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要旨：本研究は、高炉スラグ細骨材を用いたコンクリートの凍結融解抵抗性に、高炉スラグ微粉末および
フライアッシュが与える影響について検討を行ったものである。細骨材に高炉スラグ細骨材を用いたコン
クリートは、AE 剤を用いなくても十分な凍結融解抵抗性が得られる。高炉スラグ細骨材を用いたコンク
リートの結合材の一部に高炉スラグ微粉末を用いた場合、十分な湿潤養生を行えば、普通ポルトランドセ
メントのみを用いた場合と同様に高い凍結融解抵抗性が得られる。一方、結合材の一部にフライアッシュ
を用いた場合には、水中養生を材齢 91 日まで行った場合でも、高炉スラグ細骨材を用いたことによる凍
結融解抵抗性が向上する効果は見られなくなる。

高炉スラグ微粉末およびフライアッシュが高炉スラグ細骨材を用いた
コンクリートの凍結融解抵抗性に与える影響
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1.　はじめに
　高炉スラグは、製鉄所での銑鉄製錬の際に発生する副
産物である。高炉水砕スラグは、高炉から生成する溶融
スラグに多量の加圧水を噴射することにより急冷固化さ
せたガラス質のスラグで、約 70 ％がセメント原料に用
いられ、また、約 10 ％がコンクリート用骨材として用
いられるなど、そのほとんどがコンクリートの材料とし
て利用されている1）。
　高炉スラグ細骨材は、高炉水砕スラグを磨砕等によっ
て粒度調整したものである。高炉スラグ細骨材は、コン
クリートの強度および耐久性に影響を及ぼす塩化物、有
機不純物、粘土等を含んでおらず、細骨材に用いた場合
にアルカリシリカ反応を生じるおそれがないことが知ら
れている。また、高炉スラグ細骨材をコンクリートの細
骨材として用いることで、乾燥収縮が小さくなること、
中性化に対する抵抗性が若干増加すること、塩化物イオ
ン浸透性が小さくなること等が報告されている2, 3）。さ
らに細骨材の全量に高炉スラグ細骨材を用いることで、
耐硫酸性が著しく増加すること、AE 剤を用いなくて
も凍結融解抵抗性が向上することも報告されている4, 5）。
一方、高炉スラグ細骨材を用いたコンクリートは、高炉
水砕スラグの表面がガラス質であるため、ブリーディ
ングが多くなる傾向にあることも知られており、フラ
イアッシュ等の混和材を用いて、改善を行った報告も
ある6, 7）。本研究では高炉スラグ細骨材を用いたコンク
リートに、高炉スラグ微粉末あるいはフライアッシュを
用いた場合の圧縮強度および凍結融解抵抗性に与える影
響について検討を行った。

2.　実験概要
2. 1　使用材料および配合
　本実験に用いたコンクリートの配合と、スランプお
よび空気量の測定結果を Table 1 に示す。結合材に
は普通ポルトランドセメント（密度：3.15g/cm3、ブ
レーン値：3,350cm2/g）、高炉スラグ微粉末 4000（密
度：3.15g/cm3、ブレーン値：4,150cm2/g）およびフ
ライアッシュ II 種（密度：2.20g/cm3、ブレーン値：
3,600cm2/g）を用いた。細骨材には硬質砂岩砕砂（表乾
密度：2.64g/cm3、吸水率：1.78 ％、粗粒率：3.08）お
よび高炉スラグ細骨材（表乾密度：2.72g/cm3、吸水率：
0.58 ％、粗粒率：2.16）を用いた。粗骨材には硬質砂岩
砕石（最大寸法：20mm、表乾密度：2.74g/cm3、吸水
率：0.49 ％）を用いた。化学混和剤は非空気連行性のポ
リカルボン酸系高性能減水剤のみを用い、AE 剤等は用
いていない。コンクリートの水結合材比は 50 ％および
65 ％とした。単位水量、単位粗骨材量および化学混和
剤の添加率を一定とした条件で配合を決定しており、高
炉スラグ微粉末およびフライアッシュは、結合材の内割
りで用いている。なお、高炉スラグ細骨材を用いたコン
クリートは、ブリーディングが多くなる傾向がある。本
研究ではブリーディングによる影響を少なくするため
に、作業が可能な範囲で硬練りの配合としている。また、
高炉スラグ細骨材を用いた場合には、エントラップトエ
アが巻き込まれやすいことが知られている8）。本実験に
おいても、AE 剤等を用いていないものでも、練混ぜ直
後の空気量は 4～5％程度であった。著者らは、高炉ス
ラグ細骨材によって巻き込まれる空気に凍結融解抵抗性
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2. 3　圧縮強度試験
　圧縮強度試験は JIS A 1108：2006 に準拠して行った。
供試体はφ100×200mm の円柱供試体を用いた。
2. 4　凍結融解試験
　凍結融解試験は JIS A 1148：2010 に規定される水中
凍結融解試験方法（A 法）に準拠して行った。供試体は
100×100×400mm の角柱供試体を用い、凍結水には水
道水を用いた。

3.　実験結果および考察
3. 1　高炉スラグ細骨材の効果
　Fig. 1 および Fig. 2 は、それぞれ水セメント比が
50 ％および 65 ％のコンクリートにおいて、細骨材の種
類が圧縮強度に与える影響を示したものである。細骨材
に高炉スラグ細骨材を用いたコンクリートの圧縮強度

を改善する効果がなく、むしろ消泡した方が凍結融解抵
抗性は改善されることを示している5）。本研究では、空
気量調整剤は用いない状態で試験を行った。
2. 2　養生方法
　蒸気養生は 2012 年制定土木学会コンクリート標準示
方書［施工編］に示される方法に従い、打設後 3 時間型
枠内に静置した後、20℃／時間の速さで 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。打込みから 20±2 時間で脱
型した。蒸気養生を行ったものは脱型後、水中もしくは
気中で養生を行った。蒸気養生を行わなかったものは脱
型後、水中で養生を行った。水中および気中の養生温度
は 25±3℃である。蒸気養生を行ったものは材齢 14 日
で、蒸気養生を行っていないものは材齢 28 日および 91
日で、圧縮強度の測定および凍結融解試験を開始した。

Table 1　Mix proportion of concrete and test result of fresh concrete test

W/B
（％）

GGBF/B
（％）

FA/B
（％）

Design air
（％）

s/a
（％）

Unit content（kg/m3）
HRWRA
（B×％）

Test result

W
B S

G Slump
（cm）

Air
（％）OPC GGBF FA CSS BFS

50

0
0

2.0

48.2

175

350 0
0

882 0

986 0.25

1.4 2.7

0

909 3.2 5.3
30 47.9 245 105 901 3.9 5.1
60 47.7 140 210 893 5.6 4.4

0
15 47.6 298

0
53 886 4.7 3.6

30 47.1 245 105 870 6.7 2.7

65

0
0

50.0 269 0
0

950 0 1.8 3.1

0

979 0.5 5.5
30 49.8 188 81 972 0.4 5.7
60 49.7 108 162 966 0.4 5.1

0
15 46.6 229

0
40 964 0.7 4.6

30 49.2 188 81 948 1.1 4.1
OPC：Ordinary portland cement, GGBF：Ground granulated blast furnace slag, FA：Fly ash, CSS：Crushed sand-stone sand, 
BFS：Granulated blast furnace slag sand, HRWRA：High-range water reducing agent

Fig. 1　  Effect of BFS sand on compressive strength
（W/C＝50％）

Fig. 2　  Effect of BFS sand on compressive strength
（W/C＝65％）
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したものである。細骨材に高炉スラグ細骨材を用いたコ
ンクリートでは、いずれの養生方法においても、300 サ
イクルの凍結融解を与えた後の相対動弾性係数が 85 ％
以上を保持しており、十分な凍結融解抵抗性があるこ
とが分かる。また Fig. 6 は、細骨材に高炉スラグ細骨
材を用いた水セメント比が 65 ％のコンクリートの凍結
融解試験結果を示したものである。いずれの養生方法で
も、Fig. 4 に示した硬質砂岩砕砂を用いたものに比べて
凍結融解抵抗性が向上していることが分かる。とくに蒸
気養生後に水中で養生を行ったものや、水中養生を材齢
91 日まで行ったものでは、300 サイクル時点でも相対
動弾性係数で 70 ％以上を保持しており、凍結融解抵抗
性が著しく向上していることが分かる。高炉スラグ細骨
材を用いることで凍結融解抵抗性が向上する理由は、骨
材周辺に集積する水酸化カルシウムによる脆弱部分が、
高炉スラグ細骨材の反応により強固になることによるも
のと著者らは報告している5）。
3. 2　高炉スラグ微粉末が与える影響
　Fig. 7 および Fig. 8 は、それぞれ水結合材比が 50 ％

は、硬質砂岩砕砂を用いたコンクリートに比べて同程度
であることが分かる。水セメント比が 50～65 ％程度の
コンクリートでは、高炉スラグ細骨材が圧縮強度に与え
る影響は小さい。
　Fig. 3 は、細骨材に硬質砂岩砕砂を用いた水セメント
比が 50 ％のコンクリートの凍結融解試験結果を示した
ものである。養生期間が長いものほど、凍結融解抵抗性
が向上していることが分かる。しかし、AE 剤を用いて
いない硬質砂岩砕砂のコンクリートでは、材齢 91 日ま
で水中養生を行っても 250 サイクル程度で相対動弾性
係数が 60 ％を下回っており、十分な凍結融解抵抗性は
得られない。また Fig. 4 は、細骨材に硬質砂岩砕砂を
用いた水セメント比が 65 ％のコンクリートの凍結融解
試験結果を示したものである。水セメント比が 65 ％の
場合には、いずれの養生方法および養生期間のものにお
いても 100 サイクルまでに相対動弾性係数が 60 ％を下
回っており、十分な凍結融解抵抗性は得られない。
　Fig. 5 は、細骨材に高炉スラグ細骨材を用いた水セメ
ント比が 50 ％のコンクリートの凍結融解試験結果を示

Fig. 3　  Freeze-thaw resistance of concrete with crushed 
sand-stone sand（W/C＝50％）

Fig. 4　  Freeze-thaw resistance of concrete with crushed 
sand-stone sand（W/C＝65％）

Fig. 5　  Freeze-thaw resistance of concrete with BFS 
sand（W/C＝50％）

Fig. 6　  Freeze-thaw resistance of concrete with BFS 
sand（W/C＝65％）
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回っている。また Fig. 10 は、高炉スラグ微粉末を質量
比で結合材の 60 ％を用いた結果であるが、高炉スラグ
微粉末を 30 ％用いた場合と同様に、蒸気養生後に気中
養生のみを行ったもの以外は、凍結融解を 300 サイク
ル与えた後でも相対動弾性係数が 90 ％以上を保持して
いる。
　Fig. 11 は、水結合材比が 65 ％の細骨材に高炉スラグ
細骨材を用いたコンクリートに、高炉スラグ微粉末を
質量比で結合材の 30 ％を用いた結果を示したものであ
る。水結合材比が 65 ％の場合においても、高炉スラグ
微粉末が質量比で結合材の 30 ％であれば、水中養生を
行うことで凍結融解作用を 300 サイクル与えても 80 ％
以上の相対動弾性係数を保持している。一方、Fig. 12
は、水結合材比が 65 ％の細骨材に高炉スラグ細骨材を
用いたコンクリートに、高炉スラグ微粉末を質量比で結
合材の 60 ％を用いた結果を示したものである。水結合
材比が 65 ％のコンクリートにおいて、高炉スラグ微粉

および 65 ％の高炉スラグ細骨材を用いたコンクリート
の圧縮強度に、結合材に占める高炉スラグ微粉末の割合
が与える影響を示したものである。蒸気養生を行ったも
のの材齢 14 日における圧縮強度は、高炉スラグ微粉末
の割合が増加すると小さくなる。一方、材齢 28 日まで
水中養生を行えば、高炉スラグ微粉末を用いた場合にも、
普通ポルトランドセメントのみを用いた場合と同程度の
圧縮強度が得られている。また、材齢 91 日まで水中養
生を行った場合には、高炉スラグ微粉末を用いたものの
方が、圧縮強度がやや増加する傾向にあった。
　Fig. 9 は高炉スラグ微粉末を質量比で結合材の 30 ％
を用い、細骨材に高炉スラグ細骨材を用いた水結合材比
が 50 ％のコンクリートの凍結融解試験結果を示したも
のである。蒸気養生後に気中養生のみを行ったものは、
220 サイクル程度で相対動弾性係数が 60 ％を下回って
いる。一方で水中養生を行った供試体では、凍結融解を
300 サイクル与えた後でも相対動弾性係数が 90 ％を上

Fig. 7　  Effect of ground granulated blast furnace slag 
on compressive strength of concrete with BFS 
sand（W/B＝50％）

Fig. 8　  Effect of ground granulated blast furnace slag 
on compressive strength of concrete with BFS 
sand（W/B＝65％）

Fig. 9　  Effect of ground granulated blast furnace slag 
on freeze-thaw resistance of concrete with BFS 
sand（W/B＝50％, GGBF/B＝30％）

Fig. 10　  Effect of ground granulated blast furnace slag 
on freeze-thaw resistance of concrete with 
BFS sand（W/B＝50％, GGBF/B＝60％）
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末を質量比で結合材の 60 ％用いた場合には、蒸気養生
を行い、材齢 14 日で試験を開始したものは、200 サイ
クル未満で相対動弾性係数が 60 ％を下回っている。ま
た、材齢 28 日まで水中養生を行ったものも、凍結融解
作用を 250 サイクル与えたころから、相対動弾性係数
が低下している。水結合材比が大きいコンクリートで、
高炉スラグ微粉末を結合材の 60 ％用いた場合には、セ
メント量が少なくなることで水和反応が緩慢であったた
め強度発現が十分ではなかったこと、また、セメントの
水和反応で生成される水酸化カルシウムが少なかったこ
とで、高炉スラグ細骨材の反応が十分に進まなかったこ
とで、十分な凍結融解抵抗性が得られなかったことが考
えられる。
　以上のことから、高炉スラグ細骨材を用いたコンクリー
トに高炉スラグ微粉末を用いた場合、蒸気養生後に気中
養生のみを行った場合には、十分な凍結融解抵抗性は得
られない。一方、水中養生を十分に行えば、高炉スラグ微

粉末を用いた場合にも十分な凍結融解抵抗性が得られる。
3. 3　フライアッシュが与える影響
　Fig. 13 および Fig. 14 は、それぞれ水結合材比が
50 ％および 65 ％の高炉スラグ細骨材を用いたコンク
リートの圧縮強度に、結合材に占めるフライアッシュの
割合が与える影響を示したものである。フライアッシュ
を結合材の内割りで用いた場合には、材齢 28 日までは、
フライアッシュの割合が増加するとともに圧縮強度が低
下している。一方、材齢 91 日まで水中養生を行えば、
フライアッシュを用いていないものと同程度以上の圧縮
強度が得られることが分かる。
　Fig. 15 はフライアッシュを質量比で結合材の 15 ％を
用い、細骨材に高炉スラグ細骨材を用いた水結合材比
が 50 ％のコンクリートの凍結融解試験結果を示したも
のである。結合材に普通ポルトランドセメントのみを
用いたものは Fig. 5 に示したように、いずれの養生方
法でも凍結融解を 300 サイクルまで、相対動弾性係数

Fig. 11　  Effect of ground granulated blast furnace slag 
on freeze-thaw resistance of concrete with 
BFS sand（W/B＝65％, GGBF/B＝30％）

Fig. 12　  Effect of ground granulated blast furnace slag 
on freeze-thaw resistance of concrete with 
BFS sand（W/B＝65％, GGBF/B＝60％）

Fig. 13　  Effect of fly ash on compressive strength of 
concrete with BFS sand（W/B＝50％）

Fig. 14　  Effect of fly ash on compressive strength of 
concrete with BFS sand（W/B＝65％）



Cement Science and Concrete Technology, Vol.70

360

が 90 ％以上を保持していたのに対し、フライアッシュ
を質量比で結合材の 15 ％用いた場合には、水中養生を
91 日まで行ったものでも、凍結融解を 300 サイクル与
えたころには、相対動弾性係数が 60 ％程度まで低下し
ている。また Fig. 16 は、フライアッシュを質量比で結
合材の 30 ％用いた結果であるが、凍結融解を 150 サイ
クル与えた時点で、いずれの養生方法のものも、相対動
弾性係数で 60 ％を下回っている。さらに Fig. 17 およ
び Fig. 18 は、それぞれフライアッシュを質量比で結合
材の 15 ％および 30 ％を用い、細骨材に高炉スラグ細
骨材を用いた水結合材比が 65 ％のコンクリートの凍結
融解試験結果を示したものである。結合材に普通ポルト
ランドセメントのみを用いた Fig. 6 の結果と比較して、
早期に相対動弾性係数が低下している。とくにフライ
アッシュを質量比で結合材の 30 ％用いた場合には、凍
結融解を 100 サイクル与えた時点で、いずれの養生を
行ったものも相対動弾性係数が 60 ％を下回っている。

Fig. 13 および Fig. 14 で示したように、材齢 91 日まで
水中養生を行えば、結合材の一部にフライアッシュを用
いた場合でも、フライアッシュを用いないものと同等以
上の圧縮強度を発現していることから、圧縮強度に関係
なく、フライアッシュを用いたものは凍結融解抵抗性が
低下しているといえる。結合材にフライアッシュを用い
た場合には、高炉スラグ細骨材による凍結融解抵抗性向
上の効果は期待できないといえる。

4.　まとめ
　本研究では AE 剤を用いない水結合材比が 50 ％およ
び 65 ％のコンクリートにおいて、高炉スラグ細骨材を
用いたコンクリートの圧縮強度および凍結融解抵抗性に
ついて検討を行った。以下に本論文で得られた知見を示
し、本論文のまとめとする。
（1）  高炉スラグ細骨材が圧縮強度に与える影響は小さ

い。一方、硬質砂岩砕砂を用いたコンクリートに比

Fig. 15　  Effect of fly ash on freeze-thaw resistance 
of concrete with BFS sand（W/B＝50％, 
FA/B＝15％）

Fig. 16　  Effect of fly ash on freeze-thaw resistance 
of concrete with BFS sand（W/B＝50％, 
FA/B＝30％）

Fig. 17　  Effect of fly ash on freeze-thaw resistance 
of concrete with BFS sand（W/B＝65％, 
FA/B＝15％）

Fig. 18　  Effect of fly ash on freeze-thaw resistance 
of concrete with BFS sand（W/B＝65％, 
FA/B＝30％）
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度実績）（2015）
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文集、Vol. 31、No. 1、pp. 139-144（2009）

3）  藤井隆史ほか：高炉スラグを用いたコンクリート
の中性化、塩化物イオン浸透性および時間依存性
変形に関する研究、コンクリート工学年次論文集、
Vol. 37、No. 1、pp. 637-642（2015）

4）  Paweena JARIYATHITIPONG ほか：高炉スラグ
細骨材によるコンクリートの耐硫酸性改善に関する
研究、土木学会論文集 E2（材料・コンクリート構造）、
Vol. 69、No. 4、pp. 337-347（2013）

5）  綾野克紀、藤井隆史：高炉スラグ細骨材を用いたコ
ンクリートの凍結融解抵抗性に関する研究、土木学
会論文集 E2（材料・コンクリート構造）、Vol. 70、
No. 4、pp. 417-427（2014）

6）  吉野公ほか：フライアッシュによる高炉スラグ骨材
コンクリートの品質改善、コンクリート工学年次論
文集、Vol. 29、No. 1、pp. 64-69（2007）

7）  吉澤千秋ほか：高炉スラグ細骨材とフライアッシュ
を使用したコンクリートの性質、コンクリート工学
年次論文集、Vol. 36、No. 1、pp. 147-152（2014）

8）  日本建築学会：高炉スラグ細骨材を用いるコンク
リート施工指針・同解説、p. 125（1983）

べて、高炉スラグ細骨材を用いたコンクリートは、
凍結融解抵抗性は向上する。

（2）  高炉スラグ細骨材を用いたコンクリートの結合材の
一部に高炉スラグ微粉末を用いた場合、水中養生を
十分に行えば、普通ポルトランドセメントのみを用
いた場合と同程度の凍結融解抵抗性が得られる。一
方、蒸気養生後に水中で養生を行わず気中養生のみ
を行った場合には、十分な凍結融解抵抗性は得られ
ない。

（3）  高炉スラグ細骨材を用いたコンクリートの結合材の
一部にフライアッシュを用いた場合、十分な水中養
生を行っても、高炉スラグ細骨材による凍結融解抵
抗性向上の効果が見られなくなる。

　以上のことから高炉スラグ細骨材による凍結融解抵抗
性向上の効果を発揮するためには、適切な混和材料の選
定ならびに十分な湿潤養生の実施が重要となる。
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ABSTRACT：This paper shows the effect of ground granulated blast furnace slag and fly ash on 
freeze-thaw resistance of concrete with blast furnace slag sand. When granulated blast furnace slag 
sand is used as sand, the high resistance to freezing and thawing action can be expected even if AE 
agent is not used. Concrete with 50 ％ of water to cement ratio keeps over 90 ％ of relative dynamic 
modulus of elasticity till 300 cycles of freezing and thawing action regardless of period of curing. 
In the case of using ground granulated blast furnace slag as a part of the binder of the concrete 
with granulated blast furnace slag sand, by performing sufficient wet curing, the high-resistance to 
freezing and thawing can be expected same as using just ordinary portland cement. On the other 
hand, in the case of using a fly ash in a part of the binder of the concrete with granulated blast 
furnace slag sand, enough resistance to freezing and thawing cannot be obtaining even if cured in 
water until the age of 91days. In order to exhibit the effect of improving the freeze-thaw resistance 
by granulated blast furnace slag sand, the selection of a suitable admixture and sufficient wet curing 
are important.
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