8		7/11		7/12		7/13		7/15		7/19		7/25		7/26		8/1		研磨後質量
(g) ケンマゴシツリョウ		長さ
(mm) ナガ		最大荷重
(KN) サイダイカジュウ		圧縮強度
(N/mm2) アッシュクキョウド		8/2		研磨後質量
(g) ケンマゴシツリョウ		長さ
(mm) ナガ		最大荷重
(KN) サイダイカジュウ		圧縮強度
(N/mm2) アッシュクキョウド		8/4		研磨後質量
(g) ケンマゴシツリョウ		長さ
(mm) ナガ		最大荷重
(KN) サイダイカジュウ		圧縮強度
(N/mm2) アッシュクキョウド		8/8		研磨後質量
(g) ケンマゴシツリョウ		長さ
(mm) ナガ		最大荷重
(KN) サイダイカジュウ		圧縮強度
(N/mm2) アッシュクキョウド		成型時重量
②-① セイケイジジュウリョウ		結露重量
④-⑤ ケツロジュウリョウ		清掃前後
⑥-⑦ セイソウゼンゴ		脱型時質量 ダツカタジシツリョウ		不明な質量 フメイシツリョウ				7/5（養生前）		6時間後 ジカンゴ		7/6		7/8		7/11		7/12		7/13		7/15		7/19		7/25		7/26		8/1		8/2		8/4

		箱崎シールド ハコザキ																																																																														箱崎 ハコサキ		S1		水中4W スイチュウ		8/1（月） ゲツ		1										236.8		3838.2		3837		539.5		539.1		3599.2		3598.3								3623.3								3626.4		3627.9				3630.9		3557		189.4		335.4		42.7																																3601.4		0.4		0.9		3598.3		1.8				3598.3								3623.3								3626.4		3627.9				3630.9

				材齢28日強度 ザイレイニチキョウド																																																																																				2										238.2		3831.7		3830.1		537.7		536.7		3590.7		3590.1								3615.7								3618.8		3619.8				3623.0		3576		190.3		320.8		40.8																																3593.5		1		0.6		3590.1		1.8				3590.1								3615.7								3618.8		3619.8				3623.0																																														質量 シツリョウ				圧縮強度 アッシュクキョウド

																																																																																								3										236.3		3842.5		3840.8		540.3		539.1		3603.4		3602.6								3628.3								3631.5		3632.9				3635.7		3567		189.9		335.8		42.8																																3606.2		1.2		0.8		3602.6		1.6				3602.6								3628.3								3631.5		3632.9				3635.7																		記号 キゴウ		養生方法 ヨウジョウホウホウ		圧縮強度
（N/mm2) アッシュクキョウド		S-1に対する比率 タイヒリツ																						質量 シツリョウ		百分率 ヒャクブンリツ		強度 キョウド		百分率 ヒャクブンリツ

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3566.7		189.9				42.1																																												3597.0								3622.4								3625.6		3626.9				3629.9																																										水中4W				2.392		100.0		42.1		100.0

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00		2.392																																																		10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																		S-1		水中4W		42.1		100.0																		封緘4W				2.368		99.0		38.4		91.1

																																																																																				水中4W水中1D スイチュウスイチュウ		8/2（火） カ		4										236.7		3913.6		3912.6		535.8		535.2		3675.3		3674.5								3699.2								3702.1		3703.3														3706.0		3668		194.3		352.5		44.9																						3676.9		0.6		0.8		3674.5		1				3674.5								3699.2								3702.1		3703.3						3706.0																S-2		封緘4W		38.4		91.2																		水中4W水中1D				2.398		100.3		43.3		102.8

																																																																																								5										238.3		3910.2		3908.5		534.6		534		3669.4		3669								3693.2								3696.8		3698.2														3701.3		3671		195.0		329.0		41.9																						3671.9		0.6		0.4		3669		1.9				3669								3693.2								3696.8		3698.2						3701.3																S-3		当日AC1W		42.7		101.4																		水中4W気中1D				2.380		99.5		43.0		102.2

																																																																																								6										236.8		3876.6		3875.3		536.1		535.4		3637.5		3636.7								3660.8								3664.4		3665.6														3668.2		3634		193.3		338.5		43.1																						3639.8		0.7		0.8		3636.7		1.6				3636.7								3660.8								3664.4		3665.6						3668.2																S-4		気中1DAC1W		42.8		101.7																		水中4W水中3D				2.401		100.4		42.6		101.2

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																								3657.7		194.2				43.3																																		3660.1								3684.4								3687.8		3689.0						3691.8																S-5		気中4W		26.5		62.9																		水中4W気中3D				2.378		99.4		47.5		112.8

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30														18:00		2.398																																								10:00								10:00								9:00		10:30						18:00																																								水中4W水中7D				2.390		99.9		44.3		105.2

																																																																																				水中4W水中3D スイチュウスイチュウ		8/4（木） モク		7										238.3		3863.5		3861.9		537.3		536.2		3622.5		3621.9								3645.6								3649.1		3650.0																								3653.0		3604		190.8		342.6		43.6												3625.2		1.1		0.6		3621.9		1.6				3621.9								3645.6								3649.1		3650.0								3653																																						水中4W気中7D				2.369		99.1		48.2		114.5

																																																																																								8										236.4		3815.9		3815		532.8		532.3		3577.2		3576.4								3600.2								3603.4		3604.3																								3607.7		3577		189.6		333.2		42.4												3579.5		0.5		0.8		3576.4		1.8				3576.4								3600.2								3603.4		3604.3								3607.7

																																																																																								9										236.9		3804.4		3803.5		537.5		536.5		3565.2		3564.4								3588.8								3592.5		3593.5																								3596.6		3558		189.0		327.8		41.7												3567.5		1		0.8		3564.4		1.3				3564.4								3588.8								3592.5		3593.5								3596.6

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																		3579.7		189.8				42.6																								3587.6								3611.5								3615.0		3615.9								3619.1

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30																								13:00		2.401																														10:00								10:00								9:00		10:30								13:00

																																																																																				水中4W水中7D スイチュウスイチュウ		8/8（月） ツキ		10										236.7		3817		3815.8		531.1		530.7		3578.1		3577.4								3601.6								3605.1		3606.3																																		3610.1		3593		191.4		350.2		44.6		3580.3		0.4		0.7		3577.4		1.8				3577.4								3601.6								3605.1		3606.3

																																																																																								11										236.7		3843.5		3842.1		543.7		543		3604.4		3603.9								3628.9								3632.5		3634.0																																		3638.6		3622		193.1		349.0		44.4		3606.8		0.7		0.5		3603.9		1.7				3603.9								3628.9								3632.5		3634.0

																																																																																								12										238.3		3851.9		3850.7		537.4		537		3611.2		3610								3635.2								3638.3		3639.9																																		3644.0		3633		193.3		344.2		43.8		3613.6		0.4		1.2		3610		2				3610								3635.2								3638.3		3639.9

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																												3616.0		192.6				44.3														3597.1								3621.9								3625.3		3626.7

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30																																		17:00		2.390																				10:00								10:00								9:00		10:30

																																																																																				水中4W気中1D スイチュウキチュウ		8/2（火） カ		13										238.4		3846.8		3845.4		537.5		536.6		3606		3605.3								3630.5								3633.8		3635.2				3637.2										3614.0		3595		192.7		346		44.1																						3608.4		0.9		0.7		3605.3		1.5				3605.3								3630.5								3633.8		3635.2				3637.2		3614.0

																																																																																								14										238.1		3841.4		3839.8		536.6		535.6		3600.6		3599.5								3624.1								3627.4		3629.1				3630.9										3606.9		3583		191.9		335		42.6																						3603.3		1		1.1		3599.5		1.7				3599.5								3624.1								3627.4		3629.1				3630.9		3606.9

																																																																																								15										236.5		3854.1		3853		552.1		551.7		3615.6		3614.3								3639.4								3642.4		3643.9				3645.8										3621.4		3585		191.3		333		42.4																						3617.6		0.4		1.3		3614.3		1.6				3614.3								3639.4								3642.4		3643.9				3645.8		3621.4

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																								3587.7		192.0				43.0																																		3606.4								3631.3								3634.5		3636.1				3638.0		3614.1

				試験時の乾湿 シケンジカンシツ																																																																																				計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00										18:00		2.380																																								10:00								10:00								9:00		10:30				21:00		18:00

																																																																																				水中4W気中3D スイチュウキチュウ		8/4（木） モク		16										237.7		3769.6		3762.5		533.5		532.7		3523.1		3522								3545.4								3548.5		3550.0				3552.0																				3517.8		3480		186.3		379.8		48.4												3531.9		0.8		1.1		3522		8				3522								3545.4								3548.5		3550.0				3552.0				3517.8

																																																																																								17										237.9		3862		3860		539.8		538.6		3620.8		3619.6								3643.2								3646.9		3648.8				3650.4																				3614.4		3596		192.3		366.6		46.7												3624.1		1.2		1.2		3619.6		2.1				3619.6								3643.2								3646.9		3648.8				3650.4				3614.4

																																																																																								18										237.9		3863.8		3862.6		320.9		320.5		3623.6		3621.9								3646.6								3650.1		3651.7				3653.8																				3617.5		3599		192.9		372.4		47.4												3625.9		0.4		1.7		3621.9		1.9				3621.9								3646.6								3650.1		3651.7				3653.8				3617.5

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																		3558.3		190.5				47.5																								3587.8								3611.7								3615.2		3616.8				3618.7				3583.2

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																				13:00		2.378																														10:00								10:00								9:00		10:30				21:00				13:00

																																																																																				水中4W気中7D スイチュウキチュウ		8/8（月） ツキ		19										237.5		3865.9		3864.5		534.6		534		3626		3625.1								3650.0								3653.2		3655.0				3656.6																														3609.3		3583		192.4		375.6		47.8		3628.4		0.6		0.9		3625.1		1.8				3625.1								3650.0								3653.2		3655.0				3656.6

																																																																																								20										237.3		3831.6		3829.7		537.4		536.5		3590.8		3589.7								3613.9								3617.0		3618.5				3620.3																														3572.4		3550		190.5		378.0		48.1		3594.3		0.9		1.1		3589.7		2.6				3589.7								3613.9								3617.0		3618.5				3620.3

																																																																																								21										237.6		3826.3		3825.6		547.1		546.8		3586.8		3585								3610.0								3613.3		3615.2				3617.0																														3568.7		3545		190.9		381.8		48.6		3588.7		0.3		1.8		3585		1.6				3585								3610.0								3613.3		3615.2				3617.0

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																												3559.3		191.3				48.2														3599.9								3624.6								3627.8		3629.6				3631.3

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																														17:00		2.369																				10:00								10:00								9:00		10:30				21:00

																																																																																		S2		封緘4W フウカン		8/1（月） ゲツ		1										238.7		3859.9		3858.3		535.1		534.5																										3856.6		3570		192.2		296.4		37.7																																3621.2		0.6		0		0		3620.6																										3856.6

																																																																																								2										238		3810.3		3809.5		555		554.5																										3807.5		3494		187.7		299.8		38.2																																3572.3		0.5		0		0		3571.8																										3807.5

																																																																																								3										238.2		3868.8		3866.9		535.6		534.5																										3865.0		3572		192.1		307.6		39.2																																3630.6		1.1		0		0		3629.5																										3865.0

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3545.3		190.7				38.4																																																																		3843.0

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																																												21:00		2.368																																																		10:00																						21:00

																																																																																		S3		当日AC1W
6h後16:00 トウジツゴ		8/1（月） ゲツ		1										237.7		3791		3790.4		534.9		534.5		3551		3549.3		3518.1								3572.1						3515.6		3506.9				3501.2		3421		185.3		357.0		45.5																																3553.3		0.4		1.7		3549.3		1.9				3549.3		3518.1								3572.1						3515.6		3506.9				3501.2

																																																																																								2										237.2		3832		3830.4		537.5		536.2		3592.1		3590.9		3562.1								3613.7						3557.9		3548.4				3542.1		3494		189.5		316.8		40.3																																3594.8		1.3		1.2		3590.9		1.4				3590.9		3562.1								3613.7						3557.9		3548.4				3542.1

																																																																																								3										237.6		3802.4		3801.3		535.9		535		3561.8		3560.5		3534.0								3581.9						3527.3		3518.0				3512.5		3548		187.6		333.4		42.4																																3564.8		0.9		1.3		3560.5		2.1				3560.5		3534.0								3581.9						3527.3		3518.0				3512.5

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3487.7		187.5				42.7																																												3566.9		3538.1								3589.2						3533.6		3524.4				3518.6

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00		16:00								16:00						9:00		10:30				21:00		2.369																																																		10:00		16:00								16:00						9:00		10:30				21:00

																																																																																		S4		気中1DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										237.6		3845.6		3843.2		537		535.6		3604.5		3603.3				3525.8								3627.1				3573.0		3562.9				3556.6		3509		191.6		336.2		42.8																																3608		1.4		1.2		3603.3		2.1				3603.3				3525.8								3627.1				3573.0		3562.9				3556.6

																																																																																								2										237.8		3868.8		3869.6		535.9		535.5		3628.6		3627.3				3554.4								3650.4				3597.8		3587.1				3580.9		3535		191.4		336.2		42.8																																3631		0.4		1.3		3627.3		2				3627.3				3554.4								3650.4				3597.8		3587.1				3580.9

																																																																																								3										238.2		3784.8		3784.3		330.3		330		3545		3543.7				3471.9								3566.1				3511.9		3502.2				3495.5		3433		186.9		336.8		42.9																																3546.6		0.3		1.3		3543.7		1.3				3543.7				3471.9								3566.1				3511.9		3502.2				3495.5

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3492.3		190.0				42.8																																												3591.4				3517.4								3614.5				3560.9		3550.7				3544.3

		五ヶ山トンネル ゴカヤマ																																																																																						計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00				10:00								10:00				9:00		10:30				21:00		2.341																																																		10:00				10:00								10:00				9:00		10:30				21:00

																																																																																		S5		気中4W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										237		3856.2		3854.4		538.2		537.3		3616.3		3614.8								3514.7								3508.8		3506.8				3505.7		3449		190.1		207.8		26.5																																3619.2		0.9		1.5		3614.8		2				3614.8								3514.7								3508.8		3506.8				3505.7

																																																																																								2										236.9		3826.9		3826		541		540.5		3587.9		3586.7								3487.8								3481.8		3479.8				3478.8		3432		189.5		208.2		26.5																																3590		0.5		1.2		3586.7		1.6				3586.7								3487.8								3481.8		3479.8				3478.8

																																																																																								3										237.6		3872		3869.8		537.6		536.2		3631.2		3629.7								3535.2								3529.4		3527.2				3526.0		3482		190.9		209.4		26.7																																3634.4		1.4		1.5		3629.7		1.8				3629.7								3535.2								3529.4		3527.2				3526.0

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3454.3		190.2				26.5																																												3610.4								3512.6								3506.7		3504.6				3503.5																				養生方法 ヨウジョウホウホウ		圧縮強度
（N/mm2) アッシュクキョウド		T1に対する圧縮強度比(%) タイアッシュクキョウドヒ

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00		2.313																																																		10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																								実測値 ジッソクチ		修正値 シュウセイチ				質量 シツリョウ

																																																																																五ヶ山 ゴヤマ		T1		T1:水中4W スイチュウ		8/1（月） ゲツ		1										236.9		3918.4		3917.2		540.7		539.*		3677.2		3676.6								3697.2								3700.3		3701.1				3703.1		3638		192.6		279.0		35.5																																3681.5		0		0.6		3676.6		0				3676.6								3697.2								3700.3		3701.1				3703.1														T-1						T1:水中4週 シュウ		35.9		100		100				2.401

																																																																																								2										237.4		3940		3938.8		538.2		537.5		3699		3698.3								3718.9								3721.5		3722.6				3725.8		3660		193.5		285.0		36.3																																3702.6		0.7		0.7		3698.3		2.9				3698.3								3718.9								3721.5		3722.6				3725.8																				T2:封かん4週 シュウ		34.9		97		87				2.370

																																																																																								3										237.2		3919.3		3917.2		567.3		566.2		3679		3677.7								3698.6								3702.0		3702.9				3706.1		3636		193.7		282.0		35.9																																3682.1		1.1		1.3		3677.7		2				3677.7								3698.6								3702.0		3702.9				3706.1														T-2						T3:当日AC1週 シュウ		35.1		98		88				2.341

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																												3711.7		3644.7		193.3				35.9																																												3684.2								3704.9								3707.9		3708.9				3711.7																				T4:気中1日 AC1週 ニチシュウ		34.3		96		86				2.339

																																																																																								質量（kg/m3） シツリョウ																						9:00								9:00								9:00		10:30				21:00		2.401																																																		9:00								9:00								9:00		10:30				21:00														T-3						T5:気中3日 AC1週 ニチシュウ		31.4		87		77				2.341

																																																																																		T2		封緘4W フウカン		8/1（月） ゲツ		1										238.8		3864.5		3863.9		536.6		536.1																										3625.2		3530		188.9		276.4		35.2																																3625.7		0.5		0		0		3625.2																										3861.0																				T6:気中1週 AC1週 シュウシュウ		29.8		83		73				2.349

																																																																																								2										237.6		3889.3		3887.8		538.8		538.4																										3651.3		3616		194.5		276.6		35.2																																3651.7		0.4		0		0		3651.3																										3885.9														T-4						T7:気中2週 AC1週 シュウシュウ		25.8		72		62				2.357

																																																																																								3										237.8		3893.2		3892.4		319.6		319.3																										3655.1		3598		193.8		270.0		34.4																																3655.4		0.3		0		0		3655.1																										3889.2																				T8:気中2週 AC2週 シュウシュウ		29.0		81		71				2.362

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3581.3		192.4				34.9																																																																		3878.7														T-5						T9:気中3週 AC1週 シュウシュウ		26.3		73		63				2.359

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																																												21:00		2.370																																																		9:00																						21:00																				T10:気中4週 シュウ		19.8		55		45				2.307

																																																																																		T3		当日AC1W
6h後15:00 トウジツゴ		8/1（月） ゲツ		1										238		3858.3		3857.1		533.4		532.7		3617.3		3616.5		3585.8								3633.4						3570.9		3562.4				3556.8		3503		190.1		271.4		34.6																																3620.3		0.7		0.8		3616.5		2.3				3616.5		3585.8								3633.4						3570.9		3562.4				3556.8														T-6

																																																																																								2										238.1		3889.1		3887.9		536.1		535.8		3648.5		3647.8		3619.3								3665.2						3601.0		3591.2				3585.6		3501		191.2		272.2		34.7																																3651		0.3		0.7		3647.8		2.2				3647.8		3619.3								3665.2						3601.0		3591.2				3585.6

																																																																																								3										237.8		3831		3830.2		533.7		533		3590.9		3590.1		3564.3								3607.5						3544.8		3535.7				3530.1		3475		188.6		284.0		36.2																																3593.2		0.7		0.8		3590.1		1.6				3590.1		3564.3								3607.5						3544.8		3535.7				3530.1														T-7

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3493.0		190.0				35.1																																								0				3618.1		3589.8								3635.4						3572.2		3563.1				3557.5

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00		15:00								15:00						9:00		10:30				21:00		2.341																																																		9:00		15:00								15:00						9:00		10:30				21:00														T-8

																																																																																		T4		気中1DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.8		3904.7		3703.2		535.9		535.5		3663.4		3662.8				3563.3								3679.3				3620.0		3610.0				3603.5		3548		192.9		270.6		34.5																																3665.9		0.4		0.6		3662.8		2.1				3662.8				3563.3								3679.3				3620.0		3610.0				3603.5

																																																																																								2										237.9		3875.8		387402		539.6		538.9		3634.8		3633.9				3543.8								3649.9				3593.0		3582.1				3576.2		3530		192.2		269.0		34.3																																3637.9		0.7		0.9		3633.9		2.4				3633.9				3543.8								3649.9				3593.0		3582.1				3576.2														T-9

																																																																																								3										238.3		3898.1		3896.5		541.4		540.5		3657.2		3656.4				3571.5								3672.6				3614.9		3604.7				3598.9		3515		191.5		268.0		34.1																																3659.8		0.9		0.8		3656.4		1.7				3656.4				3571.5								3672.6				3614.9		3604.7				3598.9

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3531.0		192.2				34.3																																												3651.0				3559.5								3667.3				3609.3		3598.9				3592.9														T-10

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00				9:00								9:00				9:00		10:30				21:00		2.339																																																		9:00				9:00								9:00				9:00		10:30				21:00

																																																																																		T5		気中3DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.9		3892.8		3891.4		538.8		537.9		3651.1		3650.2						3532.6								3667.6		3617.3		3600.4				3593.0		3542		192.6		242.2		30.8																																3653.9		0.9		0.9		3650.2		1.9				3650.2						3532.6								3667.6		3617.3		3600.4				3593.0

																																																																																								2										238.4		3866.3		3861.8		535.4		534.4		3622.8		3621.5						3506.2								3639.1		3588.1		3572.9				3564.7		3512		191.3		247.6		31.5																																3627.9		1		1.3		3621.5		4.1				3621.5						3506.2								3639.1		3588.1		3572.9				3564.7

																																																																																								3										238.6		3868		3866.6		531.2		530.6		3626.8		3624.8						3513.2								3641.0		3591.6		3577.1				3569.6		3531		191.7		249.8		31.8																																3629.4		0.6		2		3624.8		2				3624.8						3513.2								3641.0		3591.6		3577.1				3569.6

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3528.3		191.9				31.4																																												3632.2						3517.3								3649.2		3599.0		3583.5				3575.8

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00						9:00								9:00		9:00		10:30				21:00		2.341																																																		9:00						9:00								9:00		9:00		10:30				21:00

																																																																																		T6		気中7DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238		3912.2		3910.7		535.1		534.3		3671.4		3670.3										3546.5						3688.0		3638.2				3623.6		3579		194.2		228.8		29.1																																3674.2		0.8		1.1		3670.3		2				3670.3										3546.5						3688.0		3638.2				3623.6

																																																																																								2										238.6		3865.6		3864.6		547.5		547.1		3624.9		3623.4										3501.5						3640.8		3589.2				3574.8		3531		191.5		235.0		29.9																																3627		0.4		1.5		3623.4		1.7				3623.4										3501.5						3640.8		3589.2				3574.8

																																																																																								3										238.4		3887.8		3887.2		550.1		549.7		3647.2		3645.7										3527.7						3663.3		3612.6				3598.7		3546		192.0		237.6		30.3																																3649.4		0.4		1.5		3645.7		1.8				3645.7										3527.7						3663.3		3612.6				3598.7

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3552.0		192.6				29.8																																												3646.5										3525.2						3664.0		3613.3				3599.0

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00		10:30				21:00		2.349																																																		9:00										9:00						9:00		10:30				21:00

																																																																																		T7		気中14DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238		3927.5		3925.1		558.3		557.9		3686.3		3684.7										3560.0						3555.3				3703.9		3652.6		3597		194.9		191.8		24.4																																3689.5		0.4		1.6		3684.7		2.8				3684.7										3560.0						3555.3				3703.9		3652.6

																																																																																								2										238.3		3891.3		3889.7		536.6		536		3650.3		3649.5										3528.9						3524.2				3669.0		3617.1		3574		193.3		211.6		26.9																																3653		0.6		0.8		3649.5		2.1				3649.5										3528.9						3524.2				3669.0		3617.1

																																																																																								3										238.1		3907.7		3906.9		540.5		540		3667.3		3666.2										3549.8						3544.9				3684.0		3635.0		3603		193.7		204.6		26.1																																3669.6		0.5		1.1		3666.2		1.8				3666.2										3549.8						3544.9				3684.0		3635.0

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3591.3		194.0				25.8																																												3666.8										3546.2						3541.5				3685.6		3634.9

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00		21:00		2.357																																																		9:00										9:00						9:00				10:00		21:00

																																																																																		T8		気中14DAC2W キチュウ		8/8（月） ゲツ		1										237.9		3921.7		3920.9		537.1		536.6		3681.7		3680.4										3558.7						3553.7				3697.9												3700.2										3673.8										3660.2		3645		197.1		234.2		29.8		3683.8		0.5		1.3		3680.4		1.6				3680.4										3558.7						3553.7				3697.9				3700.2		3673.8

																																																																																								2										238.1		3886.2		3885.5		540.3		539.8		3645.8		3645										3527.8						3522.9				3662.8												3665.3										3638.1										3622.7		3612		194.8		230.8		29.4		3648.1		0.5		0.8		3645		1.8				3645										3527.8						3522.9				3662.8				3665.3		3638.1

																																																																																								3										237.8		3896		3894.8		536.1		535.5		3656		3654.7										3542.2						3537.4				3673.5												3676.3										3650.2										3634.8		3615		194.1		218.0		27.8		3658.2		0.6		1.3		3654.7		1.6				3654.7										3542.2						3537.4				3673.5				3676.3		3650.2

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																												3624.0		195.3				29.0														3660.0										3542.9						3538.0				3678.1				3680.6		3654.0

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00												18:00										13:00										10:00		2.362																				9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00

																																																																																		T9		気中21DAC1W キチュウ		8/8（月） ゲツ		1										238.3		3943.5		3941.9		579.4		578.5		3702.1		3700.5										3586.3						3582.0				3580.0												3721.4										3681.3										366.3		3645		195.7		209.0		26.6		3705.2		0.9		1.6		3700.5		2.2				3700.5										3586.3						3582.0				3580.0				3721.4		3681.3

																																																																																								2										238.5		3890		3888.9		535.8		535.4		3649.4		3648.6										3533.8						3528.7				3526.4												3669.7										3630.2										3613.1		3592		194.1		204.0		26.0		3651.5		0.4		0.8		3648.6		1.7				3648.6										3533.8						3528.7				3526.4				3669.7		3630.2

																																																																																								3										238.1		3859.4		3859		536.9		536.5		3619.1		3617.5										3502.8						3497.5				3495.1												3637.0										3600.6										3584.1		3568		193.3		206.2		26.3		3621.3		0.4		1.6		3617.5		1.8				3617.5										3502.8						3497.5				3495.1				3637.0		3600.6

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																												3601.7		194.4				26.3														3655.5										3541.0						3536.1				3533.8				3676.0		3637.4

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00												18:00										13:00										10:00		2.359																				9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00

																																																																																		T10		気中4W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.6		3919.1		3917.3		531.8		531.3		3677.8		3676.5										3557.0						3552.0				3550.0		3549.2		3504		194.6		146.6		18.7																																3680.5		0.5		1.3		3676.5		2.2				3676.5										3557.0						3552.0				3550.0		3549.2

																																																																																								2										238.4		3864.1		3863.2		532.6		532.3		3623.5		3622.1										3512.9						3508.3				3505.9		3505.1		3450		189.2		156.8		20.0																																3625.7		0.3		1.4		3622.1		1.9				3622.1										3512.9						3508.3				3505.9		3505.1

																																																																																								3										238.1		3755.2		3754.9		533.5		533.3		3515.2		3514.1										3405.1						3400.2				3398.1		3397.3		3376		186.3		163.2		20.8																																3517.1		0.2		1.1		3514.1		1.7				3514.1										3405.1						3400.2				3398.1		3397.3

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3443.3		190.0				19.8																																												3604.2										3491.7						3486.8				3484.7		3483.9

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00		21:00		2.307																																																		9:00										9:00						9:00				10:00		21:00
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				25.375		25.3125		25.3125		25.3333333333		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-19.5229606994

-28.86002886

-5.0929462694

-12.520159579

-29.9210593328

14.2178083355

13.1567778627

10.3980986334

6.3661828368

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

12.520159579

9.5492742552

6.3661828368

15.2788388083

12.3079534844

8.7004498769

-28.0112044818

-26.950174009

-26.950174009

-16.5520753756

-16.9764875647

-18.0375180375



		0		0		0		0		0		0		0

		0		0.24		0.9375		1.9583333333		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0625		7.9166666667		8.9583333333		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				25.375		25.3125		25.3125		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-19.5229606994

-28.86002886

-5.0929462694

-7.8516254987

-15.9154570919

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

12.520159579

9.5492742552

6.3661828368

11.2469230116

9.9736864443

7.6394194041

-28.0112044818

-26.950174009

-26.950174009

-28.86002886

-23.9792886852

-27.3745861981



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0.9375		0.9375		1		1		0.9583333333		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		7.9166666667		8.0208333333		8.0416666667		7.9583333333		7.9375		6.9583333333

				25.3125		25.3125		23.4166666667		23.3541666667		21.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-19.5229606994

-16.7642814702

-7.8516254987

-10.3980986334

-7.215007215

-11.6713352007

-4.6685340803

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

9.5492742552

-17.4008997538

9.9736864443

-10.3980986334

9.124862066

-12.520159579

-5.0929462694

-26.950174009

-36.2872421696

-23.9792886852

-30.1332654274

-24.4037008743

-28.86002886

-25.4647313471



		0		0		0		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333		0.25		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667								7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333		14.0069444444		14.9583333333		16

				25.3611111111		25.3125		25.3125		25.3194444444		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.7295645531

-17.1886936593

-39.2581274934

-6.7905950259

-21.2206094559

-39.6825396825

12.0957473899

9.7614803497

7.8516254987

5.7295645531

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

9.9736864443

8.9126559715

6.7905950259

11.8835412953

9.7614803497

7.6394194041

-50.5050505051

-47.3219590867

-46.0487225193

-37.5604787369

-36.7116543587

-35.8628299805



		0		0		0		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				25.3611111111		25.3125		25.3125		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.7295645531

-17.1886936593

-39.2581274934

-4.6685340803

-8.0638315932

-24.4037008743

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

9.9736864443

8.9126559715

6.7905950259

11.2469230116

11.0347169171

8.2760376878

-50.5050505051

-47.3219590867

-46.0487225193

-48.595195654

-43.29004329

-44.1388676683



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0.9375		0.9375		1		1		0.9583333333		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		7.9166666667		8.0208333333		8.0416666667		7.9583333333		7.9375		6.9583333333

				25.3125		25.3125		23.4166666667		23.3541666667		21.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-17.1886936593

-27.7989983872

-8.0638315932

-6.7905950259

-15.9154570919

-14.43001443

-4.8807401749

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

8.9126559715

-29.4966471437

11.0347169171

-8.7004498769

9.5492742552

-15.4910449028

-5.305152364

-47.3219590867

-56.2346150581

-43.29004329

-44.775485952

-43.0778371955

-43.0778371955

-40.9557762499



		0		0		0		0

		1.9583333333		2		2.0416666667		1.9583333333

		8.9583333333		9		9.0416666667		8.9583333333

		25.3125		25.3541666667		25.3958333333		25.3125



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型2日後ｱｸｱ1週

0

0

0

0

-28.86002886

-35.6506238859

-39.6825396825

-39.2581274934

6.3661828368

6.5783889313

8.2760376878

6.7905950259

-26.950174009

-33.7407690349

-39.470333588

-46.0487225193



		0		0		0		0

		0.25		0.25		0.25		0.25

		7.0416666667		7.0416666667		7.0416666667		7.0416666667

		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

5日脱型当日ｱｸｱ1週

0

0

0

0

-5.0929462694

-4.8807401749

-5.0929462694

-4.6685340803

11.2469230116

11.8835412953

12.9445717681

11.2469230116

-28.86002886

-36.9238604533

-43.29004329

-48.595195654



		0		0		0		0

		1		1		1		1

		8.0208333333		8.0208333333		8.0208333333		8.0208333333

		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

5日脱型翌日ｱｸｱ1週

0

0

0

0

-7.8516254987

-11.0347169171

-10.1858925388

-8.0638315932

9.9736864443

10.1858925388

10.8225108225

11.0347169171

-23.9792886852

-31.6187080893

-38.6215092097

-43.29004329



		0		0		0		0

		2		2		2		2

		9.0625		9.0625		9.0625		9.0625

		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

5日脱型2日後ｱｸｱ1週

0

0

0

0

-15.9154570919

-20.1595789831

-22.7060521178

-24.4037008743

7.6394194041

8.7004498769

9.5492742552

8.2760376878

-27.3745861981

-33.1041507512

-39.8947457771

-44.1388676683



		0.6666666667		0		0		0

		0.2777777778		0.25		0.25		0.25

		7.0902777778		7.0763888889		7.0902777778		7.0486111111

		14.0208333333		14.0347222222		14.0486111111		14.0069444444

		25.3333333333		25.3472222222		25.3611111111		25.3194444444



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型当日ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-5.0929462694

-4.4563279857

-4.8807401749

-6.7905950259

13.1567778627

12.0957473899

11.8835412953

9.7614803497

15.2788388083

14.6422205246

14.2178083355

11.8835412953

-16.5520753756

-24.8281130634

-30.9820898056

-37.5604787369



		0		0		0		0

		0.9375		0.9791666667		1.0208333333		0.9375

		7.9166666667		7.9583333333		8		7.9166666667

		14.9583333333		15		15.0416666667		14.9583333333

		25.2708333333		25.3125		25.3541666667		25.2708333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型翌日ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-12.520159579

-21.4328155505

-21.645021645

-21.2206094559

10.3980986334

9.124862066

10.1858925388

7.8516254987

12.3079534844

10.3980986334

12.0957473899

9.7614803497

-16.9764875647

-24.4037008743

-29.0722349546

-36.7116543587



		0		0		0		0

		1.9583333333		2		2.0416666667		1.9583333333

		8.9583333333		9		9		8.9583333333

		16		16.0416666667		16.0833333333		16

		25.2708333333		25.3125		25.3541666667		25.2708333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型2日後ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-29.9210593328

-37.1360665478

-40.5313640608

-39.6825396825

6.3661828368

5.7295645531

8.4882437824

5.7295645531

8.7004498769

7.8516254987

10.3980986334

7.6394194041

-18.0375180375

-25.2525252525

-28.4356166709

-35.8628299805



		0		0		0		0

		0.9375		0.9791666667		1.0208333333		0.9375

		7.9166666667		7.9583333333		8		7.9166666667

		25.3125		25.3541666667		25.3958333333		25.3125



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-16.7642814702

-23.5548764961

-22.4938460233

-27.7989983872

-17.4008997538

-23.9792886852

-23.1304643069

-29.4966471437

-36.2872421696

-44.9876920465

-49.0196078431

-56.2346150581



		0		0		0		0

		1		1		1		1

		8.0416666667		8.0416666667		8.0416666667		8.0416666667

		23.3541666667		23.3541666667		23.3541666667		23.3541666667



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

5日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-10.3980986334

-6.7905950259

-7.0028011204

-6.7905950259

-10.3980986334

-7.4272133096

-8.4882437824

-8.7004498769

-30.1332654274

-35.0140056022

-40.3191579662

-44.775485952



		0		0		0		0

		0.9375		0.9375		0.9375		0.9375

		7.9375		7.9375		7.9375		7.9375

		21.3333333333		21.3333333333		21.3333333333		21.3333333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

７日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-11.6713352007

-12.9445717681

-14.8544266191

-14.43001443

-12.520159579

-13.7933961463

-15.7032509974

-15.4910449028

-28.86002886

-34.165181224

-39.6825396825

-43.0778371955



		0		0		0		0

		0.25		0.25		0.25		0.25

		6.9583333333		6.9583333333		6.9583333333		6.9583333333

		21.3125		21.3125		21.3125		21.3125



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

７日脱型当日封緘1週

0

0

0

0

-4.6685340803

-4.6685340803

-4.6685340803

-4.8807401749

-5.0929462694

-5.0929462694

-4.8807401749

-5.305152364

-25.4647313471

-31.4065019947

-37.1360665478

-40.9557762499



		0		0		0		0

		0		0.9791666667		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9583333333		8.0208333333		7.9583333333

				25.3541666667		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝５０％

0

0

0

0

0

-23.3426704015

-11.0347169171

-8.0638315932

12.9445717681

15.0666327137

15.9154570919

16.9764875647

16.9764875647

9.3370681606

10.1858925388

11.0347169171

-35.2262116968

-31.6187080893

-31.6187080893



		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0208333333		7.9583333333

				25.3125		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-19.5229606994

-7.8516254987

-7.215007215

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

9.5492742552

9.9736864443

9.124862066

-26.950174009

-23.9792886852

-24.4037008743



		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0208333333		7.9583333333

				25.3125		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-17.1886936593

-8.0638315932

-15.9154570919

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

8.9126559715

11.0347169171

9.5492742552

-47.3219590867

-43.29004329

-43.0778371955



		0		0		0		0		0

		0		1.0208333333		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		8		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3958333333		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝５０％

0

0

0

0

0

0

-22.4938460233

-7.0028011204

-14.8544266191

-4.6685340803

12.520159579

15.0666327137

15.7032509974

16.9764875647

16.9764875647

-23.1304643069

-8.4882437824

-15.7032509974

-4.8807401749

-49.0196078431

-40.3191579662

-39.6825396825

-37.1360665478



		0		0		0		0

		0		0.24		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0625		7.9166666667		8.9583333333

				25.375		25.3125		25.3125



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-19.5229606994

-28.86002886

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

12.520159579

9.5492742552

6.3661828368

-28.0112044818

-26.950174009

-26.950174009



		0		0		0		0

		0		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-5.0929462694

-7.8516254987

-15.9154570919

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

11.2469230116

9.9736864443

7.6394194041

-28.86002886

-23.9792886852

-27.3745861981



		0		0.6666666667		0		0

		0		0.2777777778		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667		7.0902777778		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		14.0208333333		14.9583333333		16

				25.3333333333		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-5.0929462694

-12.520159579

-29.9210593328

14.2178083355

13.1567778627

10.3980986334

6.3661828368

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

15.2788388083

12.3079534844

8.7004498769

-16.5520753756

-16.9764875647

-18.0375180375



		0		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3125		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

-16.7642814702

-10.3980986334

-11.6713352007

-4.6685340803

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

-17.4008997538

-10.3980986334

-12.520159579

-5.0929462694

-36.2872421696

-30.1332654274

-28.86002886

-25.4647313471



		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333

				25.3611111111		25.3125		25.3125



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-5.7295645531

-17.1886936593

-39.2581274934

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

9.9736864443

8.9126559715

6.7905950259

-50.5050505051

-47.3219590867

-46.0487225193



		0		0		0		0

		0		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-8.0638315932

-24.4037008743

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

11.2469230116

11.0347169171

8.2760376878

-48.595195654

-43.29004329

-44.1388676683



		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		14.0069444444		14.9583333333		16

				25.3194444444		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-6.7905950259

-21.2206094559

-39.6825396825

12.0957473899

9.7614803497

7.8516254987

5.7295645531

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

11.8835412953

9.7614803497

7.6394194041

-37.5604787369

-36.7116543587

-35.8628299805



		0		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3125		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

-27.7989983872

-6.7905950259

-14.43001443

-4.8807401749

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

-29.4966471437

-8.7004498769

-15.4910449028

-5.305152364

-56.2346150581

-44.775485952

-43.0778371955

-40.9557762499



		



T1:水中4週

T2:封かん4週

T3:当日AC1週

T4:気中1日 AC1週

T5:気中3日 AC1週

T6:気中1週 AC1週

T7:気中2週 AC1週

T8:気中2週 AC2週

T9:気中3週 AC1週

T10:気中4週

養生方法

圧縮強度(N/mm2)



		



水中4W

封緘4W

当日AC1W

気中1DAC1W

気中4W

養生方法

圧縮強度(N/mm2)



		



水中4W

封緘4W

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

圧縮強度(N/mm2)



		



水中4W

封緘4W

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

圧縮強度(％)



		



水中4W

封緘4W

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

質量(ton/m3）



		



水中4W

封緘4W

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

質量百分率（％）



		



水中4W

封緘4W

当日AC1W

気中1DAC1W

気中4W

養生方法

圧縮強度比(％)

箱崎強度比比較



		



水中4W

封緘4W

当日AC1W

気中1DAC1W

養生方法

圧縮強度比(％)



		



水中4W

封緘4W

当日AC1W

気中1DAC1W

気中4W

養生方法

圧縮強度(N/mm2)

箱崎強度比較



		



水中4W

封緘4W

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

圧縮強度(N/mm2)

箱崎強度比較



		



水中4W

封緘4W

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

圧縮強度比(％)

箱崎強度比較



		



T1:水中4週

T2:封かん4週

T3:当日AC1週

T4:気中1日 AC1週

T5:気中3日 AC1週

T6:気中1週 AC1週

T7:気中2週 AC1週

T8:気中2週 AC2週

T9:気中3週 AC1週

T10:気中4週

養生方法

圧縮強度(N/mm2)

箱崎強度比較



		



T1:水中4週

T2:封かん4週

T3:当日AC1週

T4:気中1日 AC1週

T5:気中3日 AC1週

T6:気中1週 AC1週

T7:気中2週 AC1週

T8:気中2週 AC2週

T9:気中3週 AC1週

T10:気中4週

養生方法

圧縮強度比(％)



		



T1:水中4週

T2:封かん4週

T3:当日AC1週

T4:気中1日 AC1週

T5:気中3日 AC1週

T6:気中1週 AC1週

T7:気中2週 AC1週

T8:気中2週 AC2週

T9:気中3週 AC1週

T10:気中4週

養生方法

圧縮強度比(％)



		






Graph1

		T1:水中4週		25.7		25.4		26.2		29.1		28.2		29.7		26.6		29.3		55.4



T1:水中4週

T2:封かん4週

T3:当日AC1週

T4:気中1日 AC1週

T5:気中3日 AC1週

T6:気中1週 AC1週

T7:気中2週 AC1週

T8:気中2週 AC2週

T9:気中3週 AC1週

T10:気中4週

養生方法

促進中性化深さ(mm)

22.6



中性化

		

				中性化評価 チュウセイカヒョウカ																						γcd＝		1.15								中性化速度係数　αd＝ チュウセイカソクドケイスウ		0		cm2/年 ネン

				　				　

				配合
養生種別 ハイゴウヨウジョウシュベツ		促進期間 ソクシンキカン		計測位置 ケイソクイチ										MAX		平均 ヘイキン		26W						50						中性化深さの設計値 チュウセイカフカセッケイチ

								①		②		③		④		⑤		(mm)		(mm)		182		(mm/√年)				年後の促進中性化深さ ネンゴソクシンチュウセイカフカ						yd＝γcd・αd√t

				T1:水中4週 シュウ		26W		22.5		24.0		26.0		21.0		19.5		26.0		22.6				27.8				17.5

				T2:封かん4週 シュウ				24.5		27.0		25.0		26.5		25.5		27.0		25.7				31.6				19.9

				T3:当日AC1週 シュウ				25.5		26.0		26.5		25.0		24.0		26.5		25.4				31.3				19.7										（バラツキ：一般に1.15、高流動コン1.1） イッパンコウリュウドウ

				T4:気中1日 AC1週 ニチシュウ				26.0		26.0		26.0		25.5		27.5		27.5		26.2				32.3				20.3

				T5:気中3日 AC1週 ニチシュウ				31.5		27.5		28.5		28.0		30.0		31.5		29.1				35.8				22.5								ｔ＝		100		年 ネン

				T6:気中1週 AC1週 シュウシュウ				28.5		27.0		27.5		29.0		29.0		29.0		28.2				34.7				21.9

				T7:気中2週 AC1週 シュウシュウ				29.0		29.5		30.0		29.5		30.5		30.5		29.7				36.6				23.0								yd＝		0		mm

				T8:気中2週 AC2週 シュウシュウ				26.5		27.5		25.0		26.0		28.0		28.0		26.6				32.8				20.6

				T9:気中3週 AC1週 シュウシュウ				30.0		29.0		29.0		29.0		29.5		30.0		29.3				36.1				22.7

				T10:気中4週 シュウ				56.0		55.0		54.0		55.0		57.0		57.0		55.4				68.2				42.9						促進中性化速度係数 ソクシンチュウセイカソクドケイスウ

				S1				15.0		15.5		14.5		15.5		13.5		15.5		14.8				18.2				11.5

				S2				15.0		16.5		16.0		15.5		17.0		17.0		16.0				19.7				12.4

				S3				16.5		15.5		15.0		17.5		18.5		18.5		16.6				20.4				12.9

				S4				19.5		19.5		19.0		16.5		15.0		19.5		17.9				22.0				13.9

				S5				27.0		26.5		26.0		26.0		27.5		27.5		26.6				32.8				20.6

																																								ケースNo.				T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		T10

																																								促進中性化深さ
（mm） ソクシンチュウセイカフカ				23		26		25		26		29		28		30		27		29		55

																																								促進中性化速度係数
(mm/√年） ソクシンチュウセイカソクドケイスウネン				28		32		31		32		36		35		37		33		36		68

																																								50年後の中性化深さ*1
（mm） ネンゴチュウセイカフカ				18		20		20		20		23		22		23		21		23		43

																																												*1：促進試験のCO2濃度5％は0.03%の167倍の期間に相当5) ソウトウ





中性化

		



T1:水中4週

T2:封かん4週

T3:当日AC1週

T4:気中1日 AC1週

T5:気中3日 AC1週

T6:気中1週 AC1週

T7:気中2週 AC1週

T8:気中2週 AC2週

T9:気中3週 AC1週

T10:気中4週

養生方法

促進中性化深さ(mm)



		



26W

配合

中性化深さ(mm)





◆シールド二次覆工へのアクアカーテン適用時期

AC News No.13 シールド二次覆工コンクリートへの適用時期

◆試験の内容

◆試験から分かること

コンクリート打込み後18時間前後で型枠が取りはずされるシールド二次覆工コンクリートの養生に
は、コンクリートの乾燥を防止する封かん養生あるいは蒸気発生装置を利用して坑内湿度を高める
方法が採用される場合があります。封かん養生ではその実施期間が、高湿養生ではコンクリートが
冷却され表面に結露が生じるまでに要する期間が問題となります。アクアカーテン（ＡＣ）による養生
では、上記の問題を解決できます。
ここでは、普通セメントを用いた二次覆工コンクリートについて、封かん養生、アクアカーテン、気中

養生がコンクリートの品質に及ぼす影響を検討しました。コンクリートの配合を表-1に示します。その
他のコンクリートの配合条件は、スランプ＝18±2.5cm、空気量=4.5±1.0％です。

◆試験結果

給水口

給水養生シート

シート展張台車

展張用バルーン

吸引口
集水管

供試体の寸法はφ10cm×高さ20cmの円
柱供試体とし、コンクリート打込み後18時間で
型枠から取りはずして表-2に示す種々の養生
を行ったのち、材齢28日圧縮強度を求めました。
また、強度試験を行った供試体に対して促進
中性化試験を行いました。

質量変化量を図-1に示します。
ＡＣの開始を当日(S3)または翌日
(S4)としても1週間後の質量は水
中養生供試体とほぼ等しくなりま
す．その後、気中養生によって質
量は減少し、3週程度で収束して
います。脱型から気中養生したも
の(S5）は1週以降の質量減少は
安定しています。
また、28日以降の水中・気中養

生の質量差が表れています。
図-1 質量変化試験

表-3 材齢28日圧縮強度

表-2 養生方法

表-3は、材齢28日圧縮強度試験結果を示しま
す。
ここで、同一材齢でありながら、供試体の湿潤状

態が異なるS6～S11の試験結果を見ると、水中養
生に対する気乾養生供試体強度は、乾燥1日で
１％、乾燥3日および7日で9％増加しています．S1
の供試体が気乾状態であったとした場合の圧縮強
度は9%増しの45.9N/mm2と推定されます。この強
度を100％として強度比を修正して表-3”修正値“、
図-2に示しました。
封かん養生よりアクアカーテン養生の方が大きな

圧縮強度が得られています。

図-3は26週間の促進中性化試験後の中性化深さです。養生方法の影響は小さいと言えますが、
無養生では約1.7倍の深さまで中性化しています。

表-1 コンクリートの配合

図-3 材齢26週促進中性化深さ図-2 材齢28日圧縮強度比（修正値）

W/C
(%)

s/a
(%)

単位量(kg/m3)

W C S G ad.

52.3 42.9 160 304 796 1059 1.52

ｹｰｽNo. 養生 脱型材齢18時間後の養生方法

S1 水中養生 水中4週

S2 封かん養生 封かん4週

S3 水中(AC)
養生

水中1週⇒気中3週

S4 気中1日⇒水中1週⇒気中20日

S5 気中養生 気中4週

S6

水中養生
＋

気中養生

水中4週＋水中1日

S7 水中4週＋気中1日

S8 水中4週＋水中3日

S9 水中4週＋気中3日

S10 水中4週＋水中1週

S11 水中4週＋気中1週

※脱型まで供試体上面はガラス板で封かん

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

0 7 14 21 28 35

脱型後の材齢（日）

質
量

変
化

量
（k

g/
m

3 )

S1:水中4週

S2:封かん4週

S3:当日AC1週

S4:気中1日AC1週

S5:気中4週

S6:水中1週 水中1日

S7:水中1週 気中1日

S8:水中1週 水中3日

S9:水中1週　気中3日

S10:水中1週 水中1週

S11:水中1週 気中1週

養生方法の表現として、たとえば、表-2
のケースNo.S4のように気中1日⇒水中１
週⇒気中20日とあるのは、18時間後に
型枠を取りはずしそのまま室内で1日気中
養生し、その後1週間水中浸漬したアクア
カーテン養生（ＡＣ）とし、その後材齢28日
まで室内で20日間気中養生したものです。
ケースNo.S6～S11の養生は、養生方

法の影響を評価する場合、同一材齢で
あっても水分量が異なる供試体の圧縮強
度は影響を受けることから、この影響を検
討したものです。

実測値 修正値

S1:水中4週 42.1 100 100

S2:封かん4週 38.4 91 84

S3:当日AC1週 42.7 101 93

S4:気中1日 AC1週 42.8 102 93

S5:気中4週 26.5 63 58

S6:水中4週　水中1日 42.3 100 100

S7:水中4週　気中1日 43.0 102 100

S8:水中4週　水中3日 42.6 101 101

S9:水中4週　気中3日 46.5 110 101

S10:水中4週　水中1週 44.3 105 105

S11:水中4週　気中1週 48.2 114 105

S1に対する圧縮強度比(%)圧縮強度

（N/mm2)
養生方法

9%

9%

1%

シールド二次覆工コンクリートに対する養生方法を比較した結果、次のことが分かりました。
①型枠を取りはずした後アクアカーテンを開始するまでの間、質量は減少するが、1週間アクアカーテ
ンを実施することでほぼ水中養生供試体の質量に回復する。

②4週間封かん養生を実施した供試体の強度よりも当日もしくは翌日アクアカーテンを1週間実施
した供試体場合の圧縮強度は10％大きい。無養生（気中養生）の場合には60％程度となる。

③促進中性化試験の結果、無養生以外の養生方法ではその差は小さく、50年後の中性化深さ
は、12mm～14mm程度と推定される。無養生の場合は21mmと推定される。

二次覆工コンクリートにアクアカーテンを1週間適用すると、無養生にくらべて明らかな効果
が認められます。また、封かん養生を4週間行うのに比べて圧縮強度は1割増し、中性化深
さは同程度となります。
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Graph1

		100		83.7		93.1		93.3		57.7



S1:水中4週

S2:封かん4週

S3:当日AC1週

S4:気中1日 AC1週

S5:気中4週

養生方法

圧縮強度比(％)



PPT用

		

				ｾﾒﾝﾄの
種類 シュルイ		W/C
(%)		s/a
(%)		単位量(kg/m3) タンイリョウ

										W		C		S		G		ad.

				普通 フツウ		55		43.6		159		289		802		1068		3.09

				高炉B コウロ		55		43.8		155		282		810		1039		3.02

																						ｾﾒﾝﾄの種類 シュルイ		ｽﾗﾝﾌﾟ		空気量 クウキリョウ		con温度 オンド		室温 シツオン

																						普通 フツウ		8.5cm		3.9%		24.0℃		20.0℃

																						高炉B コウロ		9.5cm		4.6%		22.5℃		19.5℃

																																						養生ケース ヨウジョウ		ｾﾒﾝﾄ		温度 オンド		脱型材齢 ダッケイザイレイ		脱型後の養生 ダッケイゴヨウジョウ

																																						水中養生 スイチュウヨウジョウ		N,BB		20℃		2日 ニチ		水中 スイチュウ

																																						実施工養生 ジツセコウヨウジョウ		N		20℃		5日 ニチ		気中 キチュウ

																																								BB				7日 ニチ		気中 キチュウ

																																						短縮養生 タンシュクヨウジョウ		N		20℃		3日 ニチ		気中 キチュウ

																																								BB				4.2日 ニチ		気中 キチュウ

																																						浸水養生 シンスイヨウジョウ		N,BB		現場
温度 ゲンバオンド		2日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ

																																												3日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ

																																												4日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ

																																						現場水中養生 ゲンバスイチュウヨウジョウ		N,BB		現場
温度 ゲンバオンド		2日 ニチ		水中1週⇒気中 スイチュウシュウキチュウ

																																												3日 ニチ		水中1週⇒気中 スイチュウシュウキチュウ

																																												4日 ニチ		水中1週⇒気中 スイチュウシュウキチュウ

																																														※脱型まで供試体上面をラップで覆い封かん ダッケイキョウシタイウエメンオオフウ

																																						養生ケース ヨウジョウ		ｾﾒﾝﾄ		温度 オンド		脱型材齢 ダッケイザイレイ		脱型後の養生 ダッケイゴヨウジョウ

																																						実施工養生 ジツセコウヨウジョウ		N		20℃		5日 ニチ		気中 キチュウ

																																								BB				7日 ニチ		気中 キチュウ

																																																		日平均気温 ニチヘイキンキオン		普通セメント フツウ		混合セメントB種 コンゴウシュ		早強セメント ソウキョウ

																																																		15℃以上 イジョウ		5日 ニチ		7日 ニチ		3日 ニチ

																																																		10℃以上 イジョウ		7日 ニチ		9日 ニチ		4日 ニチ

																																																		5℃以上 イジョウ		9日 ニチ		12日 ニチ		5日 ニチ

																																						養生ケース ヨウジョウ		ｾﾒﾝﾄ		温度 オンド		脱型材齢 ダッケイザイレイ		脱型後の養生 ダッケイゴヨウジョウ

																																						実施工養生 ジツセコウヨウジョウ		N		20℃		5日 ニチ		気中 キチュウ

																																								BB				7日 ニチ		気中 キチュウ

																																						短縮養生 タンシュクヨウジョウ		N		20℃		3日 ニチ		気中 キチュウ

																																								BB				4.2日 ニチ		気中 キチュウ

																																						養生ケース ヨウジョウ		ｾﾒﾝﾄ		温度 オンド		脱型材齢 ダッケイザイレイ		脱型後の養生 ダッケイゴヨウジョウ

																																						浸水養生 シンスイヨウジョウ		N,BB		現場
温度 ゲンバオンド		2日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ

																																												3日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ

																																												4日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ





配合表

		

		箱崎シールド ハコザキ

				ｾﾒﾝﾄの
種類 シュルイ		W/C
(%)		s/a
(%)		単位量(kg/m3) タンイリョウ

										W		C		S		G		ad.

				普通 フツウ		52.3		42.9		160		304		796		1059		1.52

		五ヶ山トンネル ゴカヤマ

				ｾﾒﾝﾄの
種類 シュルイ		W/C
(%)		s/a
(%)		単位量(kg/m3) タンイリョウ

										W		C		S		G		ad.

				高炉Ｂ種 コウロシュ		57.0		43.8		154		270		817		1084		1.35





養生方法

		箱崎シールド養生方法 ハコザキヨウジョウホウホウ

		ｹｰｽNo.		養生 ヨウジョウ		脱型材齢18時間後の養生方法 ダッケイザイレイジカンゴヨウジョウホウホウ

		S1		水中養生 スイチュウヨウジョウ		水中4週 スイチュウシュウ

		S2		封かん養生 フウヨウジョウ		封かん4週 フウシュウ

		S3		水中(AC)養生 スイチュウヨウジョウ		水中1週⇒気中3週 スイチュウシュウキチュウシュウ

		S4				気中1日⇒水中1週⇒気中20日 キチュウニチスイチュウシュウキチュウニチ

		S5		気中養生 キチュウヨウジョウ		気中4週 キチュウシュウ

		S6		水中養生
＋
気中養生 スイチュウヨウジョウキチュウヨウジョウ		水中4週＋水中1日 スイチュウシュウスイチュウニチ

		S7				水中4週＋気中1日 スイチュウシュウキナカニチ						五ヶ山トンネル養生方法 ゴカヤマヨウジョウホウホウ

		S8				水中4週＋水中3日 スイチュウシュウミズナカニチ				ケースNo.		養生ケース ヨウジョウ		脱型材齢18時間後の養生方法 ダッケイザイレイジカンゴヨウジョウホウホウ

		S9				水中4週＋気中3日 スイチュウシュウキナカニチ				T1		水中養生 スイチュウヨウジョウ		水中28日 スイチュウニチ

		S10				水中4週＋水中1週 スイチュウシュウミズナカシュウ				T2		封かん養生 フウヨウジョウ		封かん28日 フウニチ

		S11				水中4週＋気中1週 スイチュウシュウキナカシュウ				T3		水中(AC)養生 スイチュウヨウジョウ		水中7日⇒気中21日 スイチュウカキチュウニチ

						※脱型まで供試体上面はガラス板で封かん ダッケイキョウシタイウエメンイタフウ				T4				気中1日⇒水中7日⇒気中20日

										T5				気中3日⇒水中7日⇒気中18日

										T6				気中7日⇒水中7日⇒気中14日

										T7				気中14日⇒水中7日⇒気中7日

										T8				気中14日⇒水中14日⇒気中7日（35日強度） キチュウニチスイチュウニチキチュウニチ

										T9				気中21日⇒水中7日⇒気中7日 （35日強度） キチュウニチスイチュウニチキチュウニチ

										T10		気中養生 キチュウヨウジョウ		気中28日 キチュウニチ

														※脱型まで供試体上面はガラス板で封かん ダッケイキョウシタイウエメンイタフウ





重量測定

		

																																																		圧縮強度試験および重量測定管理表 アッシュクキョウドシケンジュウリョウソクテイカンリヒョウ

																																																		セメント		シリ－ズ
NO		区分 クブン		圧縮強度
試験日 アッシュクキョウドシケンニチ		試料
NO シリョウ		圧縮試験時の供試体の高さ アッシュクシケンジキョウタメタイタカ								実測重量(g) ジッソクジュウリョウ

																																																												h1		h2		h3		平均 ヘイキン		7/4（型枠のみ）① カタワク		成型時②
型枠+試料 セイケイジカタワクシリョウ		成型時③
翌日 セイケイジヨクジツ		ガラス④
結露 ケツロ		ガラス⑤
清掃 セイソウ		脱型時⑥
（試料清掃前） ダツカタジシリョウセイソウマエ		脱型時⑦
清掃後 ダツカタジセイソウゴ		7/5（養生前） ヨウジョウマエ		7/6		7/8		7/11		7/12		7/13		7/15		7/19		7/25		7/26		8/1		8/2		8/4		8/8		成型時重量
②-① セイケイジジュウリョウ		結露重量
④-⑤ ケツロジュウリョウ		清掃前後
⑥-⑦ セイソウゼンゴ		脱型時質量 ダツカタジシツリョウ		不明な質量 フメイシツリョウ				7/5（養生前）		6時間後 ジカンゴ		7/6		7/8		7/11		7/12		7/13		7/15		7/19		7/25		7/26		8/1		8/2		8/4										w/c		55%

		箱崎シールド ハコザキ																																																箱崎 ハコサキ		S1		水中4W スイチュウ		8/1（月） ゲツ		1										236.8		3838.2		3837		539.5		539.1		3599.2		3598.3								3623.3								3626.4		3627.9				3630.9								3601.4		0.4		0.9		3598.3		1.8				3598.3								3623.3								3626.4		3627.9				3630.9														S-1-1,3		0.0		6.0		14.0		20.0		27.5				0.0				0.0		0.0		0.0

																																																										2										238.2		3831.7		3830.1		537.7		536.7		3590.7		3590.1								3615.7								3618.8		3619.8				3623.0								3593.5		1		0.6		3590.1		1.8				3590.1								3615.7								3618.8		3619.8				3623.0																0.0		16.2		18.2		19.0		20.9				0.0				0.0		0.0		0.0

																																																										3										236.3		3842.5		3840.8		540.3		539.1		3603.4		3602.6								3628.3								3631.5		3632.9				3635.7								3606.2		1.2		0.8		3602.6		1.6				3602.6								3628.3								3631.5		3632.9				3635.7										6				S-1-4,7		0.0		6.0		14.0		20.0		28.3				0.0		0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3597.0								3622.4								3625.6		3626.9				3629.9																0.0		15.5		17.6		18.5		20.2				0.0		0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																				10:00								10:00								9:00		10:30				21:00										7				S-1-7,-9		0.0		6.0		14.0		20.0		30.1				0.0		0.0						0.0

																																																						水中4W水中1D スイチュウスイチュウ		8/2（火） カ		4										236.7		3913.6		3912.6		535.8		535.2		3675.3		3674.5								3699.2								3702.1		3703.3						3706.0						3676.9		0.6		0.8		3674.5		1				3674.5								3699.2								3702.1		3703.3						3706.0														0.0		15.3		17.5		18.1		20.1				0.0		0.0						0.0

																																																										5										238.3		3910.2		3908.5		534.6		534		3669.4		3669								3693.2								3696.8		3698.2						3701.3						3671.9		0.6		0.4		3669		1.9				3669								3693.2								3696.8		3698.2						3701.3								8				S-1-10,12		0.0		6.0		14.0		20.0		34.3				0.0		0.0						0.0

																																																										6										236.8		3876.6		3875.3		536.1		535.4		3637.5		3636.7								3660.8								3664.4		3665.6						3668.2						3639.8		0.7		0.8		3636.7		1.6				3636.7								3660.8								3664.4		3665.6						3668.2														0.0		15.8		18.0		18.9		21.5				0.0		0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3660.1								3684.4								3687.8		3689.0						3691.8								9				S-1-13,15		0.0		6.0		14.0		20.0		27.5		28.3		0.0		0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30						18:00																		10:00								10:00								9:00		10:30						18:00														0.0		15.9		17.9		18.9		20.1		4.9		0.0		0.0						0.0

																																																						水中4W水中3D スイチュウスイチュウ		8/4（木） モク		7										238.3		3863.5		3861.9		537.3		536.2		3622.5		3621.9								3645.6								3649.1		3650.0								3653				3625.2		1.1		0.6		3621.9		1.6				3621.9								3645.6								3649.1		3650.0								3653						10				S-1-16,18		0.0		6.0		14.0		20.0		27.5		30.1		0.0		0.0						0.0

																																																										8										236.4		3815.9		3815		532.8		532.3		3577.2		3576.4								3600.2								3603.4		3604.3								3607.7				3579.5		0.5		0.8		3576.4		1.8				3576.4								3600.2								3603.4		3604.3								3607.7												0.0		15.2		17.4		18.5		19.7		-2.9		0.0		0.0						0.0

																																																										9										236.9		3804.4		3803.5		537.5		536.5		3565.2		3564.4								3588.8								3592.5		3593.5								3596.6				3567.5		1		0.8		3564.4		1.3				3564.4								3588.8								3592.5		3593.5								3596.6						11				S-1-19,21		0.0		6.0		14.0		20.0		27.5		34.3		0.0		0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3587.6								3611.5								3615.0		3615.9								3619.1												0.0		15.7		17.8		18.9		20.0		-10.5		0.0		0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30								13:00																10:00								10:00								9:00		10:30								13:00										S-2		0.0		0.0		0.0		0.0		27.5				0.0		0.0						0.0

																																																						水中4W水中7D スイチュウスイチュウ		8/8（月） ツキ		10										236.7		3817		3815.8		531.1		530.7		3578.1		3577.4								3601.6								3605.1		3606.3										3610.1		3580.3		0.4		0.7		3577.4		1.8				3577.4								3601.6								3605.1		3606.3										3610.1										0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0						0.0

																																																										11										236.7		3843.5		3842.1		543.7		543		3604.4		3603.9								3628.9								3632.5		3634.0										3638.6		3606.8		0.7		0.5		3603.9		1.7				3603.9								3628.9								3632.5		3634.0										3638.6								S-3		0.0		0.3		7.3		14.0		20.0		27.5		0.0		0.0						0.0

																																																										12										238.3		3851.9		3850.7		537.4		537		3611.2		3610								3635.2								3638.3		3639.9										3644.0		3613.6		0.4		1.2		3610		2				3610								3635.2								3638.3		3639.9										3644.0										0.0		-18.4		14.2		-21.2		-27.1		-30.8		0.0		0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3597.1								3621.9								3625.3		3626.7										3630.9								S-4		0.0		1.0		8.0		14.0		20.0		27.5		0.0		0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30										17:00														10:00								10:00								9:00		10:30										17:00										0.0		-47.2		14.7		-19.4		-25.9		-30.0		0.0		0.0						0.0

																																																						水中4W気中1D スイチュウキチュウ		8/2（火） カ		13										238.4		3846.8		3845.4		537.5		536.6		3606		3605.3								3630.5								3633.8		3635.2				3637.2		3614.0						3608.4		0.9		0.7		3605.3		1.5				3605.3								3630.5								3633.8		3635.2				3637.2		3614.0												S-5		0.0		6.0		14.0		20.0		27.5				0.0		0.0						0.0

																																																										14										238.1		3841.4		3839.8		536.6		535.6		3600.6		3599.5								3624.1								3627.4		3629.1				3630.9		3606.9						3603.3		1		1.1		3599.5		1.7				3599.5								3624.1								3627.4		3629.1				3630.9		3606.9														0.0		-62.3		-66.1		-67.4		-68.1				0.0		0.0						0.0

																																																										15										236.5		3854.1		3853		552.1		551.7		3615.6		3614.3								3639.4								3642.4		3643.9				3645.8		3621.4						3617.6		0.4		1.3		3614.3		1.6				3614.3								3639.4								3642.4		3643.9				3645.8		3621.4

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3606.4								3631.3								3634.5		3636.1				3638.0		3614.1

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00		18:00																		10:00								10:00								9:00		10:30				21:00		18:00

																																																						水中4W気中3D スイチュウキチュウ		8/4（木） モク		16										237.7		3769.6		3762.5		533.5		532.7		3523.1		3522								3545.4								3548.5		3550.0				3552.0				3517.8				3531.9		0.8		1.1		3522		8				3522								3545.4								3548.5		3550.0				3552.0				3517.8

																																																										17										237.9		3862		3860		539.8		538.6		3620.8		3619.6								3643.2								3646.9		3648.8				3650.4				3614.4				3624.1		1.2		1.2		3619.6		2.1				3619.6								3643.2								3646.9		3648.8				3650.4				3614.4

																																																										18										237.9		3863.8		3862.6		320.9		320.5		3623.6		3621.9								3646.6								3650.1		3651.7				3653.8				3617.5				3625.9		0.4		1.7		3621.9		1.9				3621.9								3646.6								3650.1		3651.7				3653.8				3617.5

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3587.8								3611.7								3615.2		3616.8				3618.7				3583.2

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00				13:00																10:00								10:00								9:00		10:30				21:00				13:00

																																																						水中4W気中7D スイチュウキチュウ		8/8（月） ツキ		19										237.5		3865.9		3864.5		534.6		534		3626		3625.1								3650.0								3653.2		3655.0				3656.6						3609.3		3628.4		0.6		0.9		3625.1		1.8				3625.1								3650.0								3653.2		3655.0				3656.6						3609.3

																																																										20										237.3		3831.6		3829.7		537.4		536.5		3590.8		3589.7								3613.9								3617.0		3618.5				3620.3						3572.4		3594.3		0.9		1.1		3589.7		2.6				3589.7								3613.9								3617.0		3618.5				3620.3						3572.4

																																																										21										237.6		3826.3		3825.6		547.1		546.8		3586.8		3585								3610.0								3613.3		3615.2				3617.0						3568.7		3588.7		0.3		1.8		3585		1.6				3585								3610.0								3613.3		3615.2				3617.0						3568.7

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3599.9								3624.6								3627.8		3629.6				3631.3						3583.4666666667

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00						17:00														10:00								10:00								9:00		10:30				21:00						17:00

																																																				S2		封緘4W フウカン		8/1（月） ゲツ		1										238.7		3859.9		3858.3		535.1		534.5																										3856.6								3621.2		0.6		0		0		3620.6																										3856.6

																																																										2										238		3810.3		3809.5		555		554.5																										3807.5								3572.3		0.5		0		0		3571.8																										3807.5

																																																										3										238.2		3868.8		3866.9		535.6		534.5																										3865.0								3630.6		1.1		0		0		3629.5																										3865.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																																						3843.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																																												21:00																				10:00																						21:00

																																																				S3		当日AC1W
6h後16:00 トウジツゴ		8/1（月） ゲツ		1										237.7		3791		3790.4		534.9		534.5		3551		3549.3		3518.1								3572.1						3515.6		3506.9				3501.2								3553.3		0.4		1.7		3549.3		1.9				3549.3		3518.1								3572.1						3515.6		3506.9				3501.2

																																																										2										237.2		3832		3830.4		537.5		536.2		3592.1		3590.9		3562.1								3613.7						3557.9		3548.4				3542.1								3594.8		1.3		1.2		3590.9		1.4				3590.9		3562.1								3613.7						3557.9		3548.4				3542.1

																																																										3										237.6		3802.4		3801.3		535.9		535		3561.8		3560.5		3534.0								3581.9						3527.3		3518.0				3512.5								3564.8		0.9		1.3		3560.5		2.1				3560.5		3534.0								3581.9						3527.3		3518.0				3512.5

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3566.9		3538.1								3589.2						3533.6		3524.4				3518.6

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00		16:00								16:00						9:00		10:30				21:00																				10:00		16:00								16:00						9:00		10:30				21:00

																																																				S4		気中1DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										237.6		3845.6		3843.2		537		535.6		3604.5		3603.3				3525.8								3627.1				3573.0		3562.9				3556.6								3608		1.4		1.2		3603.3		2.1				3603.3				3525.8								3627.1				3573.0		3562.9				3556.6

																																																										2										237.8		3868.8		3869.6		535.9		535.5		3628.6		3627.3				3554.4								3650.4				3597.8		3587.1				3580.9								3631		0.4		1.3		3627.3		2				3627.3				3554.4								3650.4				3597.8		3587.1				3580.9

																																																										3										238.2		3784.8		3784.3		330.3		330		3545		3543.7				3471.9								3566.1				3511.9		3502.2				3495.5								3546.6		0.3		1.3		3543.7		1.3				3543.7				3471.9								3566.1				3511.9		3502.2				3495.5

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3591.4				3517.4								3614.5				3560.9		3550.7				3544.3

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00				10:00								10:00				9:00		10:30				21:00																				10:00				10:00								10:00				9:00		10:30				21:00

																																																				S5		気中 キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										237		3856.2		3854.4		538.2		537.3		3616.3		3614.8								3514.7								3508.8		3506.8				3505.7								3619.2		0.9		1.5		3614.8		2				3614.8								3514.7								3508.8		3506.8				3505.7

																																																										2										236.9		3826.9		3826		541		540.5		3587.9		3586.7								3487.8								3481.8		3479.8				3478.8								3590		0.5		1.2		3586.7		1.6				3586.7								3487.8								3481.8		3479.8				3478.8

																																																										3										237.6		3872		3869.8		537.6		536.2		3631.2		3629.7								3535.2								3529.4		3527.2				3526.0								3634.4		1.4		1.5		3629.7		1.8				3629.7								3535.2								3529.4		3527.2				3526.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3610.4								3512.6								3506.7		3504.6				3503.5

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																				10:00								10:00								9:00		10:30				21:00

																																																		五ヶ山 ゴヤマ		T1		水中4W スイチュウ		8/1（月） ゲツ		1										236.9		3918.4		3917.2		540.7		539.*		3677.2		3676.6								3697.2								3700.3		3701.1				3703.1								3681.5		0		0.6		3676.6		0				3676.6								3697.2								3700.3		3701.1				3703.1														T-1		0.0		6.0		14.0		20.1		27.5								0.0		0.0		0.0

		五ヶ山トンネル ゴカヤマ																																																								2										237.4		3940		3938.8		538.2		537.5		3699		3698.3								3718.9								3721.5		3722.6				3725.8								3702.6		0.7		0.7		3698.3		2.9				3698.3								3718.9								3721.5		3722.6				3725.8																0.0		13.2		15.1		15.7		17.5								0.0		0.0		0.0

																																																										3										237.2		3919.3		3917.2		567.3		566.2		3679		3677.7								3698.6								3702.0		3702.9				3706.1								3682.1		1.1		1.3		3677.7		2				3677.7								3698.6								3702.0		3702.9				3706.1														T-2		0.0								27.5						0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3684.2								3704.9								3707.9		3708.9				3711.7																0.0								0.0						0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00								9:00								9:00		10:30				21:00																				9:00								9:00								9:00		10:30				21:00														T-3		0.0		0.3		7.3		14.0		20.1		27.5				0.0						0.0

																																																				T2		封緘4W フウカン		8/1（月） ゲツ		1										238.8		3864.5		3863.9		536.6		536.1																										3861.0								3625.7		0.5		0		0		3625.2				3625.2																						3625.2																0.0		-18.0		11.0		-29.2		-35.1		-38.6				0.0						0.0

																																																										2										237.6		3889.3		3887.8		538.8		538.4																										3885.9								3651.7		0.4		0		0		3651.3				3651.3																						3651.3														T-4		0.0		1.0		8.0		14.0		20.1		27.5				0.0						0.0

																																																										3										237.8		3893.2		3892.4		319.6		319.3																										3889.2								3655.4		0.3		0		0		3655.1				3655.1																						3655.1																0.0		-58.3		10.3		-26.6		-33.2		-37.1				0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3643.8666666667																						3643.9														T-5		0.0		3.0		10.0		14.0		20.1		27.5				0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																																												21:00																				9:00																						21:00																0.0		-73.1		10.9		-21.1		-31.0		-35.9				0.0						0.0

																																																				T3		当日AC1W
6h後15:00 トウジツゴ		8/1（月） ゲツ		1										238		3858.3		3857.1		533.4		532.7		3617.3		3616.5		3585.8								3633.4						3570.9		3562.4				3556.8								3620.3		0.7		0.8		3616.5		2.3				3616.5		3585.8								3633.4						3570.9		3562.4				3556.8														T-6		0.0		7.0		14.0		20.1		27.5						0.0						0.0

																																																										2										238.1		3889.1		3887.9		536.1		535.8		3648.5		3647.8		3619.3								3665.2						3601.0		3591.2				3585.6								3651		0.3		0.7		3647.8		2.2				3647.8		3619.3								3665.2						3601.0		3591.2				3585.6																0.0		-77.2		11.2		-21.1		-30.2						0.0						0.0

																																																										3										237.8		3831		3830.2		533.7		533		3590.9		3590.1		3564.3								3607.5						3544.8		3535.7				3530.1								3593.2		0.7		0.8		3590.1		1.6				3590.1		3564.3								3607.5						3544.8		3535.7				3530.1														T-7		0.0		4.5		14.0		21.0		27.5						0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																												0				3618.1		3589.8								3635.4						3572.2		3563.1				3557.5																0.0		-76.8		-79.8		12.0		-20.3						0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00		15:00								15:00						9:00		10:30				21:00																				9:00		15:00								15:00						9:00		10:30				21:00														T-8		0.0		7.0		14.0		21.0		28.4		30.2		34.0		0.0						0.0

																																																				T4		気中1DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.8		3904.7		3703.2		535.9		535.5		3663.4		3662.8				3563.3								3679.3				3620.0		3610.0				3603.5								3665.9		0.4		0.6		3662.8		2.1				3662.8				3563.3								3679.3				3620.0		3610.0				3603.5																0.0		-74.6		-77.7		11.5		13.1		-3.8		-13.2		0.0						0.0

																																																										2										237.9		3875.8		387402		539.6		538.9		3634.8		3633.9				3543.8								3649.9				3593.0		3582.1				3576.2								3637.9		0.7		0.9		3633.9		2.4				3633.9				3543.8								3649.9				3593.0		3582.1				3576.2														T-9		0.0		7.0		14.0		21.0		28.4		30.2		34.0		0.0						0.0

																																																										3										238.3		3898.1		3896.5		541.4		540.5		3657.2		3656.4				3571.5								3672.6				3614.9		3604.7				3598.9								3659.8		0.9		0.8		3656.4		1.7				3656.4				3571.5								3672.6				3614.9		3604.7				3598.9																0.0		-73.0		-76.1		-77.5		13.1		-11.6		-22.6		0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3651.0				3559.5								3667.3				3609.3		3598.9				3592.9														T-10		0.0		7.0		14.0		21.0		27.5						0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00				9:00								9:00				9:00		10:30				21:00																				9:00				9:00								9:00				9:00		10:30				21:00																0.0		-71.7		-74.8		-76.2		-76.7						0.0						0.0

																																																				T5		気中3DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.9		3892.8		3891.4		538.8		537.9		3651.1		3650.2						3532.6								3667.6		3617.3		3600.4				3593.0								3653.9		0.9		0.9		3650.2		1.9				3650.2						3532.6								3667.6		3617.3		3600.4				3593.0																														0.0						0.0

																																																										2										238.4		3866.3		3861.8		535.4		534.4		3622.8		3621.5						3506.2								3639.1		3588.1		3572.9				3564.7								3627.9		1		1.3		3621.5		4.1				3621.5						3506.2								3639.1		3588.1		3572.9				3564.7

																																																										3										238.6		3868		3866.6		531.2		530.6		3626.8		3624.8						3513.2								3641.0		3591.6		3577.1				3569.6								3629.4		0.6		2		3624.8		2				3624.8						3513.2								3641.0		3591.6		3577.1				3569.6

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3632.2						3517.3								3649.2		3599.0		3583.5				3575.8

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00						9:00								9:00		9:00		10:30				21:00																				9:00						9:00								9:00		9:00		10:30				21:00

																																																				T6		気中7DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238		3912.2		3910.7		535.1		534.3		3671.4		3670.3										3546.5						3688.0		3638.2				3623.6								3674.2		0.8		1.1		3670.3		2				3670.3										3546.5						3688.0		3638.2				3623.6

																																																										2										238.6		3865.6		3864.6		547.5		547.1		3624.9		3623.4										3501.5						3640.8		3589.2				3574.8								3627		0.4		1.5		3623.4		1.7				3623.4										3501.5						3640.8		3589.2				3574.8

																																																										3										238.4		3887.8		3887.2		550.1		549.7		3647.2		3645.7										3527.7						3663.3		3612.6				3598.7								3649.4		0.4		1.5		3645.7		1.8				3645.7										3527.7						3663.3		3612.6				3598.7

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3646.5										3525.2						3664.0		3613.3				3599.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00		10:30				21:00																				9:00										9:00						9:00		10:30				21:00

																																																				T7		気中14DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238		3927.5		3925.1		558.3		557.9		3686.3		3684.7										3560.0						3555.3				3703.9		3652.6								3689.5		0.4		1.6		3684.7		2.8				3684.7										3560.0						3555.3				3703.9		3652.6

																																																										2										238.3		3891.3		3889.7		536.6		536		3650.3		3649.5										3528.9						3524.2				3669.0		3617.1								3653		0.6		0.8		3649.5		2.1				3649.5										3528.9						3524.2				3669.0		3617.1

																																																										3										238.1		3907.7		3906.9		540.5		540		3667.3		3666.2										3549.8						3544.9				3684.0		3635.0								3669.6		0.5		1.1		3666.2		1.8				3666.2										3549.8						3544.9				3684.0		3635.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3666.8										3546.2						3541.5				3685.6		3634.9

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00		21:00																				9:00										9:00						9:00				10:00		21:00

																																																				T8		気中14DAC2W キチュウ		8/8（月） ゲツ		1										237.9		3921.7		3920.9		537.1		536.6		3681.7		3680.4										3558.7						3553.7				3697.9				3700.2		3673.8		3660.2		3683.8		0.5		1.3		3680.4		1.6				3680.4										3558.7						3553.7				3697.9				3700.2		3673.8		3660.2

																																																										2										238.1		3886.2		3885.5		540.3		539.8		3645.8		3645										3527.8						3522.9				3662.8				3665.3		3638.1		3622.7		3648.1		0.5		0.8		3645		1.8				3645										3527.8						3522.9				3662.8				3665.3		3638.1		3622.7

																																																										3										237.8		3896		3894.8		536.1		535.5		3656		3654.7										3542.2						3537.4				3673.5				3676.3		3650.2		3634.8		3658.2		0.6		1.3		3654.7		1.6				3654.7										3542.2						3537.4				3673.5				3676.3		3650.2		3634.8

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3660.0										3542.9						3538.0				3678.1				3680.6		3654.0		3639.2

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00		10:00														9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00		10:00

																																																				T9		気中21DAC1W キチュウ		8/8（月） ゲツ		1										238.3		3943.5		3941.9		579.4		578.5		3702.1		3700.5										3586.3						3582.0				3580.0				3721.4		3681.3		3663		3705.2		0.9		1.6		3700.5		2.2				3700.5										3586.3						3582.0				3580.0				3721.4		3681.3		3663

																																																										2										238.5		3890		3888.9		535.8		535.4		3649.4		3648.6										3533.8						3528.7				3526.4				3669.7		3630.2		3613.1		3651.5		0.4		0.8		3648.6		1.7				3648.6										3533.8						3528.7				3526.4				3669.7		3630.2		3613.1

																																																										3										238.1		3859.4		3859		536.9		536.5		3619.1		3617.5										3502.8						3497.5				3495.1				3637.0		3600.6		3584.1		3621.3		0.4		1.6		3617.5		1.8				3617.5										3502.8						3497.5				3495.1				3637.0		3600.6		3584.1

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3655.5										3541.0						3536.1				3533.8				3676.0		3637.4		3620.1

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00		10:00														9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00		10:00

																																																				T10		気中 キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.6		3919.1		3917.3		531.8		531.3		3677.8		3676.5										3557.0						3552.0				3550.0		3549.2								3680.5		0.5		1.3		3676.5		2.2				3676.5										3557.0						3552.0				3550.0		3549.2

																																																										2										238.4		3864.1		3863.2		532.6		532.3		3623.5		3622.1										3512.9						3508.3				3505.9		3505.1								3625.7		0.3		1.4		3622.1		1.9				3622.1										3512.9						3508.3				3505.9		3505.1

																																																										3										238.1		3755.2		3754.9		533.5		533.3		3515.2		3514.1										3405.1						3400.2				3398.1		3397.3								3517.1		0.2		1.1		3514.1		1.7				3514.1										3405.1						3400.2				3398.1		3397.3

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3604.2										3491.7						3486.8				3484.7		3483.9

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00		21:00																				9:00										9:00						9:00				10:00		21:00
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		29.2916666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333		14.0069444444		14.9583333333		16

				25.3611111111		25.3125		25.3125		25.3194444444		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.7295645531

-17.1886936593

-39.2581274934

-6.7905950259

-21.2206094559

-39.6825396825

12.0957473899

9.7614803497

7.8516254987

5.7295645531

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

9.9736864443

8.9126559715

6.7905950259

11.8835412953

9.7614803497

7.6394194041

-50.5050505051

-47.3219590867

-46.0487225193

-37.5604787369

-36.7116543587

-35.8628299805



		0		0		0		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				25.3611111111		25.3125		25.3125		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.7295645531

-17.1886936593

-39.2581274934

-4.6685340803

-8.0638315932

-24.4037008743

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

9.9736864443

8.9126559715

6.7905950259

11.2469230116

11.0347169171

8.2760376878

-50.5050505051

-47.3219590867

-46.0487225193

-48.595195654

-43.29004329

-44.1388676683



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0.9375		0.9375		1		1		0.9583333333		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		7.9166666667		8.0208333333		8.0416666667		7.9583333333		7.9375		6.9583333333

				25.3125		25.3125		23.4166666667		23.3541666667		21.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-17.1886936593

-27.7989983872

-8.0638315932

-6.7905950259

-15.9154570919

-14.43001443

-4.8807401749

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

8.9126559715

-29.4966471437

11.0347169171

-8.7004498769

9.5492742552

-15.4910449028

-5.305152364

-47.3219590867

-56.2346150581

-43.29004329

-44.775485952

-43.0778371955

-43.0778371955

-40.9557762499



		0.6666666667		0		0		0

		0.2777777778		0.25		0.25		0.25

		7.0902777778		7.0763888889		7.0902777778		7.0486111111

		14.0208333333		14.0347222222		14.0486111111		14.0069444444

		25.3333333333		25.3472222222		25.3611111111		25.3194444444



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型当日ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-5.0929462694

-4.4563279857

-4.8807401749

-6.7905950259

13.1567778627

12.0957473899

11.8835412953

9.7614803497

15.2788388083

14.6422205246

14.2178083355

11.8835412953

-16.5520753756

-24.8281130634

-30.9820898056

-37.5604787369



		0		0		0		0

		0.9375		0.9791666667		1.0208333333		0.9375

		7.9166666667		7.9583333333		8		7.9166666667

		14.9583333333		15		15.0416666667		14.9583333333

		25.2708333333		25.3125		25.3541666667		25.2708333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型翌日ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-12.520159579

-21.4328155505

-21.645021645

-21.2206094559

10.3980986334

9.124862066

10.1858925388

7.8516254987

12.3079534844

10.3980986334

12.0957473899

9.7614803497

-16.9764875647

-24.4037008743

-29.0722349546

-36.7116543587



		0		0		0		0

		1.9583333333		2		2.0416666667		1.9583333333

		8.9583333333		9		9		8.9583333333

		16		16.0416666667		16.0833333333		16

		25.2708333333		25.3125		25.3541666667		25.2708333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型2日後ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-29.9210593328

-37.1360665478

-40.5313640608

-39.6825396825

6.3661828368

5.7295645531

8.4882437824

5.7295645531

8.7004498769

7.8516254987

10.3980986334

7.6394194041

-18.0375180375

-25.2525252525

-28.4356166709

-35.8628299805



		0		0		0		0

		0.9375		0.9791666667		1.0208333333		0.9375

		7.9166666667		7.9583333333		8		7.9166666667

		25.3125		25.3541666667		25.3958333333		25.3125



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-16.7642814702

-23.5548764961

-22.4938460233

-27.7989983872

-17.4008997538

-23.9792886852

-23.1304643069

-29.4966471437

-36.2872421696

-44.9876920465

-49.0196078431

-56.2346150581



		0		0		0		0

		1		1		1		1

		8.0416666667		8.0416666667		8.0416666667		8.0416666667

		23.3541666667		23.3541666667		23.3541666667		23.3541666667



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

5日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-10.3980986334

-6.7905950259

-7.0028011204

-6.7905950259

-10.3980986334

-7.4272133096

-8.4882437824

-8.7004498769

-30.1332654274

-35.0140056022

-40.3191579662

-44.775485952



		0		0		0		0

		0.9375		0.9375		0.9375		0.9375

		7.9375		7.9375		7.9375		7.9375

		21.3333333333		21.3333333333		21.3333333333		21.3333333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

７日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-11.6713352007

-12.9445717681

-14.8544266191

-14.43001443

-12.520159579

-13.7933961463

-15.7032509974

-15.4910449028

-28.86002886

-34.165181224

-39.6825396825

-43.0778371955



		0		0		0		0

		0.25		0.25		0.25		0.25

		6.9583333333		6.9583333333		6.9583333333		6.9583333333

		21.3125		21.3125		21.3125		21.3125



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

７日脱型当日封緘1週

0

0

0

0

-4.6685340803

-4.6685340803

-4.6685340803

-4.8807401749

-5.0929462694

-5.0929462694

-4.8807401749

-5.305152364

-25.4647313471

-31.4065019947

-37.1360665478

-40.9557762499



		0		0		0		0

		0		0.9791666667		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9583333333		8.0208333333		7.9583333333

				25.3541666667		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝５０％

0

0

0

0

0

-23.3426704015

-11.0347169171

-8.0638315932

12.9445717681

15.0666327137

15.9154570919

16.9764875647

16.9764875647

9.3370681606

10.1858925388

11.0347169171

-35.2262116968

-31.6187080893

-31.6187080893



		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0208333333		7.9583333333

				25.3125		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-19.5229606994

-7.8516254987

-7.215007215

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

9.5492742552

9.9736864443

9.124862066

-26.950174009

-23.9792886852

-24.4037008743



		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0208333333		7.9583333333

				25.3125		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-17.1886936593

-8.0638315932

-15.9154570919

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

8.9126559715

11.0347169171

9.5492742552

-47.3219590867

-43.29004329

-43.0778371955



		0		0		0		0		0

		0		1.0208333333		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		8		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3958333333		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝５０％

0

0

0

0

0

0

-22.4938460233

-7.0028011204

-14.8544266191

-4.6685340803

12.520159579

15.0666327137

15.7032509974

16.9764875647

16.9764875647

-23.1304643069

-8.4882437824

-15.7032509974

-4.8807401749

-49.0196078431

-40.3191579662

-39.6825396825

-37.1360665478



		0		0		0		0

		0		0.24		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0625		7.9166666667		8.9583333333

				25.375		25.3125		25.3125



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-19.5229606994

-28.86002886

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

12.520159579

9.5492742552

6.3661828368

-28.0112044818

-26.950174009

-26.950174009



		0		0		0		0

		0		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-5.0929462694

-7.8516254987

-15.9154570919

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

11.2469230116

9.9736864443

7.6394194041

-28.86002886

-23.9792886852

-27.3745861981



		0		0.6666666667		0		0

		0		0.2777777778		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667		7.0902777778		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		14.0208333333		14.9583333333		16

				25.3333333333		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-5.0929462694

-12.520159579

-29.9210593328

14.2178083355

13.1567778627

10.3980986334

6.3661828368

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

15.2788388083

12.3079534844

8.7004498769

-16.5520753756

-16.9764875647

-18.0375180375



		0		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3125		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

-16.7642814702

-10.3980986334

-11.6713352007

-4.6685340803

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

-17.4008997538

-10.3980986334

-12.520159579

-5.0929462694

-36.2872421696

-30.1332654274

-28.86002886

-25.4647313471



		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333

				25.3611111111		25.3125		25.3125



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-5.7295645531

-17.1886936593

-39.2581274934

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

9.9736864443

8.9126559715

6.7905950259

-50.5050505051

-47.3219590867

-46.0487225193



		0		0		0		0

		0		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-8.0638315932

-24.4037008743

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

11.2469230116

11.0347169171

8.2760376878

-48.595195654

-43.29004329

-44.1388676683



		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		14.0069444444		14.9583333333		16

				25.3194444444		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-6.7905950259

-21.2206094559

-39.6825396825

12.0957473899

9.7614803497

7.8516254987

5.7295645531

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

11.8835412953

9.7614803497

7.6394194041

-37.5604787369

-36.7116543587

-35.8628299805



		0		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3125		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

-27.7989983872

-6.7905950259

-14.43001443

-4.8807401749

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

-29.4966471437

-8.7004498769

-15.4910449028

-5.305152364

-56.2346150581

-44.775485952

-43.0778371955

-40.9557762499



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

S3:当日AC1週

S4:気中1日AC1週

S5:気中4週

S6:水中1週 水中1日

S7:水中1週 気中1日

S8:水中1週 水中3日

S9:水中1週　気中3日

S10:水中1週 水中1週

S11:水中1週 気中1週

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)



		



水中4W

水中４W水中1D

水中4W水中3D

水中4W水中7D

水中4W気中1D

水中4W気中3D

水中4W気中7D

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

シールド二次覆工



		



T1:水中4W

T2:封かん4Ｗ

T3:当日AC1Ｗ

T4:気中1DAC1W

T5:気中3DAC1W

T6:気中7DAC1W

T7:気中14DAC1W

T8:気中14DAC2W

T9:気中21DAC1W

T10:気中4Ｗ

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

トンネル二次覆工



		

																																																																																圧縮強度試験および重量測定管理表 アッシュクキョウドシケンジュウリョウソクテイカンリヒョウ

																																																																																セメント		シリ－ズ
NO		区分 クブン		圧縮強度
試験日 アッシュクキョウドシケンニチ		試料
NO シリョウ		圧縮試験時の供試体の高さ アッシュクシケンジキョウタメタイタカ								圧縮強度 アッシュクキョウド

																																																																																										h1		h2		h3		平均 ヘイキン		7/4（型枠のみ）① カタワク		成型時②
型枠+試料 セイケイジカタワクシリョウ		成型時③
翌日 セイケイジヨクジツ		ガラス④
結露 ケツロ		ガラス⑤
清掃 セイソウ		脱型時⑥
（試料清掃前） ダツカタジシリョウセイソウマエ		脱型時⑦
清掃後 ダツカタジセイソウゴ		7/5（養生前） ヨウジョウマエ		7/6		7/8		7/11		7/12		7/13		7/15		7/19		7/25		7/26		8/1		研磨後質量
(g) ケンマゴシツリョウ		長さ
(mm) ナガ		最大荷重
(KN) サイダイカジュウ		圧縮強度
(N/mm2) アッシュクキョウド		8/2		研磨後質量
(g) ケンマゴシツリョウ		長さ
(mm) ナガ		最大荷重
(KN) サイダイカジュウ		圧縮強度
(N/mm2) アッシュクキョウド		8/4		研磨後質量
(g) ケンマゴシツリョウ		長さ
(mm) ナガ		最大荷重
(KN) サイダイカジュウ		圧縮強度
(N/mm2) アッシュクキョウド		8/8		研磨後質量
(g) ケンマゴシツリョウ		長さ
(mm) ナガ		最大荷重
(KN) サイダイカジュウ		圧縮強度
(N/mm2) アッシュクキョウド		成型時重量
②-① セイケイジジュウリョウ		結露重量
④-⑤ ケツロジュウリョウ		清掃前後
⑥-⑦ セイソウゼンゴ		脱型時質量 ダツカタジシツリョウ		不明な質量 フメイシツリョウ				7/5（養生前）		6時間後 ジカンゴ		7/6		7/8		7/11		7/12		7/13		7/15		7/19		7/25		7/26		8/1		8/2		8/4

		箱崎シールド ハコザキ																																																																														箱崎 ハコサキ		S1		水中4W スイチュウ		8/1（月） ゲツ		1										236.8		3838.2		3837		539.5		539.1		3599.2		3598.3								3623.3								3626.4		3627.9				3630.9		3557		189.4		335.4		42.7																																3601.4		0.4		0.9		3598.3		1.8				3598.3								3623.3								3626.4		3627.9				3630.9

				材齢28日強度 ザイレイニチキョウド																																																																																				2										238.2		3831.7		3830.1		537.7		536.7		3590.7		3590.1								3615.7								3618.8		3619.8				3623.0		3576		190.3		320.8		40.8																																3593.5		1		0.6		3590.1		1.8				3590.1								3615.7								3618.8		3619.8				3623.0																																														質量 シツリョウ				圧縮強度 アッシュクキョウド

																																																																																								3										236.3		3842.5		3840.8		540.3		539.1		3603.4		3602.6								3628.3								3631.5		3632.9				3635.7		3567		189.9		335.8		42.8																																3606.2		1.2		0.8		3602.6		1.6				3602.6								3628.3								3631.5		3632.9				3635.7																				養生方法 ヨウジョウホウホウ		圧縮強度
（N/mm2) アッシュクキョウド		S1に対する圧縮強度比(%) タイアッシュクキョウドヒ																						質量 シツリョウ		百分率 ヒャクブンリツ		強度 キョウド		百分率 ヒャクブンリツ

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3566.7		189.9				42.1																																												3597.0								3622.4								3625.6		3626.9				3629.9																								実測値 ジッソクチ		修正値 シュウセイチ				乾燥した場合 カンソウバアイ				比率 ヒリツ								水中4W				2.392		100.0		42.1		100.0

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00		2.392																																																		10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																				S1:水中4週 シュウ		42.1		100		100				45.9				100.0								封緘4W				2.368		99.0		38.4		91.1

																																																																																				水中4W水中1D スイチュウスイチュウ		8/2（火） カ		4										236.7		3913.6		3912.6		535.8		535.2		3675.3		3674.5								3699.2								3702.1		3703.3														3706.0		3668		194.3		352.5		44.9																						3676.9		0.6		0.8		3674.5		1				3674.5								3699.2								3702.1		3703.3						3706.0																		S2:封かん4週 シュウ		38.4		91		84				38.4				83.7								水中4W水中1D				2.398		100.3		43.3		102.8

																																																																																								5										238.3		3910.2		3908.5		534.6		534		3669.4		3669								3693.2								3696.8		3698.2														3701.3		3671		195.0		329.0		41.9																						3671.9		0.6		0.4		3669		1.9				3669								3693.2								3696.8		3698.2						3701.3																		S3:当日AC1週 シュウ		42.7		101		93				42.7				93.1								水中4W気中1D				2.380		99.5		43.0		102.2

																																																																																								6										236.8		3876.6		3875.3		536.1		535.4		3637.5		3636.7								3660.8								3664.4		3665.6														3668.2		3634		193.3		338.5		43.1																						3639.8		0.7		0.8		3636.7		1.6				3636.7								3660.8								3664.4		3665.6						3668.2																		S4:気中1日 AC1週 ニチシュウ		42.8		102		93				42.8				93.3								水中4W水中3D				2.401		100.4		42.6		101.2

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																								3657.7		194.2				43.3																																		3660.1								3684.4								3687.8		3689.0						3691.8																		S5:気中4週 シュウ		26.5		63		58				26.5				57.7								水中4W気中3D				2.378		99.4		47.5		112.8

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30														18:00		2.398																																								10:00								10:00								9:00		10:30						18:00																		S6:水中4週　水中1日 スイチュウシュウスイチュウニチ		42.3		100		100																水中4W水中7D				2.390		99.9		44.3		105.2

																																																																																				水中4W水中3D スイチュウスイチュウ		8/4（木） モク		7										238.3		3863.5		3861.9		537.3		536.2		3622.5		3621.9								3645.6								3649.1		3650.0																								3653.0		3604		190.8		342.6		43.6												3625.2		1.1		0.6		3621.9		1.6				3621.9								3645.6								3649.1		3650.0								3653																S7:水中4週　気中1日 キチュウ		43.0		102		100																水中4W気中7D				2.369		99.1		48.2		114.5

																																																																																								8										236.4		3815.9		3815		532.8		532.3		3577.2		3576.4								3600.2								3603.4		3604.3																								3607.7		3577		189.6		333.2		42.4												3579.5		0.5		0.8		3576.4		1.8				3576.4								3600.2								3603.4		3604.3								3607.7																S8:水中4週　水中3日		42.6		101		101

																																																																																								9										236.9		3804.4		3803.5		537.5		536.5		3565.2		3564.4								3588.8								3592.5		3593.5																								3596.6		3558		189.0		327.8		41.7												3567.5		1		0.8		3564.4		1.3				3564.4								3588.8								3592.5		3593.5								3596.6																S9:水中4週　気中3日 キ		46.5		110		101

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																		3579.7		189.8				42.6																								3587.6								3611.5								3615.0		3615.9								3619.1																S10:水中4週　水中1週 シュウ		44.3		105		105

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30																								13:00		2.401																														10:00								10:00								9:00		10:30								13:00																S11:水中4週　気中1週 キシュウ		48.2		114		105

																																																																																				水中4W水中7D スイチュウスイチュウ		8/8（月） ツキ		10										236.7		3817		3815.8		531.1		530.7		3578.1		3577.4								3601.6								3605.1		3606.3																																		3610.1		3593		191.4		350.2		44.6		3580.3		0.4		0.7		3577.4		1.8				3577.4								3601.6								3605.1		3606.3

																																																																																								11										236.7		3843.5		3842.1		543.7		543		3604.4		3603.9								3628.9								3632.5		3634.0																																		3638.6		3622		193.1		349.0		44.4		3606.8		0.7		0.5		3603.9		1.7				3603.9								3628.9								3632.5		3634.0

																																																																																								12										238.3		3851.9		3850.7		537.4		537		3611.2		3610								3635.2								3638.3		3639.9																																		3644.0		3633		193.3		344.2		43.8		3613.6		0.4		1.2		3610		2				3610								3635.2								3638.3		3639.9

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																												3616.0		192.6				44.3														3597.1								3621.9								3625.3		3626.7

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30																																		17:00		2.390																				10:00								10:00								9:00		10:30

																																																																																				水中4W気中1D スイチュウキチュウ		8/2（火） カ		13										238.4		3846.8		3845.4		537.5		536.6		3606		3605.3								3630.5								3633.8		3635.2				3637.2										3614.0		3595		192.7		346		44.1																						3608.4		0.9		0.7		3605.3		1.5				3605.3								3630.5								3633.8		3635.2				3637.2		3614.0

																																																																																								14										238.1		3841.4		3839.8		536.6		535.6		3600.6		3599.5								3624.1								3627.4		3629.1				3630.9										3606.9		3583		191.9		335		42.6																						3603.3		1		1.1		3599.5		1.7				3599.5								3624.1								3627.4		3629.1				3630.9		3606.9

																																																																																								15										236.5		3854.1		3853		552.1		551.7		3615.6		3614.3								3639.4								3642.4		3643.9				3645.8										3621.4		3585		191.3		333		42.4																						3617.6		0.4		1.3		3614.3		1.6				3614.3								3639.4								3642.4		3643.9				3645.8		3621.4

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																								3587.7		192.0				43.0																																		3606.4								3631.3								3634.5		3636.1				3638.0		3614.1

				試験時の乾湿 シケンジカンシツ																																																																																				計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00										18:00		2.380																																								10:00								10:00								9:00		10:30				21:00		18:00

																																																																																				水中4W気中3D スイチュウキチュウ		8/4（木） モク		16										237.7		3769.6		3762.5		533.5		532.7		3523.1		3522								3545.4								3548.5		3550.0				3552.0																				3517.8		3480		186.3		379.8		48.4												3531.9		0.8		1.1		3522		8				3522								3545.4								3548.5		3550.0				3552.0				3517.8

																																																																																								17										237.9		3862		3860		539.8		538.6		3620.8		3619.6								3643.2								3646.9		3648.8				3650.4																				3614.4		3596		192.3		366.6		46.7												3624.1		1.2		1.2		3619.6		2.1				3619.6								3643.2								3646.9		3648.8				3650.4				3614.4

																																																																																								18										237.9		3863.8		3862.6		320.9		320.5		3623.6		3621.9								3646.6								3650.1		3651.7				3653.8																				3617.5		3599		192.9		372.4		47.4												3625.9		0.4		1.7		3621.9		1.9				3621.9								3646.6								3650.1		3651.7				3653.8				3617.5

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																		3558.3		190.5				47.5																								3587.8								3611.7								3615.2		3616.8				3618.7				3583.2

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																				13:00		2.378																														10:00								10:00								9:00		10:30				21:00				13:00

																																																																																				水中4W気中7D スイチュウキチュウ		8/8（月） ツキ		19										237.5		3865.9		3864.5		534.6		534		3626		3625.1								3650.0								3653.2		3655.0				3656.6																														3609.3		3583		192.4		375.6		47.8		3628.4		0.6		0.9		3625.1		1.8				3625.1								3650.0								3653.2		3655.0				3656.6

																																																																																								20										237.3		3831.6		3829.7		537.4		536.5		3590.8		3589.7								3613.9								3617.0		3618.5				3620.3																														3572.4		3550		190.5		378.0		48.1		3594.3		0.9		1.1		3589.7		2.6				3589.7								3613.9								3617.0		3618.5				3620.3

																																																																																								21										237.6		3826.3		3825.6		547.1		546.8		3586.8		3585								3610.0								3613.3		3615.2				3617.0																														3568.7		3545		190.9		381.8		48.6		3588.7		0.3		1.8		3585		1.6				3585								3610.0								3613.3		3615.2				3617.0

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																												3559.3		191.3				48.2														3599.9								3624.6								3627.8		3629.6				3631.3

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																														17:00		2.369																				10:00								10:00								9:00		10:30				21:00

																																																																																		S2		封緘4W フウカン		8/1（月） ゲツ		1										238.7		3859.9		3858.3		535.1		534.5																										3856.6		3570		192.2		296.4		37.7																																3621.2		0.6		0		0		3620.6																										3856.6

																																																																																								2										238		3810.3		3809.5		555		554.5																										3807.5		3494		187.7		299.8		38.2																																3572.3		0.5		0		0		3571.8																										3807.5

																																																																																								3										238.2		3868.8		3866.9		535.6		534.5																										3865.0		3572		192.1		307.6		39.2																																3630.6		1.1		0		0		3629.5																										3865.0

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3545.3		190.7				38.4																																																																		3843.0

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																																												21:00		2.368																																																		10:00																						21:00

																																																																																		S3		当日AC1W
6h後16:00 トウジツゴ		8/1（月） ゲツ		1										237.7		3791		3790.4		534.9		534.5		3551		3549.3		3518.1								3572.1						3515.6		3506.9				3501.2		3421		185.3		357.0		45.5																																3553.3		0.4		1.7		3549.3		1.9				3549.3		3518.1								3572.1						3515.6		3506.9				3501.2

																																																																																								2										237.2		3832		3830.4		537.5		536.2		3592.1		3590.9		3562.1								3613.7						3557.9		3548.4				3542.1		3494		189.5		316.8		40.3																																3594.8		1.3		1.2		3590.9		1.4				3590.9		3562.1								3613.7						3557.9		3548.4				3542.1

																																																																																								3										237.6		3802.4		3801.3		535.9		535		3561.8		3560.5		3534.0								3581.9						3527.3		3518.0				3512.5		3548		187.6		333.4		42.4																																3564.8		0.9		1.3		3560.5		2.1				3560.5		3534.0								3581.9						3527.3		3518.0				3512.5

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3487.7		187.5				42.7																																												3566.9		3538.1								3589.2						3533.6		3524.4				3518.6

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00		16:00								16:00						9:00		10:30				21:00		2.369																																																		10:00		16:00								16:00						9:00		10:30				21:00

																																																																																		S4		気中1DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										237.6		3845.6		3843.2		537		535.6		3604.5		3603.3				3525.8								3627.1				3573.0		3562.9				3556.6		3509		191.6		336.2		42.8																																3608		1.4		1.2		3603.3		2.1				3603.3				3525.8								3627.1				3573.0		3562.9				3556.6

																																																																																								2										237.8		3868.8		3869.6		535.9		535.5		3628.6		3627.3				3554.4								3650.4				3597.8		3587.1				3580.9		3535		191.4		336.2		42.8																																3631		0.4		1.3		3627.3		2				3627.3				3554.4								3650.4				3597.8		3587.1				3580.9

																																																																																								3										238.2		3784.8		3784.3		330.3		330		3545		3543.7				3471.9								3566.1				3511.9		3502.2				3495.5		3433		186.9		336.8		42.9																																3546.6		0.3		1.3		3543.7		1.3				3543.7				3471.9								3566.1				3511.9		3502.2				3495.5

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3492.3		190.0				42.8																																												3591.4				3517.4								3614.5				3560.9		3550.7				3544.3

		五ヶ山トンネル ゴカヤマ																																																																																						計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00				10:00								10:00				9:00		10:30				21:00		2.341																																																		10:00				10:00								10:00				9:00		10:30				21:00

																																																																																		S5		気中4W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										237		3856.2		3854.4		538.2		537.3		3616.3		3614.8								3514.7								3508.8		3506.8				3505.7		3449		190.1		207.8		26.5																																3619.2		0.9		1.5		3614.8		2				3614.8								3514.7								3508.8		3506.8				3505.7

																																																																																								2										236.9		3826.9		3826		541		540.5		3587.9		3586.7								3487.8								3481.8		3479.8				3478.8		3432		189.5		208.2		26.5																																3590		0.5		1.2		3586.7		1.6				3586.7								3487.8								3481.8		3479.8				3478.8

																																																																																								3										237.6		3872		3869.8		537.6		536.2		3631.2		3629.7								3535.2								3529.4		3527.2				3526.0		3482		190.9		209.4		26.7																																3634.4		1.4		1.5		3629.7		1.8				3629.7								3535.2								3529.4		3527.2				3526.0

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3454.3		190.2				26.5																																												3610.4								3512.6								3506.7		3504.6				3503.5																				養生方法 ヨウジョウホウホウ		圧縮強度
（N/mm2) アッシュクキョウド		T1に対する圧縮強度比(%) タイアッシュクキョウドヒ

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00		2.313																																																		10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																								実測値 ジッソクチ		修正値 シュウセイチ				質量 シツリョウ

																																																																																五ヶ山 ゴヤマ		T1		T1:水中4W スイチュウ		8/1（月） ゲツ		1										236.9		3918.4		3917.2		540.7		539.*		3677.2		3676.6								3697.2								3700.3		3701.1				3703.1		3638		192.6		279.0		35.5																																3681.5		0		0.6		3676.6		0				3676.6								3697.2								3700.3		3701.1				3703.1														T-1						T1:水中4W		35.9		100		100				2.401

																																																																																								2										237.4		3940		3938.8		538.2		537.5		3699		3698.3								3718.9								3721.5		3722.6				3725.8		3660		193.5		285.0		36.3																																3702.6		0.7		0.7		3698.3		2.9				3698.3								3718.9								3721.5		3722.6				3725.8																				T2:封緘4W		34.9		97		87				2.370

																																																																																								3										237.2		3919.3		3917.2		567.3		566.2		3679		3677.7								3698.6								3702.0		3702.9				3706.1		3636		193.7		282.0		35.9																																3682.1		1.1		1.3		3677.7		2				3677.7								3698.6								3702.0		3702.9				3706.1														T-2						T3:当日AC1W		35.1		98		88				2.341

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																												3711.7		3644.7		193.3				35.9																																												3684.2								3704.9								3707.9		3708.9				3711.7																				T4:気中1DAC1W		34.3		96		86				2.339

																																																																																								質量（kg/m3） シツリョウ																						9:00								9:00								9:00		10:30				21:00		2.401																																																		9:00								9:00								9:00		10:30				21:00														T-3						T5:気中3DAC1W		31.4		87		77				2.341

																																																																																		T2		封緘4W フウカン		8/1（月） ゲツ		1										238.8		3864.5		3863.9		536.6		536.1																										3625.2		3530		188.9		276.4		35.2																																3625.7		0.5		0		0		3625.2																										3861.0																				T6:気中7DAC1W		29.8		83		73				2.349

																																																																																								2										237.6		3889.3		3887.8		538.8		538.4																										3651.3		3616		194.5		276.6		35.2																																3651.7		0.4		0		0		3651.3																										3885.9														T-4						T7:気中14DAC1W		25.8		72		62				2.357

																																																																																								3										237.8		3893.2		3892.4		319.6		319.3																										3655.1		3598		193.8		270.0		34.4																																3655.4		0.3		0		0		3655.1																										3889.2																				T8:気中14DAC2W		29		81		71				2.362

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3581.3		192.4				34.9																																																																		3878.7														T-5						T9:気中21DAC1W		26.3		73		63				2.359

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																																												21:00		2.370																																																		9:00																						21:00																				T10:気中4W		19.8		55		45				2.307

																																																																																		T3		当日AC1W
6h後15:00 トウジツゴ		8/1（月） ゲツ		1										238		3858.3		3857.1		533.4		532.7		3617.3		3616.5		3585.8								3633.4						3570.9		3562.4				3556.8		3503		190.1		271.4		34.6																																3620.3		0.7		0.8		3616.5		2.3				3616.5		3585.8								3633.4						3570.9		3562.4				3556.8														T-6

																																																																																								2										238.1		3889.1		3887.9		536.1		535.8		3648.5		3647.8		3619.3								3665.2						3601.0		3591.2				3585.6		3501		191.2		272.2		34.7																																3651		0.3		0.7		3647.8		2.2				3647.8		3619.3								3665.2						3601.0		3591.2				3585.6

																																																																																								3										237.8		3831		3830.2		533.7		533		3590.9		3590.1		3564.3								3607.5						3544.8		3535.7				3530.1		3475		188.6		284.0		36.2																																3593.2		0.7		0.8		3590.1		1.6				3590.1		3564.3								3607.5						3544.8		3535.7				3530.1														T-7

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3493.0		190.0				35.1																																								0				3618.1		3589.8								3635.4						3572.2		3563.1				3557.5

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00		15:00								15:00						9:00		10:30				21:00		2.341																																																		9:00		15:00								15:00						9:00		10:30				21:00														T-8

																																																																																		T4		気中1DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.8		3904.7		3703.2		535.9		535.5		3663.4		3662.8				3563.3								3679.3				3620.0		3610.0				3603.5		3548		192.9		270.6		34.5																																3665.9		0.4		0.6		3662.8		2.1				3662.8				3563.3								3679.3				3620.0		3610.0				3603.5

																																																																																								2										237.9		3875.8		387402		539.6		538.9		3634.8		3633.9				3543.8								3649.9				3593.0		3582.1				3576.2		3530		192.2		269.0		34.3																																3637.9		0.7		0.9		3633.9		2.4				3633.9				3543.8								3649.9				3593.0		3582.1				3576.2														T-9

																																																																																								3										238.3		3898.1		3896.5		541.4		540.5		3657.2		3656.4				3571.5								3672.6				3614.9		3604.7				3598.9		3515		191.5		268.0		34.1																																3659.8		0.9		0.8		3656.4		1.7				3656.4				3571.5								3672.6				3614.9		3604.7				3598.9

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3531.0		192.2				34.3																																												3651.0				3559.5								3667.3				3609.3		3598.9				3592.9														T-10

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00				9:00								9:00				9:00		10:30				21:00		2.339																																																		9:00				9:00								9:00				9:00		10:30				21:00

																																																																																		T5		気中3DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.9		3892.8		3891.4		538.8		537.9		3651.1		3650.2						3532.6								3667.6		3617.3		3600.4				3593.0		3542		192.6		242.2		30.8																																3653.9		0.9		0.9		3650.2		1.9				3650.2						3532.6								3667.6		3617.3		3600.4				3593.0

																																																																																								2										238.4		3866.3		3861.8		535.4		534.4		3622.8		3621.5						3506.2								3639.1		3588.1		3572.9				3564.7		3512		191.3		247.6		31.5																																3627.9		1		1.3		3621.5		4.1				3621.5						3506.2								3639.1		3588.1		3572.9				3564.7

																																																																																								3										238.6		3868		3866.6		531.2		530.6		3626.8		3624.8						3513.2								3641.0		3591.6		3577.1				3569.6		3531		191.7		249.8		31.8																																3629.4		0.6		2		3624.8		2				3624.8						3513.2								3641.0		3591.6		3577.1				3569.6

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3528.3		191.9				31.4																																												3632.2						3517.3								3649.2		3599.0		3583.5				3575.8

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00						9:00								9:00		9:00		10:30				21:00		2.341																																																		9:00						9:00								9:00		9:00		10:30				21:00

																																																																																		T6		気中7DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238		3912.2		3910.7		535.1		534.3		3671.4		3670.3										3546.5						3688.0		3638.2				3623.6		3579		194.2		228.8		29.1																																3674.2		0.8		1.1		3670.3		2				3670.3										3546.5						3688.0		3638.2				3623.6

																																																																																								2										238.6		3865.6		3864.6		547.5		547.1		3624.9		3623.4										3501.5						3640.8		3589.2				3574.8		3531		191.5		235.0		29.9																																3627		0.4		1.5		3623.4		1.7				3623.4										3501.5						3640.8		3589.2				3574.8

																																																																																								3										238.4		3887.8		3887.2		550.1		549.7		3647.2		3645.7										3527.7						3663.3		3612.6				3598.7		3546		192.0		237.6		30.3																																3649.4		0.4		1.5		3645.7		1.8				3645.7										3527.7						3663.3		3612.6				3598.7

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3552.0		192.6				29.8																																												3646.5										3525.2						3664.0		3613.3				3599.0

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00		10:30				21:00		2.349																																																		9:00										9:00						9:00		10:30				21:00

																																																																																		T7		気中14DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238		3927.5		3925.1		558.3		557.9		3686.3		3684.7										3560.0						3555.3				3703.9		3652.6		3597		194.9		191.8		24.4																																3689.5		0.4		1.6		3684.7		2.8				3684.7										3560.0						3555.3				3703.9		3652.6

																																																																																								2										238.3		3891.3		3889.7		536.6		536		3650.3		3649.5										3528.9						3524.2				3669.0		3617.1		3574		193.3		211.6		26.9																																3653		0.6		0.8		3649.5		2.1				3649.5										3528.9						3524.2				3669.0		3617.1

																																																																																								3										238.1		3907.7		3906.9		540.5		540		3667.3		3666.2										3549.8						3544.9				3684.0		3635.0		3603		193.7		204.6		26.1																																3669.6		0.5		1.1		3666.2		1.8				3666.2										3549.8						3544.9				3684.0		3635.0

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3591.3		194.0				25.8																																												3666.8										3546.2						3541.5				3685.6		3634.9

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00		21:00		2.357																																																		9:00										9:00						9:00				10:00		21:00

																																																																																		T8		気中14DAC2W キチュウ		8/8（月） ゲツ		1										237.9		3921.7		3920.9		537.1		536.6		3681.7		3680.4										3558.7						3553.7				3697.9												3700.2										3673.8										3660.2		3645		197.1		234.2		29.8		3683.8		0.5		1.3		3680.4		1.6				3680.4										3558.7						3553.7				3697.9				3700.2		3673.8

																																																																																								2										238.1		3886.2		3885.5		540.3		539.8		3645.8		3645										3527.8						3522.9				3662.8												3665.3										3638.1										3622.7		3612		194.8		230.8		29.4		3648.1		0.5		0.8		3645		1.8				3645										3527.8						3522.9				3662.8				3665.3		3638.1

																																																																																								3										237.8		3896		3894.8		536.1		535.5		3656		3654.7										3542.2						3537.4				3673.5												3676.3										3650.2										3634.8		3615		194.1		218.0		27.8		3658.2		0.6		1.3		3654.7		1.6				3654.7										3542.2						3537.4				3673.5				3676.3		3650.2

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																												3624.0		195.3				29.0														3660.0										3542.9						3538.0				3678.1				3680.6		3654.0

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00												18:00										13:00										10:00		2.362																				9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00

																																																																																		T9		気中21DAC1W キチュウ		8/8（月） ゲツ		1										238.3		3943.5		3941.9		579.4		578.5		3702.1		3700.5										3586.3						3582.0				3580.0												3721.4										3681.3										366.3		3645		195.7		209.0		26.6		3705.2		0.9		1.6		3700.5		2.2				3700.5										3586.3						3582.0				3580.0				3721.4		3681.3

																																																																																								2										238.5		3890		3888.9		535.8		535.4		3649.4		3648.6										3533.8						3528.7				3526.4												3669.7										3630.2										3613.1		3592		194.1		204.0		26.0		3651.5		0.4		0.8		3648.6		1.7				3648.6										3533.8						3528.7				3526.4				3669.7		3630.2

																																																																																								3										238.1		3859.4		3859		536.9		536.5		3619.1		3617.5										3502.8						3497.5				3495.1												3637.0										3600.6										3584.1		3568		193.3		206.2		26.3		3621.3		0.4		1.6		3617.5		1.8				3617.5										3502.8						3497.5				3495.1				3637.0		3600.6

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																												3601.7		194.4				26.3														3655.5										3541.0						3536.1				3533.8				3676.0		3637.4

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00												18:00										13:00										10:00		2.359																				9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00

																																																																																		T10		気中4W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.6		3919.1		3917.3		531.8		531.3		3677.8		3676.5										3557.0						3552.0				3550.0		3549.2		3504		194.6		146.6		18.7																																3680.5		0.5		1.3		3676.5		2.2				3676.5										3557.0						3552.0				3550.0		3549.2

																																																																																								2										238.4		3864.1		3863.2		532.6		532.3		3623.5		3622.1										3512.9						3508.3				3505.9		3505.1		3450		189.2		156.8		20.0																																3625.7		0.3		1.4		3622.1		1.9				3622.1										3512.9						3508.3				3505.9		3505.1

																																																																																								3										238.1		3755.2		3754.9		533.5		533.3		3515.2		3514.1										3405.1						3400.2				3398.1		3397.3		3376		186.3		163.2		20.8																																3517.1		0.2		1.1		3514.1		1.7				3514.1										3405.1						3400.2				3398.1		3397.3

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3443.3		190.0				19.8																																												3604.2										3491.7						3486.8				3484.7		3483.9

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00		21:00		2.307																																																		9:00										9:00						9:00				10:00		21:00
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		21.9791666667
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				25.375		25.3125		25.3125		25.3333333333		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-19.5229606994

-28.86002886

-5.0929462694
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		29.2916666667		7.0625		7.9166666667		8.9583333333		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				25.375		25.3125		25.3125		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-19.5229606994

-28.86002886

-5.0929462694

-7.8516254987

-15.9154570919

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

12.520159579

9.5492742552

6.3661828368

11.2469230116

9.9736864443

7.6394194041

-28.0112044818

-26.950174009

-26.950174009

-28.86002886

-23.9792886852

-27.3745861981
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		0		0.9375		0.9375		1		1		0.9583333333		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		7.9166666667		8.0208333333		8.0416666667		7.9583333333		7.9375		6.9583333333

				25.3125		25.3125		23.4166666667		23.3541666667		21.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-19.5229606994

-16.7642814702

-7.8516254987

-10.3980986334

-7.215007215

-11.6713352007

-4.6685340803

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

9.5492742552

-17.4008997538

9.9736864443

-10.3980986334

9.124862066

-12.520159579

-5.0929462694

-26.950174009

-36.2872421696

-23.9792886852

-30.1332654274

-24.4037008743

-28.86002886

-25.4647313471



		0		0		0		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333		0.25		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667								7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333		14.0069444444		14.9583333333		16

				25.3611111111		25.3125		25.3125		25.3194444444		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.7295645531

-17.1886936593

-39.2581274934

-6.7905950259

-21.2206094559

-39.6825396825

12.0957473899

9.7614803497

7.8516254987

5.7295645531

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

9.9736864443

8.9126559715

6.7905950259

11.8835412953

9.7614803497

7.6394194041

-50.5050505051

-47.3219590867

-46.0487225193

-37.5604787369

-36.7116543587

-35.8628299805
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		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				25.3611111111		25.3125		25.3125		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.7295645531

-17.1886936593

-39.2581274934

-4.6685340803

-8.0638315932

-24.4037008743

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

9.9736864443

8.9126559715

6.7905950259

11.2469230116

11.0347169171

8.2760376878

-50.5050505051

-47.3219590867

-46.0487225193

-48.595195654

-43.29004329

-44.1388676683
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		21.9791666667
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		29.2916666667		7.9166666667		7.9166666667		8.0208333333		8.0416666667		7.9583333333		7.9375		6.9583333333

				25.3125		25.3125		23.4166666667		23.3541666667		21.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-17.1886936593

-27.7989983872

-8.0638315932

-6.7905950259

-15.9154570919

-14.43001443

-4.8807401749

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

8.9126559715

-29.4966471437

11.0347169171

-8.7004498769

9.5492742552

-15.4910449028

-5.305152364

-47.3219590867

-56.2346150581

-43.29004329

-44.775485952

-43.0778371955

-43.0778371955

-40.9557762499
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		1.9583333333		2		2.0416666667		1.9583333333

		8.9583333333		9		9.0416666667		8.9583333333

		25.3125		25.3541666667		25.3958333333		25.3125



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型2日後ｱｸｱ1週

0

0

0

0

-28.86002886

-35.6506238859

-39.6825396825

-39.2581274934

6.3661828368

6.5783889313

8.2760376878

6.7905950259

-26.950174009

-33.7407690349

-39.470333588

-46.0487225193
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		7.0416666667		7.0416666667		7.0416666667		7.0416666667

		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

5日脱型当日ｱｸｱ1週

0

0

0

0

-5.0929462694

-4.8807401749

-5.0929462694

-4.6685340803

11.2469230116

11.8835412953

12.9445717681

11.2469230116

-28.86002886

-36.9238604533

-43.29004329

-48.595195654



		0		0		0		0
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		8.0208333333		8.0208333333		8.0208333333		8.0208333333

		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

5日脱型翌日ｱｸｱ1週

0

0

0

0

-7.8516254987

-11.0347169171

-10.1858925388

-8.0638315932

9.9736864443

10.1858925388

10.8225108225

11.0347169171

-23.9792886852

-31.6187080893

-38.6215092097

-43.29004329



		0		0		0		0

		2		2		2		2

		9.0625		9.0625		9.0625		9.0625

		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

5日脱型2日後ｱｸｱ1週

0

0

0

0

-15.9154570919

-20.1595789831

-22.7060521178

-24.4037008743

7.6394194041

8.7004498769

9.5492742552

8.2760376878

-27.3745861981

-33.1041507512

-39.8947457771

-44.1388676683



		0.6666666667		0		0		0

		0.2777777778		0.25		0.25		0.25

		7.0902777778		7.0763888889		7.0902777778		7.0486111111

		14.0208333333		14.0347222222		14.0486111111		14.0069444444

		25.3333333333		25.3472222222		25.3611111111		25.3194444444



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型当日ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-5.0929462694

-4.4563279857

-4.8807401749

-6.7905950259

13.1567778627

12.0957473899

11.8835412953

9.7614803497

15.2788388083

14.6422205246

14.2178083355

11.8835412953

-16.5520753756

-24.8281130634

-30.9820898056

-37.5604787369



		0		0		0		0

		0.9375		0.9791666667		1.0208333333		0.9375

		7.9166666667		7.9583333333		8		7.9166666667

		14.9583333333		15		15.0416666667		14.9583333333

		25.2708333333		25.3125		25.3541666667		25.2708333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型翌日ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-12.520159579

-21.4328155505

-21.645021645

-21.2206094559

10.3980986334

9.124862066

10.1858925388

7.8516254987

12.3079534844

10.3980986334

12.0957473899

9.7614803497

-16.9764875647

-24.4037008743

-29.0722349546

-36.7116543587



		0		0		0		0

		1.9583333333		2		2.0416666667		1.9583333333

		8.9583333333		9		9		8.9583333333

		16		16.0416666667		16.0833333333		16

		25.2708333333		25.3125		25.3541666667		25.2708333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型2日後ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-29.9210593328

-37.1360665478

-40.5313640608

-39.6825396825

6.3661828368

5.7295645531

8.4882437824

5.7295645531

8.7004498769

7.8516254987

10.3980986334

7.6394194041

-18.0375180375

-25.2525252525

-28.4356166709

-35.8628299805



		0		0		0		0

		0.9375		0.9791666667		1.0208333333		0.9375

		7.9166666667		7.9583333333		8		7.9166666667

		25.3125		25.3541666667		25.3958333333		25.3125



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-16.7642814702

-23.5548764961

-22.4938460233

-27.7989983872

-17.4008997538

-23.9792886852

-23.1304643069

-29.4966471437

-36.2872421696

-44.9876920465

-49.0196078431

-56.2346150581



		0		0		0		0

		1		1		1		1

		8.0416666667		8.0416666667		8.0416666667		8.0416666667

		23.3541666667		23.3541666667		23.3541666667		23.3541666667



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

5日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-10.3980986334

-6.7905950259

-7.0028011204

-6.7905950259

-10.3980986334

-7.4272133096

-8.4882437824

-8.7004498769

-30.1332654274

-35.0140056022

-40.3191579662

-44.775485952



		0		0		0		0

		0.9375		0.9375		0.9375		0.9375

		7.9375		7.9375		7.9375		7.9375

		21.3333333333		21.3333333333		21.3333333333		21.3333333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

７日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-11.6713352007

-12.9445717681

-14.8544266191

-14.43001443

-12.520159579

-13.7933961463

-15.7032509974

-15.4910449028

-28.86002886

-34.165181224

-39.6825396825

-43.0778371955



		0		0		0		0

		0.25		0.25		0.25		0.25

		6.9583333333		6.9583333333		6.9583333333		6.9583333333

		21.3125		21.3125		21.3125		21.3125



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

７日脱型当日封緘1週

0

0

0

0

-4.6685340803

-4.6685340803

-4.6685340803

-4.8807401749

-5.0929462694

-5.0929462694

-4.8807401749

-5.305152364

-25.4647313471

-31.4065019947

-37.1360665478

-40.9557762499



		0		0		0		0

		0		0.9791666667		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9583333333		8.0208333333		7.9583333333

				25.3541666667		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝５０％

0

0

0

0

0

-23.3426704015

-11.0347169171

-8.0638315932

12.9445717681

15.0666327137

15.9154570919

16.9764875647

16.9764875647

9.3370681606

10.1858925388

11.0347169171

-35.2262116968

-31.6187080893

-31.6187080893



		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0208333333		7.9583333333

				25.3125		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-19.5229606994

-7.8516254987

-7.215007215

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

9.5492742552

9.9736864443

9.124862066

-26.950174009

-23.9792886852

-24.4037008743



		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0208333333		7.9583333333

				25.3125		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-17.1886936593

-8.0638315932

-15.9154570919

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

8.9126559715

11.0347169171

9.5492742552

-47.3219590867

-43.29004329

-43.0778371955



		0		0		0		0		0

		0		1.0208333333		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		8		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3958333333		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝５０％

0

0

0

0

0

0

-22.4938460233

-7.0028011204

-14.8544266191

-4.6685340803

12.520159579

15.0666327137

15.7032509974

16.9764875647

16.9764875647

-23.1304643069

-8.4882437824

-15.7032509974

-4.8807401749

-49.0196078431

-40.3191579662

-39.6825396825

-37.1360665478



		0		0		0		0

		0		0.24		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0625		7.9166666667		8.9583333333

				25.375		25.3125		25.3125



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-19.5229606994

-28.86002886

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

12.520159579

9.5492742552

6.3661828368

-28.0112044818

-26.950174009

-26.950174009



		0		0		0		0

		0		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-5.0929462694

-7.8516254987

-15.9154570919

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

11.2469230116

9.9736864443

7.6394194041

-28.86002886

-23.9792886852

-27.3745861981



		0		0.6666666667		0		0

		0		0.2777777778		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667		7.0902777778		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		14.0208333333		14.9583333333		16

				25.3333333333		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-5.0929462694

-12.520159579

-29.9210593328

14.2178083355

13.1567778627

10.3980986334

6.3661828368

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

15.2788388083

12.3079534844

8.7004498769

-16.5520753756

-16.9764875647

-18.0375180375



		0		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3125		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

-16.7642814702

-10.3980986334

-11.6713352007

-4.6685340803

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

-17.4008997538

-10.3980986334

-12.520159579

-5.0929462694

-36.2872421696

-30.1332654274

-28.86002886

-25.4647313471



		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333

				25.3611111111		25.3125		25.3125



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-5.7295645531

-17.1886936593

-39.2581274934

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

9.9736864443

8.9126559715

6.7905950259

-50.5050505051

-47.3219590867

-46.0487225193



		0		0		0		0

		0		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-8.0638315932

-24.4037008743

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

11.2469230116

11.0347169171

8.2760376878

-48.595195654

-43.29004329

-44.1388676683



		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		14.0069444444		14.9583333333		16

				25.3194444444		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-6.7905950259

-21.2206094559

-39.6825396825

12.0957473899

9.7614803497

7.8516254987

5.7295645531

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

11.8835412953

9.7614803497

7.6394194041

-37.5604787369

-36.7116543587

-35.8628299805



		0		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3125		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

-27.7989983872

-6.7905950259

-14.43001443

-4.8807401749

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

-29.4966471437

-8.7004498769

-15.4910449028

-5.305152364

-56.2346150581

-44.775485952

-43.0778371955

-40.9557762499



		



T1:水中4W

T2:封緘4W

T3:当日AC1W

T4:気中1DAC1W

T5:気中3DAC1W

T6:気中7DAC1W

T7:気中14DAC1W

T8:気中14DAC2W

T9:気中21DAC1W

T10:気中4W

養生方法

圧縮強度(N/mm2)



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

S3:当日AC1週

S4:気中1日 AC1週

S5:気中4週

養生方法

圧縮強度(N/mm2)



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

圧縮強度(N/mm2)



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

圧縮強度(％)



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

質量(ton/m3）



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

質量百分率（％）



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

S3:当日AC1週

S4:気中1日 AC1週

S5:気中4週

養生方法

圧縮強度比(％)

箱崎強度比比較



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

S3:当日AC1週

S4:気中1日 AC1週

養生方法

圧縮強度比(％)



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

S3:当日AC1週

S4:気中1日 AC1週

S5:気中4週

養生方法

圧縮強度(N/mm2)

箱崎強度比較



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

圧縮強度(N/mm2)

箱崎強度比較
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PPT用

		

				ｾﾒﾝﾄの
種類 シュルイ		W/C
(%)		s/a
(%)		単位量(kg/m3) タンイリョウ

										W		C		S		G		ad.

				普通 フツウ		55		43.6		159		289		802		1068		3.09

				高炉B コウロ		55		43.8		155		282		810		1039		3.02

																						ｾﾒﾝﾄの種類 シュルイ		ｽﾗﾝﾌﾟ		空気量 クウキリョウ		con温度 オンド		室温 シツオン

																						普通 フツウ		8.5cm		3.9%		24.0℃		20.0℃

																						高炉B コウロ		9.5cm		4.6%		22.5℃		19.5℃

																																						養生ケース ヨウジョウ		ｾﾒﾝﾄ		温度 オンド		脱型材齢 ダッケイザイレイ		脱型後の養生 ダッケイゴヨウジョウ

																																						水中養生 スイチュウヨウジョウ		N,BB		20℃		2日 ニチ		水中 スイチュウ

																																						実施工養生 ジツセコウヨウジョウ		N		20℃		5日 ニチ		気中 キチュウ

																																								BB				7日 ニチ		気中 キチュウ

																																						短縮養生 タンシュクヨウジョウ		N		20℃		3日 ニチ		気中 キチュウ

																																								BB				4.2日 ニチ		気中 キチュウ

																																						浸水養生 シンスイヨウジョウ		N,BB		現場
温度 ゲンバオンド		2日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ

																																												3日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ

																																												4日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ

																																						現場水中養生 ゲンバスイチュウヨウジョウ		N,BB		現場
温度 ゲンバオンド		2日 ニチ		水中1週⇒気中 スイチュウシュウキチュウ

																																												3日 ニチ		水中1週⇒気中 スイチュウシュウキチュウ

																																												4日 ニチ		水中1週⇒気中 スイチュウシュウキチュウ

																																														※脱型まで供試体上面をラップで覆い封かん ダッケイキョウシタイウエメンオオフウ

																																						養生ケース ヨウジョウ		ｾﾒﾝﾄ		温度 オンド		脱型材齢 ダッケイザイレイ		脱型後の養生 ダッケイゴヨウジョウ

																																						実施工養生 ジツセコウヨウジョウ		N		20℃		5日 ニチ		気中 キチュウ

																																								BB				7日 ニチ		気中 キチュウ

																																																		日平均気温 ニチヘイキンキオン		普通セメント フツウ		混合セメントB種 コンゴウシュ		早強セメント ソウキョウ

																																																		15℃以上 イジョウ		5日 ニチ		7日 ニチ		3日 ニチ

																																																		10℃以上 イジョウ		7日 ニチ		9日 ニチ		4日 ニチ

																																																		5℃以上 イジョウ		9日 ニチ		12日 ニチ		5日 ニチ

																																						養生ケース ヨウジョウ		ｾﾒﾝﾄ		温度 オンド		脱型材齢 ダッケイザイレイ		脱型後の養生 ダッケイゴヨウジョウ

																																						実施工養生 ジツセコウヨウジョウ		N		20℃		5日 ニチ		気中 キチュウ

																																								BB				7日 ニチ		気中 キチュウ

																																						短縮養生 タンシュクヨウジョウ		N		20℃		3日 ニチ		気中 キチュウ

																																								BB				4.2日 ニチ		気中 キチュウ

																																						養生ケース ヨウジョウ		ｾﾒﾝﾄ		温度 オンド		脱型材齢 ダッケイザイレイ		脱型後の養生 ダッケイゴヨウジョウ

																																						浸水養生 シンスイヨウジョウ		N,BB		現場
温度 ゲンバオンド		2日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ

																																												3日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ

																																												4日 ニチ		浸水1週⇒気中 シンスイシュウキチュウ





配合表

		

		箱崎シールド ハコザキ

				ｾﾒﾝﾄの
種類 シュルイ		W/C
(%)		s/a
(%)		単位量(kg/m3) タンイリョウ

										W		C		S		G		ad.

				普通 フツウ		52.3		42.9		160		304		796		1059		1.52

		五ヶ山トンネル ゴカヤマ

				ｾﾒﾝﾄの
種類 シュルイ		W/C
(%)		s/a
(%)		単位量(kg/m3) タンイリョウ

										W		C		S		G		ad.

				高炉Ｂ種 コウロシュ		57.0		43.8		154		270		817		1084		1.35





養生方法

		箱崎シールド養生方法 ハコザキヨウジョウホウホウ

		ｹｰｽNo.		養生 ヨウジョウ		脱型材齢18時間後の養生方法 ダッケイザイレイジカンゴヨウジョウホウホウ

		S1		水中養生 スイチュウヨウジョウ		水中4週 スイチュウシュウ

		S2		封かん養生 フウヨウジョウ		封かん4週 フウシュウ

		S3		水中(AC)養生 スイチュウヨウジョウ		水中1週⇒気中3週 スイチュウシュウキチュウシュウ

		S4				気中1日⇒水中1週⇒気中20日 キチュウニチスイチュウシュウキチュウニチ

		S5		気中養生 キチュウヨウジョウ		気中4週 キチュウシュウ

		S6		水中養生
＋
気中養生 スイチュウヨウジョウキチュウヨウジョウ		水中4週＋水中1日 スイチュウシュウスイチュウニチ

		S7				水中4週＋気中1日 スイチュウシュウキナカニチ						五ヶ山トンネル養生方法 ゴカヤマヨウジョウホウホウ

		S8				水中4週＋水中3日 スイチュウシュウミズナカニチ				ケースNo.		養生ケース ヨウジョウ		脱型材齢18時間後の養生方法 ダッケイザイレイジカンゴヨウジョウホウホウ

		S9				水中4週＋気中3日 スイチュウシュウキナカニチ				T1		水中養生 スイチュウヨウジョウ		水中28日 スイチュウニチ

		S10				水中4週＋水中1週 スイチュウシュウミズナカシュウ				T2		封かん養生 フウヨウジョウ		封かん28日 フウニチ

		S11				水中4週＋気中1週 スイチュウシュウキナカシュウ				T3		水中(AC)養生 スイチュウヨウジョウ		水中7日⇒気中21日 スイチュウカキチュウニチ

						※脱型まで供試体上面はガラス板で封かん ダッケイキョウシタイウエメンイタフウ				T4				気中1日⇒水中7日⇒気中20日

										T5				気中3日⇒水中7日⇒気中18日

										T6				気中7日⇒水中7日⇒気中14日

										T7				気中14日⇒水中7日⇒気中7日

										T8				気中14日⇒水中14日⇒気中7日（35日強度） キチュウニチスイチュウニチキチュウニチ

										T9				気中21日⇒水中7日⇒気中7日 （35日強度） キチュウニチスイチュウニチキチュウニチ

										T10		気中養生 キチュウヨウジョウ		気中28日 キチュウニチ

														※脱型まで供試体上面はガラス板で封かん ダッケイキョウシタイウエメンイタフウ





重量測定

		

																																																		圧縮強度試験および重量測定管理表 アッシュクキョウドシケンジュウリョウソクテイカンリヒョウ

																																																		セメント		シリ－ズ
NO		区分 クブン		圧縮強度
試験日 アッシュクキョウドシケンニチ		試料
NO シリョウ		圧縮試験時の供試体の高さ アッシュクシケンジキョウタメタイタカ								実測重量(g) ジッソクジュウリョウ

																																																												h1		h2		h3		平均 ヘイキン		7/4（型枠のみ）① カタワク		成型時②
型枠+試料 セイケイジカタワクシリョウ		成型時③
翌日 セイケイジヨクジツ		ガラス④
結露 ケツロ		ガラス⑤
清掃 セイソウ		脱型時⑥
（試料清掃前） ダツカタジシリョウセイソウマエ		脱型時⑦
清掃後 ダツカタジセイソウゴ		7/5（養生前） ヨウジョウマエ		7/6		7/8		7/11		7/12		7/13		7/15		7/19		7/25		7/26		8/1		8/2		8/4		8/8		成型時重量
②-① セイケイジジュウリョウ		結露重量
④-⑤ ケツロジュウリョウ		清掃前後
⑥-⑦ セイソウゼンゴ		脱型時質量 ダツカタジシツリョウ		不明な質量 フメイシツリョウ				7/5（養生前）		6時間後 ジカンゴ		7/6		7/8		7/11		7/12		7/13		7/15		7/19		7/25		7/26		8/1		8/2		8/4										w/c		55%

		箱崎シールド ハコザキ																																																箱崎 ハコサキ		S1		水中4W スイチュウ		8/1（月） ゲツ		1										236.8		3838.2		3837		539.5		539.1		3599.2		3598.3								3623.3								3626.4		3627.9				3630.9								3601.4		0.4		0.9		3598.3		1.8				3598.3								3623.3								3626.4		3627.9				3630.9														S-1-1,3		0.0		6.0		14.0		20.0		27.5				0.0				0.0		0.0		0.0

																																																										2										238.2		3831.7		3830.1		537.7		536.7		3590.7		3590.1								3615.7								3618.8		3619.8				3623.0								3593.5		1		0.6		3590.1		1.8				3590.1								3615.7								3618.8		3619.8				3623.0																0.0		16.2		18.2		19.0		20.9				0.0				0.0		0.0		0.0

																																																										3										236.3		3842.5		3840.8		540.3		539.1		3603.4		3602.6								3628.3								3631.5		3632.9				3635.7								3606.2		1.2		0.8		3602.6		1.6				3602.6								3628.3								3631.5		3632.9				3635.7										6				S-1-4,7		0.0		6.0		14.0		20.0		28.3				0.0		0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3597.0								3622.4								3625.6		3626.9				3629.9																0.0		15.5		17.6		18.5		20.2				0.0		0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																				10:00								10:00								9:00		10:30				21:00										7				S-1-7,-9		0.0		6.0		14.0		20.0		30.1				0.0		0.0						0.0

																																																						水中4W水中1D スイチュウスイチュウ		8/2（火） カ		4										236.7		3913.6		3912.6		535.8		535.2		3675.3		3674.5								3699.2								3702.1		3703.3						3706.0						3676.9		0.6		0.8		3674.5		1				3674.5								3699.2								3702.1		3703.3						3706.0														0.0		15.3		17.5		18.1		20.1				0.0		0.0						0.0

																																																										5										238.3		3910.2		3908.5		534.6		534		3669.4		3669								3693.2								3696.8		3698.2						3701.3						3671.9		0.6		0.4		3669		1.9				3669								3693.2								3696.8		3698.2						3701.3								8				S-1-10,12		0.0		6.0		14.0		20.0		34.3				0.0		0.0						0.0

																																																										6										236.8		3876.6		3875.3		536.1		535.4		3637.5		3636.7								3660.8								3664.4		3665.6						3668.2						3639.8		0.7		0.8		3636.7		1.6				3636.7								3660.8								3664.4		3665.6						3668.2														0.0		15.8		18.0		18.9		21.5				0.0		0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3660.1								3684.4								3687.8		3689.0						3691.8								9				S-1-13,15		0.0		6.0		14.0		20.0		27.5		28.3		0.0		0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30						18:00																		10:00								10:00								9:00		10:30						18:00														0.0		15.9		17.9		18.9		20.1		4.9		0.0		0.0						0.0

																																																						水中4W水中3D スイチュウスイチュウ		8/4（木） モク		7										238.3		3863.5		3861.9		537.3		536.2		3622.5		3621.9								3645.6								3649.1		3650.0								3653				3625.2		1.1		0.6		3621.9		1.6				3621.9								3645.6								3649.1		3650.0								3653						10				S-1-16,18		0.0		6.0		14.0		20.0		27.5		30.1		0.0		0.0						0.0

																																																										8										236.4		3815.9		3815		532.8		532.3		3577.2		3576.4								3600.2								3603.4		3604.3								3607.7				3579.5		0.5		0.8		3576.4		1.8				3576.4								3600.2								3603.4		3604.3								3607.7												0.0		15.2		17.4		18.5		19.7		-2.9		0.0		0.0						0.0

																																																										9										236.9		3804.4		3803.5		537.5		536.5		3565.2		3564.4								3588.8								3592.5		3593.5								3596.6				3567.5		1		0.8		3564.4		1.3				3564.4								3588.8								3592.5		3593.5								3596.6						11				S-1-19,21		0.0		6.0		14.0		20.0		27.5		34.3		0.0		0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3587.6								3611.5								3615.0		3615.9								3619.1												0.0		15.7		17.8		18.9		20.0		-10.5		0.0		0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30								13:00																10:00								10:00								9:00		10:30								13:00										S-2		0.0		0.0		0.0		0.0		27.5				0.0		0.0						0.0

																																																						水中4W水中7D スイチュウスイチュウ		8/8（月） ツキ		10										236.7		3817		3815.8		531.1		530.7		3578.1		3577.4								3601.6								3605.1		3606.3										3610.1		3580.3		0.4		0.7		3577.4		1.8				3577.4								3601.6								3605.1		3606.3										3610.1										0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0						0.0

																																																										11										236.7		3843.5		3842.1		543.7		543		3604.4		3603.9								3628.9								3632.5		3634.0										3638.6		3606.8		0.7		0.5		3603.9		1.7				3603.9								3628.9								3632.5		3634.0										3638.6								S-3		0.0		0.3		7.3		14.0		20.0		27.5		0.0		0.0						0.0

																																																										12										238.3		3851.9		3850.7		537.4		537		3611.2		3610								3635.2								3638.3		3639.9										3644.0		3613.6		0.4		1.2		3610		2				3610								3635.2								3638.3		3639.9										3644.0										0.0		-18.4		14.2		-21.2		-27.1		-30.8		0.0		0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3597.1								3621.9								3625.3		3626.7										3630.9								S-4		0.0		1.0		8.0		14.0		20.0		27.5		0.0		0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30										17:00														10:00								10:00								9:00		10:30										17:00										0.0		-47.2		14.7		-19.4		-25.9		-30.0		0.0		0.0						0.0

																																																						水中4W気中1D スイチュウキチュウ		8/2（火） カ		13										238.4		3846.8		3845.4		537.5		536.6		3606		3605.3								3630.5								3633.8		3635.2				3637.2		3614.0						3608.4		0.9		0.7		3605.3		1.5				3605.3								3630.5								3633.8		3635.2				3637.2		3614.0												S-5		0.0		6.0		14.0		20.0		27.5				0.0		0.0						0.0

																																																										14										238.1		3841.4		3839.8		536.6		535.6		3600.6		3599.5								3624.1								3627.4		3629.1				3630.9		3606.9						3603.3		1		1.1		3599.5		1.7				3599.5								3624.1								3627.4		3629.1				3630.9		3606.9														0.0		-62.3		-66.1		-67.4		-68.1				0.0		0.0						0.0

																																																										15										236.5		3854.1		3853		552.1		551.7		3615.6		3614.3								3639.4								3642.4		3643.9				3645.8		3621.4						3617.6		0.4		1.3		3614.3		1.6				3614.3								3639.4								3642.4		3643.9				3645.8		3621.4

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3606.4								3631.3								3634.5		3636.1				3638.0		3614.1

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00		18:00																		10:00								10:00								9:00		10:30				21:00		18:00

																																																						水中4W気中3D スイチュウキチュウ		8/4（木） モク		16										237.7		3769.6		3762.5		533.5		532.7		3523.1		3522								3545.4								3548.5		3550.0				3552.0				3517.8				3531.9		0.8		1.1		3522		8				3522								3545.4								3548.5		3550.0				3552.0				3517.8

																																																										17										237.9		3862		3860		539.8		538.6		3620.8		3619.6								3643.2								3646.9		3648.8				3650.4				3614.4				3624.1		1.2		1.2		3619.6		2.1				3619.6								3643.2								3646.9		3648.8				3650.4				3614.4

																																																										18										237.9		3863.8		3862.6		320.9		320.5		3623.6		3621.9								3646.6								3650.1		3651.7				3653.8				3617.5				3625.9		0.4		1.7		3621.9		1.9				3621.9								3646.6								3650.1		3651.7				3653.8				3617.5

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3587.8								3611.7								3615.2		3616.8				3618.7				3583.2

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00				13:00																10:00								10:00								9:00		10:30				21:00				13:00

																																																						水中4W気中7D スイチュウキチュウ		8/8（月） ツキ		19										237.5		3865.9		3864.5		534.6		534		3626		3625.1								3650.0								3653.2		3655.0				3656.6						3609.3		3628.4		0.6		0.9		3625.1		1.8				3625.1								3650.0								3653.2		3655.0				3656.6						3609.3

																																																										20										237.3		3831.6		3829.7		537.4		536.5		3590.8		3589.7								3613.9								3617.0		3618.5				3620.3						3572.4		3594.3		0.9		1.1		3589.7		2.6				3589.7								3613.9								3617.0		3618.5				3620.3						3572.4

																																																										21										237.6		3826.3		3825.6		547.1		546.8		3586.8		3585								3610.0								3613.3		3615.2				3617.0						3568.7		3588.7		0.3		1.8		3585		1.6				3585								3610.0								3613.3		3615.2				3617.0						3568.7

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3599.9								3624.6								3627.8		3629.6				3631.3						3583.4666666667

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00						17:00														10:00								10:00								9:00		10:30				21:00						17:00

																																																				S2		封緘4W フウカン		8/1（月） ゲツ		1										238.7		3859.9		3858.3		535.1		534.5																										3856.6								3621.2		0.6		0		0		3620.6																										3856.6

																																																										2										238		3810.3		3809.5		555		554.5																										3807.5								3572.3		0.5		0		0		3571.8																										3807.5

																																																										3										238.2		3868.8		3866.9		535.6		534.5																										3865.0								3630.6		1.1		0		0		3629.5																										3865.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																																						3843.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																																												21:00																				10:00																						21:00

																																																				S3		当日AC1W
6h後16:00 トウジツゴ		8/1（月） ゲツ		1										237.7		3791		3790.4		534.9		534.5		3551		3549.3		3518.1								3572.1						3515.6		3506.9				3501.2								3553.3		0.4		1.7		3549.3		1.9				3549.3		3518.1								3572.1						3515.6		3506.9				3501.2

																																																										2										237.2		3832		3830.4		537.5		536.2		3592.1		3590.9		3562.1								3613.7						3557.9		3548.4				3542.1								3594.8		1.3		1.2		3590.9		1.4				3590.9		3562.1								3613.7						3557.9		3548.4				3542.1

																																																										3										237.6		3802.4		3801.3		535.9		535		3561.8		3560.5		3534.0								3581.9						3527.3		3518.0				3512.5								3564.8		0.9		1.3		3560.5		2.1				3560.5		3534.0								3581.9						3527.3		3518.0				3512.5

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3566.9		3538.1								3589.2						3533.6		3524.4				3518.6

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00		16:00								16:00						9:00		10:30				21:00																				10:00		16:00								16:00						9:00		10:30				21:00

																																																				S4		気中1DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										237.6		3845.6		3843.2		537		535.6		3604.5		3603.3				3525.8								3627.1				3573.0		3562.9				3556.6								3608		1.4		1.2		3603.3		2.1				3603.3				3525.8								3627.1				3573.0		3562.9				3556.6

																																																										2										237.8		3868.8		3869.6		535.9		535.5		3628.6		3627.3				3554.4								3650.4				3597.8		3587.1				3580.9								3631		0.4		1.3		3627.3		2				3627.3				3554.4								3650.4				3597.8		3587.1				3580.9

																																																										3										238.2		3784.8		3784.3		330.3		330		3545		3543.7				3471.9								3566.1				3511.9		3502.2				3495.5								3546.6		0.3		1.3		3543.7		1.3				3543.7				3471.9								3566.1				3511.9		3502.2				3495.5

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3591.4				3517.4								3614.5				3560.9		3550.7				3544.3

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00				10:00								10:00				9:00		10:30				21:00																				10:00				10:00								10:00				9:00		10:30				21:00

																																																				S5		気中 キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										237		3856.2		3854.4		538.2		537.3		3616.3		3614.8								3514.7								3508.8		3506.8				3505.7								3619.2		0.9		1.5		3614.8		2				3614.8								3514.7								3508.8		3506.8				3505.7

																																																										2										236.9		3826.9		3826		541		540.5		3587.9		3586.7								3487.8								3481.8		3479.8				3478.8								3590		0.5		1.2		3586.7		1.6				3586.7								3487.8								3481.8		3479.8				3478.8

																																																										3										237.6		3872		3869.8		537.6		536.2		3631.2		3629.7								3535.2								3529.4		3527.2				3526.0								3634.4		1.4		1.5		3629.7		1.8				3629.7								3535.2								3529.4		3527.2				3526.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3610.4								3512.6								3506.7		3504.6				3503.5

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																				10:00								10:00								9:00		10:30				21:00

																																																		五ヶ山 ゴヤマ		T1		水中4W スイチュウ		8/1（月） ゲツ		1										236.9		3918.4		3917.2		540.7		539.*		3677.2		3676.6								3697.2								3700.3		3701.1				3703.1								3681.5		0		0.6		3676.6		0				3676.6								3697.2								3700.3		3701.1				3703.1														T-1		0.0		6.0		14.0		20.1		27.5								0.0		0.0		0.0

		五ヶ山トンネル ゴカヤマ																																																								2										237.4		3940		3938.8		538.2		537.5		3699		3698.3								3718.9								3721.5		3722.6				3725.8								3702.6		0.7		0.7		3698.3		2.9				3698.3								3718.9								3721.5		3722.6				3725.8																0.0		13.2		15.1		15.7		17.5								0.0		0.0		0.0

																																																										3										237.2		3919.3		3917.2		567.3		566.2		3679		3677.7								3698.6								3702.0		3702.9				3706.1								3682.1		1.1		1.3		3677.7		2				3677.7								3698.6								3702.0		3702.9				3706.1														T-2		0.0								27.5						0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3684.2								3704.9								3707.9		3708.9				3711.7																0.0								0.0						0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00								9:00								9:00		10:30				21:00																				9:00								9:00								9:00		10:30				21:00														T-3		0.0		0.3		7.3		14.0		20.1		27.5				0.0						0.0

																																																				T2		封緘4W フウカン		8/1（月） ゲツ		1										238.8		3864.5		3863.9		536.6		536.1																										3861.0								3625.7		0.5		0		0		3625.2				3625.2																						3625.2																0.0		-18.0		11.0		-29.2		-35.1		-38.6				0.0						0.0

																																																										2										237.6		3889.3		3887.8		538.8		538.4																										3885.9								3651.7		0.4		0		0		3651.3				3651.3																						3651.3														T-4		0.0		1.0		8.0		14.0		20.1		27.5				0.0						0.0

																																																										3										237.8		3893.2		3892.4		319.6		319.3																										3889.2								3655.4		0.3		0		0		3655.1				3655.1																						3655.1																0.0		-58.3		10.3		-26.6		-33.2		-37.1				0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3643.8666666667																						3643.9														T-5		0.0		3.0		10.0		14.0		20.1		27.5				0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																																												21:00																				9:00																						21:00																0.0		-73.1		10.9		-21.1		-31.0		-35.9				0.0						0.0

																																																				T3		当日AC1W
6h後15:00 トウジツゴ		8/1（月） ゲツ		1										238		3858.3		3857.1		533.4		532.7		3617.3		3616.5		3585.8								3633.4						3570.9		3562.4				3556.8								3620.3		0.7		0.8		3616.5		2.3				3616.5		3585.8								3633.4						3570.9		3562.4				3556.8														T-6		0.0		7.0		14.0		20.1		27.5						0.0						0.0

																																																										2										238.1		3889.1		3887.9		536.1		535.8		3648.5		3647.8		3619.3								3665.2						3601.0		3591.2				3585.6								3651		0.3		0.7		3647.8		2.2				3647.8		3619.3								3665.2						3601.0		3591.2				3585.6																0.0		-77.2		11.2		-21.1		-30.2						0.0						0.0

																																																										3										237.8		3831		3830.2		533.7		533		3590.9		3590.1		3564.3								3607.5						3544.8		3535.7				3530.1								3593.2		0.7		0.8		3590.1		1.6				3590.1		3564.3								3607.5						3544.8		3535.7				3530.1														T-7		0.0		4.5		14.0		21.0		27.5						0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																												0				3618.1		3589.8								3635.4						3572.2		3563.1				3557.5																0.0		-76.8		-79.8		12.0		-20.3						0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00		15:00								15:00						9:00		10:30				21:00																				9:00		15:00								15:00						9:00		10:30				21:00														T-8		0.0		7.0		14.0		21.0		28.4		30.2		34.0		0.0						0.0

																																																				T4		気中1DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.8		3904.7		3703.2		535.9		535.5		3663.4		3662.8				3563.3								3679.3				3620.0		3610.0				3603.5								3665.9		0.4		0.6		3662.8		2.1				3662.8				3563.3								3679.3				3620.0		3610.0				3603.5																0.0		-74.6		-77.7		11.5		13.1		-3.8		-13.2		0.0						0.0

																																																										2										237.9		3875.8		387402		539.6		538.9		3634.8		3633.9				3543.8								3649.9				3593.0		3582.1				3576.2								3637.9		0.7		0.9		3633.9		2.4				3633.9				3543.8								3649.9				3593.0		3582.1				3576.2														T-9		0.0		7.0		14.0		21.0		28.4		30.2		34.0		0.0						0.0

																																																										3										238.3		3898.1		3896.5		541.4		540.5		3657.2		3656.4				3571.5								3672.6				3614.9		3604.7				3598.9								3659.8		0.9		0.8		3656.4		1.7				3656.4				3571.5								3672.6				3614.9		3604.7				3598.9																0.0		-73.0		-76.1		-77.5		13.1		-11.6		-22.6		0.0						0.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3651.0				3559.5								3667.3				3609.3		3598.9				3592.9														T-10		0.0		7.0		14.0		21.0		27.5						0.0						0.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00				9:00								9:00				9:00		10:30				21:00																				9:00				9:00								9:00				9:00		10:30				21:00																0.0		-71.7		-74.8		-76.2		-76.7						0.0						0.0

																																																				T5		気中3DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.9		3892.8		3891.4		538.8		537.9		3651.1		3650.2						3532.6								3667.6		3617.3		3600.4				3593.0								3653.9		0.9		0.9		3650.2		1.9				3650.2						3532.6								3667.6		3617.3		3600.4				3593.0																														0.0						0.0

																																																										2										238.4		3866.3		3861.8		535.4		534.4		3622.8		3621.5						3506.2								3639.1		3588.1		3572.9				3564.7								3627.9		1		1.3		3621.5		4.1				3621.5						3506.2								3639.1		3588.1		3572.9				3564.7

																																																										3										238.6		3868		3866.6		531.2		530.6		3626.8		3624.8						3513.2								3641.0		3591.6		3577.1				3569.6								3629.4		0.6		2		3624.8		2				3624.8						3513.2								3641.0		3591.6		3577.1				3569.6

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3632.2						3517.3								3649.2		3599.0		3583.5				3575.8

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00						9:00								9:00		9:00		10:30				21:00																				9:00						9:00								9:00		9:00		10:30				21:00

																																																				T6		気中7DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238		3912.2		3910.7		535.1		534.3		3671.4		3670.3										3546.5						3688.0		3638.2				3623.6								3674.2		0.8		1.1		3670.3		2				3670.3										3546.5						3688.0		3638.2				3623.6

																																																										2										238.6		3865.6		3864.6		547.5		547.1		3624.9		3623.4										3501.5						3640.8		3589.2				3574.8								3627		0.4		1.5		3623.4		1.7				3623.4										3501.5						3640.8		3589.2				3574.8

																																																										3										238.4		3887.8		3887.2		550.1		549.7		3647.2		3645.7										3527.7						3663.3		3612.6				3598.7								3649.4		0.4		1.5		3645.7		1.8				3645.7										3527.7						3663.3		3612.6				3598.7

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3646.5										3525.2						3664.0		3613.3				3599.0

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00		10:30				21:00																				9:00										9:00						9:00		10:30				21:00

																																																				T7		気中14DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238		3927.5		3925.1		558.3		557.9		3686.3		3684.7										3560.0						3555.3				3703.9		3652.6								3689.5		0.4		1.6		3684.7		2.8				3684.7										3560.0						3555.3				3703.9		3652.6

																																																										2										238.3		3891.3		3889.7		536.6		536		3650.3		3649.5										3528.9						3524.2				3669.0		3617.1								3653		0.6		0.8		3649.5		2.1				3649.5										3528.9						3524.2				3669.0		3617.1

																																																										3										238.1		3907.7		3906.9		540.5		540		3667.3		3666.2										3549.8						3544.9				3684.0		3635.0								3669.6		0.5		1.1		3666.2		1.8				3666.2										3549.8						3544.9				3684.0		3635.0

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3666.8										3546.2						3541.5				3685.6		3634.9

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00		21:00																				9:00										9:00						9:00				10:00		21:00

																																																				T8		気中14DAC2W キチュウ		8/8（月） ゲツ		1										237.9		3921.7		3920.9		537.1		536.6		3681.7		3680.4										3558.7						3553.7				3697.9				3700.2		3673.8		3660.2		3683.8		0.5		1.3		3680.4		1.6				3680.4										3558.7						3553.7				3697.9				3700.2		3673.8		3660.2

																																																										2										238.1		3886.2		3885.5		540.3		539.8		3645.8		3645										3527.8						3522.9				3662.8				3665.3		3638.1		3622.7		3648.1		0.5		0.8		3645		1.8				3645										3527.8						3522.9				3662.8				3665.3		3638.1		3622.7

																																																										3										237.8		3896		3894.8		536.1		535.5		3656		3654.7										3542.2						3537.4				3673.5				3676.3		3650.2		3634.8		3658.2		0.6		1.3		3654.7		1.6				3654.7										3542.2						3537.4				3673.5				3676.3		3650.2		3634.8

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3660.0										3542.9						3538.0				3678.1				3680.6		3654.0		3639.2

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00		10:00														9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00		10:00

																																																				T9		気中21DAC1W キチュウ		8/8（月） ゲツ		1										238.3		3943.5		3941.9		579.4		578.5		3702.1		3700.5										3586.3						3582.0				3580.0				3721.4		3681.3		3663		3705.2		0.9		1.6		3700.5		2.2				3700.5										3586.3						3582.0				3580.0				3721.4		3681.3		3663

																																																										2										238.5		3890		3888.9		535.8		535.4		3649.4		3648.6										3533.8						3528.7				3526.4				3669.7		3630.2		3613.1		3651.5		0.4		0.8		3648.6		1.7				3648.6										3533.8						3528.7				3526.4				3669.7		3630.2		3613.1

																																																										3										238.1		3859.4		3859		536.9		536.5		3619.1		3617.5										3502.8						3497.5				3495.1				3637.0		3600.6		3584.1		3621.3		0.4		1.6		3617.5		1.8				3617.5										3502.8						3497.5				3495.1				3637.0		3600.6		3584.1

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3655.5										3541.0						3536.1				3533.8				3676.0		3637.4		3620.1

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00		10:00														9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00		10:00

																																																				T10		気中 キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.6		3919.1		3917.3		531.8		531.3		3677.8		3676.5										3557.0						3552.0				3550.0		3549.2								3680.5		0.5		1.3		3676.5		2.2				3676.5										3557.0						3552.0				3550.0		3549.2

																																																										2										238.4		3864.1		3863.2		532.6		532.3		3623.5		3622.1										3512.9						3508.3				3505.9		3505.1								3625.7		0.3		1.4		3622.1		1.9				3622.1										3512.9						3508.3				3505.9		3505.1

																																																										3										238.1		3755.2		3754.9		533.5		533.3		3515.2		3514.1										3405.1						3400.2				3398.1		3397.3								3517.1		0.2		1.1		3514.1		1.7				3514.1										3405.1						3400.2				3398.1		3397.3

																																																										質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																3604.2										3491.7						3486.8				3484.7		3483.9

																																																										計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00		21:00																				9:00										9:00						9:00				10:00		21:00
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標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-19.5229606994
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				25.3125		25.3125		23.4166666667		23.3541666667		21.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0
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0
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				25.3611111111		25.3125		25.3125		25.3194444444		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）
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				25.3611111111		25.3125		25.3125		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W
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標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

-17.1886936593

-27.7989983872

-8.0638315932

-6.7905950259

-15.9154570919

-14.43001443

-4.8807401749

12.0957473899
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脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型当日ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-5.0929462694

-4.4563279857

-4.8807401749

-6.7905950259

13.1567778627

12.0957473899

11.8835412953

9.7614803497

15.2788388083

14.6422205246

14.2178083355

11.8835412953

-16.5520753756

-24.8281130634

-30.9820898056

-37.5604787369



		0		0		0		0

		0.9375		0.9791666667		1.0208333333		0.9375

		7.9166666667		7.9583333333		8		7.9166666667

		14.9583333333		15		15.0416666667		14.9583333333

		25.2708333333		25.3125		25.3541666667		25.2708333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型翌日ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-12.520159579

-21.4328155505

-21.645021645

-21.2206094559

10.3980986334

9.124862066

10.1858925388

7.8516254987

12.3079534844

10.3980986334

12.0957473899

9.7614803497

-16.9764875647

-24.4037008743

-29.0722349546

-36.7116543587



		0		0		0		0

		1.9583333333		2		2.0416666667		1.9583333333

		8.9583333333		9		9		8.9583333333

		16		16.0416666667		16.0833333333		16

		25.2708333333		25.3125		25.3541666667		25.2708333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型2日後ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-29.9210593328

-37.1360665478

-40.5313640608

-39.6825396825

6.3661828368

5.7295645531

8.4882437824

5.7295645531

8.7004498769

7.8516254987

10.3980986334

7.6394194041

-18.0375180375

-25.2525252525

-28.4356166709

-35.8628299805



		0		0		0		0

		0.9375		0.9791666667		1.0208333333		0.9375

		7.9166666667		7.9583333333		8		7.9166666667

		25.3125		25.3541666667		25.3958333333		25.3125



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-16.7642814702

-23.5548764961

-22.4938460233

-27.7989983872

-17.4008997538

-23.9792886852

-23.1304643069

-29.4966471437

-36.2872421696

-44.9876920465

-49.0196078431

-56.2346150581



		0		0		0		0

		1		1		1		1

		8.0416666667		8.0416666667		8.0416666667		8.0416666667

		23.3541666667		23.3541666667		23.3541666667		23.3541666667



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

5日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-10.3980986334

-6.7905950259

-7.0028011204

-6.7905950259

-10.3980986334

-7.4272133096

-8.4882437824

-8.7004498769

-30.1332654274

-35.0140056022

-40.3191579662

-44.775485952



		0		0		0		0

		0.9375		0.9375		0.9375		0.9375

		7.9375		7.9375		7.9375		7.9375

		21.3333333333		21.3333333333		21.3333333333		21.3333333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

７日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-11.6713352007

-12.9445717681

-14.8544266191

-14.43001443

-12.520159579

-13.7933961463

-15.7032509974

-15.4910449028

-28.86002886

-34.165181224

-39.6825396825

-43.0778371955



		0		0		0		0

		0.25		0.25		0.25		0.25

		6.9583333333		6.9583333333		6.9583333333		6.9583333333

		21.3125		21.3125		21.3125		21.3125



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

７日脱型当日封緘1週

0

0

0

0

-4.6685340803

-4.6685340803

-4.6685340803

-4.8807401749

-5.0929462694

-5.0929462694

-4.8807401749

-5.305152364

-25.4647313471

-31.4065019947

-37.1360665478

-40.9557762499



		0		0		0		0

		0		0.9791666667		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9583333333		8.0208333333		7.9583333333

				25.3541666667		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝５０％

0

0

0

0

0

-23.3426704015

-11.0347169171

-8.0638315932

12.9445717681

15.0666327137

15.9154570919

16.9764875647

16.9764875647

9.3370681606

10.1858925388

11.0347169171

-35.2262116968

-31.6187080893

-31.6187080893



		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0208333333		7.9583333333

				25.3125		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-19.5229606994

-7.8516254987

-7.215007215

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

9.5492742552

9.9736864443

9.124862066

-26.950174009

-23.9792886852

-24.4037008743



		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0208333333		7.9583333333

				25.3125		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-17.1886936593

-8.0638315932

-15.9154570919

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

8.9126559715

11.0347169171

9.5492742552

-47.3219590867

-43.29004329

-43.0778371955



		0		0		0		0		0

		0		1.0208333333		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		8		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3958333333		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝５０％

0

0

0

0

0

0

-22.4938460233

-7.0028011204

-14.8544266191

-4.6685340803

12.520159579

15.0666327137

15.7032509974

16.9764875647

16.9764875647

-23.1304643069

-8.4882437824

-15.7032509974

-4.8807401749

-49.0196078431

-40.3191579662

-39.6825396825

-37.1360665478



		0		0		0		0

		0		0.24		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0625		7.9166666667		8.9583333333

				25.375		25.3125		25.3125



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-19.5229606994

-28.86002886

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

12.520159579

9.5492742552

6.3661828368

-28.0112044818

-26.950174009

-26.950174009



		0		0		0		0

		0		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-5.0929462694

-7.8516254987

-15.9154570919

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

11.2469230116

9.9736864443

7.6394194041

-28.86002886

-23.9792886852

-27.3745861981



		0		0.6666666667		0		0

		0		0.2777777778		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667		7.0902777778		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		14.0208333333		14.9583333333		16

				25.3333333333		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-5.0929462694

-12.520159579

-29.9210593328

14.2178083355

13.1567778627

10.3980986334

6.3661828368

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

15.2788388083

12.3079534844

8.7004498769

-16.5520753756

-16.9764875647

-18.0375180375



		0		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3125		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

-16.7642814702

-10.3980986334

-11.6713352007

-4.6685340803

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

-17.4008997538

-10.3980986334

-12.520159579

-5.0929462694

-36.2872421696

-30.1332654274

-28.86002886

-25.4647313471



		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333

				25.3611111111		25.3125		25.3125



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-5.7295645531

-17.1886936593

-39.2581274934

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

9.9736864443

8.9126559715

6.7905950259

-50.5050505051

-47.3219590867

-46.0487225193



		0		0		0		0

		0		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-8.0638315932

-24.4037008743

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

11.2469230116

11.0347169171

8.2760376878

-48.595195654

-43.29004329

-44.1388676683



		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		14.0069444444		14.9583333333		16

				25.3194444444		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-6.7905950259

-21.2206094559

-39.6825396825

12.0957473899

9.7614803497

7.8516254987

5.7295645531

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

11.8835412953

9.7614803497

7.6394194041

-37.5604787369

-36.7116543587

-35.8628299805



		0		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3125		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

-27.7989983872

-6.7905950259

-14.43001443

-4.8807401749

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

-29.4966471437

-8.7004498769

-15.4910449028

-5.305152364

-56.2346150581

-44.775485952

-43.0778371955

-40.9557762499



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

S3:当日AC1週

S4:気中1日AC1週

S5:気中4週

S6:水中1週 水中1日

S7:水中1週 気中1日

S8:水中1週 水中3日

S9:水中1週　気中3日

S10:水中1週 水中1週

S11:水中1週 気中1週

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)



		



水中4W

水中４W水中1D

水中4W水中3D

水中4W水中7D

水中4W気中1D

水中4W気中3D

水中4W気中7D

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

シールド二次覆工



		



T1:水中4W

T2:封かん4Ｗ

T3:当日AC1Ｗ

T4:気中1DAC1W

T5:気中3DAC1W

T6:気中7DAC1W

T7:気中14DAC1W

T8:気中14DAC2W

T9:気中21DAC1W

T10:気中4Ｗ

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

トンネル二次覆工



		

																																																																																圧縮強度試験および重量測定管理表 アッシュクキョウドシケンジュウリョウソクテイカンリヒョウ

																																																																																セメント		シリ－ズ
NO		区分 クブン		圧縮強度
試験日 アッシュクキョウドシケンニチ		試料
NO シリョウ		圧縮試験時の供試体の高さ アッシュクシケンジキョウタメタイタカ								圧縮強度 アッシュクキョウド

																																																																																										h1		h2		h3		平均 ヘイキン		7/4（型枠のみ）① カタワク		成型時②
型枠+試料 セイケイジカタワクシリョウ		成型時③
翌日 セイケイジヨクジツ		ガラス④
結露 ケツロ		ガラス⑤
清掃 セイソウ		脱型時⑥
（試料清掃前） ダツカタジシリョウセイソウマエ		脱型時⑦
清掃後 ダツカタジセイソウゴ		7/5（養生前） ヨウジョウマエ		7/6		7/8		7/11		7/12		7/13		7/15		7/19		7/25		7/26		8/1		研磨後質量
(g) ケンマゴシツリョウ		長さ
(mm) ナガ		最大荷重
(KN) サイダイカジュウ		圧縮強度
(N/mm2) アッシュクキョウド		8/2		研磨後質量
(g) ケンマゴシツリョウ		長さ
(mm) ナガ		最大荷重
(KN) サイダイカジュウ		圧縮強度
(N/mm2) アッシュクキョウド		8/4		研磨後質量
(g) ケンマゴシツリョウ		長さ
(mm) ナガ		最大荷重
(KN) サイダイカジュウ		圧縮強度
(N/mm2) アッシュクキョウド		8/8		研磨後質量
(g) ケンマゴシツリョウ		長さ
(mm) ナガ		最大荷重
(KN) サイダイカジュウ		圧縮強度
(N/mm2) アッシュクキョウド		成型時重量
②-① セイケイジジュウリョウ		結露重量
④-⑤ ケツロジュウリョウ		清掃前後
⑥-⑦ セイソウゼンゴ		脱型時質量 ダツカタジシツリョウ		不明な質量 フメイシツリョウ				7/5（養生前）		6時間後 ジカンゴ		7/6		7/8		7/11		7/12		7/13		7/15		7/19		7/25		7/26		8/1		8/2		8/4

		箱崎シールド ハコザキ																																																																														箱崎 ハコサキ		S1		水中4W スイチュウ		8/1（月） ゲツ		1										236.8		3838.2		3837		539.5		539.1		3599.2		3598.3								3623.3								3626.4		3627.9				3630.9		3557		189.4		335.4		42.7																																3601.4		0.4		0.9		3598.3		1.8				3598.3								3623.3								3626.4		3627.9				3630.9

				材齢28日強度 ザイレイニチキョウド																																																																																				2										238.2		3831.7		3830.1		537.7		536.7		3590.7		3590.1								3615.7								3618.8		3619.8				3623.0		3576		190.3		320.8		40.8																																3593.5		1		0.6		3590.1		1.8				3590.1								3615.7								3618.8		3619.8				3623.0																																														質量 シツリョウ				圧縮強度 アッシュクキョウド

																																																																																								3										236.3		3842.5		3840.8		540.3		539.1		3603.4		3602.6								3628.3								3631.5		3632.9				3635.7		3567		189.9		335.8		42.8																																3606.2		1.2		0.8		3602.6		1.6				3602.6								3628.3								3631.5		3632.9				3635.7																				養生方法 ヨウジョウホウホウ		圧縮強度
（N/mm2) アッシュクキョウド		S1に対する圧縮強度比(%) タイアッシュクキョウドヒ																						質量 シツリョウ		百分率 ヒャクブンリツ		強度 キョウド		百分率 ヒャクブンリツ

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3566.7		189.9				42.1																																												3597.0								3622.4								3625.6		3626.9				3629.9																								実測値 ジッソクチ		修正値 シュウセイチ				乾燥した場合 カンソウバアイ				比率 ヒリツ								水中4W				2.392		100.0		42.1		100.0

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00		2.392																																																		10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																				S1:水中4週 シュウ		42.1		100		100				45.9				100.0								封緘4W				2.368		99.0		38.4		91.1

																																																																																				水中4W水中1D スイチュウスイチュウ		8/2（火） カ		4										236.7		3913.6		3912.6		535.8		535.2		3675.3		3674.5								3699.2								3702.1		3703.3														3706.0		3668		194.3		352.5		44.9																						3676.9		0.6		0.8		3674.5		1				3674.5								3699.2								3702.1		3703.3						3706.0																		S2:封かん4週 シュウ		38.4		91		84				38.4				83.7								水中4W水中1D				2.398		100.3		43.3		102.8

																																																																																								5										238.3		3910.2		3908.5		534.6		534		3669.4		3669								3693.2								3696.8		3698.2														3701.3		3671		195.0		329.0		41.9																						3671.9		0.6		0.4		3669		1.9				3669								3693.2								3696.8		3698.2						3701.3																		S3:当日AC1週 シュウ		42.7		101		93				42.7				93.1								水中4W気中1D				2.380		99.5		43.0		102.2

																																																																																								6										236.8		3876.6		3875.3		536.1		535.4		3637.5		3636.7								3660.8								3664.4		3665.6														3668.2		3634		193.3		338.5		43.1																						3639.8		0.7		0.8		3636.7		1.6				3636.7								3660.8								3664.4		3665.6						3668.2																		S4:気中1日 AC1週 ニチシュウ		42.8		102		93				42.8				93.3								水中4W水中3D				2.401		100.4		42.6		101.2

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																								3657.7		194.2				43.3																																		3660.1								3684.4								3687.8		3689.0						3691.8																		S5:気中4週 シュウ		26.5		63		58				26.5				57.7								水中4W気中3D				2.378		99.4		47.5		112.8

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30														18:00		2.398																																								10:00								10:00								9:00		10:30						18:00																		S6:水中4週　水中1日 スイチュウシュウスイチュウニチ		42.3		100		100																水中4W水中7D				2.390		99.9		44.3		105.2

																																																																																				水中4W水中3D スイチュウスイチュウ		8/4（木） モク		7										238.3		3863.5		3861.9		537.3		536.2		3622.5		3621.9								3645.6								3649.1		3650.0																								3653.0		3604		190.8		342.6		43.6												3625.2		1.1		0.6		3621.9		1.6				3621.9								3645.6								3649.1		3650.0								3653																S7:水中4週　気中1日 キチュウ		43.0		102		100																水中4W気中7D				2.369		99.1		48.2		114.5

																																																																																								8										236.4		3815.9		3815		532.8		532.3		3577.2		3576.4								3600.2								3603.4		3604.3																								3607.7		3577		189.6		333.2		42.4												3579.5		0.5		0.8		3576.4		1.8				3576.4								3600.2								3603.4		3604.3								3607.7																S8:水中4週　水中3日		42.6		101		101

																																																																																								9										236.9		3804.4		3803.5		537.5		536.5		3565.2		3564.4								3588.8								3592.5		3593.5																								3596.6		3558		189.0		327.8		41.7												3567.5		1		0.8		3564.4		1.3				3564.4								3588.8								3592.5		3593.5								3596.6																S9:水中4週　気中3日 キ		46.5		110		101

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																		3579.7		189.8				42.6																								3587.6								3611.5								3615.0		3615.9								3619.1																S10:水中4週　水中1週 シュウ		44.3		105		105

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30																								13:00		2.401																														10:00								10:00								9:00		10:30								13:00																S11:水中4週　気中1週 キシュウ		48.2		114		105

																																																																																				水中4W水中7D スイチュウスイチュウ		8/8（月） ツキ		10										236.7		3817		3815.8		531.1		530.7		3578.1		3577.4								3601.6								3605.1		3606.3																																		3610.1		3593		191.4		350.2		44.6		3580.3		0.4		0.7		3577.4		1.8				3577.4								3601.6								3605.1		3606.3

																																																																																								11										236.7		3843.5		3842.1		543.7		543		3604.4		3603.9								3628.9								3632.5		3634.0																																		3638.6		3622		193.1		349.0		44.4		3606.8		0.7		0.5		3603.9		1.7				3603.9								3628.9								3632.5		3634.0

																																																																																								12										238.3		3851.9		3850.7		537.4		537		3611.2		3610								3635.2								3638.3		3639.9																																		3644.0		3633		193.3		344.2		43.8		3613.6		0.4		1.2		3610		2				3610								3635.2								3638.3		3639.9

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																												3616.0		192.6				44.3														3597.1								3621.9								3625.3		3626.7

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30																																		17:00		2.390																				10:00								10:00								9:00		10:30

																																																																																				水中4W気中1D スイチュウキチュウ		8/2（火） カ		13										238.4		3846.8		3845.4		537.5		536.6		3606		3605.3								3630.5								3633.8		3635.2				3637.2										3614.0		3595		192.7		346		44.1																						3608.4		0.9		0.7		3605.3		1.5				3605.3								3630.5								3633.8		3635.2				3637.2		3614.0

																																																																																								14										238.1		3841.4		3839.8		536.6		535.6		3600.6		3599.5								3624.1								3627.4		3629.1				3630.9										3606.9		3583		191.9		335		42.6																						3603.3		1		1.1		3599.5		1.7				3599.5								3624.1								3627.4		3629.1				3630.9		3606.9

																																																																																								15										236.5		3854.1		3853		552.1		551.7		3615.6		3614.3								3639.4								3642.4		3643.9				3645.8										3621.4		3585		191.3		333		42.4																						3617.6		0.4		1.3		3614.3		1.6				3614.3								3639.4								3642.4		3643.9				3645.8		3621.4

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																								3587.7		192.0				43.0																																		3606.4								3631.3								3634.5		3636.1				3638.0		3614.1

				試験時の乾湿 シケンジカンシツ																																																																																				計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00										18:00		2.380																																								10:00								10:00								9:00		10:30				21:00		18:00

																																																																																				水中4W気中3D スイチュウキチュウ		8/4（木） モク		16										237.7		3769.6		3762.5		533.5		532.7		3523.1		3522								3545.4								3548.5		3550.0				3552.0																				3517.8		3480		186.3		379.8		48.4												3531.9		0.8		1.1		3522		8				3522								3545.4								3548.5		3550.0				3552.0				3517.8

																																																																																								17										237.9		3862		3860		539.8		538.6		3620.8		3619.6								3643.2								3646.9		3648.8				3650.4																				3614.4		3596		192.3		366.6		46.7												3624.1		1.2		1.2		3619.6		2.1				3619.6								3643.2								3646.9		3648.8				3650.4				3614.4

																																																																																								18										237.9		3863.8		3862.6		320.9		320.5		3623.6		3621.9								3646.6								3650.1		3651.7				3653.8																				3617.5		3599		192.9		372.4		47.4												3625.9		0.4		1.7		3621.9		1.9				3621.9								3646.6								3650.1		3651.7				3653.8				3617.5

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																		3558.3		190.5				47.5																								3587.8								3611.7								3615.2		3616.8				3618.7				3583.2

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																				13:00		2.378																														10:00								10:00								9:00		10:30				21:00				13:00

																																																																																				水中4W気中7D スイチュウキチュウ		8/8（月） ツキ		19										237.5		3865.9		3864.5		534.6		534		3626		3625.1								3650.0								3653.2		3655.0				3656.6																														3609.3		3583		192.4		375.6		47.8		3628.4		0.6		0.9		3625.1		1.8				3625.1								3650.0								3653.2		3655.0				3656.6

																																																																																								20										237.3		3831.6		3829.7		537.4		536.5		3590.8		3589.7								3613.9								3617.0		3618.5				3620.3																														3572.4		3550		190.5		378.0		48.1		3594.3		0.9		1.1		3589.7		2.6				3589.7								3613.9								3617.0		3618.5				3620.3

																																																																																								21										237.6		3826.3		3825.6		547.1		546.8		3586.8		3585								3610.0								3613.3		3615.2				3617.0																														3568.7		3545		190.9		381.8		48.6		3588.7		0.3		1.8		3585		1.6				3585								3610.0								3613.3		3615.2				3617.0

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																												3559.3		191.3				48.2														3599.9								3624.6								3627.8		3629.6				3631.3

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																														17:00		2.369																				10:00								10:00								9:00		10:30				21:00

																																																																																		S2		封緘4W フウカン		8/1（月） ゲツ		1										238.7		3859.9		3858.3		535.1		534.5																										3856.6		3570		192.2		296.4		37.7																																3621.2		0.6		0		0		3620.6																										3856.6

																																																																																								2										238		3810.3		3809.5		555		554.5																										3807.5		3494		187.7		299.8		38.2																																3572.3		0.5		0		0		3571.8																										3807.5

																																																																																								3										238.2		3868.8		3866.9		535.6		534.5																										3865.0		3572		192.1		307.6		39.2																																3630.6		1.1		0		0		3629.5																										3865.0

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3545.3		190.7				38.4																																																																		3843.0

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																																												21:00		2.368																																																		10:00																						21:00

																																																																																		S3		当日AC1W
6h後16:00 トウジツゴ		8/1（月） ゲツ		1										237.7		3791		3790.4		534.9		534.5		3551		3549.3		3518.1								3572.1						3515.6		3506.9				3501.2		3421		185.3		357.0		45.5																																3553.3		0.4		1.7		3549.3		1.9				3549.3		3518.1								3572.1						3515.6		3506.9				3501.2

																																																																																								2										237.2		3832		3830.4		537.5		536.2		3592.1		3590.9		3562.1								3613.7						3557.9		3548.4				3542.1		3494		189.5		316.8		40.3																																3594.8		1.3		1.2		3590.9		1.4				3590.9		3562.1								3613.7						3557.9		3548.4				3542.1

																																																																																								3										237.6		3802.4		3801.3		535.9		535		3561.8		3560.5		3534.0								3581.9						3527.3		3518.0				3512.5		3548		187.6		333.4		42.4																																3564.8		0.9		1.3		3560.5		2.1				3560.5		3534.0								3581.9						3527.3		3518.0				3512.5

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3487.7		187.5				42.7																																												3566.9		3538.1								3589.2						3533.6		3524.4				3518.6

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00		16:00								16:00						9:00		10:30				21:00		2.369																																																		10:00		16:00								16:00						9:00		10:30				21:00

																																																																																		S4		気中1DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										237.6		3845.6		3843.2		537		535.6		3604.5		3603.3				3525.8								3627.1				3573.0		3562.9				3556.6		3509		191.6		336.2		42.8																																3608		1.4		1.2		3603.3		2.1				3603.3				3525.8								3627.1				3573.0		3562.9				3556.6

																																																																																								2										237.8		3868.8		3869.6		535.9		535.5		3628.6		3627.3				3554.4								3650.4				3597.8		3587.1				3580.9		3535		191.4		336.2		42.8																																3631		0.4		1.3		3627.3		2				3627.3				3554.4								3650.4				3597.8		3587.1				3580.9

																																																																																								3										238.2		3784.8		3784.3		330.3		330		3545		3543.7				3471.9								3566.1				3511.9		3502.2				3495.5		3433		186.9		336.8		42.9																																3546.6		0.3		1.3		3543.7		1.3				3543.7				3471.9								3566.1				3511.9		3502.2				3495.5

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3492.3		190.0				42.8																																												3591.4				3517.4								3614.5				3560.9		3550.7				3544.3

		五ヶ山トンネル ゴカヤマ																																																																																						計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00				10:00								10:00				9:00		10:30				21:00		2.341																																																		10:00				10:00								10:00				9:00		10:30				21:00

																																																																																		S5		気中4W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										237		3856.2		3854.4		538.2		537.3		3616.3		3614.8								3514.7								3508.8		3506.8				3505.7		3449		190.1		207.8		26.5																																3619.2		0.9		1.5		3614.8		2				3614.8								3514.7								3508.8		3506.8				3505.7

																																																																																								2										236.9		3826.9		3826		541		540.5		3587.9		3586.7								3487.8								3481.8		3479.8				3478.8		3432		189.5		208.2		26.5																																3590		0.5		1.2		3586.7		1.6				3586.7								3487.8								3481.8		3479.8				3478.8

																																																																																								3										237.6		3872		3869.8		537.6		536.2		3631.2		3629.7								3535.2								3529.4		3527.2				3526.0		3482		190.9		209.4		26.7																																3634.4		1.4		1.5		3629.7		1.8				3629.7								3535.2								3529.4		3527.2				3526.0

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3454.3		190.2				26.5																																												3610.4								3512.6								3506.7		3504.6				3503.5																				養生方法 ヨウジョウホウホウ		圧縮強度
（N/mm2) アッシュクキョウド		T1に対する圧縮強度比(%) タイアッシュクキョウドヒ

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						10:00								10:00								9:00		10:30				21:00		2.313																																																		10:00								10:00								9:00		10:30				21:00																								実測値 ジッソクチ		修正値 シュウセイチ				質量 シツリョウ

																																																																																五ヶ山 ゴヤマ		T1		T1:水中4W スイチュウ		8/1（月） ゲツ		1										236.9		3918.4		3917.2		540.7		539.*		3677.2		3676.6								3697.2								3700.3		3701.1				3703.1		3638		192.6		279.0		35.5																																3681.5		0		0.6		3676.6		0				3676.6								3697.2								3700.3		3701.1				3703.1														T-1						T1:水中4W		35.9		100		100				2.401

																																																																																								2										237.4		3940		3938.8		538.2		537.5		3699		3698.3								3718.9								3721.5		3722.6				3725.8		3660		193.5		285.0		36.3																																3702.6		0.7		0.7		3698.3		2.9				3698.3								3718.9								3721.5		3722.6				3725.8																				T2:封緘4W		34.9		97		87				2.370

																																																																																								3										237.2		3919.3		3917.2		567.3		566.2		3679		3677.7								3698.6								3702.0		3702.9				3706.1		3636		193.7		282.0		35.9																																3682.1		1.1		1.3		3677.7		2				3677.7								3698.6								3702.0		3702.9				3706.1														T-2						T3:当日AC1W		35.1		98		88				2.341

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																												3711.7		3644.7		193.3				35.9																																												3684.2								3704.9								3707.9		3708.9				3711.7																				T4:気中1DAC1W		34.3		96		86				2.339

																																																																																								質量（kg/m3） シツリョウ																						9:00								9:00								9:00		10:30				21:00		2.401																																																		9:00								9:00								9:00		10:30				21:00														T-3						T5:気中3DAC1W		31.4		87		77				2.341

																																																																																		T2		封緘4W フウカン		8/1（月） ゲツ		1										238.8		3864.5		3863.9		536.6		536.1																										3625.2		3530		188.9		276.4		35.2																																3625.7		0.5		0		0		3625.2																										3861.0																				T6:気中7DAC1W		29.8		83		73				2.349

																																																																																								2										237.6		3889.3		3887.8		538.8		538.4																										3651.3		3616		194.5		276.6		35.2																																3651.7		0.4		0		0		3651.3																										3885.9														T-4						T7:気中14DAC1W		25.8		72		62				2.357

																																																																																								3										237.8		3893.2		3892.4		319.6		319.3																										3655.1		3598		193.8		270.0		34.4																																3655.4		0.3		0		0		3655.1																										3889.2																				T8:気中14DAC2W		29		81		71				2.362

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3581.3		192.4				34.9																																																																		3878.7														T-5						T9:気中21DAC1W		26.3		73		63				2.359

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																																												21:00		2.370																																																		9:00																						21:00																				T10:気中4W		19.8		55		45				2.307

																																																																																		T3		当日AC1W
6h後15:00 トウジツゴ		8/1（月） ゲツ		1										238		3858.3		3857.1		533.4		532.7		3617.3		3616.5		3585.8								3633.4						3570.9		3562.4				3556.8		3503		190.1		271.4		34.6																																3620.3		0.7		0.8		3616.5		2.3				3616.5		3585.8								3633.4						3570.9		3562.4				3556.8														T-6

																																																																																								2										238.1		3889.1		3887.9		536.1		535.8		3648.5		3647.8		3619.3								3665.2						3601.0		3591.2				3585.6		3501		191.2		272.2		34.7																																3651		0.3		0.7		3647.8		2.2				3647.8		3619.3								3665.2						3601.0		3591.2				3585.6

																																																																																								3										237.8		3831		3830.2		533.7		533		3590.9		3590.1		3564.3								3607.5						3544.8		3535.7				3530.1		3475		188.6		284.0		36.2																																3593.2		0.7		0.8		3590.1		1.6				3590.1		3564.3								3607.5						3544.8		3535.7				3530.1														T-7

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3493.0		190.0				35.1																																								0				3618.1		3589.8								3635.4						3572.2		3563.1				3557.5

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00		15:00								15:00						9:00		10:30				21:00		2.341																																																		9:00		15:00								15:00						9:00		10:30				21:00														T-8

																																																																																		T4		気中1DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.8		3904.7		3703.2		535.9		535.5		3663.4		3662.8				3563.3								3679.3				3620.0		3610.0				3603.5		3548		192.9		270.6		34.5																																3665.9		0.4		0.6		3662.8		2.1				3662.8				3563.3								3679.3				3620.0		3610.0				3603.5

																																																																																								2										237.9		3875.8		387402		539.6		538.9		3634.8		3633.9				3543.8								3649.9				3593.0		3582.1				3576.2		3530		192.2		269.0		34.3																																3637.9		0.7		0.9		3633.9		2.4				3633.9				3543.8								3649.9				3593.0		3582.1				3576.2														T-9

																																																																																								3										238.3		3898.1		3896.5		541.4		540.5		3657.2		3656.4				3571.5								3672.6				3614.9		3604.7				3598.9		3515		191.5		268.0		34.1																																3659.8		0.9		0.8		3656.4		1.7				3656.4				3571.5								3672.6				3614.9		3604.7				3598.9

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3531.0		192.2				34.3																																												3651.0				3559.5								3667.3				3609.3		3598.9				3592.9														T-10

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00				9:00								9:00				9:00		10:30				21:00		2.339																																																		9:00				9:00								9:00				9:00		10:30				21:00

																																																																																		T5		気中3DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.9		3892.8		3891.4		538.8		537.9		3651.1		3650.2						3532.6								3667.6		3617.3		3600.4				3593.0		3542		192.6		242.2		30.8																																3653.9		0.9		0.9		3650.2		1.9				3650.2						3532.6								3667.6		3617.3		3600.4				3593.0

																																																																																								2										238.4		3866.3		3861.8		535.4		534.4		3622.8		3621.5						3506.2								3639.1		3588.1		3572.9				3564.7		3512		191.3		247.6		31.5																																3627.9		1		1.3		3621.5		4.1				3621.5						3506.2								3639.1		3588.1		3572.9				3564.7

																																																																																								3										238.6		3868		3866.6		531.2		530.6		3626.8		3624.8						3513.2								3641.0		3591.6		3577.1				3569.6		3531		191.7		249.8		31.8																																3629.4		0.6		2		3624.8		2				3624.8						3513.2								3641.0		3591.6		3577.1				3569.6

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3528.3		191.9				31.4																																												3632.2						3517.3								3649.2		3599.0		3583.5				3575.8

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00						9:00								9:00		9:00		10:30				21:00		2.341																																																		9:00						9:00								9:00		9:00		10:30				21:00

																																																																																		T6		気中7DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238		3912.2		3910.7		535.1		534.3		3671.4		3670.3										3546.5						3688.0		3638.2				3623.6		3579		194.2		228.8		29.1																																3674.2		0.8		1.1		3670.3		2				3670.3										3546.5						3688.0		3638.2				3623.6

																																																																																								2										238.6		3865.6		3864.6		547.5		547.1		3624.9		3623.4										3501.5						3640.8		3589.2				3574.8		3531		191.5		235.0		29.9																																3627		0.4		1.5		3623.4		1.7				3623.4										3501.5						3640.8		3589.2				3574.8

																																																																																								3										238.4		3887.8		3887.2		550.1		549.7		3647.2		3645.7										3527.7						3663.3		3612.6				3598.7		3546		192.0		237.6		30.3																																3649.4		0.4		1.5		3645.7		1.8				3645.7										3527.7						3663.3		3612.6				3598.7

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3552.0		192.6				29.8																																												3646.5										3525.2						3664.0		3613.3				3599.0

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00		10:30				21:00		2.349																																																		9:00										9:00						9:00		10:30				21:00

																																																																																		T7		気中14DAC1W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238		3927.5		3925.1		558.3		557.9		3686.3		3684.7										3560.0						3555.3				3703.9		3652.6		3597		194.9		191.8		24.4																																3689.5		0.4		1.6		3684.7		2.8				3684.7										3560.0						3555.3				3703.9		3652.6

																																																																																								2										238.3		3891.3		3889.7		536.6		536		3650.3		3649.5										3528.9						3524.2				3669.0		3617.1		3574		193.3		211.6		26.9																																3653		0.6		0.8		3649.5		2.1				3649.5										3528.9						3524.2				3669.0		3617.1

																																																																																								3										238.1		3907.7		3906.9		540.5		540		3667.3		3666.2										3549.8						3544.9				3684.0		3635.0		3603		193.7		204.6		26.1																																3669.6		0.5		1.1		3666.2		1.8				3666.2										3549.8						3544.9				3684.0		3635.0

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3591.3		194.0				25.8																																												3666.8										3546.2						3541.5				3685.6		3634.9

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00		21:00		2.357																																																		9:00										9:00						9:00				10:00		21:00

																																																																																		T8		気中14DAC2W キチュウ		8/8（月） ゲツ		1										237.9		3921.7		3920.9		537.1		536.6		3681.7		3680.4										3558.7						3553.7				3697.9												3700.2										3673.8										3660.2		3645		197.1		234.2		29.8		3683.8		0.5		1.3		3680.4		1.6				3680.4										3558.7						3553.7				3697.9				3700.2		3673.8

																																																																																								2										238.1		3886.2		3885.5		540.3		539.8		3645.8		3645										3527.8						3522.9				3662.8												3665.3										3638.1										3622.7		3612		194.8		230.8		29.4		3648.1		0.5		0.8		3645		1.8				3645										3527.8						3522.9				3662.8				3665.3		3638.1

																																																																																								3										237.8		3896		3894.8		536.1		535.5		3656		3654.7										3542.2						3537.4				3673.5												3676.3										3650.2										3634.8		3615		194.1		218.0		27.8		3658.2		0.6		1.3		3654.7		1.6				3654.7										3542.2						3537.4				3673.5				3676.3		3650.2

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																												3624.0		195.3				29.0														3660.0										3542.9						3538.0				3678.1				3680.6		3654.0

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00												18:00										13:00										10:00		2.362																				9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00

																																																																																		T9		気中21DAC1W キチュウ		8/8（月） ゲツ		1										238.3		3943.5		3941.9		579.4		578.5		3702.1		3700.5										3586.3						3582.0				3580.0												3721.4										3681.3										366.3		3645		195.7		209.0		26.6		3705.2		0.9		1.6		3700.5		2.2				3700.5										3586.3						3582.0				3580.0				3721.4		3681.3

																																																																																								2										238.5		3890		3888.9		535.8		535.4		3649.4		3648.6										3533.8						3528.7				3526.4												3669.7										3630.2										3613.1		3592		194.1		204.0		26.0		3651.5		0.4		0.8		3648.6		1.7				3648.6										3533.8						3528.7				3526.4				3669.7		3630.2

																																																																																								3										238.1		3859.4		3859		536.9		536.5		3619.1		3617.5										3502.8						3497.5				3495.1												3637.0										3600.6										3584.1		3568		193.3		206.2		26.3		3621.3		0.4		1.6		3617.5		1.8				3617.5										3502.8						3497.5				3495.1				3637.0		3600.6

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																																																												3601.7		194.4				26.3														3655.5										3541.0						3536.1				3533.8				3676.0		3637.4

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00												18:00										13:00										10:00		2.359																				9:00										9:00						9:00				10:00				18:00		13:00

																																																																																		T10		気中4W キチュウ		8/1（月） ゲツ		1										238.6		3919.1		3917.3		531.8		531.3		3677.8		3676.5										3557.0						3552.0				3550.0		3549.2		3504		194.6		146.6		18.7																																3680.5		0.5		1.3		3676.5		2.2				3676.5										3557.0						3552.0				3550.0		3549.2

																																																																																								2										238.4		3864.1		3863.2		532.6		532.3		3623.5		3622.1										3512.9						3508.3				3505.9		3505.1		3450		189.2		156.8		20.0																																3625.7		0.3		1.4		3622.1		1.9				3622.1										3512.9						3508.3				3505.9		3505.1

																																																																																								3										238.1		3755.2		3754.9		533.5		533.3		3515.2		3514.1										3405.1						3400.2				3398.1		3397.3		3376		186.3		163.2		20.8																																3517.1		0.2		1.1		3514.1		1.7				3514.1										3405.1						3400.2				3398.1		3397.3

																																																																																								質量変化量（kg/m3） シツリョウヘンカリョウ																																														3443.3		190.0				19.8																																												3604.2										3491.7						3486.8				3484.7		3483.9

																																																																																								計測日時/経過時間（ｈｒ） ケイソクニチジケイカジカン																						9:00										9:00						9:00				10:00		21:00		2.307																																																		9:00										9:00						9:00				10:00		21:00





		0		0		0		0		0.6666666667		0		0

		0		0.24		0.9375		1.9583333333		0.2777777778		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667								7.0902777778		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0625		7.9166666667		8.9583333333		14.0208333333		14.9583333333		16

				25.375		25.3125		25.3125		25.3333333333		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-19.5229606994

-28.86002886

-5.0929462694

-12.520159579

-29.9210593328

14.2178083355

13.1567778627

10.3980986334

6.3661828368

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

12.520159579

9.5492742552

6.3661828368

15.2788388083

12.3079534844

8.7004498769

-28.0112044818

-26.950174009

-26.950174009

-16.5520753756

-16.9764875647

-18.0375180375



		0		0		0		0		0		0		0

		0		0.24		0.9375		1.9583333333		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0625		7.9166666667		8.9583333333		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				25.375		25.3125		25.3125		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-19.5229606994

-28.86002886

-5.0929462694

-7.8516254987

-15.9154570919

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

12.520159579

9.5492742552

6.3661828368

11.2469230116

9.9736864443

7.6394194041

-28.0112044818

-26.950174009

-26.950174009

-28.86002886

-23.9792886852

-27.3745861981



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0.9375		0.9375		1		1		0.9583333333		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		7.9166666667		8.0208333333		8.0416666667		7.9583333333		7.9375		6.9583333333

				25.3125		25.3125		23.4166666667		23.3541666667		21.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-19.5229606994

-16.7642814702

-7.8516254987

-10.3980986334

-7.215007215

-11.6713352007

-4.6685340803

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

9.5492742552

-17.4008997538

9.9736864443

-10.3980986334

9.124862066

-12.520159579

-5.0929462694

-26.950174009

-36.2872421696

-23.9792886852

-30.1332654274

-24.4037008743

-28.86002886

-25.4647313471



		0		0		0		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333		0.25		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667								7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333		14.0069444444		14.9583333333		16

				25.3611111111		25.3125		25.3125		25.3194444444		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.7295645531

-17.1886936593

-39.2581274934

-6.7905950259

-21.2206094559

-39.6825396825

12.0957473899

9.7614803497

7.8516254987

5.7295645531

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

9.9736864443

8.9126559715

6.7905950259

11.8835412953

9.7614803497

7.6394194041

-50.5050505051

-47.3219590867

-46.0487225193

-37.5604787369

-36.7116543587

-35.8628299805



		0		0		0		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				25.3611111111		25.3125		25.3125		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.7295645531

-17.1886936593

-39.2581274934

-4.6685340803

-8.0638315932

-24.4037008743

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

9.9736864443

8.9126559715

6.7905950259

11.2469230116

11.0347169171

8.2760376878

-50.5050505051

-47.3219590867

-46.0487225193

-48.595195654

-43.29004329

-44.1388676683



		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0.9375		0.9375		1		1		0.9583333333		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		7.9166666667		8.0208333333		8.0416666667		7.9583333333		7.9375		6.9583333333

				25.3125		25.3125		23.4166666667		23.3541666667		21.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-17.1886936593

-27.7989983872

-8.0638315932

-6.7905950259

-15.9154570919

-14.43001443

-4.8807401749

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

8.9126559715

-29.4966471437

11.0347169171

-8.7004498769

9.5492742552

-15.4910449028

-5.305152364

-47.3219590867

-56.2346150581

-43.29004329

-44.775485952

-43.0778371955

-43.0778371955

-40.9557762499



		0		0		0		0

		1.9583333333		2		2.0416666667		1.9583333333

		8.9583333333		9		9.0416666667		8.9583333333

		25.3125		25.3541666667		25.3958333333		25.3125



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型2日後ｱｸｱ1週

0

0

0

0

-28.86002886

-35.6506238859

-39.6825396825

-39.2581274934

6.3661828368

6.5783889313

8.2760376878

6.7905950259

-26.950174009

-33.7407690349

-39.470333588

-46.0487225193



		0		0		0		0

		0.25		0.25		0.25		0.25

		7.0416666667		7.0416666667		7.0416666667		7.0416666667

		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

5日脱型当日ｱｸｱ1週

0

0

0

0

-5.0929462694

-4.8807401749

-5.0929462694

-4.6685340803

11.2469230116

11.8835412953

12.9445717681

11.2469230116

-28.86002886

-36.9238604533

-43.29004329

-48.595195654



		0		0		0		0

		1		1		1		1

		8.0208333333		8.0208333333		8.0208333333		8.0208333333

		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

5日脱型翌日ｱｸｱ1週

0

0

0

0

-7.8516254987

-11.0347169171

-10.1858925388

-8.0638315932

9.9736864443

10.1858925388

10.8225108225

11.0347169171

-23.9792886852

-31.6187080893

-38.6215092097

-43.29004329



		0		0		0		0

		2		2		2		2

		9.0625		9.0625		9.0625		9.0625

		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

5日脱型2日後ｱｸｱ1週

0

0

0

0

-15.9154570919

-20.1595789831

-22.7060521178

-24.4037008743

7.6394194041

8.7004498769

9.5492742552

8.2760376878

-27.3745861981

-33.1041507512

-39.8947457771

-44.1388676683



		0.6666666667		0		0		0

		0.2777777778		0.25		0.25		0.25

		7.0902777778		7.0763888889		7.0902777778		7.0486111111

		14.0208333333		14.0347222222		14.0486111111		14.0069444444

		25.3333333333		25.3472222222		25.3611111111		25.3194444444



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型当日ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-5.0929462694

-4.4563279857

-4.8807401749

-6.7905950259

13.1567778627

12.0957473899

11.8835412953

9.7614803497

15.2788388083

14.6422205246

14.2178083355

11.8835412953

-16.5520753756

-24.8281130634

-30.9820898056

-37.5604787369



		0		0		0		0

		0.9375		0.9791666667		1.0208333333		0.9375

		7.9166666667		7.9583333333		8		7.9166666667

		14.9583333333		15		15.0416666667		14.9583333333

		25.2708333333		25.3125		25.3541666667		25.2708333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型翌日ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-12.520159579

-21.4328155505

-21.645021645

-21.2206094559

10.3980986334

9.124862066

10.1858925388

7.8516254987

12.3079534844

10.3980986334

12.0957473899

9.7614803497

-16.9764875647

-24.4037008743

-29.0722349546

-36.7116543587



		0		0		0		0

		1.9583333333		2		2.0416666667		1.9583333333

		8.9583333333		9		9		8.9583333333

		16		16.0416666667		16.0833333333		16

		25.2708333333		25.3125		25.3541666667		25.2708333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型2日後ｱｸｱ2週

0

0

0

0

-29.9210593328

-37.1360665478

-40.5313640608

-39.6825396825

6.3661828368

5.7295645531

8.4882437824

5.7295645531

8.7004498769

7.8516254987

10.3980986334

7.6394194041

-18.0375180375

-25.2525252525

-28.4356166709

-35.8628299805



		0		0		0		0

		0.9375		0.9791666667		1.0208333333		0.9375

		7.9166666667		7.9583333333		8		7.9166666667

		25.3125		25.3541666667		25.3958333333		25.3125



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

3日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-16.7642814702

-23.5548764961

-22.4938460233

-27.7989983872

-17.4008997538

-23.9792886852

-23.1304643069

-29.4966471437

-36.2872421696

-44.9876920465

-49.0196078431

-56.2346150581



		0		0		0		0

		1		1		1		1

		8.0416666667		8.0416666667		8.0416666667		8.0416666667

		23.3541666667		23.3541666667		23.3541666667		23.3541666667



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

5日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-10.3980986334

-6.7905950259

-7.0028011204

-6.7905950259

-10.3980986334

-7.4272133096

-8.4882437824

-8.7004498769

-30.1332654274

-35.0140056022

-40.3191579662

-44.775485952



		0		0		0		0

		0.9375		0.9375		0.9375		0.9375

		7.9375		7.9375		7.9375		7.9375

		21.3333333333		21.3333333333		21.3333333333		21.3333333333



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

７日脱型翌日封緘1週

0

0

0

0

-11.6713352007

-12.9445717681

-14.8544266191

-14.43001443

-12.520159579

-13.7933961463

-15.7032509974

-15.4910449028

-28.86002886

-34.165181224

-39.6825396825

-43.0778371955



		0		0		0		0

		0.25		0.25		0.25		0.25

		6.9583333333		6.9583333333		6.9583333333		6.9583333333

		21.3125		21.3125		21.3125		21.3125



W/C=45％

W/C=50％

W/C=55％

W/C=60％

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

７日脱型当日封緘1週

0

0

0

0

-4.6685340803

-4.6685340803

-4.6685340803

-4.8807401749

-5.0929462694

-5.0929462694

-4.8807401749

-5.305152364

-25.4647313471

-31.4065019947

-37.1360665478

-40.9557762499



		0		0		0		0

		0		0.9791666667		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9583333333		8.0208333333		7.9583333333

				25.3541666667		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝５０％

0

0

0

0

0

-23.3426704015

-11.0347169171

-8.0638315932

12.9445717681

15.0666327137

15.9154570919

16.9764875647

16.9764875647

9.3370681606

10.1858925388

11.0347169171

-35.2262116968

-31.6187080893

-31.6187080893



		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0208333333		7.9583333333

				25.3125		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-19.5229606994

-7.8516254987

-7.215007215

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

9.5492742552

9.9736864443

9.124862066

-26.950174009

-23.9792886852

-24.4037008743



		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0208333333		7.9583333333

				25.3125		23.4166666667		21.3541666667



標準水中養生

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

7日脱型翌日ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-17.1886936593

-8.0638315932

-15.9154570919

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

8.9126559715

11.0347169171

9.5492742552

-47.3219590867

-43.29004329

-43.0778371955



		0		0		0		0		0

		0		1.0208333333		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		8		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3958333333		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝５０％

0

0

0

0

0

0

-22.4938460233

-7.0028011204

-14.8544266191

-4.6685340803

12.520159579

15.0666327137

15.7032509974

16.9764875647

16.9764875647

-23.1304643069

-8.4882437824

-15.7032509974

-4.8807401749

-49.0196078431

-40.3191579662

-39.6825396825

-37.1360665478



		0		0		0		0

		0		0.24		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0625		7.9166666667		8.9583333333

				25.375		25.3125		25.3125



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-19.5229606994

-28.86002886

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

12.520159579

9.5492742552

6.3661828368

-28.0112044818

-26.950174009

-26.950174009



		0		0		0		0

		0		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-5.0929462694

-7.8516254987

-15.9154570919

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

11.2469230116

9.9736864443

7.6394194041

-28.86002886

-23.9792886852

-27.3745861981



		0		0.6666666667		0		0

		0		0.2777777778		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667		7.0902777778		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		14.0208333333		14.9583333333		16

				25.3333333333		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

-5.0929462694

-12.520159579

-29.9210593328

14.2178083355

13.1567778627

10.3980986334

6.3661828368

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

15.2788388083

12.3079534844

8.7004498769

-16.5520753756

-16.9764875647

-18.0375180375



		0		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3125		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝４５％

0

0

0

0

0

0

-16.7642814702

-10.3980986334

-11.6713352007

-4.6685340803

14.2178083355

16.7642814702

17.4008997538

18.6741363212

18.6741363212

-17.4008997538

-10.3980986334

-12.520159579

-5.0929462694

-36.2872421696

-30.1332654274

-28.86002886

-25.4647313471



		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333

				25.3611111111		25.3125		25.3125



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ1W

3日脱型翌日ｱｸｱ1W

3日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-5.7295645531

-17.1886936593

-39.2581274934

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

9.9736864443

8.9126559715

6.7905950259

-50.5050505051

-47.3219590867

-46.0487225193



		0		0		0		0

		0		0.25		1		2

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.0416666667		8.0208333333		9.0625

				23.4166666667		23.4166666667		23.4166666667



標準水中養生

5日脱型当日ｱｸｱ1W

5日脱型翌日ｱｸｱ1W

5日脱型2日後ｱｸｱ1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-4.6685340803

-8.0638315932

-24.4037008743

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

11.2469230116

11.0347169171

8.2760376878

-48.595195654

-43.29004329

-44.1388676683



		0		0		0		0

		0		0.25		0.9375		1.9583333333

		8.0416666667		7.0486111111		7.9166666667		8.9583333333

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		14.0069444444		14.9583333333		16

				25.3194444444		25.2708333333		25.2708333333



標準水中養生

3日脱型当日ｱｸｱ2W

3日脱型翌日ｱｸｱ2W

3日脱型2日後ｱｸｱ2W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

-6.7905950259

-21.2206094559

-39.6825396825

12.0957473899

9.7614803497

7.8516254987

5.7295645531

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

11.8835412953

9.7614803497

7.6394194041

-37.5604787369

-36.7116543587

-35.8628299805



		0		0		0		0		0

		0		0.9375		1		0.9375		0.25

		8.0416666667

		15.0208333333

		21.9791666667

		29.2916666667

		29.2916666667		7.9166666667		8.0416666667		7.9375		6.9583333333

				25.3125		23.3541666667		21.3333333333		21.3125



標準水中養生

3日脱型翌日封緘1W

5日脱型翌日封緘1W

7日脱型翌日封緘1W

7日脱型当日封緘1W

脱型後の材齢（日）

質量変化量（kg/m3)

高炉セメントW/C＝６０％

0

0

0

0

0

0

-27.7989983872

-6.7905950259

-14.43001443

-4.8807401749

12.0957473899

14.43001443

15.0666327137

16.339869281

16.339869281

-29.4966471437

-8.7004498769

-15.4910449028

-5.305152364

-56.2346150581

-44.775485952

-43.0778371955

-40.9557762499



		



T1:水中4W

T2:封緘4W

T3:当日AC1W

T4:気中1DAC1W

T5:気中3DAC1W

T6:気中7DAC1W

T7:気中14DAC1W

T8:気中14DAC2W

T9:気中21DAC1W

T10:気中4W

養生方法

圧縮強度(N/mm2)



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

S3:当日AC1週

S4:気中1日 AC1週

S5:気中4週

養生方法

圧縮強度(N/mm2)



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

圧縮強度(N/mm2)



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

圧縮強度(％)



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

質量(ton/m3）



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

質量百分率（％）



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

S3:当日AC1週

S4:気中1日 AC1週

S5:気中4週

養生方法

圧縮強度比(％)

箱崎強度比比較



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

S3:当日AC1週

S4:気中1日 AC1週

養生方法

圧縮強度比(％)



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

S3:当日AC1週

S4:気中1日 AC1週

S5:気中4週

養生方法

圧縮強度(N/mm2)

箱崎強度比較



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

圧縮強度(N/mm2)

箱崎強度比較



		



S1:水中4週

S2:封かん4週

水中4W水中1D

水中4W気中1D

水中4W水中3D

水中4W気中3D

水中4W水中7D

水中4W気中7D

養生方法

圧縮強度比(％)

箱崎強度比較



		



T1:水中4W

T2:封緘4W

T3:当日AC1W

T4:気中1DAC1W

T5:気中3DAC1W

T6:気中7DAC1W

T7:気中14DAC1W

T8:気中14DAC2W

T9:気中21DAC1W

T10:気中4W

養生方法

圧縮強度(N/mm2)

箱崎強度比較



		



T1:水中4W

T2:封緘4W

T3:当日AC1W

T4:気中1DAC1W

T5:気中3DAC1W

T6:気中7DAC1W

T7:気中14DAC1W

T8:気中14DAC2W

T9:気中21DAC1W

T10:気中4W

養生方法

圧縮強度比(％)



		



9%

9%

1%

S1:水中4週

S2:封かん4週

S3:当日AC1週

S4:気中1日 AC1週

S5:気中4週

養生方法

圧縮強度比(％)




Graph6

		T1:水中4W		T1:水中4W		T1:水中4W		T1:水中4W		T1:水中4W



S1:水中4週

S2:封かん4週

S3:当日AC1週

S4:気中1日 AC1週

S5:気中4週

養生方法

中性化深さ(mm)

14.8

16

16.6

17.9

26.6



中性化

		

				中性化評価 チュウセイカヒョウカ																						γcd＝		1.15								中性化速度係数　αd＝ チュウセイカソクドケイスウ		0		cm2/年 ネン

				　				　

				配合
養生種別 ハイゴウヨウジョウシュベツ		促進期間 ソクシンキカン		計測位置 ケイソクイチ										MAX		平均 ヘイキン		26W						50						中性化深さの設計値 チュウセイカフカセッケイチ

								①		②		③		④		⑤		(mm)		(mm)		182		(mm/√年)				年後の促進中性化深さ ネンゴソクシンチュウセイカフカ						yd＝γcd・αd√t

				T1:水中4W		26W		22.5		24.0		26.0		21.0		19.5		26.0		22.6				27.8				17.5

				T2:封緘4W				24.5		27.0		25.0		26.5		25.5		27.0		25.7				31.6				19.9

				T3:当日AC1W				25.5		26.0		26.5		25.0		24.0		26.5		25.4				31.3				19.7										（バラツキ：一般に1.15、高流動コン1.1） イッパンコウリュウドウ

				T4:気中1DAC1W				26.0		26.0		26.0		25.5		27.5		27.5		26.2				32.3				20.3

				T5:気中3DAC1W				31.5		27.5		28.5		28.0		30.0		31.5		29.1				35.8				22.5								ｔ＝		100		年 ネン

				T6:気中7DAC1W				28.5		27.0		27.5		29.0		29.0		29.0		28.2				34.7				21.9

				T7:気中14DAC1W				29.0		29.5		30.0		29.5		30.5		30.5		29.7				36.6				23.0								yd＝		0		mm

				T8:気中14DAC2W				26.5		27.5		25.0		26.0		28.0		28.0		26.6				32.8				20.6

				T9:気中21DAC1W				30.0		29.0		29.0		29.0		29.5		30.0		29.3				36.1				22.7

				T10:気中4W				56.0		55.0		54.0		55.0		57.0		57.0		55.4				68.2				42.9						促進中性化速度係数 ソクシンチュウセイカソクドケイスウ

				S1:水中4週 スイチュウシュウ				15.0		15.5		14.5		15.5		13.5		15.5		14.8				18.2				11.5

				S2:封かん4週 フウシュウ				15.0		16.5		16.0		15.5		17.0		17.0		16.0				19.7				12.4

				S3:当日AC1週 トウジツシュウ				16.5		15.5		15.0		17.5		18.5		18.5		16.6				20.4				12.9

				S4:気中1日 AC1週 キチュウニチシュウ				19.5		19.5		19.0		16.5		15.0		19.5		17.9				22.0				13.9

				S5:気中4週 キチュウシュウ				27.0		26.5		26.0		26.0		27.5		27.5		26.6				32.8				20.6

																																								ケースNo.				T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		T10				ケースNo.				S1		S2		S3		S4		S5

																																								促進中性化深さ
（mm） ソクシンチュウセイカフカ				23		26		25		26		29		28		30		27		29		55				促進中性化深さ
（mm） ソクシンチュウセイカフカ				15		16		17		18		27

																																								促進中性化速度係数
(mm/√年） ソクシンチュウセイカソクドケイスウネン				28		32		31		32		36		35		37		33		36		68				促進中性化速度係数
(mm/√年） ソクシンチュウセイカソクドケイスウネン				18		20		20		22		33

																																								50年後の中性化深さ*1
（mm） ネンゴチュウセイカフカ				18		20		20		20		23		22		23		21		23		43				50年後の中性化深さ*1
（mm） ネンゴチュウセイカフカ				12		12		13		14		21

																																										*1：促進試験のCO2濃度5％は0.03%の167倍の期間に相当とする5) ソウトウ																										*1：促進試験のCO2濃度5％は0.03%の167倍の

																																																																				期間に相当4)
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T1:水中4W

T2:封緘4W

T3:当日AC1W

T4:気中1DAC1W

T5:気中3DAC1W

T6:気中7DAC1W

T7:気中14DAC1W

T8:気中14DAC2W

T9:気中21DAC1W

T10:気中4W

養生方法

中性化深さ(mm)
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S1:水中4週

S2:封かん4週

S3:当日AC1週

S4:気中1日 AC1週

S5:気中4週

養生方法

中性化深さ(mm)





◆実構造物のひずみ測定に適した測定方法

AC News No.14 長尺長さ変化測定器によるひずみ測定

◆試験の内容

◆試験から分かること

実構造物にアクアカーテンを適用する目的の１つとして、収縮ひび割れの抑制効果を挙げています。
この効果を検証するためには、部材の収縮ひずみを高精度で測定することにより、定量的に評価でき
ることが必要となります。そこで現場での測定、長期の測定期間、標点間の距離を十分長くできること
を前提に機械的な測定方法を提案することとしました 。

そこで、実構造物でのひずみ測定に先立ち、10cmの正方形断面の供試体に対して、ダイヤルゲージ
法（JIS A 1129-3、図-1）、コンタクトゲージ法（JIS A 1129-2、図-2） 、長尺長さ変化測定器（図-
3）による比較計測を実施し、長尺長さ変化測定器の精度の確認を行うとともに、示方書に準拠した
封かん養生と1週間のアクアカーテン（ＡＣ）の養生効果を比較しました。

◆試験結果

給水口

給水養生シート

シート展張台車

展張用バルーン

吸引口
集水管

長尺長さ変化測定器は、図-3
に示すように長さ450～600mmの
2本の定尺プレートと中央部の変
位測定部からなります。

Pコン撤去後のセパレータのネジ
を利用して、2本の定尺プレートの
一端をそれぞれボルト固定し、中
央には定尺プレートのブレを防止
するガイドを設置します。
定尺プレート間の変位を測定す

ることによってコンクリートの長さ変
化を測定します。この際定尺プ
レートの温度変化による変位を補
正します。

表-2 供試体の養生方法

図-4～6にセメントの種類および養生方法ごとに得られたひずみを示します。長尺長さ変化測定器で測
定したひずみの増加速度は、他の二つのJIS法と同程度となっています。したがって、実構造物の長さ変化
を測定するために検討した長尺長さ変化測定器は、十分な測定精度を有していると考えられます。ただし、
ひずみの大きさは“コンタクトゲージ法”＞“ ダイヤルゲージ法” ＞ “長尺長さ変化測定器”の順となっていま
す。 この理由として、コンタクトゲージ法は、供試体の収縮が最も大きい表面での測定であり、ダイヤルゲー
ジ法は、中心軸の長さ変化であることから10cm×10cmの正方形断面の平均ひずみ（表面からの深さ
1.5cm）での測定、長尺長さ変化測定器は、Pコン長さの2.5cm深さでの平均ひずみの測定と考えると、先
の順位は説明できます。
また、収縮ひずみを養生方法ごとに比較して示した図-6によると、アクアカーテンの場合の収縮ひずみは示

方書養生より遅れる傾向があり、ひずみの増加速度を抑制できています．収縮応力の載荷期間の延長に
伴うひび割れ発生限界ひずみの増大を考慮すると、ひび割れ抑制効果があると考えられます。

表-1 コンクリートの配合条件と供試体寸法

図-6 長尺長さ変化測定器による養生効果の比較

供
試
体
中
心
軸
の

長
さ
変
化
を
測
定

供試体の表面の長さ変化を測定

(1) 固定部 (2) 変位測定部 (3) 測定状況

全景写真

固定部 変位測定部 定尺プレート

Pコン跡
(深さ25mm)

平面図

セメント 配合 測定方法 供試体

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ ｽﾗﾝﾌﾟ12cm ダイヤルゲージ法
標準型枠

（10x10x40cm）

高炉セメントB種 W/C=55% 長尺ひずみ測定器 長尺型枠
（10x10x120cm）コンタクトゲージ法

ｹｰｽ
セメント

養 生

No. 種別 条 件

① 普通
示方書*1 材齢5日脱型→気中養生

② 高炉B種 材齢7日脱型→気中養生

③ 普通
AC*2 材齢3日脱型→1週間AC→気中養生

④ 高炉B種 材齢4日脱型→1週間AC→気中養生

*1 示方書：コンクリート標準示方書中の湿潤養生の標準に準拠した養生
*2 AC：アクアカーテンによる養生

図-3 長尺長さ変化測定器

図-1 ﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰ
ｼﾞ法

図-2 ｺﾝﾀｸﾄｹﾞｰｼﾞ法

変位測定には1/1000mm読みのマイクロメータを使用します。
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高炉B種　示方書養生

高炉B種　アクアカーテン

脱型後115日で20μの
ひずみ低減効果

高炉セメントB種
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普通　示方書養生

普通　アクアカーテン

脱型後115日で16μの
ひずみ低減効果

脱型後50日でひずみ低減
効果最大60μ程度

普通セメント

ひずみ増加速度
の抑制

膨張

収縮

図-5 普通セメントを用いた供試体をアクア
カーテン養生した場合の測定結果

図-4 普通セメントを用いた供試体を示方書
養生した場合の測定結果
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コンタクトゲージ法
ダイヤルゲージ法
長尺長さ変化測定器

3種類の長さ変化測定方法を用いた比較測定の結果、次のことが分かりました。
①標点間隔を1、000mm前後とした長尺長さ変化測定器の精度は他の二つのJIS法と同程度である。
②長尺長さ変化測定器は実構造部の長さ変化の測定に適している。
③所定期間封かん養生を行うよりもアクアカーテンを1週間実施することによって長さ変化量を若干抑制できる。



アクアカーテンは土木工学という幅広い分野の
学識経験者やコンクリート工学の専門分野の研究
者･技術者から高い技術として評価されました。

土木学会技術開発賞選考委員会規則によると、技術開発賞は、計
画、設計、施工、または維持管理等において、創意工夫に富むと認めら
れる技術（情報技術、マネジメント技術を含む）を開発し、土木技術の発
展を通じて、社会に貢献したと認められる者に授与するとあります。

◆ 平成23年度土木学会賞（技術開発賞）を受賞

AC News   No.15 アクアカーテン が学会賞をダブル受賞

◆ 2012年コンクリート工学会賞（技術賞）を受賞

日本コンクリート工学会賞表彰規定では、技術賞の対象として、技術賞
は、本学会発行の刊行物に発表された工事記録、テクニカルレポート、報
告の技術的成果で、コンクリートに関する技術の進歩発展に顕著な貢献を
なしたと認められるものを対象とするとあります。

アクアカーテンに関しては、アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp でも
詳しい情報を提供しています。

本技術は表層コンクリートの品質に大きく影響する養生過程におい
て、型枠を取りはずした鉛直面やアーチ面に養生水膜を形成するとい
う独創的な発想の基に開発され、従来の方法では十分な湿潤養生
ができなかった箇所にも水中養生に匹敵する湿潤養生を可能とするこ
とに成功した。これによって、コンクリートの密実性が向上し、中性化の
抑制、凍結融解抵抗性の向上など鉄筋コンクリートの耐久性に関わ
る物質移動抵抗性が高まることを確認した。
丈夫で美しく長持ちするコンクリート構造物の建設を可能とすること

によって、社会に貢献できることが受賞理由とされました。

本技術は新規性が高く、水膜形成の実用化に際して優れたアイデアを駆
使した独創的な創意工夫がなされており、また、この技術によってコンクリート
の表層品質が向上することを実験的に確認していることなどが主な受賞理由
となっています。

http://www.aqua-curtain.jp/


アクアカーテンを用いた給水養生が鉄筋コンクリート構造物
の養生方法の多様化に貢献します．

◆ 2007年制定のコンクリート標準示方書が，湿潤養生(給水）の重要性を強調する内容に改訂されました。

AC News  No.16 土木学会コンクリート標準示方書が改訂

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp で
詳しい情報を提供しています．

養生の基本

湿潤に保つ

温度を制御する

有害な作用に対し保護する

水中

湛水

散水

湿布(養生マット，むしろ）

湿砂

膜養生

マスコンクリート

促進養生
暑中コンクリート
寒中コンクリート

油脂系(溶剤型，乳剤型）

樹脂系(溶剤型，乳剤型）

湛水，パイプクーリング等
断熱，給熱，蒸気，電熱等
散水，日覆い等
蒸気，給熱

2007年制定 解説 図8.1.1.1 養生の基本

湿潤養生：打込み後一定期間コンクリートを湿潤状態に保つ養生．

【解 説】湿潤養生について セメントの水和に必要な水を，打ち込んだ
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．乾燥収縮による初期ひび割れを防ぐためにも効果がある．
（変更なし）

2007年制定 1.2用語の定義

2012年制定 8.1 総則

【解 説】養生は，その目的に応じて「湿潤状態に保つこと」，「温度を
制御すること」および「有害な作用に対して保護すること」の3項目に分類
される．それぞれの具体的な養生方法をまとめたものが，解説表8.1.1であ
る.・・・省略・・・また，耐久性を左右するコンクリート表層の品質やひび
割れ抵抗性は養生の影響を受けやすいため，最近では給水養生や水分の逸散
を抑制する養生等の新たな手法が開発され，実際の構造物に適用された事例
がある.

・・・このため，施工者は，養生に関する十分な知識および経験を有す
る技術者を配置して事前に発注者と協議して，構造物の重要度，施工の効
率性や経済性を考慮して，養生方法を決定することが望ましい.

目 的 対 象 対 策 具体的な手段

湿潤状態
に保つ

コンクリート
全般

給水 湛水，散水，湿布，養生マット等

水分逸散抑制 せき板存置，シート・フィルム被覆，膜養生剤等

2012年制定 解説 表8.1.1 養生の基本

2012年制定 8.2 湿潤養生

（３）打込み後のコンクリートは，一定期間は十分な湿潤状態に保たなければ
ならない.

（４）養生方法の選定に当たっては，その効果を確かめ，適切に湿潤養生期間
を定めなければならない．ただし，通常のコンクリート工事におけるコンク
リートの湿潤養生期間は，表8.2.1を標準とする.

表8.2.1 湿潤養生期間の標準

【解 説】（３）について コンクリートのせき板に接する面を若材齢から給水養
生するためには，早期にせき板を取り外す必要がある. ・・・したがって，コンク
リートの強度がある程度発現し，かつ温度が降下するまではせき板を存置し，そ
の後，せき板を取り外して給水養生することが望ましい.

（４）について ・・・表中の数値は,十分な給水養生を行った場合を対象と
し，・・・ただし，コンクリートの品質の向上が期待できる場合には，湿潤養生
期間を長くすることが望ましい.

日平均気温 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 混合ｾﾒﾝﾄＢ種 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

15℃以上 5日 7日 3日

10℃以上 7日 9日 4日

5℃以上 9日 12日 5日

表8.1.1養生の基本のとおり、湿潤養生が『湿潤に保つ』から
『給水』と『水分逸散抑制』に区分されました．

http://www.aqua-curtain.jp/


アクアカーテンを用いて鉄筋コンクリート構造物の長寿命
化を図り、これによってライフサイクルに渡る環境負荷量、
コストの低減をめざします。

◆ 国内外の4学会共催のコンクリートサスティナビリティに関する国際会議で表彰されました。

AC News  No.17 国際会議でアクアカーテンが表彰される

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページ
http://www.aqua-curtain.jp で詳しい情報を提供しています．

主催は、世界の主要な学会である日本コンクリート工学会および共催
は、国際構造コンクリート連合（ｆｉb）、アメリカコンクリート学会（ACI）、国
際材料構造試験研究機関・専門家連合（RILEM）の4団体です。

サステナビリティは、人類にとって21世紀最大の課題であり、すべての産
業が持続可能な活動を行う必要があります。資源やエネルギーを大量に
消費するコンクリート産業も例外ではありません。そこで、コンクリート分野
におけるサステナビリティーを推進することを目的に第１回国際会議
(First International Conference on Concrete Sustainability)が開催さ
れました。

会議には、世界35カ国から220名が参加し、171編の一般論文が投稿
されました。この中から、27編が優秀賞に、さらに3編が表彰論文となりま
した。アクアカーテンはこの3編の一つに選ばれました。まさに画期的なでき
ごとです。

論文のタイトルは、「新しく開発した給水養生工法アクアカーテンを適
用したコンクリートの耐久性の向上効果と適用」（Effects of Improving 
Durability of Concrete by Aqua Curtain Curing and its Application-
Development of the New Wet Curing Method-）です。

都内で開催された会場での発表の様子

堺委員長からBest Technical Applicationを受賞 Best Technical Applicationの楯

会議の目的

開催者

受賞の経緯

論文のタイトル

http://www.aqua-curtain.jp/


コンクリートの養生にする地道な取り組みが学位取得と
いう大きな成果に結びつきました。

◆ コンクリートの品質向上のための新しい浸水養生工法の開発とトンネル覆工への適用

AC News  No.18 アクアカーテンで学位取得

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページ
http://www.aqua-curtain.jp で詳しい情報を提供しています．

古川幸則さんが母校九州大学から表記論文にて博士（工学）を取得
しました。

施工技術や各種基準類の変遷を研究した。その結果、製造・運搬・
打込み・締固めに対する機械化は進展しているが、養生技術はなおざり
となっていることが分かった。また、最近の養生方法の紹介および養生の
分類を行い、養生方法を給水と水分逸散を抑制する対策に区分した。

・覆工コンクリートでは、型枠取り外し後の養生が十分でなく、

コンクリートが本来有する性能を発揮できない状況であった。

・本研究で開発したアクアカーテン養生システムにより、強度発現や物質

移動抵抗性の面で品質を向上させることができる。

・施工実績も急激に増加しており、本工法の実用性も広く認められた。

１章 緒 論

2章 コンクリート養生の変遷および定義

3章 コンクリート養生における既往研究

４章 覆工コンクリートの役割と施工方法および養生方法

５章 浸水養生の定義とアクアカーテン養生システムの開発

６章 覆工コンクリートにおける浸水養生効果の検討

７章 アクアカーテンの覆工コンクリートへの適用

８章 結 論

トンネル覆工の品質の現状とコンクリート構造物に対する耐久性能の
現状を鑑み、養生の重要性が再認識されている。本研究では、壁面や
トンネル覆工に給水養生が可能な養生技術を開発した。

表層コンクリートの性能を確保する上で、水分逸散防止よりも給水養
生の方が品質向上効果が高いことが分かった。

覆工は薄肉構造となっているが、覆工コンクリートは坑内養生環境の
悪化、打込み翌日の脱型という厳しい条件にさらされている。

養生シートとコンクリート表面の空気を吸引、減圧することでコンクリート
面に密着させた養生シート内面に給水する養生システムを開発した。

トンネル掘削に影響せず、固定冶具や大規模な支持架台が不要な覆工
コンクリート用のアクアカーテンの施工方法を確立させた。これにより、確実で
かつ再現性の高い浸水養生を覆工コンクリートに適用できるようになった。

大型試験体を用いた実験より、アクアカーテンは水中養生に匹敵する
養生効果が得られ、表層コンクリートの緻密化が図れることが分かった。

http://www.aqua-curtain.jp/


初期の給水養生が如何に大切かがよく分かります。

◆ 壁コンクリートに対してアクアカーテンを適用した面としない面の吸水量を比較しました。

AC News  No.19 アクアカーテンの吸水量試験結果と考察

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp で
詳しい情報を提供しています．

当社の施設に対して、コンクリートを打ち込んだ後、1週間で型枠を取り外し、その後、半面には
アクアカーテンを1週間、半面は無養生としました。

アクアカーテンを実施した面の吸水量は、無養生の面の吸水量と比
較して、普通セメントを用いた場合には1/4となっています。
セメントの種類が変わってもアクアカーテンの効果がみとめられ、吸水

量は低減しています。

ｱｸｱｶｰﾃﾝ ｱｸｱｶｰﾃﾝ

普通ｾﾒﾝﾄ LHCｾﾒﾝﾄ*

アクアカーテン終了後、壁面に散水したところ、アクアカーテンを実施した面は水が染みにくく白っぽい
ままですが、無養生の面は吸水して黒っぽく変色しています。

そこで、コンクリート表面か
らの吸水量を1週間測定し、
比較しました。

ｱｸｱｶｰﾃﾝ ｱｸｱｶｰﾃﾝ無養生

無養生

無養生

無養生

＊LHCセメントとは、コンクリート
製造時の二酸化炭素排出量
が少なく、ひび割れ抵抗性が高
いセメントです。

吸水量の比較

吸水量試験において吸水量が少なくなると、コンクリートが緻密化し、
・中性化速度が遅くなる
・塩化物イオンの浸透速度が遅くなる
・凍結融解抵抗性が高くなる
・酸やアルカリによる化学的浸食抵抗性が向上する
など鉄筋コンクリート構造物の耐久性の向上を期待できます。
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湿潤養生の目的に応じてアクアシートとアクアカーテン姉妹
を使い分けてください。

◆ 水平面の給水、鉛直面や傾斜面の水分逸散抑制を目的とした養生シートが誕生しました。

AC News  No.20 アクアシート アクアカーテンの妹が誕生

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp で
詳しい情報を提供しています．

土木学会コンクリート標準示方書 2012年制定 8.1 総則

表8.1.1養生の基本のとおり、湿潤養生が『湿潤に保つ』から『給水』と『水分逸散抑制』に区分されました．

目 的 対 象 対 策 具体的な手段 水平面 鉛直面

湿潤状態
に保つ

コンクリート
全般

給水 湛水，散水，湿布，養生マット等 アクアシート アクアカーテン

水分逸散抑制 せき板存置，シート・フィルム被覆，膜養生剤等 アクアシート アクアシート

解説 表8.1.1 養生の基本

2012年制定 8.2 湿潤養生

（３）打込み後のコンクリートは，一定期間は十分な湿潤状態に保たなければ
ならない.

（４）養生方法の選定に当たっては，その効果を確かめ，適切に湿潤養生期間
を定めなければならない．ただし，通常のコンクリート工事におけるコンク
リートの湿潤養生期間は，表8.2.1を標準とする.

表8.2.1 湿潤養生期間の標準

【解 説】（４）について ・・・表中の数値は,十分な給水養生を行った場合を
対象とし，・・・ただし，コンクリートの品質の向上が期待できる場合には，湿
潤養生期間を長くすることが望ましい.

日平均気温 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 混合ｾﾒﾝﾄＢ種 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

15℃以上 5日 7日 3日

10℃以上 7日 9日 4日

5℃以上 9日 12日 5日

水平面の給水養生は 従来から可能でしたが、湛水はダムで、散水だけ
では乾燥状態が避けられず、厚手の養生マットに散水する方法は、重量が
重くて扱いが大変でした。
⇒実際には、給水養生は理想であってキッチリ行うのは難しい。

アクアシートの特徴
軽量性：吸水状態でも80g/m2ですから100m2のアクアシートでも8kgです。
吸水性：親水性の不織布を使っています。30g/m2の水を吸水します。
保水性：不織布の片面に不透水性のフィルムをラミネートしています。
通水性：アクアシートには微細な孔が開いています。写真のようにアクアシートの上から

散水してもコンクリートに給水できます。
安全性：アクアシートの周りをバタ角材や写真のように水を注入したフラットホース(内径

77mm）で押さえると風による飛散防止と内部 の乾燥防止が容易に図れます。

シートの大きさは、ロール
幅1.3mのシートを貼り合わ
せるので任意に選択でき
ます。

注意事項：
コンクリートの凝結が終

了してから作業開始。ブ
リーディング水がある時期
には使用しない。

http://www.aqua-curtain.jp/
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アクアカーテンは総合評価入札における有力な提案技術
としてだけではなく、工事受注後の技術提案においても有
効な技術として期待されます。

アクアカーテンは2010年8月、浄水場の建設工事に適用して以来、立
坑、トンネル、ＰＣタンク、橋脚、水路、シールド、橋台、ケーソンなど多種
の構造物の建設に用いられてきました。

3年を経過して適用面積が10万m2を突破いたしました。

◆ 2010年8月からの適用開始以来、3年を経過

AC News No.21 アクアカーテン 適用面積が１０万m2を突破

◆ 今後の適用予想

◆過去3年間での適用面積が10万m2、
◆現在施工中の適用面積も約10万m2

◆ 2014年8月までに適用を始める予定
面積が50万m2

今後急速に適用面積が増加していくも
のと考えています。

アクアカーテンに関しては、アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp でも
詳しい情報を提供しています。

アクアカーテンの主な歴史
2010/8：川崎市の浄水場建設工事で初めて適用
2010/12：建設技術展2010近畿において審査委員特別賞受賞
2011/2：大分県の国道トンネル2本で本格適用
2011/7：ホームページ開設。
2011/9：ＮＥＴＩＳ登録番号：HR-110011-A
2012/5：2012年日本コンクリート工学会賞（技術賞）受賞
2012/5：平成23年土木学会賞【技術開発賞】受賞
2012/12：Journal of Civil Engineering and Architectureに掲載.
2013/2：ＡＲＩＣ情報に登録：登録番号:1032
2013/5：東京土木施工管理技士会が開発者を優良技術者表彰
2013/5：First International Conference on Concrete Sustainability

(ICCS 13)において投稿論文が最優秀技術賞を受賞
2013/11：適用面積が10万m2を突破

適用構造物を明かり（一
般構造物）とトンネル覆工に
区分して,適用年ごとに整理
しました。
適用面積は、やはりトンネ

ル覆工が多いと言えます。
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区分した適用件数を見る
と現時点までは、明かり構
造物が多くなっています。
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適用予定件数を含めた構造物の区分と
件数は、トンネル覆工が半数以上、明か
り構造物では橋梁が多くなっています。
橋梁については、橋脚や橋台の下部工、

柱頭部、箱桁などの上部工と適用部位
が多様となっています。

トンネル 6

橋梁    10

水施設  3

ＰＣﾀﾝｸ　2

その他   2

全23件

トンネル 35

橋梁      16

水施設    5

ＰＣﾀﾝｸ    2

C-BOX  　2

その他     3

全64件
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特集では『薬』と『毒』と表現していますが、われわれは『赤ちゃんのミルク』と
『過度な飲酒』と表現しています。生まれたてのコンクリートには十分な養生
水を、供用時のコンクリートはなるべく乾燥状態としたいですね。

本特集巻頭「 の理解とその制御・活用に向けて」では、コンクリートにとって水は、製造、施工、維持管理の各場面できわめて重要な役割を演じている。
ある時は、コンクリートにとって「薬」として振る舞い、ある時には「毒」として振る舞う。

◆ 一般社団法人セメント協会発行 No.812 2014年10月号でコンクリートと が特集
されました

AC News No.22 セメント・コンクリートで特集／コンクリートと

◆
特
集
号
の
目
次

アクアカーテンに関しては、アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp でも
詳しい情報を提供しています。

の理解とその制御・活用に向けて
ＰＡＲＴ１ 設計・施工と
・コンクリート構造物の設計と
・コンクリートの施工と の関わり
・フレッシュコンクリートと
・養生と 分

ＰＡＲＴ２ 維持管理と
・建築物の維持管理と
・鉄道構造物への の影響と維持管理
・高速道路橋の維持管理と
・コンクリート構造物の補修と

ＰＡＲＴ３ の動き，そして活用
・コンクリート,セメントペースト中の の測定技術
・コンクリート中の液状 の動き
・コンクリートの表層品質評価における の活用
・劣化現象と

「薬」としての作用

５．まとめ 2)

コンクリートの水分に関する養生について、養生の本質的な意義と考え方、新しい養生方法などを整理してきた。
養生はセメントの水和と密接に関係しており、特にかぶりコンクリートの耐久性に大きな影響を与える。
コンクリートの種類が異なれば、要求性能を満足するための養生日数や養生方法は変化すると考えられる。
出展1) 岸 利治 上田 洋：水の理解とその制御・活用に向けて

2) 伊与田岳史 勝木 太：表層品質に及ぼす養生の効果と各種養生技術

新しい養生方法として、アクアカーテン(給水）が紹介されています。

「毒」としての作用

セメント

骨材
混和材
混和剤

コンクリート コンクリート構造物

乾燥収縮
クリープ

塩害抑制

練混ぜ 施工 維持管理
(解体・撤去）

凍害
床版の疲労

漏水

強度発現 施工性確保 強度発現
耐久性向上

中性化抑制
酸素透過抑制
ﾄﾞﾗｲｱｳﾄ防止 ひび割れ自己治癒

適切な養生

水

鋼材腐食
ＡＳＲ

化学的侵食強度低下・耐久性低下

セメントの水和 流動性確保

バリア機能

練混ぜ水量不適

骨材の表面水量不適

水分逸散 反応促進
水分浸透
水分滞留材料分離

（ブリーディング）

塩化物イオン
の洗い流し

洗浄機能 反応促進

図１ コンクリート構造物への水の作用の例 1)
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アクアカーテンは、これからも鉄筋コンクリート構造物の
長寿命化に向けて貢献していきたいと考えています

◆ 公益社団法人土木学会100周年記念出版
日本が世界に誇るコンクリート技術 にアクアカーテンが
選定されました

AC News No.23 日本が世界に誇るコンクリート技術にアクアカーテンを選定

アクアカーテンに関しては、アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp でも
詳しい情報を提供しています。

養生技術
表層コンクリートの品質を確保し長期耐久性を向上

３ 本技術を成立させた研究成果
（１） 湿潤養生

①浸水養生工法（緻密化技術）
型枠を取りはずしたコンクリートの鉛直面やアーチ面を給水養生シートで覆

い，給水養生シートの隙間に養生水を流下させることでコンクリート表面に
水膜を形成するもので，従来の方法では十分な湿潤養生ができなかった箇
所にも水中養生に匹敵する湿潤養生が可能となる工法である．図-3に設
備の構成を示す．給水タンク，給水ホース，給水養生シート，吸引口，循
環ポンプなどから構成される．2011年度土木学会賞(技術開発賞）および
2012年コンクリート工学会賞(技術賞）を受賞している．

CURING TECHNOLOGEIS
Ensuring Surface Concrete Quality and Long-Term Durability
３ Major Achievements in Curing Methods
(1) Moist Curing
① New wet curing method(to ensure concrete airtightness)
In this method, after formwork removal, vertical and inclined surfaces
are covered with bubble wrap sheet. Water is supplied and forced to flow
through the gap between the bubble wrap sheet and the concrete
surface. This method makes it possible to ensure perfect in-water wet
curing of concrete surfaces in particular positions that cannot be cured
properly by conventional methods. Figure 3 shows the setup for this
curing method ,which requires a water tank, a water supplying hose,
bubble wrap sheeting , a water suction port and a circulating pump. This
method has been awarded an Innovative Technique Award by the JSCE
and also a Technology Award by the Japan Concrete Institute in 2012.

まえがき
今年2014年は、土木学会創立100周年の記念すべき年にあたります．コンクリート委員会では,この創立100周年をお祝いして,記念出版物を刊行すること

といたしました．それが本書「日本が世界に誇るコンクリート技術（Japan’s Concrete Technology)です．～途中省略～
構造・設計20項目,材料・施工33項目,維持管理･環境マネジメント16項目および基準類8項目の合計77項目の世界に誇るコンクリート技術が,和文と

英文でコンパクトに紹介されています．
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Flow of
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図-3 浸水養生工法の設備
Fig.3 Setup of new wet curing method

写真-1 浸水養生工法の実施例
Photo-1 Application of  wet  curing for tunnel  lining

Water supply hose

Curing sheet
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アクアカーテンは総合評価入札における有力な技術提案
としてだけではなく、工事受注後の創意工夫（ＶＥ提案）に
おいても有効な技術として期待されます。

アクアカーテンは2010年8月、浄水場の建設工事に適用して以来、立
坑、トンネル、ＰＣタンク、橋脚、水路、シールド、橋台、ケーソン、水門な
ど多種の構造物の建設に用いられてきました。

4年を経過して適用済み面積が30万m2を突破いたしました。

◆ 2010年8月からの適用開始以来、4年を経過

AC News No.24 アクアカーテン 適用面積が３０万m2を突破

◆ 今後の適用予想

◆過去4年間での適用面積が30万m2

◆現在施工中の適用面積は約40万m2

◆2016年2月までに適用を始める予定面
積が70万m2

今後急速に適用面積が増加していくも
のと考えています。

アクアカーテンに関しては、アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp でも
詳しい情報を提供しています。

アクアカーテンの主な歴史
2010/8：川崎市の浄水場建設工事で初めて適用
2011/7：ホームページ開設。
2011/9：ＮＥＴＩＳ登録番号：HR-110011-A
2012/5：2012年日本コンクリート工学会賞（技術賞）受賞
2012/5：平成23年土木学会賞【技術開発賞】受賞
2012/12：Journal of Civil Engineering and Architectureに掲載.
2013/2：ＡＲＩＣ情報に登録：登録番号:1032
2013/5：First International Conference on Concrete Sustainability

(ICCS 13)において投稿論文が最優秀技術賞を受賞
2013/11：適用面積が10万m2を突破
2014/11：土木学会100周年記念出版日本が世界に誇るコンクリート技術

の中で養生技術の一つにアクアカーテンを選定
2015/6：適用面積が30万m2を突破

適用構造物を明かり（一
般構造物）とトンネル覆工に
区分して,適用年ごとに適用
面積を整理しました。
適用面積は、やはりトンネ

ル覆工が圧倒的に多いと言
えます。

適用件数は明かりとトンネ
ル覆工は拮抗しています。

適用予定件数を含めた構造物の区分と
件数は、トンネル覆工が２／３、明かり構
造物では橋梁が多くなっています。
橋梁については、橋脚や橋台の下部工、

柱頭部、箱桁などの上部工と適用部位
が多様となっています。

全46件

30万m2を突破
全104件

http://www.aqua-curtain.jp/


共通仕様書では、型枠を用いない露
出面を対象としていますが、土木学会
標準示方書では、型枠を取り外した面
にも給水養生が好ましいとしています。

◆ 国土交通省 土木工事共通仕様書平成27年版では、養生に関する記述がより具体
的になりました。

AC News No.25 国土交通省 土木工事共通仕様書 1-3-6-9 養生が改定

アクアシートに関しては、アクアカーテン普及会のホーム
ページhttp://www.aqua-curtain.jp AC News No.20で紹
介しています。

平成25年度版
第１編 共通編 第３章 無筋・鉄筋コンクリート
1-3-6-9 養生
１．一般事項

受注者はコンクリートの打込み後の一定期間を、硬化に必要な温度及び湿度条件を
保ち、有害な作用の影響を受けないように、養生しなければならない。

２．湿潤状態の保持
受注者は、コンクリートの露出面を養生マット、濡らした布等で、これを覆うか、

または散水、湛水を行い、少なくとも表1-3-3の期間、常に湿潤状態を保たなければ
ならない。

平成27年度版
第１編 共通編 第３章 無筋・鉄筋コンクリート
1-3-6-9 養生
１．一般事項

受注者はコンクリートの打込み後の一定期間を、硬化に必要な温度および湿潤状態
に保ち、有害な作用の影響を受けないように、養生しなければならない。

２．湿潤状態の保持
受注者は、コンクリートの表面を荒らさないで作業できる程度に硬化した後に、露

出面を一定期間、十分な湿潤状態に保たなければならない。養生方法の選定にあたっ
ては、その効果を確かめ、適切に湿潤養生期間を定めなければならない。ただし、通
常のコンクリート工事におけるコンクリートの湿潤養生期間は、表1-3-3を標準とす
る。

表１－３－３ コンクリートの標準養生期間
日平均気温 普通ポルトランドセメント 混合セメント 早強ポルトランドセメント

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

① 湿潤養生とは養生水がコンクリート表面を
覆っていること

② 養生開始はできるだけ早い時期に行う。

④ 部位ごとの養生方法、養生期間を施工計画
に明示し、その履行を確認する必要がある。

露出面の湿潤養生にはアクアカーテンの妹、
アクアシートをご利用ください

改定の要点

③ 効果が確かめられた養生方法を選定する。

http://www.aqua-curtain.jp/


アクアカーテンを用いた給水養生がコンクリート構造物の耐
久性の向上・長寿命化に貢献します．

◆ 第60回～第70回全国大会年次学術講演会で発表された論文のうち、コンクリートの養生に関する論文の
推移をまとめました。

AC News  No.26 土木学会年次学術講演会論文数の推移

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp で
詳しい情報を提供しています．

表題およびキーワードから一般的な材料および配合の場所打ちコンク
リートで、特に表層コンクリートの品質に関した養生方法に関する論文の
件数を算出しました。第Ⅴ部門、第Ⅵ部門ごとに算出しています。

給水、水分逸散抑制効果に関する研究：キーワード“養生”のみで検索．

表層品質の評価方法、ひび割れ抑制、寒中コンクリート対策は除きます。

塗布系材料による効果に関する研究：キーワード“含浸材”または

“養生剤”または“改質材”で検索。

検索方法

給水、水分逸散抑制養生による品質への影響に関する論文数

【解 説】（４）について ・・・表中の数値は,十分な給水養生を行った場合を
対象とし，・・・ただし，コンクリートの品質の向上が期待できる場合には，湿
潤養生期間を長くすることが望ましい.

日平均気温 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 混合ｾﾒﾝﾄＢ種 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

15℃以上 5日 7日 3日

10℃以上 7日 9日 4日

5℃以上 9日 12日 5日

『表層コンクリートの品質確保がコンクリート構造物
の耐久性向上に不可欠である』 との認識の高まり
に伴って発表件数が大幅に増加しています。

塗装系材料による品質への影響に関する論文数

2012年制定土木学会コンクリート標準示方書 表8.2.1 湿潤養生期間の標準

アクアカーテンによる給水の実施によって十分な給水養生を行いましょう。

http://www.aqua-curtain.jp/


開発から5年、ｺﾝｸﾘｰﾄの給水養生システムとして研
究や実施工を通じて皆様に育てていただきました。

◆ ２０１１年７月に設立したアクアカーテン普及会ホームページへのアクセス回数が
10,000回を突破しました。開発から5年経過した現在、過去を振り返りました。

AC News  No.27 アクアカーテン普及会ＨＰアクセス回数が10,000回を突破

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp で
詳しい情報を提供しています．

発表論文数
給水養生に関する研究成果や施工方法に関

する論文等を46編発表してきました。

これら中で、土木学会論文集E2に3編、日本
ｺﾝｸﾘｰﾄ工学年次論文集に2編、英文論文6編
など学術的な研究成果の発表や、コンクリー
ト工学やセメント・コンクリートなどの専門
誌への投稿が含まれています。

トンネル覆工コンクリートへの適用に関す
る報文を12編報告しています。

HP開設以来、約４年で10,000回もアクセスして頂きました。

年 月 主な出来事

2010.10 アクアカーテン開発完了

2010.12 建設技術展2010近畿に出展、審査委員特別賞

2011. 7 アクアカーテン普及会設立

2011. 7 アクアカーテン普及会ＨＰ開設

2011. 9 NETIS登録 HR-110011-A

2012. 6 2012年日本コンクリート工学会賞『技術賞』受賞

2012. 6 平成23年土木学会賞『技術開発賞』受賞

2012. 9 AC News No.10（ｱｸｱｶｰﾃﾝﾆｭｰｽ）発行

2012. 7 北海幹線用水路新昌建設、札幌開発建設部長（工事）表彰

2012.12 米国技術情報誌 Journal of Civil Engineering & Architecture に掲載

2013. 1 特許第5091167号「 ｺﾝｸﾘｰﾄの養生装置と養生方法」公告

2013. 2 農業農村整備民間技術情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ（ARIC）登録 登録番号:1032

2013. 3 AC News No.16 土木学会コンクリート標準示方書改定

2013. 5 第1回ｺﾝｸﾘｰﾄｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ国際会議 Best Technical Application 表彰

2013.11 AC News No.20 アクアカーテンの妹 アクアシート

2013.12 首都高速道路(株) 新技術の活用システムに掲載

2014.12 土木学会創立100周年記念出版「日本が世界に誇るｺﾝｸﾘｰﾄ技術」掲載

2015. 4 日本コンクリート工学会 Journal of Advanced Technology Vol13に掲載

2015. 5 AC News No.25 適用完了面積が30万m2を突破

2015. 5 AC News No.26  国土交通省 土木工事共通仕様書 1-3-6-9  養生改定

発表年 論文数

2010年 ８

2011年 １５

2012年 １０

2013年 ５

2014年 ４

2015年 ４
給水養生の効果や施工方法について積極的

に開示しています。

ホームページへのアクセス回数

http://www.aqua-curtain.jp/


アクアカーテンは総合評価入札における有力な提案技術
として有用な技術としての評価されました。

開催主旨：国土交通省では、新技術活用システム(NETIS）を構築、民間事業者等で開発された新技術を積極的に活用・評価し、技術開発を促進していく
ことで公共工事等の品質の確保、良質な社会資本整備に寄与するために運用しているところである。
この度、建設技術展２０１５において発注者等の技術力向上を目的として、施工業者が活用した有用な新技術について現場における活用効果等を発表す

ることで、さらなる活用促進を図るものである。
なお、発表会は、有識者および業界３団体と近畿地方整備局で構成する実行委員会（委員長 大西有三関西大学教授）のもとに開催するものである。

◆ 建設技術展２０１５近畿で開催された新技術活用促進セミナーで、技術発表とポスターセッションに参加

AC News No.28 新技術活用促進セミナー、ポスターセッション参加

◆ 近畿地方におけるｱｸｱｶｰﾃﾝの適用件数

本セミナーは、今回初めての試みで、実行委員会が選定、
推薦したベスト１６技術が紹介されました。

NETIS評価情報＋申請情報全４，９１２件件の中から
アクアカーテンが選定されました。
いずれの技術も総合評価入札における提案技術として当社

でも多く提案しているなじみの技術ばかりです。

アクアカーテンに関しては、アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp でも
詳しい情報を提供しています。

番号 工種 技術名 副題

１ 施工管理 ジューテンダー コンクリート充填検知システム

２ 施工管理 気象モバイルKIYOMASA ﾘｱﾙﾀｲﾑ局地気象情報・警報閲覧システム

３ 濁水処理工 バイオログフィルター 環境配慮型濁水処理フィルター工法

４ 仮設材設置撤去工 ラク２タラップ 新昇降機材

５ コンクリート工 ベストフロアシステムCN工法 真空脱水による床コンクリートの長期耐久性仕上げ工法

６ コンクリート工 コンクリート保水養生テープ コンクリート表面の緻密化と強度向上に寄与するテープ

７ コンクリート工 アクアカーテン コンクリート構造物の給水養生工法

８ コンクリート工 サンタックスパンシール 止水機能を有するひび割れ誘発目地材

９ コンクリート工 ＫＫシート コンクリート鉛直打継目処理シート

１０ コンクリート工 Ｑマット コンクリート用湿潤・保温養生マット

１１ コンクリート工 ピカコン 気泡抜取り具及びﾌﾚｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ表面仕上げ方法

１２ コンクリート工 ハイパーネット コンクリートひび割れ低減用耐ｱﾙｶﾘ製ガラス繊維ﾈｯﾄ

１３ 安定処理工 リテラ（BZ210・BZ200・BZ120) 自走式と室改良機

１４ 軟弱地盤処理工 パワーブレンダー 浅層・中層混合処理

１５ 構造物取り壊し 乾式ワイヤーソーイング 冷却水、汚泥を発生させないワイヤー切断工法

１６ 構造物取り壊し ＳＳ－bb 超低騒音使用油圧ブレーカを用いた解体・掘削工法

発表技術一覧

工種:トンネル：１１件
明かり ： ６件

発注者 近畿地方整備局：１３件
兵庫県 ： ４件

(予定含む）

◆ NETIS登録技術ベスト１６に選定される

http://www.aqua-curtain.jp/


給水養生工法が電気化学的補修方法への応用となる発想
につながり、学位取得という大きな成果に結びつきました。

◆ 給水養生装置によるコンクリート部材の性能向上に関する研究

AC News  No.29 アクアカーテンの応用で学位取得

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページ
http://www.aqua-curtain.jp で詳しい情報を提供しています．

齋藤淳さんが母校東京工業大学から表記論文にて博士（工学）を取
得しました。

実施工で適用されている型枠取外し後の湿潤養生条件、養生水の
種類がコンクリートの性能に及ぼす影響を整理、また、電気化学的補修
に関して、再アルカリ化工法、脱塩工法および電着工法を概説し、これ
らの影響因子、課題を整理した。

・除水除塵器の改良で、安定した水分供給が可能。

・給水養生は、型枠を存置する水分逸散抑制養生よりも強度、中性
化深さ、細孔分布、表層透気など品質が改良される。

・養生水の種類によって、中性化深さ、塩化物イオン浸透深さに影響。

・電気化学的補修それぞれに適した通電条件を見出した。

１章 序 論

2章 既往の研究

3章 給水養生装置の開発

４章 湿潤養生条件がコンクリートの性能に及ぼす影響

５章 養生水の種類がコンクリートの性能に及ぼす影響

６章 電気化学的補修への給水養生装置の適用性

７章 コンクリート部材からの電気化学的セシウム除去方法

８章 結 論
給水養生装置を開発し、実用化すること。さらに、養生効果を高めるた
めの養生水の種類を選定すること。この技術を用いて電気化学的補修
およびセシウム除去を実用化することを研究の目的とした。

強制排水型の除水除塵器の開発で、養生シートへの負圧の安定保
持を実現。常時給水、溶液の循環利用を可能とした。

型枠を取り外して給水養生を最長5年間行った屋内暴露壁状供試
体から、水分逸散抑制養生に比較してコンクリートの性能が向上する。

炭酸化作用、マグネシウム化合物の析出による表層改質では、養生
水の種類と養生期間の最適な組み合わせがあることが判明。

セシウムを混入した供試体を外部溶液中に浸漬した状態で通電、セシウ
ムの排出を確認した。実構造物に対する施工方法、コンクリート中の内部
鉄筋を陽極として用いる腐食ひび割れ制御方法を提案した。

溶液量、コンクリート面と陽極との距離および陽極材種類が及ぼす効
果を評価。25年供用PC桁、40年暴露RC梁への適用実験で確認。

http://www.aqua-curtain.jp/


コンクリートの表層品質を確保するために、確実な湿潤養
生が求められています。アクアカーテンおよびアクアシート
は有力な養生技術として大いに期待されています。

公共工事における新技術活用システム 事後評価結果通知書（国部整施企
第２１－４号）を国土交通省中部地方整備局長から頂きました。

1．技術名称：アクアカーテン
2．ＮＥＴＩＳ登録番号：HR-110011-A
3．評価結果：様式V-5のとおり
4．継続調査等の必要性について：継続調査を必要としない
5．その他：この結果に基づき、当該技術のNETIS番号･情報種別記号は

「－ＶＥ」に変更され、掲載期限が当初にNETIS登録した翌年度の
4月１日から起算して10年を経過した日まで延長されます。

◆ アクアカーテンNETIS登録番号：ＨＲ－１１００１１－Ａ が ：ＨＲ－１１００１１－ＶＥに変更

AC News No.30  NETIS･情報種別記号が“－Ａ”から“－ＶＥ”へ

アクアカーテンに関しては、アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp でも
詳しい情報を提供しています。

◆ アクアシートもNETIS登録番号：ＴＨ－１６０００９－Ａを取得
公共工事における新技術活用システム 受領通知書（国東整東技施技第 6

号）を国土交通省東北地方整備局東北技術事務所長から頂きました。

➀ 新技術名称 アクアシート
② ＮＥＴＩＳ登録番号 TH-160009-A
③ 公開の範囲 一般まで
④ 留意事項

・ NETIS(申請情報）の掲載期限は、当初にNETISに登録した日
の翌年度の４月１日から起算して５年を経過した日までとします。
以下省略

様式Ｖ－５
活用効果評価結果

所見 ： 湿潤養生が確実にできることで、収縮ひび割れが
低減し、品質・出来形の向上が図られている。

2016年9月１日の適用状況
終了 ： 75件 58万m2

適用中： 17件 34万m2

予定 ： 37件 96万m2

合計： 129件 188万m2

おかげさまで、広く認知された工法となりました。

吸水時に重く、取扱いが不便な従来の養生マットの
軽量化を図りました。
既にご利用頂いている現場では大変好評で、追加

注文も承っています。

今後のご利用を期待いたしております。

http://www.aqua-curtain.jp/


覆工コンクリートの養生の大切さが改めて表現されました。
湿潤養生の目的に応じてアクアシートとアクアカーテン姉妹を使い分けてください。

◆ 土木学会 標準示方書[山岳工法編]・同解説に追記

AC News  No.31 トンネル示方書／トンネル施工管理要領改定

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp で詳しい情報を提供しています．

2006年制定 第133条 覆工コンクリートの養生に対して 2016年制定 8.2.6 覆工コンクリートの養生では青赤文字を追記

最も効果の高い理想的な養生方法
⇒  給水養生

給水養生を７日間実施するためには
⇒  アクアカーテン

◆ トンネル施工管理要領 ㈱高速道路総合技術研究所に 5-8 覆工コンクリートの養生の項を追加
５．施工

5-8 覆工コンクリートの養生

覆工コンクリートの養生は、給水、水分逸散防止、封緘及び膜養生等で覆工コンクリート表面を７日間湿潤状態に
保持することを標準とする。なお、養生開始にあたっては、型枠を取り外した後速やかに行うものとし、型枠の取り
外し後から８時間以内に実施する。

型枠脱型時期を３日程度延長する方法も標準と定めた養生方法と同等の効果が確認されている。
坑口部などの鉄筋区間では、通常のコンクリート構造物と同様に中性化速度や塩化物イオンの侵入が耐久性に大き

な影響を与えることから、適切な養生を実施して耐久性を確保する必要がある。鉄筋区間における適切な養生は、「コン
クリート標準示方書 施工編 第８章 養生｣に準拠して設定してよい。

膜養生については、膜養生剤の種類や使用量、施工環境、施工方法等の相違により、乾燥の抑制効果が異なる。こ
のため、使用量や施工方法等を信頼できる資料あるいは試験によって事前に確認しておく必要がある。

～以下省略 ～

【解 説】打ち終わったコンクリートに十分な強度を発現させ，所要の耐久性，水密性等，品質 ～途中省略～
では注意が必要である．

トンネルの環境条件によっては，夏期では，坑内の湿度低下を抑制する坑内散水，冬期では温度～途中省略～
加熱等、養生に適した坑内環境を確保する必要がある．これらの養生を確実に行うため、型枠や脱枠後のコンクリート
面をシート等で覆って封かん養生を行ったり，場合によってはその中にホース等を配置して散水したりして積極的に養生を
行う例も見られる．また，コンクリート面に薬剤を散布するなどして膜を形成し，乾燥を防ぐ例も見られる．

坑口付近は，外気の影響を受けやすいため，ここでの覆工は明かり構造物と同じように養生を行うなどの配慮
が必要である．

～以下省略～ 覆工面を給水養生できる ⇒ アクアカーテン HR-110011-VE
側壁を給水・水分逸散抑制養生ができる ⇒  アクアシート TH-160009-A

http://www.aqua-curtain.jp/


土木学会論文集では給水養生がコンクリートの品質
に及ぼす影響を研究面から論じ、土木学会年次学術
講演会では、アクアカーテンを実構造物に適用するに
当たっての指針作成を主な目的とした論文を報告し
てきました。

コンクリート工学やセメント・コンクリート、建設機械、
電力土木などの専門月刊誌では、アクアカーテンに関
する総合的な開発成果を報告しています。

また、英文による報告も8編行っています。海外工事
においてもコンクリートの養生の大切さを認識してい
ただければ幸いです。

AC News  No.32 アクアカーテンに関する論文等が50件を超える

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp で詳しい情報を提供しています．

アクアカーテンの開発から7年が経過し、給水養生の
有効性を様々な機会を通じて紹介してきました。

論文や専門誌への紹介報告等の件数が56編となり
ました。

また、アクアカーテンに関連するテーマを研究された２
名の方が博士号を授与されました。

今後も給水養生の重要性をご認識いただけるよう開発研究成果
を報告してまいります。

◆ アクアカーテンの紹介論文等の報告数が56編となりました。

◆ 投稿先は土木学会論文集を始め、多岐にわたっています。

http://www.aqua-curtain.jp/


AC News  No.33 コンクリートにおける水の挙動研究小委員会
(JSCE349)報告会＆シンポジウム開催

水がセメント系材料に引き起こす現象には、水和反応による相変化と強度発現、硬化コンクリートの力学的特性ならびにクリープや乾燥収縮などの体積変化、
コンクリートの透水性状と有害物質の拡散ならびに劣化などが挙げられる。

近年では、材料の特性を原子レベルで再評価する試みが積極的に実施されている。そこで、先の特定の現象に特化したものではなく、一連の現象を包括的に
取り扱うことができれば、供用後の時空間で変化するコンクリート構造物の性能が設計段階で把握できることとなり設計に取り入れたり、維持管理手法の体系化
につながる。

◆ 委員会設立の背景と趣旨

◆ 水（水和物特性）が種々の特性に与える影響
従来「空隙特性」に基づいた物性の評価予測が主流。
近年「水和物特性」（C-S-Hゲルに、Ca(OH)2やｴﾄﾘﾝｶﾞｲﾄ等の結晶性生成物を加えた
水和物全体を水和物特性と呼ぶ）

水和物特性が支配的 ： 乾燥収縮、クリープ、強度
空隙特性が主体的、水和物特性も影響 ：中性化、塩分浸透、硫酸劣化、

硫酸塩劣化、透気・透水
空隙特性が支配的 ： アルカリ骨材反応、凍結融解作用

毛細管空隙

層間空隙

水和物間空隙

ゲル空隙C-S-H結晶構造

C-S-H凝集構造

水和物特性
・水和物相組成
・層間水、ゲル水

材料係数
・強度
・乾燥収縮
・クリープ係数
・ブリーディング
・透水係数
・物質透過性

・
・

各種構造特性
・強度

(時間・空間軸）
・乾燥収縮

(時間・空間軸）
・ひずみ

(時間・空間軸）
・クリープ係数

(時間・空間軸）

・材料劣化・

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp で詳しい情報を提供しています．

温度・湿度境界条件

拘束・ひび割れ
マイクロクラック

施工・養生の影響
(材料の分布）

遷移体の影響

水分分布
内外差 強度分布

ひずみ分布
・・・・

スケールアップ

◆ 分子レベルから鉄筋コンクリートまでの不均一性

http://www.aqua-curtain.jp/


◆供試体による乾燥収縮の影響

AC News No.34   中流動覆工コンクリートの表層品質改善効果

◆試験結果

◆試験から分かること

膨張材を用いない中流動コンクリート(配合Ａ）と膨張材を用いた中流動コンクリート
(配合Ｂ）の2種類の覆工コンクリートについて、拘束乾燥収縮ひび割れ試験用供試体
（ＪＩＳ Ａ 1151)を作成した。
また、材齢1日で脱型し、その後養生

を行わないケースと、4週間給水養生
を行うケースを比較した。
試験状況を写真－１に示す。

写真－１ 供試体の養生状況

◆実構造物の透気試験

シート展張台車

①中流動覆工コンクリートに対して給水養生は乾燥収縮ひずみを低減させる効果がある。
②中流動覆工コンクリートに膨張材を添加すると、収縮ひずみ、透気性が大幅に改善する。

養生なし

給水養生

膨張材を用いない中流動コンクリート(配合Ａ）のひずみ測定結果を図－１に、
膨張材を用いた中流動コンクリート(配合Ｂ）のひずみ測定結果を図－２に示す。

図－１ ひずみの測定結果(配合Ａ:膨張材なし）
膨張材を用いなくても、給水湯往生を4週間行うと、ひずみは大幅に低減し、
-100×１０-6程度まで改善できた。

図－２ ひずみの測定結果(配合Ｂ:膨張コンクリート）
膨張コンクリートとすることで、収縮ひずみが低減し、圧縮領域にある。

吸引口
集水管

１５０×１０-6低減

給水口

給水養生シート

展張用バルーン

５０×１０-6低減

実構造物に対する透気試験結果を表－１に示す。
表－１ 覆工コンクリートの透気試験結果

給水養生を４週間実施することで、表層を良好な状態まで緻密化できる。

透気係数 測定深さ 含水率

(×10-16m2) (mm) (%)

1 2016/10/5 2016/12/6 0.091 14 4.6 良

5 2016/9/5 2016/12/6 0.095 16 4.7 良

8 2016/8/4 2016/12/6 0.108 17 5.2 一般

10 2017/2/10 2017/3/8 0.099 20 5.0 良

15 2017/1/30 2017/3/8 0.095 19 4.7 良

20 2017/1/18 2017/2/6 0.106 19 5.3 一般

25 2016/12/23 2017/2/6 0.064 19 5.1 良

30 2016/12/12 2017/2/6 0.118 14 5.0 一般

35 2016/11/12 2017/1/16 0.097 19 5.1 良

40 2016/10/28 2017/1/16 0.080 21 5.3 良

Ａ

Ｂ

配合

Ｂ

ﾌﾞﾛｯｸ

No.
打設日

透気試験

実施日
ランク



鉄筋コンクリート構造物にとって表層コンクリートを密実化し、劣化因子の侵入を抑制することはきわめて大切な施工上の

ポイントと言えます。型枠取りはずし面の給水養生にアクアカーテンはなお一層活躍することが期待されます。

AC News  No.35 アクアカーテンの適用面積が100万ｍ２突破

過去の経緯

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp で詳しい情報を提供しています．

ＡＣ News No.21 アクアカーテン適用面積が 10万m2を突破：3年を経過

ＡＣ News No.24 アクアカーテン適用面積が 30万m2を突破：5年を経過

ＡＣ News No.35 アクアカーテン適用面積が100万m2を突破：7年を経過

アクアカーテンの主な歴史

2010/ 8：川崎市の浄水場建設工事で初めての適用
2011/ 7：アクアカーテン普及会ホームページ開設。
2011/ 9：ＮＥＴＩＳ登録番号：HR-110011-A
2012/ 5：2012年日本コンクリート工学会賞（技術賞）受賞
2012/ 5：平成23年土木学会賞【技術開発賞】受賞
2012/12：Journal of Civil Engineering and Architectureに掲載.
2013/ 2：ＡＲＩＣ情報に登録：登録番号:1032
2013/ 5：First International Conference on Concrete Sustainability

(ICCS 13)において投稿論文が最優秀技術賞を受賞
2013/ 9：給水養生工法の開発とトンネル覆工への適用で九州大学より学位取得
2013/11：適用面積が10万m2を突破
2014/11：土木学会100周年記念出版日本が世界に誇るコンクリート技術

の中で養生技術の一つにアクアカーテンを選定
2015/ 6：適用面積が30万m2を突破
2015/10：建設技術展2015近畿で開催された新技術登録技術ﾍﾞｽﾄ16に選定
2016/ 3：アクアカーテンの応用に関する研究で東京工業大学より学位取得
2016/ 5：ＮＥＴＩＳ登録番号：HR-110011-AがHR-110011-ＶＥに
2017/ 3：アクアカーテンの関連論分数が56編となる
2017/10：適用面積が100万m2を突破

全104件

適用完了面積が年々増加
しています

予定を含めると300万m2が
確定しています。

トンネルと橋梁へ
の適用が大半です

http://www.aqua-curtain.jp/


コンクリート工事における製造・施工のあるべき姿を目指して －コンクリート基本技術調査委員会報告会－ が開催されました。

「養生」は施工の基本です。コンクリートに本来の性能を発揮させましょう

AC News  No.36 ＪＣＩコンクリート基本技術調査委員会 養生ＷＧ

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp で詳しい情報を提供しています．

養生ＷＧの報告内容

この報告書では、以下のとおりまとめています。

1章 セメントの水和反応における養生の役割

2章 コンクリートの品質に対する養生の役割

3章 養生の目的に応じた方法

4章 養生の計画と実施

5章 特殊な養生の事例

6章 養生のこれから

実構造物に対する養生は、コンクリート表面のかぶり部分の強度、
耐久性を向上させる効果があります。湿潤効果が部材の内部まで及
ばないからと養生を疎かにすると耐久性が低下します。近年は、標
準的な技術によらず、耐久性を向上させる養生方法も採用され、ゆ
えに効果的な各種の養生方法が提案されています（序より抜粋） 。

本書においては、アクアカーテンNewsで紹介してきました図・写
真3点が掲載されています。また、NETIS登録にもとづく
コンクリート養生工法の一覧でも紹介されています。

コンクリートの養生が重要であることは、技術者共通の認識であり、疑う余地はありません。コンクリートの打込み直後から十分に
水分を与えて、適切な温度に保つことが、コンクリートの強度発現のみならず、耐久性向上にも有効であるとの認識が一般的です。
公益社団法人日本コンクリート工学会に立ち上げられたコンクリート基本技術調査委員会では、平成18年度当初からコンクリートの

養生を基本技術の一つとして取り上げ、養生ＷＧを設置して養生の在り方を議論してきました。
養生ＷＧでは「養生」を対象として既往の知見を整理するとともに、最新の技術情報を収集し、実務に即した施工作業の基本技術を

集約する活動を行ってきました。
このたび、上記内容をとりまとめた成果報告会が開催されました。

ＪＣＩ年次論文集に発表された論文数

ＪＣＩ年次大会論分数の経緯

コンクリート工学年次論文集で発表された論文を水分供給や水分逸
散抑制するシート・マット系の材料(湿潤系）と、養生剤や含浸剤等
（塗布系）に区別して推移を見てみました。10年くらい前から精力的
な研究が進められ、今回の報告会を契機に、ようやく集約されてきた
感があります。

http://www.aqua-curtain.jp/


給水養生工法と部分パイプクーリングを組み合わせること
で、トンネル坑口部分の覆工コンクリートの耐久性が向上す
ることが確認できました。アクアカーテンに関する研究で3人
目の博士が誕生したことはまことにうれしい限りです。

◆ トンネル坑口部覆工コンクリートの耐久性向上を目指した施工技術の開発

AC News  No.37 アクアカーテンと部分パイプクーリングで学位

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページ
http://www.aqua-curtain.jp で詳しい情報を提供しています．

白岩誠史さんが母校埼玉大学から表記論文にて博士（工学）の学位
を授与されました。

パイプクーリングが有力視されたが、ひび割れ発生確率の高い部分範
囲のみを短期間クーリングする部分パイプクーリングをシステム化し、全体
的にクーリングするよりも効率的かつ有効な対策であることを3次元温度
応力解析と現場で測定したひずみ計測結果から確認した。

１章 序 論

2章 部分パイプクーリングによるインバート拘束に起因するひび割れ対策

3章 アクアカーテンによる表層の緻密化による耐久性向上対策

４章 モデル現場での適用状況

５章 結 論

インバートを有する覆工コンクリートは鉄筋コンクリート構造である一方、
温度ひび割れ、凍結融解作用、乾燥収縮、融雪剤飛散などの劣化作
用を受ける。この部分の耐久性向上を図る。

アクアカーテンによって表層コンクリートが緻密化され、耐久性は向上す
ることを室内試験および数多くの現場で測定した表層透気係数試験に
よって確認した。

事前に検討した3次元温度応力解析によって、クーリング仕様を決定
し、現場に適用する際のシステムを確立した部分パイプクーリングとアクア
カーテンを同時に適用し、その効果について整理確認した。

部分パイプクーリングで、ひび割れ発生確率を20%以上改善できること。
アクアカーテンで、中性化速度、凍結融解、透気係数とも向上すること
を確認した。

過去の取得者
古川 幸則 博士：コンクリートの品質向上のための新しい浸水養生工法の

開発とトンネル覆工への適用(ACﾆｭｰｽNo.18）
齋藤 淳 博士 ：給水養生装置によるコンクリート部材の性能向上に関する

研究(ACﾆｭｰｽNo.29）

http://www.aqua-curtain.jp/


アクアカーテンを用いた給水する養生が鉄筋コンクリート構
造物の養生方法の多様化に貢献します．

◆ 2017年制定のコンクリート標準示方書では、湿潤養生(給水）の具体性を示す内容に改訂されました。

AC News  No.38 土木学会コンクリート標準示方書が改訂

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp で
詳しい情報を提供しています．

2012年制定 8.1 総 則

【解 説】養生は，その目的に応じて「湿潤状態に保つこと」，「温度を
制御すること」および「有害な作用に対して保護すること」の3項目に分類
される．それぞれの具体的な養生方法をまとめたものが，解説表8.1.1であ
る.・・・省略・・・また，耐久性を左右するコンクリート表層の品質やひび
割れ抵抗性は養生の影響を受けやすいため，最近では給水養生や水分の逸散
を抑制する養生等の新たな手法が開発され，実際の構造物に適用された事例
がある.

・・・このため，施工者は，養生に関する十分な知識および経験を有す
る技術者を配置して事前に発注者と協議して，構造物の重要度，施工の効
率性や経済性を考慮して，養生方法を決定することが望ましい.

目 的 対 象 対 策 具体的な手段

湿潤状態
に保つ

コンクリート
全般

給水 湛水，散水，湿布，養生マット等

水分逸散
抑制

せき板存置，シート・フィルム被覆，膜養生
剤等

2017年制定 8.2 湿潤養生

コンクリートは，打込み後の一定期間，硬化に必要な湿潤状態および温度に
保ち，有害な作用の影響を受けない方法を定め，コンクリートが所要の品質を
確保できるように養生しなければならない.

改訂資料 施工編

【補足説明】

最新の湿潤養生方法

近年，品質確保･向上を目的として，各所で湿潤養生方法の開発が活発に行われ
ている．ここでは，最新の湿潤養生方法について，代表的なものを事例して挙げ
る．

・特殊な養生シートと給水管を使用して養生を行う方法
保水性のある不織布と凹凸のある気泡緩衝シートを重ねた養生シートを型枠取外し
後のコンクリート面に設置する．養生シートの凹部に生じる空間の空気を吸引して
養生シートをコンクリート面に密着させる．その内部に給水管を通じて養生水を自
然流下させることで湿潤養生を行うことができる（アクアカーテン）．

表8.2.1にないセメントの湿潤養生終了時の圧縮強度の目安は，少なくとも
15N/mm2程度であると考えられている．

日平均気温 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞﾞｾﾒﾝﾄ 普通ｾﾒﾝﾄ 混合ｾﾒﾝﾄB種

15℃以上 3日 5日 7日

10℃以上 4日 7日 9日

5℃以上 5日 9日 12日

2017年制定 8.1 一 般

表8.2.1 湿潤養生期間の標準

【解 説】具体的な方法は解説 表8.1.1 である．

解 説 表8.1.1 養生の種類，対象，方法および具体的な手段

湿潤状態に保つための養生には，コンクリートの表面に給水する方法と，コ
ンクリートの表面を遮水性の高い材料で覆うことによりコンクリート中の水分
が逸散することを抑制する方法がある．・・・

（１） 打込み後のコンクリートは，その部位に応じた適切な養生方法によ
り，一定期間は十分な湿潤状態に保たなければならない．

（２） 湿潤養生の期間は，使用するセメントの種類や養生期間中の環境

【解 説】
（２）について ・・・表中の数値は，十分な給水を行った場合を対象として，
コンクリートの強度発現の・・・．
なお、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメント等のセメント
を使用する場合には信頼できる資料や試験により湿潤養生期間を適切に設定す
る必要がある．

温度等に応じて適切に定めなければならない．通常のコンクリート工事における
コンクリートの湿潤養生期間は，表8.2.1を標準とする．

http://www.aqua-curtain.jp/


養生の大切さが改めて強調されています。アクアカーテンを
用いた給水養生がコンクリートの持っている材料特性を十分
に引き出す真の品質確保に貢献します。

◆ 良いコンクリートの造り方

AC News  No.39 日経コンストラクション ドボク塾 佐藤講師解説

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp で
詳しい情報を提供しています．

真の品質確保は施工にあり！

全国的に定めた基準などに従って造ったコンクリート構造物でも、
本来の品質が得られない事例や、東北特有の劣化作用に抵抗できずに早
期劣化する事例が発生している。

施工中に不具合が発生

凍結防止剤が劣化を促進

コンクリートの品質に重要な4つの指標

東北地方におけるコンクリート構造物の品質・耐久性確保の
取り組みをどのように試行してきたかを解説。

寒冷の度合いが厳しく、凍結防止剤を多量に散布せざるを得ない東北地方
では、凍害や塩害、ＡＳＲの発生が促進される。

全国的には、凍害や塩害、ＡＳＲは対策済みの認識が一般的。

しかし、現在の技術基準は、凍結防止剤の影響を加味した規定と
はなっていないため、これらの劣化が生じる。

一旦発生すると進行を止められなく多額の補修・補強費が必要。

施工段階の品質確保がとても重要

コンクリート構造物は、施工中に不具合が発生しやすいため、
施工段階の品質確保の在り方が耐久性にも影響を与える。

均質性 材料分離などの影響で強度や密度などのばらつきが生
じていない状態

密実性 十分に締め固められた状態

一体性 コールドジョイントや打ち重ね線、沈みひび割れなどが
発生していない状態

緻密性 適切な養生によりコンクリートの水和反応が進み内部
組織が密になっている状態◆硬化コンクリートの品質とは？

土木工事共通書やコンクリート標準示方書施工編を遵守しな
がら施工する。 十分ではない

土木工事施工管理基準では 「出来形：構造物の形状や配筋、
鉄筋緒かぶりなどの寸法の許容範囲」、「品質：強度と有害なひ
び割れの有無」 施工の基本がおろそか

生コンクリートでは単位水量やスランプなど、硬化コンクリートでは、
出来形や強度、ひび割れなどの数値基準に合格することに関心が向いて
おり、施工の基本事項がおろそかになりがち。

現在の技術基準通りに施工するのでは、コンクリートの早期劣
化は防げない

共通仕様書などで定めている養生期間は、大雑把に言って、型枠が外
せる強度に達する期間を施工時期やセメントの種類ごとに定めたもの

コンクリートの真の品質確保は、均質性や密実性、一体性、緻
密性を高めることにある

佐藤 和徳氏の経歴

2017年3月～ ：日本大学工学部研究特命教授

2014年～2017年：東北地整南三陸国道事務所長

http://www.aqua-curtain.jp/


◆ コンクリート標準示方書における養生期間に関する規準・条文の変遷

AC News  No.40 コンクリート標準示方書における養生期間の変遷

昭和6年版 少なくとも7日間

昭和15年版
（1931年）

少なくとも7日間
早強ｾﾒﾝﾄ：少なくとも3日間

昭和49年版
（1940年）

少なくとも5日間
早強ｾﾒﾝﾄ：少なくとも3日間

平成3年版
（1974年）

５日以上
早強ｾﾒﾝﾄ：3日間以上
高炉･ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB種：7日間以上
（日平均気温が10℃以下となる場合は9日間以上）

平成8年版
(1996年）

日平均気温が15℃の時,5日間以上
早強ｾﾒﾝﾄ：3日間以上
高炉･ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄB種：7日間以上
（日平均気温が10℃以下となる場合は9日間以上）

平成11年版
(1999年）

標準的な養生日数

平成19年版
（2007年）

同上

平成24年版
（2012年）

同上

平成27年版
(2017年）

同上

日平均気温 普通ｾﾒﾝﾄ 混合ｾﾒﾝﾄＢ種 早強ｾﾒﾝﾄ

15℃以上 5日 7日 3日

10℃以上 7日 9日 4日

5℃以上 9日 12日 5日

露出面は湿潤養生、堰板乾燥時には散水

露出面は湿潤養生、堰板乾燥時には散水
早強ｾﾒﾝﾄ使用時には、当初3日間湿潤状態

硬化を始めるまで、日光の直射、風、にわか雨等を防ぐ。長期間の養
生は不経済。湿潤養生の効果は、初期の養生期に得られる

普通ｾﾒﾝﾄ、早強ｾﾒﾝﾄの標準養生日数。
「強度,耐久性,水密性等の品質を高めるためには,長いほうが良い．こ
れは,十分硬化させること,硬化中の乾燥による収縮を小さくするため
であろう.湿潤養生の効果の大部分は,初期の養生期に限られる.」

養生の効果に,鋼材を保護する性能が加わる.」を追加

左記の標準的な養生日数に対して「せき板で保護されていないすべて
のコンクリート面に対して,」と記述

湿潤状態に保つ期間は左記の表を標準とする

養生期間を湿潤養生期間に変更。湿潤に保つ期間。
他のｾﾒﾝﾄを使用する場合、条件を考慮して試験により決定

「長期間の養生は不経済である」は、削除。「湿潤養生期間の標準は、
十分な給水養生を行った場合を対象とし,・・・.」

【補足説明】最新の湿潤養生方法について、代表的事例として特殊な
養生シートと給水管を使用して行う方法→タイムリーなアクアカーテン

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp で詳しい情報を提供しています．

http://www.aqua-curtain.jp/


アクアカーテンを用いた給水養生がコンクリート構造物の耐
久性の向上・長寿命化に貢献します．

◆ 第60回～第73回(14年間）全国大会年次学術講演会で発表された論文のうち、場所打ちコンクリートの
養生に関する論文数の推移をまとめました。

AC News  No.41 土木学会全国大会年次学術講演会論文数の推移

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp で
詳しい情報を提供しています．

表題およびキーワードから一般的な材料および配合の場所打ちコンク
リートで、特に表層コンクリートの品質に関した養生方法に関する論文の
件数を算出しました。第Ⅴ部門、第Ⅵ部門ごとに算出しています。

給水、水分逸散抑制効果に関する研究：キーワード“養生”のみで検索．

表層品質の評価方法、ひび割れ抑制、寒中コンクリート対策は除きます。

塗布系材料による効果に関する研究：キーワード“含浸材”または

“養生剤”または“改質材”で検索。

検索方法

給水、水分逸散抑制養生による品質への影響に関する論文数

【解 説】（２）について ・・・表中の数値は,十分な給水養生を行った場合を対
象として，・・・ただし，コンクリートの品質の向上が期待できる場合には，湿
潤養生期間を長くすることが望ましい.

日平均気温 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 混合ｾﾒﾝﾄＢ種 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

15℃以上 5日 7日 3日

10℃以上 7日 9日 4日

5℃以上 9日 12日 5日

『表層コンクリートの品質確保がコンクリート構造物
の耐久性向上に不可欠である』 との認識の広がり
に伴って発表件数が徐々に減少しています。

塗装系材料による品質への影響に関する論文数

2017年制定土木学会コンクリート標準示方書 表8.2.1 湿潤養生期間の標準

アクアカーテンによる給水の実施によって十分な給水養生を行いましょう。

http://www.aqua-curtain.jp/


AC News  No.42 アクアカーテンの適用面積が200万ｍ２突破

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp で詳しい情報を提供しています．

アクアカーテンの主な歴史

2010/ 8：川崎市の浄水場建設工事で初めての適用
2011/ 7：アクアカーテン普及会ホームページ開設。
2011/ 9：ＮＥＴＩＳ登録番号：HR-110011-A
2012/ 5：2012年日本コンクリート工学会賞（技術賞）受賞
2012/ 5：平成23年土木学会賞【技術開発賞】受賞
2012/12：Journal of Civil Engineering and Architectureに掲載.
2013/ 2：ＡＲＩＣ情報に登録：登録番号:1032
2013/ 5：First International Conference on Concrete Sustainability

(ICCS 13)において投稿論文が最優秀技術賞を受賞
2013/ 9：給水養生工法の開発とトンネル覆工への適用で九州大学より学位取得
2013/11：適用完了面積が10万m2を突破
2014/11：土木学会100周年記念出版日本が世界に誇るコンクリート技術

の中で養生技術の一つにアクアカーテンを選定
2015/ 6：適用完了面積が30万m2を突破
2015/ 7：アクアカーテンホームページへのアクセス回数が10,000回を超える
2015/10：建設技術展2015近畿で開催された新技術登録技術ﾍﾞｽﾄ16に選定
2016/ 3：アクアカーテンの応用に関する研究で東京工業大学より学位取得
2016/ 5：ＮＥＴＩＳ登録番号：HR-110011-AがHR-110011-ＶＥに
2017/ 3：アクアカーテンの関連論分数が56編となる
2017/10：適用完了面積が100万m2を突破
2018 /3：アクアカーテンでトンネル覆工の耐久性向上を図る開発で埼玉大学より

学位取得
2018/ 9：アクアカーテンニュースNo.41を発行
2018/11：アクアカーテンを活用したコンクリートの電気化学的補修によって塩害劣化

した桟橋の脱塩効果を確認
2019/ 1：適用完了面積157万m2に適用中面積45万m2を合わせて200万m2を突破

適用完了157万m2と適用中45万m2を合わせた適用
面積が200万m2を突破しました。

鉄筋コンクリート構造物にとって表層コンク

リートを密実化し、劣化因子の侵入を抑制する

ことはきわめて大切な施工上のポイントと言え

ます。

型枠取りはずし面の給水養生にアクアカーテ

ンはなお一層活躍することが期待されます。

1,20535,20950,066109,771
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2014年以降 適用面積が毎年40万m2前後で
増加しています
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AC News  No.43 200万m2突破記事 新聞掲載で大反響

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp で詳しい情報を提供しています．

適用面積が200万m2を突破した記事が日刊建設産業新聞をはじめ３社で掲載されました。

鉄筋コンクリート構造物にとって表層コンクリートを密実化することはきわめて大切な施工上のポイントと言えます。

養生の重要性を認識頂いている多数の新聞各社から取り上げて頂きました。

http://www.aqua-curtain.jp/


生まれたてのコンクリートには十分な養生水を、供用時のコンクリートはなるべく乾燥状態としたいですね。

『ＡＣ News No.22 セメント・コンクリートで特集／コンクリートと水』では、『コンクリートにとって水は、製造、施工、維持管理の各場面できわめて重要な役割

を演じている。 ある時は、コンクリートにとって「薬」として振る舞い、ある時には「毒」として振る舞う。』 と転載いたしました。

毒としてどのような作用があるのかを整理して図１に示します。また、われわれは、『毒』を『過度な飲酒』と読み替えました。

◆ コンクリートへの水の供給状態を考慮する中で、構造物表面の水掛かりを詳述

AC News No.44 土木学会コンクリート標準示方書［維持管理編］の改訂

アクアカーテンに関しては、アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp でも詳しい情報を提供しています。

「毒」としての作用
セメント

骨材
混和材
混和剤

コンクリート コンクリート構造物

乾燥収縮
クリープ

練混ぜ 施工 維持管理
(解体・撤去）

凍害
床版の疲労

漏水

水

鋼材腐食
ＡＳＲ

化学的侵食強度低下・耐久性低下

練混ぜ水量不適

骨材の表面水量不適

水分逸散 反応促進
水分浸透
水分滞留材料分離

（ブリーディング）

図１ コンクリート構造物への水の作用の例

構造物表
面の分類

区 分 該当する部位および環境の例

０
水掛かりがなく常時乾燥する
部位

・橋梁や高架橋の下で水切り等が機能し、上部からの水の供給がない部位
・霧や結露が発生する頻度が低い環境（地域）

Ⅰ
降水は掛かるが、降水がやめ
ばすぐに乾燥が始まる部位

・橋梁や高架橋の高欄 ・下路桁の主桁
・排水が良好なスラブの上面 ・霧や結露が発生する頻度が高い環境（地域）

Ⅱ 湿潤状態が長く続く部位
・飛沫帯にある部位 ・上部からの漏水が生じる部位 ･降水後に水たまりができる部位
・ひび割れや打継部など水が保持されて乾燥しにくい状況となる部位（湿潤状態が継続する箇所）
・地中からの水の供給を受け乾湿が繰り返される部位（地際）

Ⅲ
湿潤状態であっても乾湿の環
境変化が少ない部位

･常時水中にある部位
・常時土中にある部位

解説 表2.3.4 構造物表面の水掛かりの区分

重大な鋼材腐食は生
じない区分０と区分Ⅲ
を除いた区分Ⅰと区分
Ⅱに分類される部位に
ついては、水の浸透に
よる鋼材の腐食を抑制
するために、コンクリー
ト打設後の給水養生を
しっかり行いましょう

2018年制定 コンクリート標準示方書［維持管理編:標準付属書］PP.114

http://www.aqua-curtain.jp/


（１） 養生による効果に関する定量的評価
（２） 養生の現状と課題および今後の方向性
（３） 耐久性確保のための養生のあり方に関するケーススタディー
（４） 耐久性確保、向上のための養生に関する提案
に関するご発表と熱心な討論がなされました。

◆ 土木学会 コンクリート研究小委員会（356委員会）が表記テーマのシンポジウム開催

AC News No.45 コンクリート構造物の養生効果の定量的評価と各種養生技術

アクアカーテンに関しては、アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp でも詳しい情報を提供しています。

アクアカーテンを用いた給水養生は、種々の湿潤養生工法の中で最も効果的な方法であることは間違いありません。
養生期間をいたずらに延長するのではなく、使用するセメントの種類や環境温度に応じて最適な養生期間を選定しま
しょう。

シンポジウム論文集の中で横浜国立大学細田委員長の「耐久性確保のための養生」と題した論文では、吉田徳次郎博士の養生に
関する記述を引用されていました。

『養生作業は、コンクリート施工の最後の作業であり、最後の努力をなすべき作業である。養生作業の
如何により、施工者のコンクリートに対する智識と、工事施工の良否とを判断し得る場合が多い。』
まさに共感できるお言葉です。
また、「湿潤養生を28日間するから品質が向上する」という半ば思考停止の技術提案がまかり通ったり、本当は標準的な養生を超え

た追加の養生が必要なのに、なされないために現実の構造物では劣化が生じている場合も存在する。
とも述べておられます。
アクアカーテンは給水養生ですので、1週間も養生してあげればコンクリートは立派に成長します。養生の目的と方法を間違えないよう

にお願いいたします。

養生の現状を把握した上で明らかとなった代表的な課題として、一例を示します。
・コンクリート標準示方書に記述された「使用するセメントの種類や養生時の環境温度によって異なるので、湿潤養生期間は、これら
を勘案して適切に定める必要がある.」が実施されておらず、標準期間を遵守することのみが実施されている。

・現場で何を意図して養生方法や養生期間を決定しているのか不明確。
・耐久性向上のための養生という認識が少なく、ひび割れ抑制の認識が高い。

http://www.aqua-curtain.jp/


大正10年に開始した地方発明表彰は、実施されている優れた発明、考案又は意匠を生み出した技術者・研
究開発者を顕彰するものです。

今年度の発明奨励賞を受賞された他の主な企業は以下のとおりです。多彩な有名企業が受賞されています。
株式会社日立製作所 株式会社東芝 三菱電機株式会社 富士通株式会社 ソニー株式会社 日本電気株式会社
本田技研工業株式会社 カシオ計算機株式会社 オリンパス株式会社 株式会社リコー 株式会社トプコン
テルモ株式会社 ＪＦＥスチール株式会社 株式会社荏原製作所 旭化成株式会社 ソフトバンク株式会社
東レ株式会社 日本放送協会

◆ 公益社団法人発明協会が主催する発明表彰を受賞しました。

AC News No.46 令和元年度関東地方発明表彰 発明奨励賞受賞

アクアカーテンに関しては、アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp でも詳しい情報を提供しています。

この表彰受賞を受けたことをアクアカーテンの普及・広報資料として社会にアピールしましょう。

会場には500名近くの受賞者 代表して塩崎部長が受賞 受賞者の記念写真

http://www.aqua-curtain.jp/


暑中環境で施工されるコンクリートに生じる種々の不具合の対策方法に関する指針である、日本建築学会
「暑中コンクリートの施工指針・同解説」が2019年7月に改定されました。
暑中環境下で製造・施工されるコンクリートは、高い外気温や日射の影響で、練上がり時の温度が高くなるために、

標準環境下の場合と比較して、スランプや空気量が小さくなる傾向があります。これを整理すると図-1のようになります。

◆ 2019年7月からの改訂

AC News No.47 建築学会「暑中コンクリートの施工指針」改定

◆ 本指針における養生方法

アクアカーテンに関しては、アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp でも詳しい情報を提供しています。

暑中環境

高い気温・強烈な日射

材料温度の上昇

コンクリート温度の上昇

・空気連行性低下
・スランプの低下
・初期ひび割れの増大
・コールドジョイント
・長期強度増進の鈍化
・耐久性の低下

図-１ 暑中環境下における不具合と対策

適切な対策を 施さなければ

コスト

・セメント、混和材料の適切
な使用による温度上昇の抑
制

・コンクリートの冷却
・運搬、待機時間が短くなる

よう計画
・アジテータ、ポンプ、配管、

せき板等に直射日光を当
てない

・適切な養生

材料の温度上昇抑制、冷却

保水養生

給水養生

定義：外部から水分を積極的に供給する方法
手段：散水養生、噴霧養生、養生的等、

アクアカーテン

定義：コンクリート中から水分が逸散する
ことを抑制する方法

手段：膜養生剤、せき板の存置等
アクアシート

湿潤養生は原則として給水養生とし、保水
養生は給水養生が実用的でない場合の事前の
策。
“所定の圧縮強度が得られれば湿潤養生を打
ち切ることができる”は削除。

所定の養生日数を管理すること。

対策

湿潤養生

http://www.aqua-curtain.jp/


この指針は、新設コンクリート構造物ならびに既設コンクリート構造物に電気化学的防食工法を適用す
る場合の設計・施工および維持管理の標準を示すものであり、電気防食工法、脱塩工法、再アルカリ化
工法、電着工法の4種類の工法を対象にしています。

◆ 2020年9月発行コンクリートライブラリー157にアクアカーテンが
実用化されている仮設陽極方式【簡易給水方式】として掲載

AC News No.48  土木学会「電気化学的防食工法指針」に掲載

アクアカーテンに関しては、アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp でも詳しい情報を提供しています。

指針表紙のアクアカーテン

簡易給水方式

土木学会論文集

直接給水できるアクアカーテン工法
今後色々な場面に応用できるのではないでしょうか
・ポンプ配管の冷却・骨材ビンの冷却
・仮設事務所の屋根対策

http://www.aqua-curtain.jp/


AC News  No.49 アクアカーテンの適用面積が300万ｍ２突破

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp で詳しい情報を提供しています．

アクアカーテンの主な歴史

2010/ 8：川崎市の浄水場建設工事で初めての適用
2011/ 7：アクアカーテン普及会ホームページ開設。
2011/ 9：ＮＥＴＩＳ登録番号：HR-110011-A
2012/ 5：2012年日本コンクリート工学会賞（技術賞）受賞
2012/ 5：平成23年土木学会賞【技術開発賞】受賞
2012/12：Journal of Civil Engineering and Architectureに掲載.
2013/ 2：ＡＲＩＣ情報に登録：登録番号:1032
2013/ 5：First International Conference on Concrete Sustainability

(ICCS 13)において投稿論文が最優秀技術賞を受賞
2013/ 9：給水養生工法の開発とトンネル覆工への適用で九州大学より学位取得
2014/11：土木学会100周年記念出版日本が世界に誇るコンクリート技術

の中で養生技術の一つにアクアカーテンを選定
2015/ 7：アクアカーテンホームページへのアクセス回数が10,000回を超える
2015/10：建設技術展2015近畿で開催された新技術登録技術ﾍﾞｽﾄ16に選定
2016/ 3：アクアカーテンの応用に関する研究で東京工業大学より学位取得
2016/ 5：ＮＥＴＩＳ登録番号：HR-110011-AがHR-110011-ＶＥに
2017/ 3：アクアカーテンの関連論分数が56編となる
2017/10：適用完了面積が100万m2を突破
2018 /3：アクアカーテンでトンネル覆工の耐久性向上を図る開発で埼玉大学より

学位取得
2018/11：アクアカーテンを活用したコンクリートの電気化学的補修によって塩害劣化

した桟橋の脱塩効果を確認
2019/ 1：適用完了面積157万m2に適用中面積45万m2を合わせて200万m2を

突破
2021/10：適用完了面積211万m2に適用中面積101万m2を合わせて300万m2を

突破

適用完了211万m2と適用中101万m2を合わせた適用
面積が300万m2を突破しました。

鉄筋コンクリート構造物にとって表層コンク

リートを密実化し、劣化因子の侵入を抑制する

ことはきわめて大切な施工上のポイントと言え

ます。

型枠取りはずし面の給水養生にアクアカーテ

ンはなお一層活躍することが期待されます。

2014年以降 適用面積が毎年50万m2前後で
増加しています。
167現場で終了し、19現場で活躍中。

http://www.aqua-curtain.jp/


AC News  No.50 コンクリートの養生を振り返って

アクアカーテンに関しては，アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp で詳しい情報を提供しています．

1. スリップフォーム工法における養生
入社直後に配属された技術開発室では、スリップフォーム工

法の展開を担当しました。本工法は、コンクリート打込み後わず
か4～5時間で脱型するので、養生時間は不十分です。このため、
円柱供試体強度が約10N/mm2低下する時もあります。

コンクリート工学2022年1月号に、アクアカー
テン普及会顧問が40年の会社活動における“コ
ンクリートの養生”について投稿しています。
本号は、コンクリート分野の新しい技術とビジネ

スを特集しており、3.技術を活用したビジネス展
開の事例の一例として紹介されています。

コンクリートの湿潤養生が大切であることを常に意識していたので、アクアカーテンを発想することができました。。

コンクリートの養生に関連した主な業務

2. コンクリートダムにおける養生
有スランプコンクリートをバーブレータで締め固める工法から、

超固練りのコンクリートをダンプトラックで運搬し、ブルドーザで敷
き均し、振動ローラで締め固めるRCD工法の普及に合わせて多
くの現場で試験施工を担当しました。リフト打設したダムコンク
リートの表面はグリーンカットと湛水養生によって一度も乾燥させ
ることはありません。

3. マスコンクリートにおける養生
本州四国連絡橋の大型基礎コンクリートを7リフトに分割して

施工した際、各リフトの表面を湛水養生としました。表面付近の
ひずみ計測によると湛水の有無によって100×10-6コンクリートの
膨張量の差が見つかりました。約10℃の保温効果に相当します。

4. 高強度気泡軽量モルタルにおける養生
軽くて、強度があり、一定の変形係数を有する人工軽量細

骨材を用いた気泡モルタルは、事後吸水を防ぐ必要があり、また、
ひび割れが生じやすい材料です。そこで、プレクーリングはもちろん、
打込み中は屋根を設置して雨水、日射を防止しました。

5. 吹付けモルタルにおける養生
橋脚の耐震補強工の養生材の塗布と養生シートの巻付け。

http://www.aqua-curtain.jp/


混和剤を大量に使用したコンクリートに用いる材料の分類。

◆ 産業副産物・廃棄物の混和材としての使用量をさらに増やしてCO2排出量を削減する方策として、JISで規
定された置換率以上に混和材を用いることが提案及び検討されています。

アクアカーテンに関しては、アクアカーテン普及会のホームページhttp://www.aqua-curtain.jp でも詳しい情報を提供しています。

6章 製造および施工
6.1 一般

混和材を大量に使用したコンクリートの製造および施工は、所要の品質を有するフレッシュコンクリー
トおよび硬化コンクリートが得られるように行わなければならない

6.8 養 生
（１） 混和材を大量に使用したコンクリートの養生は、打込み後の一定期間、硬化に必要な湿潤状

態および温度に保ち、硬化コンクリートが所要の品質を有するように行わなければならない。
（２） 硬化コンクリートが所要の品質を有するまでに必要となる湿潤養生期間は、試験等に基づいて

設定する。
（３） 湿潤養生時のコンクリートの温度は、硬化コンクリートの品質が損なわれないよう、適切な温度

に保たなければならない。

型枠を取り外した鉛直面
でもアーチ面でも湿潤状態
（給水養生）が可能なアクア
カーテンが活躍します。

AC News No.51 土木学会コンクリートライブラリー

混和材を大量に使用したコンクリート構造物の設計施工指針(案）

セメント ポルトランドセメント

混和材料 混和材 フライアッシュ
シリカフューム 結合材

練混ぜ水 膨張材
その他の混和材

骨材 せっこう 粉体
消石灰
石灰石微粉末

混和剤 化学混和剤

高炉スラグ微粉末
混和剤を大量に使用したコンクリートとは、

セメントと混和剤の合量に対する混和材の分
量が質量比で70％以上であり、かつ、混和材
の50％以上が高炉スラグ微粉末であるものを
いう。

SDGs、カーボンニュートラ
ル、脱炭素コンクリートなど
など地球環境を守りましょう。

http://www.aqua-curtain.jp/

	00表紙改訂
	アクアカーテンニュース��コンクリートの給水養生システム

	01目次改訂
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

	1_アクアカーテンとは改訂
	スライド番号 1

	2_ｱｸｱｶｰﾃﾝに期待改訂
	スライド番号 1

	3_給水養生の長期化改訂
	スライド番号 1

	4_覆工コンクリートにアクアカーテン改訂
	スライド番号 1

	5アクアカーテンの効果改訂
	スライド番号 1

	6_凍結融解抵抗性改訂
	スライド番号 1

	7_アクアカーテンの実施時期改訂
	スライド番号 1

	8_膨張コンクリートに改訂
	スライド番号 1

	9アクアカーテンの実施時期(2)改訂
	スライド番号 1

	10_凍結融解抵抗性が向上(2)改訂
	スライド番号 1

	11_実構造物の収縮特性改訂
	スライド番号 1

	12覆工コンクリートへの適用時期改訂
	スライド番号 1

	13シールド二次覆工への適用時期改訂
	スライド番号 1

	14長尺長さ変化測定器によるひずみ測定改訂
	スライド番号 1

	15_学会賞受賞改訂
	スライド番号 1

	16_土木学会コンクリート示方書の改訂
	スライド番号 1

	17_国際会議でアクアカーテンが表彰
	スライド番号 1

	18ｱｸｱｶｰﾃﾝで学位取得
	スライド番号 1

	19アクアカーテンの吸水試験
	スライド番号 1

	20アクアシート　アクアカーテンの妹分誕生
	スライド番号 1

	21アクアカーテン適用面積10万m2突破
	スライド番号 1

	22セメント・コンクリート特集
	スライド番号 1

	23日本が世界に誇る
	スライド番号 1

	24アクアカーテン適用面積30万m2突破
	スライド番号 1

	25国交省共通仕様書改定
	スライド番号 1

	26_土木学会全国大会論分数推移
	スライド番号 1

	27アクアカーテンHPアクセス回数
	スライド番号 1

	28新技術活用セミナー
	スライド番号 1

	29ｱｸｱｶｰﾃﾝの応用で学位取得
	スライド番号 1

	30アクアカーテンNETISランクアップ
	スライド番号 1

	31トンネル示方書･施工管理要領
	スライド番号 1

	32 論文数が50を超える
	スライド番号 1

	33コンクリートにおけるJSCE349
	スライド番号 1

	34.覆工コンクリートの乾燥収縮･表層品質改善.
	スライド番号 1

	35適用面積100万m2突破
	スライド番号 1

	36JCI基本問題養生WG報告
	スライド番号 1

	37アクアカーテンとＬＰクーリングで学位 
	スライド番号 1

	38_土木学会コンクリート示方書2017年改訂
	スライド番号 1

	39_日経コンストラクションドボク塾
	スライド番号 1

	40_コンクリート示方書養生期間の変遷
	スライド番号 1

	41土木学会全国大会Ｉ論文数の推移
	スライド番号 1

	42適用面積200万m2突破
	スライド番号 1

	43新聞掲載大反響
	スライド番号 1

	44コンクリート標準示方書維持管理編改訂
	スライド番号 1

	45コンクリート構造物の養生効果の定量的評価と各種養生技術シンポジウム
	スライド番号 1

	46令和元年度関東地方発明賞受賞
	スライド番号 1

	47建築学会暑中コンクリート養生
	スライド番号 1

	48電気化学的防食工法指針にアクアカーテン
	スライド番号 1

	49適用面積300万m2突破
	スライド番号 1

	50コンクリートの養生を振り返って
	スライド番号 1

	51コンクリートライブラリー152混和材を大量に使用したコンクリート構造物の設計・施工指針案
	スライド番号 1


