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1.　は じ め に

　フェロニッケルスラグ骨材は，フェロニッケルを製錬
する際に発生する溶融状態のスラグを徐冷あるいは水ま
たは空気で急冷し，破砕・粒度調整したものである。ま
た，銅スラグ細骨材は，銅を製錬する際に発生する溶融
状態のスラグを水砕し粒度調整したものである。
　産業副産物の有効利用や，骨材採取規制による天然骨
材の枯渇により，これらの非鉄スラグをコンクリート用
骨材として利用する検討が進められ，1997 年 8 月，JIS 
A 5011-2「コンクリート用スラグ骨材－第 2 部：フェ
ロニッケルスラグ骨材」，JIS A 5011-3「コンクリート
用スラグ骨材－第 3 部：銅スラグ骨材」としてそれぞれ
規格化された。これに合わせて，土木学会では，1998
年 2 月に「フェロニッケルスラグ細骨材を用いたコンク
リートの施工指針」と「銅スラグ細骨材を用いたコンク
リートの施工指針」を発刊している。
　さらに，2016 年の JIS 改正に際して，土木学会は日本
鉱業協会からの委託を受けて「非鉄スラグ骨材コンク
リート研究小委員会」（委員長：宇治公隆・首都大学東
京教授）を設置し，2 年半の調査研究活動を行い，2016
年 7 月に指針の改訂版を発刊した。今回の JIS 改正にお
いては，循環資材である非鉄スラグ骨材へ環境安全品質
およびその検査方法が導入された。また，フェロニッケ
ルスラグについては，新たに粗骨材が規格化された。指
針は，これらの改正に対応したものとなっている。さら
に委員会では，非鉄スラグ骨材の普及のための検討とし
て，工場製品への適用のための蒸気養生における強度発

現性，舗装コンクリートへの適用のためのすり減り抵抗
性などについての実験も行い，指針に反映させるととも
に技術資料に取り込んだ。
　指針の目次は，以下に示すとおりであり，両指針とも
同じ構成となっている。3 章は，環境安全品質の考え方
に基づいて，非鉄スラグ骨材コンクリートの環境安全性
の照査およびその照査に用いる環境安全品質の設計値を
示している。本来は，2 章および 4 章に記述されるべき
内容であるが，環境安全品質がコンクリート関係の指針
に初めて導入されることから，特に独立した章として記
述した。
　以降に指針の概要を示す。
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2.　非鉄スラグ骨材を用いたコンクリートの品質
と性能照査（1 ～ 5 章）

　フェロニッケルは，ステンレス製品の主原料となる合
金で，20％がニッケル，80％が鉄である。我が国のフェ
ロニッケルの製造量は，150 万トン/年で，フェロニッケ
ルスラグの製造量は，255 万トン/年である（最近 10 年
間の平均）。
　国内製錬所の銅地金製造量は，170 万トン/年である。
このうち，100 万トン/年が国内で消費され，それ以外
がアジア向けに輸出されている。この銅に対して，300
万トン/年の銅スラグが同時に製造されている（最近 10
年間の平均）。
　図-1は，非鉄スラグ骨材を天然砂・砕砂と同等価格
以下の単価で供給できる地域を示しており，フェロニッ
ケルスラグ骨材および銅スラグ細骨材は，ほぼ日本全国
に安価で供給が可能である。

　非鉄スラグ骨材の特徴は，密度が高いことである。一
般の砕砂の密度が 2.5～2.8 g/cm3 なのに対して，フェ
ロニッケルスラグ骨材は，2.9～3.1 g/cm3 の密度のもの
が，また，銅スラグ細骨材は，3.4～3.6 g/cm3 の密度の
ものが多く流通している。非鉄スラグ骨材の密度が高い
のは，鉄分を多く含むためである。非鉄スラグ骨材は，
その密度の大きさを利用して港湾用途として用いられる
ことも多いが，一般用途として，国道 178 号線の伊根舟
屋高架橋に採用された実績もある（図-2）。
　フェロニッケルスラグ骨材および銅スラグ細骨材は，そ
れぞれ，JIS A 5011-2 および JIS A 5011-3 に品質が規定
されている。銅スラグは，細骨材のみであるが，フェロニッ
ケルスラグは，細骨材，粗骨材双方の規格がある。なお，
本指針では，JIS に規定される品質を満足する非鉄スラグ
骨材を普通骨材と混合して使用することを標準としている。
　フェロニッケルスラグに関しては，容積比で 50％以下
の骨材混合率を標準としている。その理由は，コンクリー
トの単位容積質量の増加が 100 kg/m3 程度以下であり，
特別な配慮を必要とせず普通骨材コンクリートと同等な
扱いができるためである。ただし，アルカリシリカ反応の
抑制対策に十分な信頼性がないため，フェロニッケルス
ラグ細骨材とフェロニッケルスラグ粗骨材は併用しない
こととしている。銅スラグに関しては，容積比で 30％以
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図-2　フェロニッケルスラグ骨材の用いられた伊根舟屋高架橋
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図-1 　非鉄スラグを天然砂・砕砂と同等価格以下の単価で 
供給できる地域図
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下の骨材混合率を標準としている。その理由は，コンク
リートの単位容積質量の増加を 100 kg/m3 程度以下とす
るためと，環境安全品質基準を満足させるためである。
　2016 年度における JIS A 5011-2 および JIS A 5011-3
の改正において，環境安全品質に関する規定の追加が行
われた。非鉄スラグ骨材が再利用の可能性の低い港湾用
途のコンクリートに使われる場合と，再生骨材，路盤材
等に再利用される可能性のある一般用途のコンクリート
に使われる場合で，それぞれ，環境安全品質基準が定め
られた。一般用途の場合には，カドミウム，鉛，六価ク
ロム，ひ素，水銀，セレン，ふっ素，ほう素の 8 つの化学
成分に対して，満たすべき含有量および溶出量の基準量
が示されている。港湾用途に対しては，溶出量に対して
のみ，一般用途の基準を緩和した基準が設けられている。
フェロニッケルスラグ骨材においては上記の化学成分の
ほとんどが検出限界値以下であり，普通骨材との混合を
行わなくても，環境安全品質基準が満たされないことは
ない。ただし，ふっ素の溶出量は検出可能なことがある
ため，骨材購入者も納品伝票等で環境安全性を確認しな
ければならない。銅スラグに関しては，カドミウム，鉛，
ひ素の含有量が高目に検出される。しかし，容積比で
30％以下の混合率で銅スラグ細骨材を使用する場合には，
環境安全品質が問題となることはない。ただし，フェロ
ニッケルスラグ骨材と同様に，銅スラグ骨材を購入する
者は，納品伝票等で，環境安全品質基準を満足するスラ
グ骨材が入荷されていることを確認する必要はある。

3.　骨材品質と配合設計（6 ～ 7 章）

　両指針の 6 章および 7 章では，それぞれ，骨材そのも
のの詳細および配合設計について記載している。フェロ
ニッケルスラグ骨材の場合はアルカリシリカ反応性が留
意すべき点となり，銅スラグ細骨材の場合は環境安全品
質が留意すべき点となっている。
　両スラグ骨材ともに，混合して使用する普通骨材は，粒
度および塩化物含有量を除き，JIS A 5308 の附属書 A に
規定の砂（粗骨材の場合は砂利），または，JIS A 5005
に規定の砕砂（粗骨材の場合は砕石）のみとした。フェ
ロニッケルスラグ骨材の場合は，混合する普通骨材につ
いて，アルカリシリカ反応性の区分が無害のものに限定
している。すなわち，フェロニッケルスラグ細／粗骨材，
銅スラグ細骨材ともに，他のスラグ骨材や再生骨材と混
合して用いることはできないことに留意されたい。
　本指針でのこれらの限定は，本質的には合理的となら
ない場合もある。例えば，普通骨材がアルカリシリカ反応
性区分で無害でない場合で，フェロニッケルスラグ骨材が
アルカリシリカ反応性の区分で無害の場合での混合使用
などが挙げられるが，現時点では，この混合使用による効
果を示すデータがないため，安全側の記述となっている。
　本指針では，両スラグ骨材ともに，別計量してミキサ

内で普通骨材と混合することを基本としている。しかし，
普及促進の観点から，あらかじめ混合された状態で販売
されるフェロニッケルスラグ混合細骨材（アルカリシリ
カ反応性が無害のもののみ。混合粗骨材はない），銅ス
ラグ混合細骨材についても記述している。既混合細骨材
の場合，混合前の品質が確認できること，混合率が明示
されていること，混合率が変動範囲内であることが保証
されていること，日本鉱業協会の「非鉄スラグ製品の販
売ガイドライン」に基づいて製造販売されたものである
ことと，非常に厳しい制約を受ける。また，混合率の変
動を考慮し，銅スラグ細骨材の場合は，環境安全品質の
観点から，混合率の上限が 25％に低減されている。
　配合設計においては，現行の土木学会コンクリート標準
示方書［施工編］の流れを踏襲している。特に，両スラグ
ともに，密度が大きいことによるブリーディングの増大が
懸念されるため，単位セメント量，単位粉体量について詳
細に記述している。ブリーディングには，骨材中の微粒分
量も影響するため，骨材の微粒分量が多い場合や減水効
果の高い混和剤を用いる場合など，スラグ骨材混合率も含
め，基本的に試験に基づいて配合を定めることとしている。

4.　製造・施工および特別な考慮を要するコンク
リート（8 ～13 章）

（ 1 ） フェロニッケルスラグ骨材
　10 章「運搬・打込みおよび養生」は，運搬，打込み，
締固め，仕上げおよび養生に関する記述であるが，ブリー
ディング特性以外は，普通骨材コンクリートと同等であ
ることを明記した。また，フェロニッケルスラグ細骨材
混合率 50％以下では，普通骨材コンクリートと比較し
て，施工性能が良好であることが既往の実験結果によっ
て明らかになった。付録Ⅰの技術資料に掲載されている
実験結果の一例を図-3に示す。スランプ 10 cm 前後の
コンクリートの間隙通過速度を計測したものである。普
通骨材コンクリートに比較して，フェロニッケルスラグ
細骨材混合率が 30％および 50％のコンクリートは間隙通
過速度が大きい。この結果は，普通骨材コンクリートと比
較して，加振時に間隙通過速度が大きく，締固め時間が
長くなると過度の材料分離が生じる恐れがあることも示
唆している。したがって，打込みの解説では，フェロニッ
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図-3　フェロニッケルスラグ細骨材混合率と間隙通過速度の関係
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ケルスラグ骨材コンクリートを締め固める場合は，振動
時間と締固め状態を把握しつつ，適切な振動時間を設定
することが大切であることを記述している。
　12 章「検査」では，受入れ検査は，示方書［施工編：
検査標準］に準ずるとしている。ただし，環境安全品質
の検査については，図-4に示す環境安全受渡表の一例を
紹介している。この環境安全品質の検査は，特別な試験
ではなく，成績表に記載された含有量（ふっ素）がふっ
素に関する基準値以下であることを確認する行為とし，
トレーサビリティーの確保を行うことを目的としている。
　13 章「特別な考慮を要するコンクリート」では，12 章
までは認めていないフェロニッケルスラグ細骨材混合率が
50％を超える場合，あるいは，フェロニッケルスラグ細骨
材とフェロニッケルスラグ粗骨材を併用した場合の注意点
を記述している。ただし，フェロニッケルスラグ細骨材の
うち，アルカリシリカ反応性による区分で無害でないと判
定されるものは，12 章までと同様に 13 章でも除外するこ
ととした。節としては，「単位容積質量が大きいコンクリー
ト」，「舗装コンクリート」，「ダムコンクリート」を設け，そ
れぞれ注意する内容を記載している。「舗装コンクリート」
と「ダムコンクリート」は，旧指針発刊以降に施工実績の
多いコンクリートである。3 節とも同様な注意点であるが，
配合設計ではブリーディングを抑制するための方策，製造
ではミキサの負荷や電力供給の注意，施工では運搬におけ
る過積載，型枠の側圧やブリーディング等の注意などで
ある。
（ 2 ） 銅スラグ細骨材

　銅スラグ細骨材の場合，フェロニッケルスラグ骨材と
大きく異なる点は，フェロニッケルスラグ骨材の密度よ

り 0.5 g/cm3 程度大きい点と，環境安全品質で検査項目
がカドミウム，鉛およびひ素の 3 項目ある点である。
　普通骨材の密度と比較すると，1.0 g/cm3 程度大きい
ため，施工においては，ブリーディング以外に，圧送に
関する注意が必要と考えられる。しかしながら，最近の
研究において，コンクリートポンプによる運搬を行う場
合の水平換算長さは，水平圧送の場合は普通骨材コンク
リートと同じと考えてよいという報告がある（図-5）。
また，鉛直圧送の場合の水平換算長さについても，銅ス
ラグ細骨材混合率が 30％以下の場合は，普通骨材コン
クリートと同じと考えてよいという報告がある。このた
め，10 章「運搬」では，示方書［施工編：施工標準］に
準拠してよいことを解説で記述している。
　環境安全品質に関しては，12 章「検査」において，図-6
に示す環境安全受渡表の一例を紹介している。ただし，
フェロニッケルスラグ骨材の場合と同様で，この環境安
全品質の検査は特別な試験ではなく，成績表に記載され
た 3 つの含有量がそれぞれの項目に関する基準値以下で
あることを確認する行為である。
　13 章「特別な考慮を要するコンクリート」では，銅スラ
グ細骨材混合率が 30％を超える場合の注意点を記述して
いる。銅スラグ細骨材混合率がコンクリートの特性ではな
く，環境安全品質の観点から制約を受け，一般用途は溶出
量と含有量（注：1 N，HCl での酸溶解の溶出量）の規制
を受ける。一方，港湾用途は溶出量のみの規制を受ける。
　節として，「単位容積質量が大きいコンクリート」を
設けているが，注意事項は，フェロニッケルスラグ骨材
の場合と同じである。

A生コンクリート㈱　御中
環境安全受渡試験結果

区分 試験の項目 ロット番号
項目

ふっ素

溶出量
（mg/L）

環境安全受渡試験 XXX-1 ＜0.1
環境安全受渡検査判定値 0.8

図-4　環境安全受渡表の一例（フェロニッケルスラグ骨材）

A生コンクリート㈱　御中
環境安全受渡試験結果

区分 試験の項目 ロット番号
項目

カドミウム 鉛 ひ素

溶出量
（mg/L）

環境安全受渡試験 ＜0.005 ＜0.005 ＜0.005
環境安全受渡検査判定値 0.01 0.01 0.01

含有量
（mg/kg）

環境安全受渡試験 ＜15 600 400
環境安全受渡検査判定値 150 850 900

図-6　環境安全受渡表の一例（銅スラグ骨材）

コンクリートの配合

W/C
（％）

s/a
（％）

単位量（kg/m3） AD
（C×％）

単位容積質量
（kg/m3）W C CUS 2.5 G

47.7 43.0 167 350 1 019 1 004 1.0 2 540

ベント管 45°  r＝1 m

ベント管 45°  r＝1 m
傾斜管  6 m

水平管  6.8 m水平管  1.5 m
※P 1～P 5：圧力計の位置

水平管  23.3 m

ブーム  26.5 m
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図-5　銅スラグ細骨材を用いたコンクリートの圧送性試験結果
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5.　技 術 資 料

　両指針の技術資料は，骨材の品質，モルタルおよびコ
ンクリートの性質，コンクリートの運搬・施工時の品質
変化，暴露試験の結果，および使用実績をまとめたもの
であり，指針制定の根拠資料として位置付けられる。
　技術資料には，両スラグ骨材の JIS 改正で追加された
環境安全品質に関する管理方法や，両スラグ骨材の普及
に関連するコンクリートの施工性，給熱養生特性，耐摩
耗性などの最新の研究成果を盛り込んだ。また，JIS A 
5011-2 にフェロニッケルスラグ粗骨材が追加されたこ
とを受けて，フェロニッケルスラグ骨材指針の技術資料
にはフェロニッケルスラグ粗骨材を用いたコンクリート
の特性に関する研究成果を加えた。
　スラグ骨材の環境安全品質については，各製造所の骨
材の化学成分の溶出量および含有量の測定結果を示し，
銅スラグ細骨材の利用模擬試料による形式検査と受渡し
判定値の設定について説明した。ある製造所の銅スラグ
細骨材における鉛の形式検査の結果を図-7 に，銅スラ
グ細骨材の鉛含有量の測定値と受渡し判定値の例を図-8
に示す。この例では，形式検査の結果から，利用模擬試
料における鉛含有量が基準値である 150 mg/kg を満た
す値として，スラグ骨材中の含有量 660 mg/kg が受渡
し判定値として設定されている。
　フェロニッケルスラグ粗骨材を用いたコンクリートの特
性については，最近の研究結果から，普通粗骨材と同等
以上のフレッシュ性状，力学特性および耐久性を有するこ
とを紹介した。図-9 に示すように，フェロニッケルスラグ
粗骨材の混合率によらず普通骨材のみを用いたコンクリー
トと同程度の圧縮強度が得られた。また，図-10に示すよ
うに，粗骨材の全量をフェロニッケルスラグ粗骨材として
も，耐凍害性がほとんど低下しないことが確かめられた。
　フェロニッケルスラグ細骨材を用いたコンクリートに
及ぼす高温蒸気養生の影響については，図-11に示すよ
うに，最高温度 90℃の蒸気養生を受けても 20℃水中養
生と同程度の圧縮強度が得られていることを確認した。

6.　お わ り に

　本稿は，2016 年 7 月に発刊された「フェロニッケル
スラグ骨材を用いたコンクリートの設計施工指針」およ
び「銅スラグ細骨材を用いたコンクリートの設計施工指
針」の概要をまとめたものである。両指針が，非鉄スラ
グ骨材の有効利用と，非鉄スラグ骨材コンクリートの健
全な普及の一助となれば幸いである。

　謝　辞　指針作成に当たりご協力いただきました，土
木学会コンクリート委員会「非鉄スラグ骨材コンクリー
ト研究小委員会」の各委員をはじめとする関係各位に感
謝いたします。

基準：150 mg/kg
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図-7　鉛の形式検査の結果および受渡し判定値の設定
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図-8　鉛含有量の実績と受渡し判定値
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図-9　圧縮強度とフェロニッケルスラグ粗骨材の混合率
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図-10　凍結融解抵抗性とフェロニッケルスラグ粗骨材の混合率

0

10

20

30

40

50

60

水中 20℃ 蒸気 50℃ 蒸気 60℃ 蒸気70℃ 蒸気90℃

圧
縮
強
度
（
N
/m
m
2 ）

養生条件・温度

7日
14 日
28 日

配合：F 25

図-11　各養生条件下の圧縮強度


