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 鉄鋼スラグ水和固化体は，原料に製鉄工程により生じる副産物を活用し，通常のセメントコンクリート

と同程度の20～50N/mm2の強度発現が可能なコンクリートである．しかし，鉄鋼スラグ水和固化体は，通

常のAEセメントコンクリートに比べて凍結融解抵抗性が低いことも知られており，使用可能な地域が温

暖な地域に限定されることから，その改善が求められている．本研究は，鉄鋼スラグ水和固化体の凍結融

解抵抗性が劣る原因および凍結融解抵抗性を改善する方法を示し，リサイクル材料を主原料にした鉄鋼ス

ラグ水和固化体が，一般のコンクリートと同様に建設材料として有効活用される技術開発を目的としたも

のである． 
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1.  はじめに 
 
鉄鋼の製造工程において副産物として発生するスラグ

を，鉄鋼スラグとよぶ．鉄鋼スラグは，高炉スラグと製

鋼スラグの2つに大きく分類される．高炉スラグは，銑

鉄を製造する高炉において，鉄鉱石の鉄以外の成分が，

副原料の石灰石やコークス中の灰分と一緒に分離回収さ

れたもので，銑鉄1t当たりに約290kg生成される．一方，

製鋼スラグは，高炉で製造された銑鉄を鋼にする工程に

おいて生成されるもので，粗鋼1t当たり約110kg生成され

る．平成17年度における高炉スラグの生成量は約2,500万
tで，製鋼スラグの生成量は約1,400万tである1)．高炉スラ

グは，コンクリートの結合材および骨材としての使用実

績の高い材料であり，製鋼スラグは，路盤材や土壌改良

材としての使用実績の高い材料である．鉄鋼スラグ水和

固化体は，コンクリート用材料としての使用実績の低い

製鋼スラグを，コンクリートの骨材として用いることに

特色があり，大量の産業副産物を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

こと等から，主に護岸工事用ブロック，河床の根固めブ

ロック等，無筋構造物を対象に，その開発が行われてい

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)． 
鉄鋼スラグ水和固化体は，骨材に用いる製鋼スラグか

ら溶出される水酸化カルシウムが高炉スラグ微粉末の刺

激材となり，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．製鋼スラグから溶出する水酸

化カルシウムは，鉄鋼スラグ水和固化体の中性化の進行

を遅くすることや，鉄鋼スラグ水和固化体中の鉄筋を発

錆させにくくすることも知られている．さらに，耐硫酸

塩性にも優れ，海洋構造物に用いるのに適した材料であ

る4)．しかし，鉄鋼スラグ水和固化体は，通常のAEセメ

ントコンクリートに比べて凍結融解抵抗性が低いことも

知られており，その利用できる地域を広げるためにも，
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凍結融解抵抗性の改善が望まれている5)．本研究は，鉄

鋼スラグ水和固化体の凍結融解抵抗性が劣る原因を解明

し，その改善方法を示すものである．  
 

 
2.  実験概要 

 

 (1)  使用材料および配合 

 結合材には，JIS A 6206: 1997に規定される高炉スラグ

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

定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に示すように，ロサンゼル

ス試験機に，最大寸法が25mmの製鋼スラグ粗骨材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，20mmのふるいを通過し，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と吸水率を小さくしていない製鋼ス

ラグを質量比で1:1に混合し，吸水率が，それぞれ，

5.96%および3.19%となる細骨材および粗骨材も用いた．

表-1に本実験に用いた骨材の物理的性質を示す． 
混和剤には，ポリカルボン酸系高性能減水剤および非

イオン界面活性剤の消泡剤を用いた．また，AE剤には，

変性アルキルカルボン酸化合物系陰イオン界面活性剤，

高アルキルカルボン酸系陰イオン界面活性剤と非イオン

界面活性剤の複合体，アニオン系とノニオン系による特

殊界面活性剤の3種類を用いた．なお，本論文中におい

て，AE剤の種類を示していない実験結果は，変性アル

キルカルボン酸化合物系陰イオン界面活性剤を用いたも

のである． 
表-2および表-3に本研究に用いた鉄鋼スラグ水和固化

体およびセメントコンクリートの配合を示す．表中の

BFは高炉スラグ微粉末を，FAはフライアッシュを，LD

表-1 骨材の物理的性質 

Type of sand Water 
absorption Density* F. M. Type of gravel Water 

absorption Density* F. M. 

7.67% 3.06 g/cm3 3.82 4.50% 3.18 g/cm3 6.42 
5.96% 3.15 g/cm3 3.87 3.19% 3.31 g/cm3 6.44 Steel-making slag sand 
3.77% 3.29 g/cm3 3.61 

Steel-making slag gravel
2.02% 3.44 g/cm3 6.46 

Blast furnace slag sand 1.38% 2.71 g/cm3 2.15 Crushed stone 0.59% 2.74 g/cm3 6.71 
River sand 1.95% 2.58 g/cm3 2.79 *Density: Density in saturated surface-dry condition 

 

表-2 鉄鋼スラグ水和固化体の配合 
Unit content (kg/m3) Admixture 

Binder Sand Gravel 
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 SS*7 
HRWRA*8 

(kg/m3) 
AE*9 
(g/m3)

DF*10

(g/m3)

A 23.4 0.0 562 0 78 64.0 
B1 23.5 10.0 575 64 
B2 23.3 20.0 516 129 
B3 23.1 30.0 455 195 
B4 22.9 40.0 393 262 
B5 22.7 50.0 331 331 

0 896 96.0 0.0 

C1 421 421 123.0
C2 22.9 40.0 393 

0 7.7 

96.0 
C3 24.0 41.9 273 91 9.2 384.0
C4 24.9 43.5 170 170 10.8 403.2
C5 25.8 45.1 80 239 12.3 422.4
C6 

20 

26.7 53.3 

4.5 50.0 150 

0 299 

262 

0 

794 0 

931 

13.8 441.6

12.8 

*1 W/B: Water to binder ratio in weight *2 C/B: Cement to binder ratio in weight *3 BF: Ground granulate blast furnace slag  
*4 FA: Fly ash *5 LD: Lime dust  *6 BFS : Blast furnace slag sand *7 SS: Steel-making slag   
*8 HRWRA: High-range water reducing admixture *9 AE: Air-entraining agent *10 DF : Deforming agent 
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は石灰集塵微粉末を，BFSは高炉スラグ細骨材を，SSは
製鋼スラグを，HRWRAは高性能減水剤を，AEはAE剤
を，DFは消泡剤を，RSは川砂を，また，CSは砕石を示

している．実験は，結合材の体積，単位水量および細骨

材率を一定とした条件で行っている．ただし，配合表の

単位水量Wは，高性能減水剤，AE剤および消泡剤を含

んだ値である．本論文では，骨材に製鋼スラグを用いた

ものを鉄鋼スラグ水和固化体とよび，骨材に川砂および

砕石を用いたものをセメントコンクリートとよぶ． 
 

(2)  製鋼スラグの性質 

実験に用いた骨材の化学組成を表-4に示す．製鋼スラ

グには，精錬されずに残留する鉄や，マンガン等の金属

元素が含まれており，これらによってスラグの密度が高

くなっている．また，石灰(CaO)含有量が高く，一部は

遊離石灰として存在しているものもある．これが，製鋼

スラグをコンクリート用骨材として用いると膨張破壊を

生じる原因となる．従って，本実験に用いた製鋼スラグ

は，「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－」に従い，雨露や蒸気によるエージ

ング処理を行った後，膨張等に対して安全であることを

確認したもののみを用いた． 
図-2は，製鋼スラグ細骨材50gを500mlの精製水に浸漬

し，その溶液のpHの変化を温度センサー付ガラス電極

pHメータ（測定範囲：0.00～14.00，分解能：0.01）によ

り測定した結果である．図中の●は，前処理を行うこと

なく精製水に製鋼スラグを浸漬した結果を，■は，水洗

いを行った後に精製水に製鋼スラグを浸漬した結果を示

している．前処理を行っていないものは，浸漬直後より

高いpHを示し，水洗処理を行った後に浸漬したものは，

時間の経過とともに溶液のpHが上昇しているのが分か

る．また，試験後の溶液を濾過し，真空凍結乾燥によっ

て取り出した固形分を，示差熱・熱重量(TG/DTA)測定

装置を用いて分析した結果，1g中に0.31gの水酸化カルシ

ウムが測定された．これらの結果から明らかなように，

製鋼スラグからは，多量の水酸化カルシウムが溶出する

ことが分かる． 
図-3は，製鋼スラグの凍結融解抵抗性を，砕石および

再生骨材の凍結融解抵抗性と比較し示したものである．

図中の●，△，□および○は，それぞれ，製鋼スラグ粗

骨材，砕石，AEコンクリートから製造された再生粗骨

材およびnon-AEコンクリートから製造された再生粗骨材

の結果を示している．骨材の凍結融解試験6)には，粒径

が15～20mmの粗骨材を3kg用いた．これらの骨材を24時
間の吸水後，-30℃の冷凍庫で3時間凍結させ，10℃の水

槽で3時間浸漬し融解する行程を1サイクルとする実験を

行った．所定のサイクル毎に，15mmのふるいに留まる

骨材の質量を測定することで，各骨材の凍結融解抵抗性

を調べた．この図に示されるように，製鋼スラグ粗骨材

の凍結融解抵抗性は，再生粗骨材のものよりも高く，砕

石とほぼ同じである． 
 

表-3 セメントコンクリートの配合 

Unit content (kg/m3) Admixture 
Binder Sand Gravel 

Activator Type Gmax 
(mm) 

W/B*1 
(%) 

C/B*2 
(%) 

Air 
(%)

s/a 
(%) W BF*3 C LD*4 RS*5 CS*6 

HRWRA*7 
(kg/m3) 

AE*8 
(g/m3) 

N00 23.4 562 78 64.0 
N01 23.5 0.0 634 0 

N02 23.3 20.0 516 129 
N03 

20 

22.9 40.0 

4.5 50.0 150 

393 262 
0 755 802 7.7 96.0 

*1 W/B: Water to binder ratio in weight *2 C/B: Cement to binder ratio in weight *3 BF: Ground granulate blast furnace slag  
*4 LD: Lime dust  *5 RS: River sand *6 CS: Crushed stone *7 HRWRA: High-range water reducing admixture *8 AE: Air-entraining agent  
 
 表-4 実験に用いた骨材の化学組成 (Unit : %) 

 CaO SiO2 Total-Fe MgO Al2O3 S P2O5 MnO 
Blast furnace slag 41.7 33.8 0.4 7.4 13.4 0.80 < 0.1 0.3 
Steel-making slag 45.8 11.0 17.4 6.5 1.9 0.06 1.7 5.3 
Andesite (ex.) 5.8 59.6 3.1 2.8 17.3 - - 0.2 

 
 

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の作製方法 
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(3)  試験方法 
凍結融解試験は，JIS A 1148: 2001に規定される水中凍

結融解方法（A法）および気中凍結水中融解方法（B
法）によって行った．ただし，本論文中の実験結果にお

いて，試験方法が示されていない場合は，水中凍結融解

方法（A法）によるものである．実験には，蒸気養生ま

たは標準水中養生を材齢14日まで行った100×100×400mm
の角柱供試体を用いた． 
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7)に従い，打設後6時間

型枠内に静置した後，1時間あたりに20℃の速さで65℃
まで昇温させ，その後4時間保持した後，自然冷却によ

りコンクリートの温度を下げた．また，蒸気養生後は，

水中養生を材齢14日まで行った． 
フレッシュ時の空気量試験は，JIS A 1128: 1999に規定

される空気室圧力法により測定した．硬化後の鉄鋼スラ

グ水和固化体の気泡分布は，供試体に蛍光塗料を含浸さ

せた後，表面を研磨した断面に紫外線を照射し，光学顕

微鏡をとおしデジタルカメラによって記録した． 

3.  実験結果および考察 

 

(1) 製鋼スラグの吸水率が鉄鋼スラグ水和固化体の凍結

融解抵抗性に及ぼす影響 
図-4は，表-2に示されるType-Aの配合の鉄鋼スラグ水

和固化体の凍結融解抵抗性を示したものである．図中の

○は，水中凍結融解方法（A法）による結果を，□は，

気中凍結水中融解方法（B法）による結果を示している．

結合材には，高炉スラグ微粉末を用い，セメントは用い

ていない．骨材には，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，吸水率

を小さくせずに用いている．骨材修正係数は1.4%で，骨

材修正係数を考慮した鉄鋼スラグ水和固化体の空気量は

3.1%である．A法に比べ，B法の方が，条件が穏やかで

あるにも拘わらず，いずれの方法においても鉄鋼スラグ

水和固化体は，早期に劣化しており，凍結融解抵抗性が

著しく低いことが分かる．また，種々のAE剤を用いた

表-2に示されるType-Aの配合の鉄鋼スラグ水和固化体の

凍結融解抵抗性を図-5に示す．図中のType-Iは，変性ア
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図-3 骨材の凍結融解試験結果 
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図-5 鉄鋼スラグ水和固化体の凍結融解抵抗性に AE 剤の種

類が及ぼす影響 
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図-2 製鋼スラグを精製水に浸漬させた溶液の pHの経時変化 

 

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80

R
el

at
iv

e 
dy

na
m

ic
 Y

ou
ng

's
m

od
ul

us
 - 

%

Cycles

Apparent air content: 4.5%
(Air content: 3.1%)
Aggregate: Ordinary steel-making slag

Freezing in air and 
thawing in water

Freezing 
and thawing 
in water

 
図-4  鉄鋼スラグ水和固化体の凍結融解抵抗性 

 

265

Vol.63 No.2, 262-273, 2007. 5土木学会論文集Ｅ



 

ルキルカルボン酸化合物系陰イオン界面活性剤を用いた

結果を，Type-IIは，高アルキルカルボン酸系陰イオン界

面活性剤と非イオン界面活性剤の複合体を用いた結果を，

また，Type-IIIは，アニオン系とノニオン系による特殊

界面活性剤を用いた結果である．これらのAE剤を用い

た鉄鋼スラグ水和固化体の骨材修正係数を考慮した空気

量は，4.3%である．いずれのAE剤を用いた鉄鋼スラグ

水和固化体も，30サイクル以内で破壊に至っている．写

真-1に，凍結融解試験後の供試体の破壊状況を示す．凍

結融解作用によって，鉄鋼スラグ水和固化体は，大きな

ひび割れを伴って破壊に至っていることが分かる． 
図-6は，表-2に示されるType-Aの配合の鉄鋼スラグ水

和固化体において，製鋼スラグの吸水率が鉄鋼スラグ水

和固化体の圧縮強度に及ぼす影響を示したものである．

図中の○は，吸水率が3.77%の製鋼スラグ細骨材に，吸

水率が2.02%，3.19%および4.50%の製鋼スラグ粗骨材を

用いた結果である．また，△は，吸水率が5.96%の製鋼

スラグ細骨材に，吸水率が2.02%，3.19%および4.50%の

製鋼スラグ粗骨材を用いた結果である．同様に，□は，

吸水率が7.67%の製鋼スラグ細骨材に，吸水率が2.02%，

3.19%および4.50%の製鋼スラグ粗骨材を用いた結果であ

る．また，●は，骨材に川砂および砕石を，結合材に高

炉スラグ微粉末と石灰集塵微粉末を用いた表-3に示され

るType-N00の配合のセメントコンクリートの結果である．

図の横軸のΔω(kg/m3)は，コンクリート1m3中の骨材に含

まれる水分量であり，式(1)により求められる値である． 
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+
⋅

+
+
⋅

=Δ
100100

ω  (1) 

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． 
この図より，吸水率の小さい製鋼スラグを用いること

で，高い圧縮強度が得られることが分かる．また，コン

クリート1m3中の骨材に含まれる水分量Δωと圧縮強度の

関係は，直線関係で表されることが分かる． 
図-7は，吸水率が7.67%の製鋼スラグ細骨材を用いた

鉄鋼スラグ水和固化体の凍結融解抵抗性を示したもので

ある．図中の○，△および□は，それぞれ，粗骨材に吸

水率が2.02%，3.19%および4.50%の製鋼スラグ粗骨材を

用いた結果である．また，図-8は，吸水率が4.50%の製

鋼スラグ粗骨材を用いた鉄鋼スラグ水和固化体の凍結融

解抵抗性を示したものである．図中の○，△および□は，

それぞれ，細骨材に吸水率が3.77%，5.96%および7.67%
の製鋼スラグ細骨材を用いた結果である．図-7および

図-8に示す鉄鋼スラグ水和固化体の配合は，セメントを

用いない表-2に示されるType-Aの配合である．図-7より，

細骨材に吸水率を小さくしていない製鋼スラグ細骨材を

用いた場合には，製鋼スラグ粗骨材の吸水率を小さくし

ても，鉄鋼スラグ水和固化体の凍結融解抵抗性が改善さ

れる効果は小さいことが分かる．一方，粗骨材に吸水率

を小さくしていない製鋼スラグ粗骨材を用いた図-8から

は，吸水率の小さい製鋼スラグ細骨材を用いることで，

鉄鋼スラグ水和固化体の凍結融解抵抗性が改善されてい

るのが分かる．すなわち，鉄鋼スラグ水和固化体の凍結

融解抵抗性を改善するには，粗骨材の吸水率を小さくす

ることよりも，細骨材の吸水率を小さくした方が，より

効果的であるといえる． 
図-9は，吸水率の異なる製鋼スラグを用いた表-2に示

されるType-Aの配合の鉄鋼スラグ水和固化体の凍結融解

抵抗性を示したものである．この図より，製鋼スラグの

吸水率を小さくすることで，鉄鋼スラグ水和固化体の凍

結融解抵抗性が改善され，最も吸水率を小さくした製鋼

スラグ細骨材と製鋼スラグ粗骨材を用いた場合には，

100サイクルまで凍結融解抵抗性が改善されていること

が分かる． 
図-10は，式(1)により求めたコンクリート1m3中の骨材

に含まれる水分量Δωと300サイクルにおける耐久性指数

 
写真-1 凍結融解試験後の破壊状況 

 

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

28
 d

ay
s 

co
m

pr
es

si
ve

 s
tr

en
gt

h 

- N
/m

m
2

Δω - kg/m3

○ : Q
S
=3.77%

△ : Q
S
=5.96%

□ : Q
S
=7.67%

River sand and 
crushed stone

 
図-6 圧縮強度とΔωの関係 
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との関係を示したものである．図中の○，△および□は，

それぞれ，細骨材に吸水率が3.77%，5.96%および7.67%
の製鋼スラグ細骨材を用いた表-2に示されるType-Aの配

合の鉄鋼スラグ水和固化体の結果を示している．この図

から明らかなように，製鋼スラグの吸水率が小さいほど，

耐久性指数は高くなることが分かる．しかし，最も小さ

い吸水率の製鋼スラグを用いた場合であっても，耐久性

指数は20程度とコンクリートに要求される凍結融解抵抗

性は得られていない． 
 

(2) AE剤が鉄鋼スラグ水和固化体の凍結融解抵抗性に及

ぼす影響 
図-11は，吸水率を最も小さくした製鋼スラグ細骨材

（吸水率：3.77%）と製鋼スラグ粗骨材（吸水率：

2.02%）を用いた表-2に示されるType-Aの配合の鉄鋼ス

ラグ水和固化体の凍結融解抵抗性に及ぼす空気量の影響

を調べた結果である．図中の○，□および△は，それぞ

れ，骨材修正係数を考慮したフレッシュ時の空気量が，

5.5%，4.8%および2.9%となったものである．それぞれの

鉄鋼スラグ水和固化体に添加したAE剤の量は，80A，

40Aおよび8.3Aである．ただし，1Aとは，本試験に用い

たAE剤の標準使用量であり，結合材量の0.003%，すな

わち19.2g/m3である．この図より，空気量が増えると伴

に凍結融解抵抗性が改善されるのが分かる．しかし，

AE剤を80A用いた場合でも，300サイクル終了時の相対

動弾性係数は67%に下がっている．  

図-12は，吸水率の異なる製鋼スラグを用い，表-2に
示されるType-Aの配合の鉄鋼スラグ水和固化体の空気量

に，AE剤の添加量が及ぼす影響を示したものである．

図中の●は，吸水率を小さくしていない製鋼スラグを用

いた結果で，また，■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用いた結果である．こ

の図より，吸水率を小さくしていない製鋼スラグを用い

た場合には，AE剤の添加量に伴い，空気量が増加して

いるのに対し，吸水率を小さくした製鋼スラグを用いた

場合には， AE剤の効果が小さいことが分かる．なお，

図-11に示した鉄鋼スラグ水和固化体のAE剤添加量は，

図-12の■の結果をもとに決定されたものである．図-13
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図-8 製鋼スラグ細骨材の吸水率が凍結融解抵抗性に及ぼす

影響 
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図-10 300サイクルにおける耐久性指数とΔωの関係 
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図-7 製鋼スラグ粗骨材の吸水率が凍結融解抵抗性に及ぼす

影響 
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図-9 製鋼スラグの吸水率が凍結融解抵抗性に及ぼす影響 
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は，結合材に高炉スラグ微粉末を用い，骨材には川砂お

よび砕石を用いた表-3に示されるType-N01の配合のセメ

ントコンクリートの空気量に，変性アルキルカルボン酸

化合物系界面活性剤であるAE剤の添加量が及ぼす影響

を示したものである．この図より，高炉スラグ微粉末の

みを結合材に用いた場合には，AE剤の添加量を増やし

ても，空気量の増加が小さいことが分かる．陰イオン形

AE剤は，連行された気泡がカルシウムイオンにより強

固なものになる8)．通常のセメントコンクリートでは，

セメントの水和反応によって生じるカルシウムイオンと

AE剤の反応によって形成された気泡が，ペースト中に

分散される．しかし，結合材に高炉スラグ微粉末のみを

用いる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剤による気泡が形成されにくいものと思われる． 
写真-2は，吸水率を小さくしていない製鋼スラグを用

いた表-2に示されるType-Aの配合の鉄鋼スラグ水和固化

体の硬化後の断面を示したものである．製鋼スラグ骨材

の周りに，直径1.5～2.0mm程度の径の気泡が生じ，ペー

スト中にはエントレインドエアに相当する微細な径の気

泡は分散していない．図-12において，吸水率を小さく

していない製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグ水和固化体の

空気量が，AE剤の添加量と伴に増えたのは，凍結融解

抵抗性に影響を及ぼさない比較的大きな径の気泡が増え

たものと思われる．また，吸水率を小さくした製鋼スラ

グを用いた鉄鋼スラグ水和固化体の空気量が，AE剤を

添加しても増加しにくいのは，吸水率を小さくするため

に製鋼スラグの脆弱部を取り除いたことで，製鋼スラグ

から溶出する水酸化カルシウムの量が少なくなったため

と思われる． 
ペースト中にAE剤による空気を連行する目的でセメ

ントを用いた結果を，図-14に示す．骨材には，川砂お

よび砕石を用いている．図中の□，△および○は，それ

ぞれ，セメント量が質量比で結合材の0%，20%および

40%用いた表-3に示されるType-N01，Type-N02および

Type-N03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，セメントを用いることで，AE剤の効果が

表れ，コンクリート中に空気が連行されやすくなること
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図-11 小さい吸水率の製鋼スラグを用いた鉄鋼スラグ水和
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図-13 Type-N00のセメントコンクリートにおける AE剤の添

加量と空気量の関係 
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図-12 AE 剤の添加量と鉄鋼スラグ水和固化体の空気量の
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が分かる．セメントを質量比で結合材の40%用いた場合

には，AE剤を20g/m3添加することで，空気量が1.5%増え

ている．写真-3は，セメントを質量比で結合材の40%用

いた表-2に示されるType-B4の配合の鉄鋼スラグ水和固

化体の気泡分布を示したものである．ただし，骨材には，

吸水率を小さくしていない製鋼スラグを用いている．セ

メントを用いることで，ペースト中に微細な気泡が分布

していることが分かる．  
図-15は，鉄鋼スラグ水和固化体に用いたセメント量

と圧縮強度の関係を示したものである．骨材には，吸水

率を小さくしていない製鋼スラグ細骨材（吸水率：

7.67%）および製鋼スラグ粗骨材（吸水率：4.50%）を用

いている．図中の●，▲および■は，それぞれ，材齢28
日，260日および427日の結果である．この図より，長期

材齢になるとその差は小さくなるが，セメントの使用量

の多いものほど，圧縮強度が高いことが分かる． 
図-16は，セメントをアルカリ刺激材として用いた鉄

鋼スラグ水和固化体の凍結融解抵抗性を示したものであ

る．骨材には，吸水率を小さくしていない製鋼スラグを

用いている．図中の□，●，△および○は，それぞれ，

セメントを質量比で結合材の0%，10%，20%および40%
用いた表-2に示されるType-A，Type-B1，Type-B2および

Type-B4の配合の鉄鋼スラグ水和固化体の結果を示して

いる．この図より，セメントの使用量に伴い，凍結融解

抵抗性が高くなることが分かる．しかし，セメントを質

量比で結合材の40%用いた場合においても，100サイク

ル以内に供試体は破壊に至っている． 
図-17は，セメント量と300サイクルにおける耐久性指

数の関係を示したものである．図中の○および□は，そ

れぞれ，標準水中養生および蒸気養生を行った表-2に示

されるType-A，Type-B1，Type-B2，Type-B3，Type-B4お
よびType-B5の配合の鉄鋼スラグ水和固化体の結果であ

る．骨材には，吸水率を小さくしていない製鋼スラグが

用いられている．この図より，養生方法に関係なくセメ

ントの使用量が増加するにつれ，耐久性指数が高くなっ

ていることが分かる． 
図-18は，セメントを用いた表-2に示されるType-B4の

配合の鉄鋼スラグ水和固化体の凍結融解抵抗性に及ぼす
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図-14 セメントの使用がAE剤の効果に及ぼす影響 
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図-15 セメントを用いた鉄鋼スラグ水和固化体の圧縮強度 
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写真-3 セメントを用いた鉄鋼スラグ水和固化体の気泡分布 
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図-16 セメントを用いた鉄鋼スラグ水和固化体の凍結融解抵
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空気量の影響を示したものである．セメントは質量比で

結合材の40%を用い，骨材には吸水率を小さくしていな

い製鋼スラグを用いた．図中の○，□，△および●は，

それぞれ，骨材修正係数を考慮した空気量が4.9%，5.9%，

7.8%および9.8%の結果を示している．この図より，セメ

ントを質量比で結合材の40%用い，AE剤による空気連

行性を高めても，必要とされる凍結融解抵抗性は得られ

ないことが分かる． 
 

(3) 細骨材の種類が鉄鋼スラグ水和固化体の凍結融解抵

抗性に及ぼす影響 
図-7および図-8の比較で示したように，鉄鋼スラグ水

和固化体の凍結融解抵抗性に細骨材の及ぼす影響は，粗

骨材よりも大きい．図-19は，鉄鋼スラグ水和固化体の

凍結融解抵抗性により大きな影響を及ぼす細骨材の一部

に，水酸化カルシウムの溶出の少ない高炉スラグ細骨材

を用いた実験結果を示したものである．図中の□，△お

よび○は，それぞれ，高炉スラグ細骨材の置換率が質量

比で0%，50%および100%の結果である．セメントは，

質量比で結合材の40%を用いている．高炉スラグ細骨材

を用いることで，図-20に示すように，7.0%を超えるエ

ントラップトエアが巻き込まれる．従って，高炉スラグ

細骨材を用いた鉄鋼スラグ水和固化体の製造では，消泡

剤を用いてエントラップトエアを取り除いた後，AE剤
を用いてエントレインドエアを連行している．この図か

ら明らかなように，製鋼スラグ細骨材の50%を高炉スラ

グ細骨材と置換した場合には，凍結融解抵抗性に大きな

変化が見られないのに対し，細骨材の全てを高炉スラグ

細骨材とした場合には，著しく凍結融解抵抗性が向上し

ていることが分かる．  
図-21は，細骨材の一部に高炉スラグ細骨材を用いた

鉄鋼スラグ水和固化体の圧縮強度を示したものである．

図中の●および■は，それぞれ，材齢が28日および348
日の結果を示している．セメントは，質量比で結合材の

40%を用いている．この図より，高炉スラグ細骨材の使

用量が多くなると，圧縮強度も高くなることが分かる． 
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図-17 セメント量と 300サイクルにおける耐久性指数の関係 
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図-19 細骨材の種類が鉄鋼スラグ水和固化体の凍結融解抵抗

性に及ぼす影響 
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図-18 セメントを用いた鉄鋼スラグ水和固化体の空気量が凍

結融解抵抗性に及ぼす影響 
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図-20 高炉スラグ細骨材を用いた鉄鋼スラグ水和固化体の

AE剤添加量と空気量の関係 
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(4) フライアッシュが鉄鋼スラグ水和固化体の凍結融解

抵抗性に及ぼす影響 
写真-4は，細骨材に高炉スラグ細骨材を，粗骨材に製

鋼スラグ粗骨材を，また，セメントは質量比で結合材の

40%を用いた表-2に示されるType-C2の配合の鉄鋼スラグ

水和固化体の断面を撮影したものである．粗骨材周辺に，

水酸化カルシウムが白く析出していることが分かる．骨

材周りに集積する水酸化カルシウムは，強度低下やひび

割れ発生の原因となるコンクリートの弱点である． 
図-22は，結合材の一部にポゾラン材料であるフライ

アッシュを用い，製鋼スラグ周辺に集積する水酸化カル

シウムを消費させることで，鉄鋼スラグ水和固化体の凍

結融解抵抗性を改善させた結果である．図中の○，□，

●，■および▲は，それぞれ，フライアッシュを質量比

で結合材の0%，15%，30%，45%および60%を使用した

表-2に示されるType-C2，Type-C3，Type-C4，Type-C5およ

びType-C6の配合の鉄鋼スラグ水和固化体の結果を示し

ている．また，図-23は，これらの鉄鋼スラグ水和固化

体の圧縮強度を示したものである．図中の●，■および

▲は，それぞれ，材齢が28日，91日および256日の結果

を示している．セメントは質量比で結合材の40%を用い，

細骨材には高炉スラグ細骨材が用いられている．これら

の図より，フライアッシュを用いることで，鉄鋼スラグ

水和固化体の圧縮強度は下がることが分かる．しかし，

フライアッシュを結合材の30%使用したものは，450サ
イクルを超えても破壊に達していない．一方，フライア

ッシュの使用量をさらに増やし，質量比で結合材の60%
用いたものは，フライアッシュを用いていないものより

も凍結融解抵抗性は劣り，150サイクルで破壊に至って

いる． 
 写真-5および写真-6は，それぞれ，図-22で示した鉄鋼

スラグ水和固化体のうち，フライアッシュを質量比で結

合材の30%および60%用いた表-2に示されるType-C4およ

びType-C6の配合の鉄鋼スラグ水和固化体の気泡分布を

示したものである．写真-5に示される凍結融解抵抗性に

優れる鉄鋼スラグ水和固化体の断面には，ペースト中に

気泡が均一に分布していることが分かる．一方，フライ

アッシュを60%用いた場合には，写真-6に示されるよう
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図-21 細骨材の種類が鉄鋼スラグ水和固化体の圧縮強度に及

ぼす影響 
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図-22 フライアッシュを用いた鉄鋼スラグ水和固化体の凍結

融解抵抗性 
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写真-4 製鋼スラグ骨材周辺に集積する水酸化カルシウム 
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図-23 フライアッシュを用いた鉄鋼スラグ水和固化体の圧縮

強度 
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に，ペースト中に存在する気泡が少ないことが分かる．

フライアッシュを多量に用いると，練り混ぜ直後の空気

量は，8%を越えていても，硬化に伴い，気泡の大部分

が消失するものと思われる．  
写真-7および写真-8は，それぞれ，フライアッシュを

用いていない表-2に示されるType-C2の配合の鉄鋼スラ

グ水和固化体およびフライアッシュを質量比で結合材の

30%用いたType-C4の配合の鉄鋼スラグ水和固化体の断

面を示したものである．フライアッシュを用いていない

ものは，骨材周りに白く析出した水酸化カルシウムが観

察されるのに対し，フライアッシュを質量比で結合材の

30%用いたものは，水酸化カルシウムが消費されている

ことが分かる．フライアッシュを用いることにより，鉄

鋼スラグ水和固化体の圧縮強度は減少する．しかし，骨

材周りに集積する水酸化カルシウムを消費するようフラ

イアッシュを使用したものは，凍結融解抵抗性が著しく

改善されている．表-5に，図-22中で示した最も凍結融

解抵抗性に優れたType-C4の鉄鋼スラグ水和固化体の配

合を示す． 
 
 

4.   まとめ 

 
セメントを用いない配合の鉄鋼スラグ水和固化体の凍

結融解抵抗性が劣る原因は，AE剤を用いてもペースト

中にエントレインドエアが連行されないことにある．空

3mm
 

写真-6 フライアッシュを結合材の 60%用いた Type-C6の鉄鋼

スラグ水和固化体の気泡分布 

 

 
写真-8 フライアッシュを結合材の 30%用いた Type-C4 の鉄鋼

スラグ水和固化体の断面 

3mm
 

写真-5 凍結融解抵抗性を有する Type-C4 の鉄鋼スラグ水和固

化体の気泡分布 

 

 
写真-7 フライアッシュを用いていない Type-C2 の鉄鋼スラグ

水和固化体の断面 

 

表-5 凍結融解抵抗性を有する鉄鋼スラグ水和固化体として推奨される配合 
Unit content (kg/m3) Admixture 

Gmax 
(mm) 

W/B 
(%) 

Air 
(%) 

s/a 
(%) W BF*1 FA*2 C BFS*3 Steel-making 

slag gravel 
HRWRA*4 

(kg/m3) 
AE*5 

(g/m3)
DF*6 

(g/m3)
20 24.9 6.0±1.5 50.0 150 170 170 262 773 908 10.75 403.2 12.8 
*1 BF: Ground granulate blast furnace slag *2 FA: Fly ash *3 BFS: Blast furnace slag sand  *4 HRWRA: High range water reduce agent  
*5 AE: Air entraining agent *6 DF: Deforming agent 
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気量試験によって測定される空気量は，セメントを用い

ない鉄鋼スラグ水和固化体においても，AE剤の添加量

と伴に増加する．しかし，増加する空気量は，エントレ

インドエアに比べて比較的大きな径の気泡によるもので，

小さな径のエントレインドエアの増加は少ない． 
AE剤によってペースト中に空気を連行するためには，

アルカリ刺激材としてセメントを用い，また，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ること

が効果的であることを示した．さらに，製鋼スラグ粗骨

材周辺に集積される水酸化カルシウムをポゾラン材料で

あるフライアッシュによって適切に消費させることで，

鉄鋼スラグ水和固化体の凍結融解抵抗性は，著しく改善

され，通常のAEセメントコンクリートと同程度の凍結

融解抵抗性が得られることを示した． 
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RESISTANCE TO FREEZING AND THAWING OF STEEL-MAKING SLAG 
CONCRETE AND THE IMPROVEMENT 

 
Takashi FUJII, Akihiro FUJIKI, Toshiki AYANO and Kenji SAKATA 

 
   Steel-making slag concrete consists of by-products at ironworks. The strength of steel-making slag 
concrete is 20-50 N/mm2 at 28 days. Ground granulated blast furnace slag is used as a binder. Steel-
making slag is used as an aggregate. Steel-making slag concrete doesn’t use any natural aggregate, either. 
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 without any cement. Resistance to 
carbonation of steel-making slag concrete and resistance to corrosion of steel rod in steel-making slag 
concrete are high for a long time due to calcium hydroxide leaching from steel-making slag. However, 
resistance to freezing and thawing of steel-making slag concrete is quite low. In this paper, the 
mechanism of low resistance to freezing and thawing was clarified. The method to improve the durability 
of steel-making slag concrete was shown. An entrained air by AE agent is formed by calcium ion. The 
paste just with ground granulated blast furnace slag cannot contain entrained air by AE agent because 
enough calcium ions cannot be produced by the hydration with water and ground granulated blast furnace 
slag. Big size air is formed around steel-making slag because of calcium hydroxide leaching from the 
steel-making slag. That’s why resistance to freezing and thawing is low. In order to improve the 
resistance to freezing and thawing of steel-making slag concrete, it’s necessary to use cement, fly ash and 
blast furnace slag sand. Cement is used to entrain the air by AE agent. Fly ash is used to consume the 
extra calcium hydroxide in steel-making slag concrete. Blast furnace slag sand is used to restrain the 
calcium hydroxide leaching from sand. Then, the resistance to freezing and thawing of steel-making slag 
concrete is as high as that of AE cement concrete. 
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