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 本論文は，鉄鋼スラグ水和固化体の乾燥収縮ひずみ，自己収縮ひずみ，線膨張係数およびヤング係数を，

セメントコンクリートと比較し，示したものである．鉄鋼スラグ水和固化体の骨材に用いる製鋼スラグは，

吸水率が大きく多孔質であるため，水結合材比の小さい配合であっても，自己収縮ひずみは極めて小さい．

また，乾燥収縮ひずみは大きく，最終値に達するまでの時間も長くなる．このような，鉄鋼スラグ水和固

化体の乾燥収縮ひずみは，製鋼スラグ骨材に含まれる水分量を考慮することで，セメントコンクリートの

乾燥収縮ひずみの予測式が適用可能である．また，鉄鋼スラグ水和固化体のヤング係数および線膨張係数

は，セメントコンクリートとほぼ同程度である． 
  

Key Words: steel-making slag concrete, drying shrinkage strain, autogeneous shrinkage strain,  
thermal strain, elastic strain, crack due to shrinkage 

 
 
 

1.  はじめに 
 
製鉄の過程で発生するスラグを鉄鋼スラグとよぶ．鉄

鋼スラグの中で，高炉で発生するスラグは高炉スラグと

よばれ，その多くは，セメント原料に用いられている．

また，高炉スラグは，コンクリート用骨材，路盤材など

にも有効利用されており，その利用率は100%である．

一方，溶銑予備処理の工程や転炉で発生する鉄鋼スラグ

は，製鋼スラグとよばれる．製鋼スラグの利用率も98%
と高いものの，埋立て材や仮設材への利用が主である1)．

鉄鋼スラグ水和固化体は，コンクリート用骨材としての

使用実績の低い製鋼スラグを骨材に用いることに特色が

あり，大量に発生する産業副産物を有効に活用できる環

境負荷低減型材料として期待されている2)． 
鉄鋼スラグ水和固化体は，通常のセメントコンクリー

トと比べ密度が１割程度大きいこと，リンや鉄を多く含

み生物付着性に富むことなどから，主に護岸工事用ブロ

ック，河床の根固めブロックなどの無筋構造物を対象に，

その開発が進められている．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，試験施工も数多く行われている3)． 
本論文は，環境負荷低減が期待される鉄鋼スラグ水和

固化体を，根固めブロックや割石などのブロックだけで

なく，大型の消波ブロックや護岸壁などの構造物へも適

用範囲を広げることを目的に，構造物の設計に必要なヤ

ング係数，線膨張係数，自己収縮ひずみおよび乾燥収縮

ひずみを調べ，セメントコンクリートとの比較を行った

ものである．鉄鋼スラグ水和固化体の自己収縮ひずみお

よび乾燥収縮ひずみは，骨材に用いる製鋼スラグの吸水

率の影響を大きく受け，吸水率が大きく多孔質な製鋼ス

ラグを骨材に用いるほど，自己収縮ひずみは小さくなり，

乾燥収縮ひずみは大きくなることを示す．さらに，土木

学会コンクリート標準示方書に示されるコンクリートの

乾燥収縮ひずみの予測式4)に，製鋼スラグ骨材中に含ま

れる水分量を考慮することで，鉄鋼スラグ水和固化体の

乾燥収縮ひずみも予測可能なことを示す．鉄鋼スラグ水

和固化体の変形性能は，必ずしもセメントコンクリート

と比較し，優れているとはいえない．しかし，それらの

変形量は，設計において予測することが可能で，鉄鋼ス
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ラグ水和固化体を大型の消波ブロックなどの構造物を製

造する材料としても適用可能であることを示す． 
 
 

2.  実験概要 

 

 (1)  使用材料 

結合材には， JIS A 6206: 1997に規格される高炉スラグ

微粉末4000（密度：2.89g/cm3）およびJIS A 6201: 1999に規

格されるフライアッシュII種（密度：2.20g/cm3）を用い

た．結合材の一部として用いるアルカリ刺激材には，石

灰集塵微粉末（密度：3.14g/cm3，平均粒径：10μm）およ

び普通ポルトランドセメント（密度：3.15g/cm3，ブレー

ン値：3,300 cm2/g）を用いた． 
細骨材には，製鋼スラグ細骨材（密度：3.06g/cm3，吸

水率：7.67%），高炉スラグ細骨材（密度：2.71g/cm3，

吸水率：1.38%）および川砂（密度：2.58g/cm3，吸水

率：1.95%）を用いた．粗骨材には，製鋼スラグ粗骨材

（密度：3.18g/cm3，吸水率：4.50%）および砕石（密

度：2.74g/cm3，吸水率：0.59%）を用いた．製鋼スラグ

は，エージング処理を行い，JIS A 5015: 1992附属書2によ

る水浸膨張比が1.1%以下になったものを用いた．製鋼ス

ラグ粗骨材は，図-1に示すロサンゼルス試験機に，製鋼

スラグ粗骨材10kgに対して1個の質量が415gの鉄球を12
個入れ，1,000回転させた後，5mmのふるいに留まった

ものも粗骨材として用いた．これにより，製鋼スラグ粗

骨材の吸水率は，4.50%から2.02%となった．さらに，ロ

サンゼルス試験機によって吸水率を小さくした製鋼スラ

グ粗骨材を，破砕機（ジョークラッシャー）によって破

砕し，5mmのふるいを通過するものも細骨材として用い

た．破砕機によって作製した製鋼スラグ細骨材は，吸水

率が3.77%となった．試験には，ロサンゼルス試験機に

よって吸水率を小さくした製鋼スラグを，吸水率を小さ

くしていない製鋼スラグと混合し，吸水率が，それぞれ，

5.96%および3.19%となる製鋼スラグ細骨材および製鋼ス

ラグ粗骨材も用いた． 
混和剤は，ポリカルボン酸系高性能減水剤，変性アル

キルカルボン酸化合物系陰イオン形AE剤およびポリオ

キシアルキレン誘導体混合物を主成分とする消泡剤を用

いた． 
 

(2)  配 合 

表-1に鉄鋼スラグ水和固化体の配合を示す．実験には，

3種類の配合の鉄鋼スラグ水和固化体を用いた．Type-A
の配合は，セメントを全く用いず，高炉スラグ微粉末と

アルカリ刺激材である石灰集塵微粉末を結合材に用いた

配合である．また，骨材には，細骨材および粗骨材とも

に，製鋼スラグ骨材を用いている．Type-Bの配合は，ア

ルカリ刺激材に普通ポルトランドセメントを質量比で結

合材の10%用いた配合である．Type-Cの配合は，図-2に
示されるように，凍結融解抵抗性を著しく改善した配合

である5)．セメントを用いないType-Aの配合およびセメ

ントの使用量の少ないType-Bの配合の鉄鋼スラグ水和固

化体では，水和の初期において，ペースト中にカルシウ

ムイオンが十分に生成されないため，AE剤とカルシウ

ムイオンとの反応によって生成されるエントレインドエ

表-1 鉄鋼スラグ水和固化体の配合 

Unit content (kg/m3) Admixture 
Binder S G 

Activator Type Gmax 
(mm) 

W/B*1 
(%) 

C/B*2 
(%) 

Air 
(%) 

s/a 
(%) W BF*3 FA*4

C LD*5 BFS*6 SS*7 SG*8 
HRWRA*9 

(kg/m3) 
AE*10

(g/m3)
DF*11

(g/m3)

A 23.4 0.0 562 0 78 
B 23.5 10.0 575 0 64 0 896 7.7 64.0 0.0

C 
20 

24.9 43.5 
4.5 50.0 150 

170 170 262 0 794 0
931 

10.3 403.2 12.8
*1 Water to binder ratio in weight  *2 Cement to binder ratio in weight  *3 Ground granulate blast furnace slag *4  Fly ash *5 Lime dust  
*6 Blast furnace slag sand  *7 Steel-making slag sand *8 Steel-making slag gravel *9 High-range water reducing admixture *10 Air entraining admixture 
*11 Deforming admixture 

表-2 セメントコンクリートの配合 

Unit content (kg/m3) Admixture 
Binder 

Activator 
Type Gmax 

(mm) 
W/B*1 
(%) 

C/B*2 
(%) 

Air 
(%) 

s/a 
(%) W BF*3 C LD*4 

S*5 G*6 HRWRA*7 
(kg/m3) 

AE*8 
(g/m3) 

N00 23.4 0.0 562 0 78 7.6 64.0 
N01 23.4 10.0 575 64 9.0 19.2 
N02 22.9 40.0 393 262 10.5 19.7 
N03 22.3 70.0 202 471 12.1 20.2 
N04 21.7 

4.5 50.0 150 

691 

755 802 

13.8 20.7 
N10 

20 

55.0 100.0 2.0 46.0 160 0 291 

0 

864 1,077 4.4 00.0 
*1 Water to binder ratio in weight  *2 Cement to binder ratio in weight *3 Ground granulate blast furnace slag  *4  Lime dust *5  River sand  
*6  Crushed stone *7  High-range water reducing admixture *8  Air entraining admixture  
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アがペースト中に分散されない．また，写真-1に示され

るように，製鋼スラグ骨材から溶出する水酸化カルシウ

ムとAE剤とが反応することにより，製鋼スラグ骨材周

辺の気泡の径が，AE剤の添加に伴って大きくなる．こ

れらのことを考慮し，Type-Cの配合は，セメントを質量

比で結合材の40%以上用いることで，AE剤によるペー

スト中の空気連行性を高めている．また，細骨材には，

水酸化カルシウムの溶出の少ない高炉スラグ細骨材を用

いた配合となっている．ただし，高炉スラグ細骨材を用

いた場合には，図-3に示されるように，多量のエントラ

ップドエアが取り込まれる．それを防ぐ目的で，消泡剤

が用いられている．図-3の横軸の1Aは，AE剤の標準使

用量を示している．また，消泡剤を用いた結果における

消泡剤の使用量は，標準使用量の12.8g/m3である．さら

に，Type-Cの配合の結合材には，セメントの水和と粗骨

材に用いた製鋼スラグから溶出する水酸化カルシウムに

よって，ペーストと粗骨材の界面で膨張が生じ，微細な

ひび割れが発生しないように，余剰な水酸化カルシウム

を消費させる目的でフライアッシュが質量比で結合材の

約30%用いられている． 

実験には，表-1の配合の鉄鋼スラグ水和固化体との比

較を行うために，表-2に示される川砂および砕石を用い

たセメントコンクリートも用いた． 
 

(3)  試験方法 

a) 拘束収縮ひび割れ試験 

拘束収縮ひび割れ試験には，図-4に示す拘束型枠を用

いた．拘束型枠に用いた鉄板の厚みは，3mmである．試

験は，コンクリートを打設後，型枠内で24時間養生した

後，開始した．拘束収縮ひび割れ試験は，温度が

20.0±1.0℃で，相対湿度が65±5%の恒温恒湿度室内で行っ

た．ひび割れ幅の測定には，最小目盛りが0.02mmのマ

イクロスコープを用いた．供試体の本数は，実験要因ご

とに1本である． 
b) 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，コンタクトゲージ法により変位の測定を行っ

た．供試体の本数は，実験要因ごとに1本である．ただ

し，変位の測定位置は，コンクリート打設面とその裏面

を除く2面のそれぞれ2箇所（合計4箇所）とした．変位

Ordinary steel-
making slag

Density： 3.18g/cm3

Absorption： 4.50%
Density： 3.06g/cm3

Absorption： 7.67%

Density： 3.40g/cm3

Absorption： 2.02%
Density： 3.29g/cm3

Absorption： 3.77%

1,000
rotations

Crushing
 

図-1 吸水率の小さい製鋼スラグ骨材の作製方法 

 
写真-1 鉄鋼スラグ水和固化体の気泡分布 
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図-2 鉄鋼スラグ水和固化体の凍結融解抵抗性 
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図-3 高炉スラグ細骨材を用いた鉄鋼スラグ水和固化体の AE

剤の添加量と空気量との関係 
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の測定には，ホイットモア式ひずみ計（検長：250mm，

最小目盛り：1/1,000mm）を用いた．コンクリートは，

打設後24時間まで型枠内で養生し，試験開始まで水中で

養生を行った．なお，乾燥開始時材齢が1日のものは，

脱型直後から測定を開始した．乾燥収縮ひずみ試験は，

温度が20.0±1.0℃で，相対湿度が65±5%の恒温恒湿度室内

で行った． 
c) 自己収縮ひずみ試験 

自己収縮ひずみの測定は，コンタクトゲージによる方

法，リニアゲージによる方法および埋込み式ひずみゲー

ジによる方法の3つの方法で行った．自己収縮ひずみを

測定する供試体は，打設直後より温度が20.0±1.0℃の恒

温室内に置いた． 
コンタクトゲージによる方法では，100×100×400mmの

角柱供試体を用いた．供試体の本数は，実験要因ごとに

1本である．ただし，変位の測定位置は，コンクリート

打設面とその裏面を除く2面のそれぞれ2箇所（合計4箇
所）とした．打設後24時間型枠内で養生し，脱型後，直

ちにアルミニウムシートで封緘し，基長を測定した．変

位の測定には，ホイットモア式ひずみ計（検長：250mm，

最小目盛り：1/1,000mm）を用いた． 
リニアゲージによる方法では，上下面にゲージプラグ

を埋め込んだ40×40×160mmの角柱供試体を用いた．供試

体の本数は，実験要因ごとに1本である．40×40×160mm
の角柱供試体を用いてコンクリートの自己収縮ひずみを

測定する場合には，粗骨材の最大寸法を10mmとした．

打設後24時間型枠内で養生し，脱型後，直ちにアルミニ

ウムシートで封緘し，基長を測定した．変位の測定には，

最小目盛りが1/1,000mmのリニアゲージを用いた． 
埋込み式ひずみゲージを用いる方法では，表面をシリ

コン樹脂により防水加工されたひずみゲージ（ゲージ

長：70mm，抵抗：120Ω，ゲージ率：2.10）を用いた．

なお，シリコン樹脂を含めたゲージの全長は，80mmで

ある．埋込み式ひずみゲージは，24時間以上，十分に吸

水させたものを使用した．図-5に示す容積が1Lの円筒形

低密度ポリエチレン容器（φ84×180mm）にコンクリート

を打設し，埋込み式ひずみゲージを縦方向に設置した．

また，埋込み式ひずみゲージを用いた自己収縮ひずみの

測定では，銅コンスタンタン熱電対によるコンクリート

温度の測定を同時に行った．供試体の本数は，実験要因

ごとに1本である．図-6は，図-5に示す供試体を用い，

埋込み式ひずみゲージによって測定されたコンクリート

の自己収縮ひずみと，コンクリート温度の測定結果を示

したものである．図中の○および□は，それぞれ，コン

3 m
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170 m

m

600 mm
940 mm
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図-4 拘束型枠の形状および寸法 
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図-6 埋込み式ひずみゲージによるコンクリートの自己収縮ひ

ずみおよび温度の測定結果 
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図-5 埋込み式ひずみゲージを用いた自己収縮ひずみの測定 
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図-7 リニアゲージによる自己収縮ひずみと埋込み式ひずみゲ

ージによる自己収縮ひずみの関係 
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クリートの自己収縮ひずみおよび温度の測定結果である．

コンクリートの練上がり温度が26℃であるのに対し，測

定を行った室内の温度が20℃であるため，打設直後より

コンクリートの温度は下がっている．これに伴い，コン

クリートは，コンクリート温度の低下による収縮と沈降

収縮を開始している．コンクリートの凝結の始発である

打設後7時間より，コンクリート温度は上昇し，収縮ひ

ずみは抑えられている．コンクリート温度が22℃の最高

温度に到達する19時間後に，収縮ひずみは再び大きくな

り，モノサルフェートの生成が原因でコンクリート温度

が上昇する26時間後に，再び収縮ひずみが抑えられてい

る．その後，コンクリート温度が下がるとともに，コン

クリート温度の低下と自己収縮によって収縮ひずみが増

加している．このように，埋込み式ひずみゲージによっ

て，コンクリートの水和反応に伴う長さ変化の挙動が打

設直後より定性的に測定されている．図-7は，リニアゲ

ージおよび埋込み式ひずみゲージにより測定された材齢

1日以降の自己収縮ひずみの大きさを比較したものであ

る．埋込み式ひずみゲージおよびリニアゲージにより測

定された自己収縮ひずみの関係は，原点を通る直線で表

され，埋込み式ひずみゲージにより測定されたものの方

がリニアゲージにより測定されたものに比べて大きめの

値となる．本論文では，変位を直接測定したリニアゲー

ジによる自己収縮ひずみを真の値とし，埋込み式ひずみ

ゲージにより測定された自己収縮ひずみは，0.574倍に

したものを実験値とした． 
d) 線膨張係数試験 

試験に用いた供試体は，自己収縮ひずみの経時変化が

小さくなったことを確認した材齢2ヶ月のものを用いた．

自己収縮ひずみの測定に用いた円筒形低密度ポリエチレ

ン容器内に打設した供試体の上下面を，供試体の高さが

160mmになるように切断し，切断面をアルミニウムシー

トで封緘して水分の出入りを遮断した．供試体は，試験

中に水と接しないようにビニール袋に入れ，長さ変化が

定常になるまで水温が55.0±1.0℃の水中に浸漬させた．

その後，水温を自然に下げながら，水温とコンクリート

供試体の中心温度が同じになったことを確認して，長さ

変化を測定した．変位の測定には，写真-2に示すリニア

ゲージ（最小目盛り：1/1,000mm）を用いた．供試体の

本数は，実験要因ごとに1本である． 
e) 擬似断熱温度上昇試験 

試験には，図-8に示す厚さ200mmの発泡スチロールで

作製した容器（内寸：250×250×250mm）を用いた．容器

内にコンクリートを15.6L打設し，コンクリートの中心

には，銅コンスタンタン熱電対を設置した．供試体の本

数は，実験要因ごとに1本である． 
f) ヤング係数試験 

試験は，JIS A 1149: 2001に規格される「コンクリート

の静弾性係数試験方法」に従い行った．試験には，

φ100×200mmの円柱供試体を用いた．ひずみの測定には，

検長が100mmのコンプレッソメーターを用いた．供試体

の本数は，実験要因ごとに3本である． 
 
 

3.  実験結果および考察 

 

(1)  ヤング係数 

 図-9は，材齢が7日から91日の鉄鋼スラグ水和固化体

の圧縮強度とヤング係数との関係を示したものである．

図中の●，▲および■は水中養生を行ったもので，○，

△および□は蒸気養生を行ったものである．蒸気養生は，
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図-8 擬似断熱温度上昇試験に用いた供試体 
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図-9 圧縮強度とヤング係数との関係 

 

 
写真-2 リニアゲージによる長さ変化の測定 
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平成8年制定土木学会コンクリート標準示方書［施工

編］に示される方法6)に従い行った．図中の実線は，平

成14年制定土木学会コンクリート標準示方書［構造性能

照査編］に示される圧縮強度とヤング係数との関係4)で

ある．また，図中の破線は，奥島らの提案する次式7)に

より計算されたものである． 

 CfE ′⋅⋅= 5.1
3/1 430,1 ρ  (1) 

ここに，E1/3は，ヤング係数(N/mm2)で，ρは，コンクリ

ートの単位容積質量(g/cm3)で，また，f’Cは，圧縮強度

(N/mm2)である． 
コンクリートのヤング係数は，式(1)で表されるよう

に，コンクリートの密度が大きいほど大きくなる．鉄鋼

スラグ水和固化体の密度は，約2.6 g/cm3と大きいにも拘

らず，ヤング係数は，密度が2.3g/cm3であるセメントコ

ンクリートとほぼ同程度である．製鋼スラグ骨材は，ロ

サンゼルス試験機によって，吸水率が小さくできるほど，

その表面が脆弱な材料である．従って，脆弱な表面を持

った製鋼スラグ骨材とペーストとの界面では，荷重の載

荷に伴いすべりが生じやすくなっているものと思われる．

密度が同じ他の種類の骨材を用いたコンクリートに比べ

て，製鋼スラグを骨材に用いた鉄鋼スラグ水和固化体は，

ヤング係数が小さくなることに留意する必要がある． 
 

(2) 水和熱による温度上昇と線膨張係数 

 図-10は，骨材に川砂および砕石を用いたセメントコ

ンクリートの擬似断熱温度上昇試験の結果を示したもの

である．図中の○，□，△および◇は，それぞれ，セメ

ント結合材比が10%，40%，70%および100%であるType-
N01，Type-N02，Type-N03およびType-N04の配合のセメ

ントコンクリートの結果である．この図より，セメント

コンクリートの最高上昇温度は，単位セメント量の多い

配合ほど高く，最高上昇温度に到達するまでの時間は，

ほぼ同じであることが分かる．一方，図-11は，鉄鋼ス

ラグ水和固化体の水和熱の発生による温度上昇を，セメ

ントコンクリートと比較して示したものである．図中の

●および○は，それぞれ，セメント結合材比が0%の

Type-Aの配合の鉄鋼スラグ水和固化体およびセメント結

合材比が10%のType-N01の配合のセメントコンクリート

の結果を示している．また，図中の■および□は，それ

ぞれ，セメント結合材比が40%のType-Cの配合の鉄鋼ス

ラグ水和固化体およびType-N02の配合のセメントコンク
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図-10 セメントコンクリートの擬似断熱温度上昇試験結果 
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図-12 セメント結合材比と最高上昇温度との関係 
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図-11 鉄鋼スラグ水和固化体の擬似断熱温度上昇試験結果 
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図-13 熱による長さ変化 
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リートの結果である．この図より，単位セメント量が同

じ場合には，鉄鋼スラグ水和固化体とセメントコンクリ

ートの最高上昇温度および最高上昇温度に到達するまで

の時間に大きな差がないことが分かる．図-12は，セメ

ント結合材比と最高上昇温度との関係を示したものであ

る．図中の●は，セメント結合材比が0%および40%の

Type-AおよびType-Cの配合の鉄鋼スラグ水和固化体の結

果を，□は，セメント結合材比が0%，40%，70%および

100%のType-N01，Type-N02，Type-N03およびType-N04の
配合のセメントコンクリートの結果を示している．この

図から明らかなように，コンクリートの最高上昇温度に，

骨材の種類が及ぼす影響は小さいことが分かる． 
 図-13は，図-12に示したセメントコンクリートおよび

鉄鋼スラグ水和固化体の温度変化と長さ変化との関係を

示したものである．いずれのコンクリートも，水温が

55.0±1.0℃の水中で長さ変化が定常状態になった後，水

温を下げながら長さ変化を測定した．鉄鋼スラグ水和固

化体の温度変化と長さ変化との間には，セメントコンク

リートと同様に線形関係が成り立っている．これらの直

線の傾きである線膨張係数とセメント結合材比との関係

を示したものが図-14である．図中の実線および破線は，

それぞれ，鉄鋼スラグ水和固化体およびセメントコンク

リートの線膨張係数の平均値を示している．本実験に用

いたコンクリートの配合は，表-1および表-2に示される

ように，自己充填性能を持たせるために，結合材量の多

いものとなっている．従って，実験によって得られた線

膨張係数は，一般のセメントコンクリートに比べて大き

めの値となっている．また，セメントコンクリートの線

膨張係数の平均値が15.6μ/℃であるのに対し，鉄鋼スラ

グ水和固化体の線膨張係数の平均値は13.4μ/℃と，その

差は小さい．従って，鉄鋼スラグ水和固化体の熱応力に

よるひび割れを防止するためには，セメントコンクリー

トと同様に，単位セメント量を減らし，最高上昇温度を

抑えることが有効な手段であるといえる． 
 図-15は，鉄鋼スラグ水和固化体の材齢28日における

曲げ強度と1m3のコンクリート中の骨材に含まれる水分

量Δωとの関係を示したものである．図中の●は，吸水

率の異なる製鋼スラグ骨材を用いたType-Aの配合の鉄鋼

スラグ水和固化体の結果である．また，○は，川砂およ

び砕石を用いたType-N00の配合のセメントコンクリート

の結果である．この図に示されるように，鉄鋼スラグ水

和固化体の曲げ強度は，1m3の鉄鋼スラグ水和固化体中

の製鋼スラグ骨材に含まれる水分量Δωとの間に明確な

線形関係が成り立つことが分かる．通常の吸水率の製鋼

スラグ骨材を用いた場合，1m3の鉄鋼スラグ水和固化体

中の製鋼スラグ骨材に含まれる水分量Δωは約100kg/m3で

あり，川砂および砕石を用いたセメントコンクリートの

曲げ強度と比較すれば，鉄鋼スラグ水和固化体の曲げ強

度は，約6割となる．コンクリートの曲げ強度と引張強

度との関係は，ほぼ比例関係にあることを考慮すれば，

セメントを用いないType-Aの配合の鉄鋼スラグ水和固化

体は，熱によって発生する応力は小さいが，必ずしも熱

応力によるひび割れも発生しにくい配合とはいえないこ

とが考えられる．なお，1m3のコンクリート中の骨材に

含まれる水分量Δω(kg/m3)は，次式により求めた値である． 

 
G
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Q
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+
⋅

+
+
⋅
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ω  (2) 

ここに，Sは，単位細骨材量(kg/m3)で，QSは，細骨材の

吸水率(%)で，Gは，単位粗骨材量(kg/m3)で，また，QGは，

粗骨材の吸水率(%)である． 
 
(3) 自己収縮ひずみ 

図-16は，高炉スラグ微粉末および普通ポルトランド
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図-15 1m3 のコンクリート中の骨材に含まれる水分量Δωと鉄

鋼スラグ水和固化体の 28日曲げ強度との関係 
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図-14 セメント結合材比と線膨張係数との関係 
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る．供試体には，上下面にゲージプラグを埋め込んだ

40×40×160mmの角柱供試体を用い，リニアゲージにより

セメントペースト打設後24時間から変位の測定を行った．

図中の○および●は，セメント結合材比が10%の結果を，

△および▲は，セメント結合材比が70%の結果を示して

いる．また，○および△は，水酸化ナトリウムを添加し

ていない結果を，●および▲は，1m3のセメントペース

トに対して水酸化ナトリウムを44.6kg添加した結果を示

している．この図より，いずれのセメント結合材比のセ

メントペーストも，水酸化ナトリウムを添加することに

より，自己収縮ひずみが大きくなることが分かる．しか

し，その影響は，セメント結合材比が10%のセメントペ

ーストに比べ，セメント結合材比が70%のものの方が著

しく大きいことが分かる．  
図-17は，高炉スラグ微粉末および普通ポルトランド

セメントを結合材に用いた水結合材比が30%のセメント

ペーストの水中における長さ変化を調べた結果である．

供試体は，上下面にゲージプラグを埋め込んだ

40×40×160mmの角柱供試体を用いた．供試体は，打設後

24時間型枠内で養生し，脱型後，直ちに水温が

20.0±1.0℃の水槽に入れ，その翌日より変位の測定を行

った．変位の測定には，最小目盛りが1/1,000mmのリニ

アゲージを用いた．図中の○および△は，水酸化ナトリ

ウムを添加していない結果を，●および▲は，1m3のセ

メントペーストに対して水酸化ナトリウムを44.6kg添加

した結果を示している．いずれのセメント結合材比のセ

メントペーストも，水酸化ナトリウムを添加していない

ものの長さ変化は小さいのに対し，水酸化ナトリウムを

添加したものの長さ変化は大きいことが分かる．また，

水酸化ナトリウムを添加したものは，測定の初期におい

て，水中でも収縮を生じていることが分かる．しかし，

水酸化ナトリウムを添加したいずれのセメントペースト

も，時間の経過とともに膨張に転じており，とくに，セ

メント結合材比が70%のセメントペーストは，セメント

結合材比が10%のものよりも，収縮から膨張に転じる材

齢が早くなっている．セメントペーストの収縮が膨張に

転じるのは，セメントペースト内部における収縮に比べ，

水と接するセメントペースト表面での膨張の影響が卓越

するためと考えられる．その後，セメントペースト内部

に発生する引張応力によってひび割れが発生し，水がセ

メントペースト内部に供給されることで，より膨張が大

きくなるものと考えられる．写真-3は，1m3のセメント

ペーストに対して水酸化ナトリウムを44.6kg添加したセ

メントペーストの供試体の断面を水中養生期間93日目に

おいて撮影したものである．供試体の断面は，蛍光塗料

を含浸させた後に研磨し，紫外線を照射して，ひび割れ
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図-16 ナトリウムがセメントペーストの自己収縮ひずみに及

ぼす影響 

 
写真-3 水酸化ナトリウムを添加した供試体内部のひび割れ 
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図-17 ナトリウムがセメントペーストの水中における長さ変

化に及ぼす影響 

 
写真-4 ナトリウムで破壊した供試体の破壊形式 
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が光る状態で写真を撮影した．この写真より，供試体の

内部に，大きなひび割れが発生していることが分かる．

写真-4に，水酸化ナトリウムを1m3中に44.6kg添加したセ

メントペーストが，水中で破壊した様子を示す．供試体

は，φ50×100mmの円柱供試体である．このような破壊は，

水酸化ナトリウムだけでなく，塩化ナトリウムを1m3の

セメントペーストに対して65.2kg添加した場合（海水の

ナトリウムイオン濃度の4.5倍の塩化ナトリウムを添加

した場合）にも生じることが確認されている．  
図-18は，1m3のセメントペーストに対して水酸化ナト

リウムを44.6kg添加した供試体が水中で破壊する確率を

示したものである．ただし，これらのセメントペースト

の水結合材比は30%で，試験にはφ100×200mmの円柱供

試体をそれぞれ10本用いた．図中の○，●，□，△およ

び◇は，それぞれ，セメント結合材比が0%，10%，40%，

70%および100%の結果を示している．この図から明らか

なように，普通ポルトランドセメントのみを用いた場合

よりも，高炉スラグ微粉末を混合し，セメント結合材比

を40%および70%とした場合の方が，若材齢においてナ

トリウムによって破壊する確率が高くなっていることが

分かる．また，普通ポルトランドセメントを質量比で結

合材の10%用いたものは，材齢が90日経過しても，破壊

に至ったものはない．しかし，図-17に示したように，

セメント結合材比が10%のものも，水中において収縮か

ら膨張に転じる時期があり，いずれ破壊に至ることが予

測される． 
以上のことより，セメントを結合材に対して40%から

100%用いたものよりも，10%のみ用いたものの方が，ナ

トリウムに対する抵抗性が高いことがいえる．しかし，

通常のセメントコンクリートにおいて，結合材に占める

セメントの割合を10%とした場合には，中性化，鉄筋腐

食，若材齢での強度低下などの問題が生じることは明ら

かである．これに対し，骨材に用いる製鋼スラグが水酸

化カルシウムを溶出する鉄鋼スラグ水和固化体5)では，

アルカリ刺激材として普通ポルトランドセメントを用い

るのであれば，結合材の10%がセメントであっても，強

度などに及ぼす影響は小さい．なお，表-1に示される

Type-Bの配合は，セメントを質量比で結合材の10%用い

た鉄鋼スラグ水和固化体の配合となっている． 
図-19は，セメント結合材比が，セメントコンクリー

トの自己収縮ひずみに及ぼす影響を示したものである．

図中の○，□および△は，それぞれ，セメント結合材比

が10%，40%および70%のType-N01，Type-N02および

Type-N03の配合のセメントコンクリートの自己収縮ひず

みである．これらの自己収縮ひずみは，埋込み式ひずみ

ゲージにより打設直後から測定された結果である．この

図より，セメント結合材比が小さいものほど，自己収縮

ひずみは小さいことが分かる．材齢42日において，セメ

ント結合材比が10%の自己収縮ひずみは，セメント結合

材比が70%のものに比べて，半分程度である． 
 図-20は，骨材の種類がコンクリートの自己収縮ひず

みに及ぼす影響を示したものである．結合材には，高炉

スラグ微粉末および普通ポルトランドセメントを用い，

セメント結合材比を40%とした．図中の□は，骨材に川
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図-18 水中において供試体が破壊する確率と材齢との関係 
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図-19 セメント結合材比がセメントコンクリートの自己収縮

ひずみに及ぼす影響 
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図-20 骨材の種類が自己収縮ひずみに及ぼす影響 
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砂および砕石を用いた結果を，■は，製鋼スラグ細骨材

および砕石を用いた結果を，○は，川砂および製鋼スラ

グ粗骨材を用いた結果を，また，●は，製鋼スラグ細骨

材および製鋼スラグ粗骨材を用いた結果を示している．

自己収縮ひずみは，埋込み式ひずみゲージにより打設直

後から測定された結果である．この図から明らかなよう

に，骨材に製鋼スラグを用いたものは，川砂および砕石

を用いたものよりも，自己収縮ひずみが小さいことが分

かる．  
 図-21は，製鋼スラグ骨材の吸水率が鉄鋼スラグ水和

固化体の自己収縮ひずみに及ぼす影響を示したものであ

る．図中の●は，吸水率が8.59%および6.09%の製鋼スラ

グ細骨材および製鋼スラグ粗骨材を用いた結果を，■は，

吸水率が5.53%および5.30%の製鋼スラグ細骨材および製

鋼スラグ粗骨材を用いた結果を，また，▲は，吸水率が

2.87%および4.56%の製鋼スラグ細骨材および製鋼スラグ

粗骨材を用いた結果を示している．結合材には，高炉ス

ラグ微粉末および普通ポルトランドセメントを用い，セ

メント結合材比は40%とした．自己収縮ひずみは，リニ

アゲージにより打設後24時間から測定された結果である．

この図より，製鋼スラグ骨材の吸水率が大きいほど，自

己収縮ひずみが小さいことが分かる．材齢29日における

自己収縮ひずみと1m3のコンクリート中の骨材に含まれ

る水分量Δωとの関係を図-22に示す．図中の●は，吸水

率の異なる製鋼スラグ骨材を用いた鉄鋼スラグ水和固化

体の結果である．また，○は，骨材に川砂および砕石を

用いたセメントコンクリートの結果である．結合材には，

高炉スラグ微粉末および普通ポルトランドセメントを用

い，セメント結合材比は40%とした．この図より，1m3

の鉄鋼スラグ水和固化体中の製鋼スラグ骨材に含まれる

水分量Δωが大きい，すなわち，吸水率が大きい製鋼ス

ラグ骨材を用いた場合ほど，自己収縮ひずみが小さいこ

とが分かる．図-23に，十分な吸水を行った軽石を粗骨

材に用いたコンクリートの自己収縮ひずみを示す．この

図からも明らかなように，吸水率が大きく多孔質な軽石

を骨材に用いた場合にも，自己収縮ひずみは極めて小さ

いことが分かる．従って，製鋼スラグ骨材を用いた鉄鋼

スラグ水和固化体の自己収縮ひずみが小さいのは，製鋼

スラグ骨材の吸水率が大きく，多孔質であるためと考え

られる． 
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図-21 製鋼スラグ骨材の吸水率が鉄鋼スラグ水和固化体の自

己収縮ひずみに及ぼす影響 
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図-23 軽石を用いたコンクリートの自己収縮ひずみ 
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図-22 1m3 のコンクリート中の骨材に含まれる水分量Δωと自

己収縮ひずみとの関係 

0

50

100

150

200

1 10 100

A
ut

og
en

eo
us

 s
hr

in
ka

ge
 s

tr
ai

n 
- μ

Age - days

■: Lot-2 (Q
S
=6.77%, Q

G
=4.08%)

▼: Lot-5 (Q
S
=7.79%, Q

G
=4.63%)

▲: Lot-3 (Q
S
=7.10%, Q

G
=4.11%)

◆: Lot-4 (Q
S
=7.59%, Q

G
=4.16%)

●: Lot-1 (Q
S
=7.41%, Q

G
=4.58%)

 
図-24 鉄鋼スラグ水和固化体の自己収縮ひずみ 
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図-24は，製造ロットの異なる製鋼スラグ骨材を用い

た5種類の鉄鋼スラグ水和固化体の自己収縮ひずみを，

100×100×400mmの角柱供試体を用いて測定を行った結果

である．Lot-1，Lot-2，Lot-3，Lot-4およびLot-5の製鋼ス

ラグ細骨材の吸水率は，それぞれ，7.41%，6.77%，

7.10%，7.59%および7.79%で，製鋼スラグ粗骨材の吸水

率は，それぞれ，4.58%，4.08%，4.11%，4.16%および

4.63%である．これらの製鋼スラグ骨材は，2ヶ月ごとに

採取され，製造されたものである．1m3の鉄鋼スラグ水

和固化体中の製鋼スラグ骨材に含まれる水分量Δωを，

式(2)を用いて計算すれば，96.1kg/m3から108.3kg/m3とな

る．このように，製鋼スラグ骨材の吸水率は，製造ロッ

トに関係なく大きく，これらの製鋼スラグ骨材を用いた

鉄鋼スラグ水和固化体の自己収縮ひずみは，水結合材比

が小さい配合であっても，極めて小さいことが分かる． 
 

(4)  乾燥収縮ひずみ 

 図-25は，結合材にセメントを用いず，骨材には製鋼

スラグ骨材を用いたType-Aの配合の鉄鋼スラグ水和固化

体と，結合材にセメントを用い，骨材には川砂および砕

石を用いたType-N10の配合のセメントコンクリートの乾

燥収縮ひずみを比較したものである．また，図-26は，

これらのコンクリートの水分損失を比較したものである．

図中の●は，鉄鋼スラグ水和固化体の結果を，◇は，セ

メントコンクリートの結果を示している．乾燥初期にお

いては，鉄鋼スラグ水和固化体の乾燥収縮ひずみは，セ

メントコンクリートに比べて小さいのに対し，乾燥期間

が100日を超える長期に至ると，鉄鋼スラグ水和固化体

の乾燥収縮ひずみの方が，セメントコンクリートよりも

大きくなっている．さらに乾燥期間が長くなるにつれ，

その差はより大きくなることが分かる．また，鉄鋼スラ

グ水和固化体は，長期にわたって水分損失を生じ，100
日程度では収束しないことが分かる．  
 図-27および図-28は，それぞれ，製鋼スラグ骨材の吸

水率がType-Aの配合の鉄鋼スラグ水和固化体の乾燥収縮

ひずみおよび水分損失に及ぼす影響を示したものである．

図中の●は，吸水率が7.67%の製鋼スラグ細骨材および

吸水率が4.50%の製鋼スラグ粗骨材を用いた結果を，○
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図-26 鉄鋼スラグ水和固化体とセメントコンクリートの水分

損失の比較 
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図-28 製鋼スラグ骨材の吸水率が鉄鋼スラグ水和固化体の水

分損失に及ぼす影響 
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図-25 鉄鋼スラグ水和固化体とセメントコンクリートの乾燥

収縮ひずみの比較 
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図-27 製鋼スラグ骨材の吸水率が鉄鋼スラグ水和固化体の乾

燥収縮ひずみに及ぼす影響 
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は，吸水率が7.67%の製鋼スラグ細骨材および吸水率が

2.02%の製鋼スラグ粗骨材を用いた結果を示している．

また，□は，吸水率が3.77%の製鋼スラグ細骨材および

吸水率が4.50%の製鋼スラグ粗骨材を用いた結果を，■

は，吸水率が3.77%の製鋼スラグ細骨材および吸水率が

2.02%の製鋼スラグ粗骨材を用いた結果を示している．

これらの図より，製鋼スラグ骨材の吸水率を小さくする

ことで水分損失が小さくなり，乾燥収縮ひずみも小さく

なることが分かる．  
図-29は，コンクリートの乾燥収縮ひずみと水分損失

との関係を示したものである．乾燥初期においては，乾

燥収縮ひずみを引き起こす水分損失の他に，自由水の蒸

発があるために，乾燥収縮ひずみと水分損失との関係は， 
二つの直線関係で表される．図-30は，図-27および図-28
で示した鉄鋼スラグ水和固化体の水分損失と乾燥収縮ひ

ずみとの関係に，製鋼スラグ骨材の吸水率が及ぼす影響

を示したものである．ただし，これらの関係は，図-29
に示した実線部分のみを示したものである．この図より，

吸水率の異なる製鋼スラグ骨材を用いても，水分損失と

乾燥収縮ひずみとの関係は，一つの直線で表されること

が分かる．従って，吸水率の小さい製鋼スラグ骨材を用

いた鉄鋼スラグ水和固化体の乾燥収縮ひずみが小さくな

るのは，製鋼スラグ骨材の吸水率が小さくなり，蒸発可

能な水分量が少なくなるためと思われる． 
図-31は，1m3のコンクリート中の骨材に含まれる水分

量Δωと乾燥収縮ひずみの最終値との関係を示したもの

である．なお，1m3のコンクリート中の骨材に含まれる

水分量Δω(kg/m3)は，式(2)により求めた値である．図中

の●は，吸水率の異なる製鋼スラグ骨材を用いたType-A
の配合の鉄鋼スラグ水和固化体の結果である．また，○

は，骨材に川砂および砕石を用いたType-N00の配合のセ

メントコンクリートの結果である．これらの図から明ら

かなように，製鋼スラグ骨材の吸水率を小さくし，1m3

の鉄鋼スラグ水和固化体中の製鋼スラグ骨材に含まれる

水分量Δωを少なくすることで，乾燥収縮ひずみの最終

値は小さくなることが分かる．ただし，乾燥収縮ひずみ

の最終値は，乾燥収縮ひずみと乾燥期間の関係を次式に

示される双曲線により回帰し，求めたものである． 
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図-29 コンクリートの乾燥収縮ひずみと水分損失との関係 
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図-31 1m3 のコンクリート中の骨材に含まれる水分量Δωがコ

ンクリートの乾燥収縮ひずみの最終値に及ぼす影響 
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図-30 製鋼スラグ骨材の吸水率が乾燥収縮ひずみと水分損失

との関係に及ぼす影響 
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 ( ) ( )
( )0

0
0,

tt
tttt ds

ds −+
−⋅′

=′ ∞

β
εε  (3) 

ここに，ε’ds(t, t0)は，材齢t0に乾燥を開始したコンクリー

トの材齢tにおける乾燥収縮ひずみ(×10-6)で，ε’ds∞およびβ
は，それぞれ，乾燥収縮ひずみの最終値(×10-6)および乾

燥収縮ひずみの経時変化を表す項である． 
図-32は，骨材に川砂および砕石を用いたセメントコ

ンクリートのセメント結合材比が，乾燥収縮ひずみの最

終値に及ぼす影響を調べたものである．この図より，結

合材に占める高炉スラグ微粉末の量が多くなるにつれ，

セメントコンクリートの乾燥収縮ひずみは小さくなるこ

とが分かる．図-33中の破線は，平成14年制定土木学会

コンクリート標準示方書［構造性能照査編］に示される

乾燥収縮ひずみの予測式4)を用いて，鉄鋼スラグ水和固

化体の乾燥収縮ひずみの最終値を予測した結果である．

土木学会コンクリート標準示方書に示される乾燥収縮ひ

ずみの予測式に従えば，コンクリートの乾燥収縮ひずみ

の最終値は，次式により求められる． 

 
01 t

ds
ds ⋅+

′
=′ ∞ η

ε
ε ρ

 (4) 

 
( )

( )⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
′

−+

−
=′

28
500exp1501

100/1

C

ds

f

WRHαε ρ  (5) 

 ( )( ){ }WfC 25.028007.0exp1510 4 +′= −η  (6) 

ここに，ε’ds∞は，乾燥収縮ひずみの最終値(×10-6)で，Wは，

単位水量(kg/m3)で，RHは，大気の相対湿度(%)で，f’C(28)
は，材齢28日における圧縮強度(N/mm2)で，また，t0は乾

燥開始時材齢(日)である．なお，式(5)中のαは，セメン

トの種類の影響を表す係数で，土木学会コンクリート標

準示方書では，普通ポルトランドセメントおよび低熱ポ

ルトランドセメントに対してはα=11で，早強ポルトラ

ンドセメントに対してはα=15としている．  
土木学会コンクリート標準示方書では，式(5)中のαに

及ぼす高炉スラグ微粉末の影響が示されていない．従っ

て，図-33中に示される破線の計算には，図-32に示した

セメント結合材比の影響を考慮した次式を用いた．  

 ( )BC /212.0788.011 ⋅+×=α  (7) 

ここに，C/Bは，セメント結合材比で，C/B=1のときα=11
となる．  
また，式(5)および式(6)の計算に必要な材齢28日におけ

る圧縮強度は，図-34に示す実測値を用いた．図-33から

明らかなように，○で示される骨材に川砂および砕石を

用いたType-N00の配合のセメントコンクリートおよびロ

サンゼルス試験機で吸水率を最も小さくした吸水率が

3.77%の製鋼スラグ細骨材および吸水率が2.02%の製鋼ス

ラグ粗骨材を用いたType-Aの配合の鉄鋼スラグ水和固化

体の乾燥収縮ひずみの最終値は，予測値と非常に良い一

致をしている．しかし，吸水率の大きい製鋼スラグ骨材

を用いたType-Aの配合の鉄鋼スラグ水和固化体の場合に

は，予測値に対して実験値の方が大きくなっている．こ

れに対し，図-33中の実線は，式(5)および式(6)中の単位

水量Wの項を，1m3の鉄鋼スラグ水和固化体中の製鋼ス

ラグ骨材に含まれる水分量Δωを考慮した全水量

（W+Δω）に置き換え，乾燥収縮ひずみの最終値の予測

を行ったものである．ロサンゼルス試験機によって吸水

率を小さくした製鋼スラグ骨材を用いた場合には，全水

量（W+Δω）を用いた予測値に比べて実験値が小さいの

に対し，吸水率を小さくしていない製鋼スラグ骨材を用

いた場合には，全水量（W+Δω）を用いることで，予測

値と実験値がよく一致していることが分かる． 
 図-35は，骨材に製鋼スラグを用いたType-Aの配合の
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図-34 1m3のコンクリート中の骨材に含まれる水分量Δωと鉄鋼

スラグ水和固化体の 28日圧縮強度との関係 
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図-33 本論文で提案する予測手法による乾燥収縮ひずみ最終

値の予測値と実験値の比較 
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鉄鋼スラグ水和固化体および骨材に川砂および砕石を用

いたType-N00の配合のセメントコンクリートの乾燥収縮

ひずみの経時変化を土木学会コンクリート標準示方書に

示される予測式を用いて計算した結果である．ただし，

骨材に製鋼スラグを用いたType-Aの配合の鉄鋼スラグ水

和固化体の乾燥収縮ひずみの最終値の予測には，式(5)
および式(6)の単位水量Wの代わりに全水量（W+Δω）を

用いて求め，骨材に川砂および砕石を用いたType-N00の
配合のセメントコンクリートの乾燥収縮ひずみの最終値

の予測には，単位水量Wをそのまま用いて計算を行った．

この図から明らかなように，骨材に川砂および砕石を用

いたType-N00の配合のセメントコンクリートの乾燥収縮

ひずみの経時変化は，予測値とよく一致しているのに対

し，骨材に製鋼スラグを用いたType-Aの配合の鉄鋼スラ

グ水和固化体の乾燥収縮ひずみの経時変化は，乾燥初期

において予測値よりも小さいことが分かる．なお，土木

学会コンクリート標準示方書に示されるコンクリートの

乾燥収縮ひずみの予測式に従えば，コンクリートの乾燥

収縮ひずみの経時変化は，次式で示される．  

 ( ) ( )
( )0

0
0,

tt
tt

tt ds
ds −+

−⋅′
=′ ∞

β
ε

ε  (8) 

 
07.0100

/4
t
SVW

+
=β  (9) 

ここに，ε’ds(t, t0)は，材齢t0に乾燥を開始したコンクリー

トの材齢tにおける乾燥収縮ひずみ(×10-6)で，ε’ds∞は，乾

燥収縮ひずみの最終値(×10-6)で，Wは，単位水量(kg/m3)
で，また，V/Sは，供試体の体積表面積比(mm)である． 
図-36に，鉄鋼スラグ水和固化体の乾燥収縮ひずみの

経時変化を式(3)を用いて回帰し求めたβの値と，1m3の

コンクリート中の骨材に含まれる水分量Δωとの関係を

示す．なお，図中の破線は，土木学会コンクリート標準

示方書に示される式(9)の単位水量Wに，1m3のコンクリ

ート中の骨材に含まれる水分量Δωを加えた全水量

（W+Δω）を用いてβを計算した結果である．この図に

示されるように，鉄鋼スラグ水和固化体の乾燥収縮ひず

みの経時変化を表すβの値は，セメントコンクリートに

比べて非常に大きく，鉄鋼スラグ水和固化体の乾燥収縮

ひずみが最終値に達するまでの時間は，セメントコンク

リートの場合よりも長い時間を要することが分かる．

図-36中の実線は，式(10)を用いて計算した結果である．

すなわち，式(9)の右辺に，1m3のコンクリート中の骨材

に含まれる水分量Δωの影響を加えた式である． 

 ( )2.1971.1
7.0100
/4

0

−Δ⋅+
+

= ωβ
t
SVW

 (10) 

図-37は，式(10)を用いて，骨材に製鋼スラグを用いた

Type-Aの配合の鉄鋼スラグ水和固化体の乾燥収縮ひずみ

の経時変化を計算した結果を示したものである．なお，

骨材に川砂および砕石を用いたType-N00の配合のセメン

トコンクリートの経時変化は，1m3のコンクリート中の

骨材に含まれる水分量Δωの影響を考慮せずに計算を行

っている．鉄鋼スラグ水和固化体の乾燥収縮ひずみの経
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図-35 乾燥収縮ひずみの経時変化と予測値の精度 
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図-36 乾燥収縮ひずみの経時変化を表す項の値と 1m3のコン

クリート中の骨材に含まれる水分量Δωとの関係 
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図-37 本論文で提案する予測手法の精度 
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時変化は，1m3の鉄鋼スラグ水和固化体中の製鋼スラグ

骨材に含まれる水分量Δωの影響を考慮することで，セ

メントコンクリートと同程度の精度で予測することが可

能である．  
 図-38は，乾燥開始時材齢が鉄鋼スラグ水和固化体の

乾燥収縮ひずみに及ぼす影響を示したものである．図中

の●，■および▲は，それぞれ，乾燥開始時材齢が1日，

7日および14日の実験値を示している．また，図中の曲

線は本論文で提案する予測手法によって，乾燥収縮ひず

みの経時変化を計算した結果である．この図から明らか

なように，乾燥開始時材齢が7日および14日のものは，

予測値の傾向と同様に，乾燥開始時材齢の影響が小さい

ことが分かる．一方，土木学会コンクリート標準示方書

に示される予測式の適用範囲外である乾燥開始時材齢が

1日のものは，本論文で示す予測手法を用いても，予測

値は実験値よりも小さい値となっている．  
 図-39は，表-1に示されるType-A，Type-BおよびType-C
の3種類の配合の鉄鋼スラグ水和固化体の乾燥収縮ひず

みを，本論文で提案する予測手法によって予測した結果

を示したものである．これらの鉄鋼スラグ水和固化体の

乾燥開始時材齢は7日から14日で，いずれも土木学会コ

ンクリート標準示方書に示される予測式の適用範囲内で

ある．この図より，いずれの配合の鉄鋼スラグ水和固化

体の乾燥収縮ひずみの実験値も，予測値に対して±40%
の範囲に入っており，精度の良い予測が行われているこ

とが分かる． 
図-40は，蒸気養生がコンクリートの乾燥収縮ひずみ

と水分損失との関係に及ぼす影響を示したものである．

ただし，これらの関係は，図-29に示した実線部分のみ

を示したものである．蒸気養生は，平成8年制定土木学

会コンクリート標準示方書［施工編］に示される方法6)

に従い行った．セメントのみを結合材に用いたType-N04
の配合のセメントコンクリートの場合には，蒸気養生を

行った場合と常温で養生を行った場合で，乾燥収縮ひず

みと水分損失との関係に大きな差はない．しかし，セメ

ントを用いないType-Aの配合の鉄鋼スラグ水和固化体の

場合には，蒸気養生を行うことで，直線の傾きが小さく

なることが分かる．また，図-41は，コンクリートの水

分損失に養生方法の違いが及ぼす影響を示したものであ

る．この図より，常温で養生を行った場合に比べ，蒸気
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図-39 本論文で提案する予測手法の精度 
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図-41 養生方法の違いがコンクリートの水分損失に及ぼす 
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図-38 乾燥開始時材齢が乾燥収縮ひずみに及ぼす影響 
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図-40 養生方法の違いがコンクリートの水分損失と乾燥収縮

ひずみとの関係に及ぼす影響 
 

482

Vol.63 No.3, 468-484, 2007. 8土木学会論文集Ｅ



 

養生を行うことによって鉄鋼スラグ水和固化体およびセ

メントコンクリートのいずれも，水分損失は小さくなる

ことが分かる．図-42は，セメントを用いないType-Aの
配合の鉄鋼スラグ水和固化体およびセメントのみを結合

材に用いたType-N04の配合のセメントコンクリートの乾

燥収縮ひずみに，養生方法の違いが及ぼす影響を示した

ものである．蒸気養生を行うことで，鉄鋼スラグ水和固

化体の水分損失は小さくなり，また，乾燥収縮ひずみと

水分損失との関係を表す直線の傾きも小さくなる．これ

ら二つの影響により，蒸気養生を行った鉄鋼スラグ水和

固化体の乾燥収縮ひずみは，セメントコンクリートのも

の以上に小さくなることが分かる．図-24に示したよう

に，吸水率が大きく多孔質な製鋼スラグを骨材に用いる

鉄鋼スラグ水和固化体の自己収縮ひずみは，極めて小さ

い．従って，蒸気養生によって減少した収縮ひずみは，

乾燥収縮ひずみの減少によるものと思われる． 
図-43は，セメントを用いないType-Aの配合の鉄鋼ス

ラグ水和固化体の乾燥収縮ひずみの最終値と1m3の鉄鋼

スラグ水和固化体中の製鋼スラグ骨材に含まれる水分量

Δωとの関係を示したものである．図中の●は，吸水率

の異なる製鋼スラグ骨材を用い，常温で養生を行った鉄

鋼スラグ水和固化体の結果である．また，■は，吸水率

が7.67%の製鋼スラグ細骨材および吸水率が4.50%の製鋼

スラグ粗骨材を用い，蒸気養生を行った鉄鋼スラグ水和

固化体の結果である．常温で養生を行った場合の乾燥収

縮ひずみが約800μであるのに対し，蒸気養生を行ったも

のは，約500μと6割程度に乾燥収縮ひずみが小さくなっ

ている．また，常温で養生を行った場合と比較すれば，

この効果は，1m3の鉄鋼スラグ水和固化体中の製鋼スラ

グ骨材に含まれる水分量Δωを40kg/m3減らしたことに相

当しており，ロサンゼルス試験機によって吸水率を最も

小さくした製鋼スラグ骨材を用いた場合とほぼ同程度の

効果が得られている． 

図-44は，コンクリートの拘束収縮ひび割れに養生方

法の違いが及ぼす影響を示したものである．セメントの

みを結合材に用いたType-N04の配合のセメントコンクリ

ートの場合には，蒸気養生を行ったもののひび割れ幅が，

常温で養生を行ったものに比べて，若干小さくなる程度

なのに対し，セメントを用いないType-Aの配合の鉄鋼ス

ラグ水和固化体の場合には，蒸気養生を行ったものは，

乾燥開始後400日まで観察を行っても，目に見えるひび

割れは発見されなかった．このように，鉄鋼スラグ水和

固化体は，蒸気養生を行うことで，乾燥収縮ひずみが小

さくなり，さらに拘束による収縮ひび割れの発生も抑え

ることが可能であるといえる． 
 
 

4.  まとめ 

 
本論文では，鉄鋼スラグ水和固化体の弾性変形，熱に

よる長さ変化，自己収縮ひずみおよび乾燥収縮ひずみを

セメントコンクリートと比較し，骨材に用いる製鋼スラ

グの吸水率が及ぼす影響を明らかとした．本研究で得ら

れた結果を以下に示し，本論文のまとめとする． 
(1) 鉄鋼スラグ水和固化体のヤング係数は，鉄鋼スラ
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図-43 乾燥収縮ひずみの最終値に及ぼす蒸気養生の効果 
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図-44 拘束収縮ひび割れに及ぼす蒸気養生の効果 
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図-42 養生方法の違いが乾燥収縮ひずみに及ぼす影響 

483

Vol.63 No.3, 468-484, 2007. 8土木学会論文集Ｅ



 

グ水和固化体に比べて，密度の小さいセメントコ

ンクリートのヤング係数とほぼ同程度である．  
(2) 疑似断熱温度上昇試験による鉄鋼スラグ水和固化

体の最高上昇温度は，単位セメント量による影響

が大きく，骨材の種類の影響は小さい．また，鉄

鋼スラグ水和固化体の線膨張係数は，セメントコ

ンクリートの線膨張係数とほぼ同程度である． 
(3) 鉄鋼スラグ水和固化体は，骨材に用いる製鋼スラ

グの吸水率が大きく多孔質であるために，水結合

材比が小さい配合であっても自己収縮ひずみは極

めて小さい． 
(4) 1m3の鉄鋼スラグ水和固化体中の製鋼スラグ骨材に

含まれる水分量Δωと，鉄鋼スラグ水和固化体の圧

縮強度，曲げ強度および乾燥収縮ひずみの最終値

との間には線形関係が成り立つ． 
(5) 鉄鋼スラグ水和固化体の乾燥収縮ひずみは，その

最終値がセメントコンクリートに比べて大きく，

また，最終値に達するまでに要する時間も長い． 
(6) 土木学会コンクリート標準示方書に示される乾燥

収縮ひずみの最終値の予測式に含まれる単位水量W
の代わりに，1m3の鉄鋼スラグ水和固化体中の製鋼

スラグ骨材に含まれる水分量Δωの影響を考慮した

全水量（W+Δω）を用いることで，鉄鋼スラグ水和

固化体の乾燥収縮ひずみの最終値を予測すること

が可能である． 
(7) 本論文で提案する予測手法を用いることで，土木 
 

学会コンクリート標準示方書に示される乾燥収縮

ひずみの予測式の適用範囲内であれば，十分な精

度で鉄鋼スラグ水和固化体の乾燥収縮ひずみの経

時変化を予測することが可能である． 
(8) 鉄鋼スラグ水和固化体の乾燥収縮ひずみは，セメ

ントコンクリート以上に養生方法の影響を受け，

蒸気養生を行った場合には，標準養生を行った場

合に比べ，乾燥収縮ひずみが約6割程度まで小さく

なる． 
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DRYING SHRINKAGE, AUTOGENEOUS SHRINKAGE, THERMAL STRAIN 

AND ELASTIC STRAIN OF STEEL-MAKING SLAG CONCRETE 
 

Takashi FUJII, Akihiro FUJIKI, Toshiki AYANO and Kenji SAKATA 
 

  Steel-making slag concrete consists of by-products at ironworks. Steel-making slag concrete is expected 
as an environmentally friendly concrete. Steel-making slag concrete is used for foot protection block and 
small marine block, now. The purpose of this study is to enlarge the cover field of steel-making slag 
concrete productions. In this paper, elastic strain, thermal strain, autogeneous shrinkage strain and drying 
shrinkage strain of steel-making slag concrete are compared with those of normal cement concrete. 
Autogeneous shrinkage of steel-making slag concrete is very small due to high water absorption of steel-
making slag, even when water to binder ratio of the concrete is quite small. Drying shrinkage strain at 
ultimate drying time of steel-making slag concrete is much bigger than that of normal cement concrete. 
Furthermore, drying shrinkage strain of steel-making slag concrete develops at a very low rate. They are 
due to the effect of high water absorption of steel-making slag. When drying shrinkage strain of steel-
making slag concrete is predicted by JSCE model, water content in aggregate must be taken into 
consideration. On the other hand,  Young’s modulus, thermal expansion coefficient of steel-making slag 
concrete is as same as those of normal cement concrete. The effect of type of aggregate on those 
coefficients is small. As shown in this paper, the deformation of steel-making slag concrete can be 
predicted in design. It is possible to utilize the steel-making slag concrete in manufacturing of plain 
concrete structures such as large precast concrete armour unit or concrete block for retaining wall and 
revetment. 
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