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要旨：本研究は、無筋の海洋構造物として使用実績のある鉄鋼スラグ水和固化体を陸上構造物で用いる際
の問題点とその改善策について検討を行ったものである。結合材の全てに高炉スラグ微粉末を用い、骨材
に製鋼スラグ骨材を用いた鉄鋼スラグ水和固化体を長期間にわたり気中で養生を行った場合、時間の経過
とともに静弾性係数が低下し、RC はりの表面には、無数の微細なひび割れが生じる。このようなひび割
れを抑制するには、製鋼スラグ細骨材を全て高炉スラグ細骨材に置き換え、アルカリ刺激材としてセメン
トを用い、さらに結合材の一部にフライアッシュを用いることが有効な手段であることを示した。
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1.　はじめに
　鉄鋼スラグ水和固化体は、鉄鋼製造工程で発生する副
産物の鉄鋼スラグを用いて製造される建設材料である。
セメントの代わりに高炉スラグ微粉末を用い、骨材には
コンクリート用材料として使用実績の低い製鋼スラグを
用いることに特色がある。鉄鋼スラグ水和固化体は、産
業副産物の鉄鋼スラグを有効に活用でき、また砂、砂利
を用いないため、天然資源の節約につながり、環境負荷
を低減する材料として期待されている。また、製鋼スラ
グは、鉄、ケイ素など生物の成長に不可欠な元素を多く
含んでいるため、海洋環境下において、鉄鋼スラグ水和
固化体は生物付着性に優れている 1）。平成 15 年には財
団法人沿岸開発技術研究センターより、「鉄鋼スラグ水
和固化体技術マニュアル─製鋼スラグの有効利用技術
─」が発刊され、主に護岸工事用ブロック、河床の根固
めブロック等、無筋の海洋構造物に用いられている 2）。
　鉄鋼スラグ水和固化体は製鋼スラグから溶出する高
pH 水 3, 4）により、高炉スラグ微粉末の潜在水硬性が刺
激され、水和反応を起こすことで硬化する。鉄鋼スラグ
水和固化体は、普通ポルトランドセメントを用いない場
合でも、20～50N/mm2 の強度発現が可能である。本論
文では、鉄鋼スラグ水和固化体の用途拡大を目的に、鉄
鋼スラグ水和固化体を陸上で用いた場合の問題点と、そ
の改善策の検討を示したものである。気中で養生を行っ
た鉄鋼スラグ水和固化体では、静弾性係数が材齢の経過
とともに低下し、表面には無数の微細なひび割れが発生
すること、細骨材の全てを高炉スラグ細骨材に置き換え、
結合材の一部にセメントおよびフライアッシュを用いる
ことで、これらが抑制されることを示す。

2.　実験概要
2. 1　使用材料および配合
　Table 1 に本実験に用いたコンクリートの配合を示
す。結合材には、普通ポルトランドセメント（密度：
3.15g/cm3）、高炉スラグ微粉末（密度：2.89g/cm3）およ
びフライアッシュ（密度：2.20g/cm3）を用いた。細骨材
には、製鋼スラグ細骨材（密度：3.26g/cm3、吸水率：
6.74 ％）、高炉スラグ細骨材（密度：2.77g/cm3、吸水
率：0.72 ％）および川砂（密度：2.61g/cm3、吸水率：
1.98 ％）を用いた。粗骨材には、製鋼スラグ粗骨材（密
度：3.07g/cm3、吸水率：5.02 ％）および砕石（密度：
2.74g/cm3、吸水率：0.54 ％）を用いた。混和剤には、
ポリカルボン酸系高性能減水剤および消泡剤を用いた。
いずれの配合においても、単位水量は 175kg/m3 で、細
骨材率は 50 ％で一定とした。なお Table 1 のほかに、
水結合材比が 25 ％、30 ％および 60 ％のコンクリート
も作製した。
2. 2　試験項目

（1）圧縮強度試験および静弾性係数
　圧縮強度試験および静弾性係数試験は、それぞれ、
JIS A 1108：2006「コンクリートの圧縮強度試験方法」
および JIS A 1149：2001「コンクリートの静弾性係数
試験方法」に従って行った。試験には、φ100×200mm
の円柱供試体を用いた。供試体は、打設後 2 日間型枠
内で養生を行い、脱型後、水中養生または実験室内で気
中養生を行った。気中養生を行ったものは、脱型後、材
齢 14 日まで、供試体表面が乾燥しないよう散水および
シートで覆った状態で養生を行った。材齢 14 日以降は、
実験室内でシート等は無い状態で気中養生を行った。な
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お、養生中の温度管理は行っていない。試験は、材齢
28 日および 364 日で行った。

（2）乾燥収縮ひずみ試験
　乾燥収縮ひずみ試験には、100×100×400mm の角柱
供試体を用いた。供試体は、24 時間型枠内に置き、脱
型後、室温が 20.0±1.0 ℃で、相対湿度が 65±5 ％の
恒温恒湿度室内でダイヤルゲージ法により長さ変化を測
定した。

（3）中性化試験
　中性化試験には、φ100×50mm の円柱供試体を用い
た。コンクリートを打設後、24 時間型枠内に置き、脱
型後、材齢 14 日まで水中で養生を行った。養生後、両
円断面をエポキシ樹脂でコーティングした後、温度が
30.0±1.0 ℃で、相対湿度が 60±5 ％で、炭酸ガス濃
度が 20.0±1.0 ％の中性化促進試験装置の中に供試体
を設置し、試験を開始した。

（4）RC はりを用いた試験
　RC はりを用いた試験では、載荷前に外観観察を行っ
た後に、載荷試験を行った。Fig. 1 に試験に用いた RC
はりの寸法を示す。試験には、梁長が 1,800mm で、梁
幅が 150mm で、有効高さが 163mm の RC はりを用い
た。引張鉄筋には、種類の記号が SD295A のものを用
い、呼び名が D10 の鉄筋を 6 本、D13 の鉄筋を 3 本お
よび D16 の鉄筋を 2 本の 3 種類の配筋で用いた。また、
鉄筋かぶりは 10mm、20mm および 30mm とした。RC
はりは、2 日間型枠内で養生し、脱型後、材齢 14 日まで、
供試体表面が乾燥しないよう散水およびシートで覆った
状態で養生を行い、材齢 14 日以降は、試験を行う 1 年
後まで、実験室内で気中養生を行った。なお、養生中の
温度管理は行っていない。載荷試験は、支間長 1,300mm
で載荷を行った。RC はりの上端におけるひずみの測定
には、検長が 70mm の箔ゲージを用いた。たわみは、
ダイヤルゲージを用いて、載荷点での変位を測定した。

3.　実験結果および考察
3. 1　 製鋼スラグおよび高炉スラグ微粉末のみを用いた

鉄鋼スラグ水和固化体
　Fig. 2 は、水中養生を行った鉄鋼スラグ水和固化体お
よび普通コンクリートの圧縮強度と静弾性係数の関係を
示したものである。図中の●、▲および■は、それぞれ、

水結合材比が 30 ％、45 ％および 60 ％のセメントを用
いない鉄鋼スラグ水和固化体の結果を示している。ま
た○、△および□は、それぞれ、水結合材比が 30 ％、
45 ％および 60 ％の普通コンクリートの結果を示して
いる。図中の実線は、土木学会コンクリート標準示方書
に示されている圧縮強度と静弾性係数の関係を示してい
る。水中養生を行ったセメントを用いない鉄鋼スラグ水
和固化体は、普通コンクリートと同様に、材齢 28 日か
ら 364 日に養生期間が長くなるのに伴い、圧縮強度お
よび静弾性係数はともに大きくなることが分かる。一
方、Fig. 3 は、脱型後、材齢 14 日まで散水養生を行っ
た後に実験室内で気中養生を行った鉄鋼スラグ水和固化

Table 1　Mixture proportions of concrete

Type W/B*1

（％）
C/B*2

（％）
FA/B*3

（％）
air

（％）

Unit concrete（kg/m3） Admixture

W
Binder Sand Gravel HRWRA*11

（kg/m3）
DF*12

（kg/m3）GGBF*4 FA*5 C PTCS*6 BFSS*7 RS*8 PTCG*9 CS*10

Steel‒making slag concrete 
without cement

45

0 0

2.0 175

389 0 0 1,093 0
0

1,029
0

2.33 0.00

Steel‒making slag concrete 
with flyash and BFS sand 40 30 117 117 156

0
917 1,017 3.11 0.04

Cement concrete 100 0 0 0 389 0 889 0 936 1.56 0.00
*1 Water to binder ratio in weight *2 Cement to binder ratio in weight *3 Flyash to binder ratio in weight
*4 Ground granulate blast furnace slag *5 Flyash *6 Steel‒making slag sand *7 Blast furnace slag sand *8 River sand
*9 Steel‒making slag gravel *10 Crushed stone *11 High‒range water reducing admixture *12 Deforming admixture

Fig. 1　Detail of RC beam

Fig. 2　 Relationship between compressive strength and 
Young＇s modulus（underwater curing）
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体および普通コンクリートの圧縮強度と静弾性係数の関
係を示したものである。気中養生を行った普通コンク
リートの静弾性係数は、水中養生を行ったものと同様に、
圧縮強度の増加に伴い増加しているのに対し、気中養生
を行った鉄鋼スラグ水和固化体の材齢 364 日における
静弾性係数は、材齢 28 日における静弾性係数に比べて
低下していることが分かる。
　Photo. 1 は、脱型後、材齢 14 日間散水を行った後に

気中で養生を行った鉄鋼スラグ水和固化体の円柱供試体
の表面を撮影したものである。コンクリート表面に微細
なひび割れが生じていることが分かる。また、Photo. 2、
Photo. 3 および Photo. 4 は、それぞれ、水結合材比が
30 ％、45 ％および 60 ％のセメントを用いない鉄鋼ス
ラグ水和固化体を用いた RC はりの表面に打設後 1 年
で載荷試験前に供試体に生じたひび割れを示したもので
ある。鉄筋径、かぶりおよび水結合材比の異なる計 27

Photo. 1　 Cracks on test piece of Steel−making slag 
concrete without cement

Photo. 2　 Cracks on RC beam with Steel−making slag 
concrete without cement（W/B：30 ％）

Photo. 3　 Cracks on RC beam with Steel−making slag 
concrete without cement（W/B：45 ％）

Fig. 3　 Relationship between compressive strength and 
Young＇s modulus（indoor curing）
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本の RC はり全てにおいて、セメントを用いない鉄鋼
スラグ水和固化体を用いた RC はりでは、円柱供試体
と同様なひび割れが発生していることが確認された。
　Fig. 4 は、RC はりの上端におけるコンクリートの弾
性ひずみの測定結果を示したものである。図中の●は
水結合材比が 30 ％のセメントを用いない鉄鋼スラグ
水和固化体の結果を、▲は水セメント比が 45 ％の普
通コンクリートの結果を示している。これらのコンク
リートの材齢 364 日目における圧縮強度は、それぞれ、
47.9N/mm2 および 50.0N/mm2 である。図中の実線お
よび破線は、それぞれ、円柱供試体の静弾性係数を用い
て求められたセメントを用いない鉄鋼スラグ水和固化体
および普通コンクリートを用いた RC はりの上端にお
ける弾性ひずみの計算値を示している。鉄鋼スラグ水和
固化体の RC はり上端における弾性ひずみも、計算値
が実験値とほぼ一致しており、円柱供試体によって求め
られた静弾性係数の値は妥当であることが分かる。また
Fig. 5 は、Fig. 4 に示した RC はりの載荷点におけるた
わみの測定結果を示したものである。普通コンクリート
に比べ、鉄鋼スラグ水和固化体のたわみが大きいことが
分かる。気中で養生を行った鉄鋼スラグ水和固化体の静
弾性係数が小さいことが、この図からも明らかである。
コンクリートに生じた微細なひび割れが、コンクリート
の内部にまで発生しているとすれば、静弾性係数試験で
載荷を行った際、ひび割れが埋められていくことで、変

位が大きくなり静弾性係数が小さくなったと考えられ
る。
　Fig. 6 に、種々のコンクリートの乾燥期間 364 日にお
ける乾燥収縮ひずみの測定結果を示す。鉄鋼スラグ水
和固化体の乾燥収縮ひずみは、同一の水セメント比の
普通コンクリートに比べて大きい。水結合材比が 30 ％
の鉄鋼スラグ水和固化体の乾燥収縮ひずみは、同程度の
圧縮強度の水セメント比が 45 ％の普通コンクリートに
比べてやや大きいものの、700×10－6 程度である。また
Fig. 7 は、鉄鋼スラグ水和固化体および普通コンクリー
トの中性化試験結果を示したものである。鉄鋼スラグ水
和固化体の水結合材比は 25 ％で、普通コンクリートの
水セメント比は 60 ％である。この図から、鉄鋼スラグ
水和固化体と普通コンクリートの中性化の進行は、ほぼ
同じである。鉄鋼スラグ水和固化体の乾燥収縮ひずみや
中性化は、普通コンクリートと比べてやや大きいものの、
大差ではない。鉄鋼スラグ水和固化体の円柱供試体およ
び RC はりの表面に発生するひび割れは、乾燥収縮や

Photo. 4　 Cracks on RC beam with Steel−making slag 
concrete without cement（W/B：60 ％）

Fig. 4　 Relationship between upper end strain and load 
on RC beam

Fig. 5　 Relationship between deflection and load on RC 
beam
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中性化によるもののみとは考えにくい。
3. 2　 高炉スラグ細骨材、セメントおよびフライアッ

シュを用いた鉄鋼スラグ水和固化体
　Fig. 8 は、細骨材に高炉スラグ細骨材を用い、アルカ
リ刺激材として質量比で結合材の 40 ％のセメントを用
い、さらに、ポゾラン材料のフライアッシュを質量比で
結合材の 30 ％用いた鉄鋼スラグ水和固化体の圧縮強度
と静弾性係数の関係を示したものである。図中の●、▲
および■は、それぞれ、水結合材比が 30 ％、45 ％お
よび 60 ％の結果を示している。水結合材比が 60 ％の
ものを除いて、静弾性係数の低下が抑制されていること
が分かる。Photo. 5 は、結合材の一部にセメントおよび
フライアッシュを用い、また製鋼スラグ細骨材を全て
高炉スラグ細骨材に置き換えた鉄鋼スラグ水和固化体
の円柱供試体の表面を撮影したものである。水結合材
比 30 ％、45 ％および 60 ％のいずれのコンクリート円
柱供試体の表面にも、ひび割れは確認されなかった。ま
た、それらを用いた 27 本の全ての RC はりの表面でも、

Photo. 6 で示されるように、円柱供試体と同様にひび割
れは、確認されなかった。
　Photo. 7 は、セメントを用いない鉄鋼スラグ水和固化
体の骨材周辺の断面を撮影したものである。製鋼スラグ
骨材の周辺に白い物質が確認できるとともに、骨材から
周辺に伸びるひび割れが確認できる。製鋼スラグから溶
出したカルシウムイオンが製鋼スラグ周辺に、水酸化カ
ルシウムとして析出した可能性が示唆される 3, 5）。一方、
Photo. 8 は、高炉スラグ細骨材、フライアッシュおよび
セメントを用いた鉄鋼スラグ水和固化体の断面を示した
ものである。高炉スラグ細骨材、フライアッシュおよび
セメントを用いた鉄鋼スラグ水和固化体では、骨材周辺
に白い物質および骨材から周辺に伸びるひび割れは確認
されない。以上のことから、製鋼スラグおよび高炉スラ
グ微粉末のみを用いた鉄鋼スラグ水和固化体では、硬化
後に製鋼スラグから溶出したカルシウムイオンが製鋼ス
ラグ骨材の周りに水酸化カルシウムとして析出し、ひび
割れの原因となったものと思われる。ひび割れの原因が

Fig. 6　 Relationship between drying shrinkage strain 
and water to binder ratio

Fig. 7　Result of carbonation test

Fig. 8　 Relationship between compressive strength and 
Young＇s modulus of steel−making slag concrete 
with flyash and BFS sand（indoor curing）

Photo. 5　 Surface on test piece of Steel−making slag 
concrete with flyash and BFS sand

Photo. 6　 Surface on RC beam of Steel−making slag 
concrete with flyash and BFS sand



Cement Science and Concrete Technology, No.64, 2010

520

水酸化カルシウムの析出によるものとすれば、高炉スラ
グ細骨材およびフライアッシュを用いたことにより水酸
化カルシウムの析出が抑制された可能性が示唆される。
また、高炉スラグ細骨材およびフライアッシュを用いた
鉄鋼スラグ水和固化体は、微細なひび割れが生じなかっ
たために、静弾性係数が低下しなかったものと思われる。

4.　まとめ
　本論文では、鉄鋼スラグ水和固化体を陸上で用いた場
合の問題点と改善策について検討を行った。本研究で得
られた結果を以下に示す。

（1）  結合材に高炉スラグ微粉末を用い、製鋼スラグ骨材
を用いた鉄鋼スラグ水和固化体を、気中で養生した
場合、鉄鋼スラグ水和固化体の静弾性係数が材齢の
経過に伴い低下する。

（2）  フライアッシュと高炉スラグ細骨材を使用せずに気
中で養生を行った鉄鋼スラグ水和固化体の円柱供試
体の表面に微細なひび割れが生じる。また、RC は
りへ鉄鋼スラグ水和固化体を用い、気中養生を行っ
た場合にも、同様のひび割れが確認された。

（3）  収縮ひび割れの原因となる乾燥収縮ひずみおよび中
性化を普通コンクリートと比べると、大きな差はな
く、コンクリートの表面に生じるひび割れが収縮の
みによって生じたものとは考えにくい。

（4）  製鋼スラグ細骨材を全て高炉スラグ細骨材へ置き換
え、結合材の一部にセメントおよびフライアッシュ
を用いることで、鉄鋼スラグ水和固化体の材齢に伴
う静弾性係数の低下は抑制される。

（5）  製鋼スラグ細骨材を全て高炉スラグ細骨材へ置き換
え、結合材の一部にセメントおよびフライアッシュ
を用いた鉄鋼スラグ水和固化体では、円柱供試体、

RC はりの表面および製鋼スラグ骨材周辺にひび割
れは確認されなかった。

（6）  鉄鋼スラグ水和固化体の硬化後に製鋼スラグから溶
出したカルシウムイオンが製鋼スラグ骨材の周りに
水酸化カルシウムとして析出し、ひび割れの原因と
なった可能性が示唆される。

　以上のことから、鉄鋼スラグ水和固化体を乾燥雰囲気
で用いる場合には、細骨材の全量を高炉スラグ細骨材に
置き換え、高炉スラグ微粉末のアルカリ刺激材としてセ
メントを使用し、さらに、セメントの水和反応で生じた
余剰な水酸化カルシウムを消費するフライアッシュを結
合材の一部に用いることが鉄鋼スラグ水和固化体に生じ
る微細なひび割れおよび静弾性係数の低下を抑制するた
めに有効な手段である。
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Photo. 7　 Cross section of Steel−making slag concrete 
without cement

Photo. 8　 Cross section of Steel−making slag concrete 
with flyash and BFS sand
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ABSTRACT：Steel‒making slag concrete is made of industrial by‒product in ironworks. Ground 
granulated blast furnace slag as binder is used, and steel‒making slag is used as aggregate. The 
calcium hydroxide leaching from steel‒making slag acts as alkali activator of ground granulated 
blast furnace slag. Steel‒making slag concrete can be hardened by itself with out any cement. Steel
‒making slag concrete is used for foot protection blocks and marine blocks, now. Steel‒making slag 
concrete does not use any natural aggregate, either. Steel‒making slag concrete is expected as a 
material reducing environmental load. In this study, the improvement of problem using steel‒making 
slag concrete on land is verified. In case of indoor curing, the Young’s modulus decreases along with 
time. In addition, cracks are caused on the surface of test pieces and RC beams with steel‒making 
slag concrete. The drying shrinkage strain and carbonation of steel‒making slag concrete is almost 
equal as cement concrete. In order to control the cracks steel‒making slag fine aggregate is replaced 
with blast furnace slag fine aggregate. In addition, cement and flyash as a part of binder. Then there 
is no crack on test pieces and RC beams with the steel‒making slag concrete. This is an effective 
method to use steel‒making slag concrete on land.

KEY WORDS：Steel‒making slag concrete, RC beam, Crack, Young's modulus, Steel‒making slag, 
Flyash, Blast furnace slag sand

CRACK OF RC BEAM WITH STEEL‒MAKING SLAG CONCRETE




