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高炉スラグ微粉末を高含有したコンクリートの
基礎物性に関する研究

古川 雄太＊ 石川 直輝＊ 大岡 督尚＊

要 約： 本研究は，高炉スラグ微粉末を高含有したコンクリートの基礎物性について検討を行ったものである。その結
果，高炉スラグ微粉末を高含有した場合，経時に伴うスランプ低下が大きいため，経時保持性能の高い化学混和
剤を使用する必要があった。また，力学性状については，高炉スラグ微粉末の置換率の増加に伴い強度低下は認
められるものの，各置換率での水結合材比と圧縮強度の関係は良好であり，一般的なコンクリートと同様な手法
により調合設計が可能であった。耐久性状については，高炉スラグ微粉末の置換率の増加に伴い中性化深さは大
きくなる傾向が認められるものの，水結合材比を低減させ緻密な組織を形成することで中性化の進行を抑制する
ことが可能であった。また，置換率 90% では耐凍害性が劣る結果であったが，置換率 70% のコンクリートは，
高い耐久性を有することを確認した。
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1．はじめに
近年，環境負荷低減の取り組みとして，ポルトランドセ

メントの一部を高炉スラグ微粉末やフライアッシュ等の混
和材に置換した環境配慮型コンクリートが実用化されてき
ている1), 2)。これは，製造時に多量の二酸化炭素を排出す
るポルトランドセメントの代替として，他産業から排出さ
れる副産物を混和材として用いることで，二酸化炭素の排
出量を削減しようとする取り組みである。
一般には，高炉スラグ微粉末やフライアッシュを高含有

したコンクリートは，フレッシュ性状の不安定性や力学性
状および耐久性状が低下することから，適用部材や適用方
法を十分に検討する必要がある。
本研究は，普通ポルトランドセメントに混和材として高

炉スラグ微粉末を高含有した環境配慮型コンクリートの実
用化に向けて各種試験を行い，フレッシュ性状，力学性状
および耐久性状について検討を行ったものである。

2．実験計画
本研究は 2つのフェーズで構成されている。フェーズⅠ

では，高炉スラグ微粉末を高含有したコンクリートの経時
安定性を検討するために，3種類の高性能AE減水剤を用
いて，スランプおよび空気量の経時安定性について検討し
た。フェーズⅡでは，フェーズⅠで良好な経時保持性能を
確認した高性能AE減水剤を用いて，水結合材比および高
炉スラグ微粉末の置換率を変化させ，力学性状および耐久
性状について検討を行った。
実験の要因と水準を表 1に示す。フェーズⅠでは，水結

合材比 50% および 35% の 2 水準とし，高炉スラグ微粉末
の置換率は 70%，化学混和剤は汎用タイプ 1 種類，経時
保持タイプを 2種類用いて検討した。フェーズⅡでは，水
結合材比 50%，40% および 30% の 3 水準とし，各水結合
材比で高炉スラグ微粉末の置換率を 0%，50%，70% およ
び 90% の 4 水準とし，合計 12 水準のコンクリートで検討
を行った。
使用材料を表 2に示す。セメントは普通ポルトランドセ

メント，混和材は高炉スラグ微粉末 4000（石こう添加あ
り）を使用した。細骨材および粗骨材は，レディーミクス
トコンクリート工場で通常使用されているものを使用し
た。化学混和剤は，フェーズⅠでは SP1，SP2 および SP3
の 3 種類を用い，フェーズⅡでは SP3 を用いて検討を行
った。
試験項目を表 3に示す。各種試験は当該 JIS に準じて実

施した。なお，フェーズⅠのスランプおよび空気量は，練
上がりから 5 分経過（以下，練上がり直後と表記）と 30
分経過時点（以下，30 分経時と表記）で試験を実施した。
また，経時中は容器内で静置させ，試験開始前に軽微な切
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表 1 要因と水準
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り返しを行った。フェーズⅡでは，スランプ（フロー）お
よび空気量の測定は，練上がりから 5分経過時点で実施し
た。調合およびフレッシュ性状を表 4および表 5に示す。

3．フェーズⅠ試験結果および考察
3.1 経時変化
図 1 に練上がり直後と経時 30 分のスランプ試験結果を

示す。これによると，水結合材比 50% では SP1 を用いた
コンクリートは 30 分経時で大きいスランプ低下が認めら
れるのに対し，SP2 および SP3 を用いたものは，30 分経
過時点でもスランプの低下が小さく，特に SP3 はスラン

プ低下 1.5 cm と小さい結果であった。また，水結合材比
35% では SP1 を用いたコンクリートでは，スランプ低下
が著しく大きく試験を実施できるような状態ではなかった
のに対し，SP2 および SP3 を用いたコンクリートのスラ
ンプ低下は小さく，良好な経時保持性能を有していた。こ
の要因としては，SP2 および SP3 は経時保持性能を高め
た化学混和剤であることや表 4に示すように，化学混和剤
の使用量が異なることなどが影響したと考えられる。
以上より，経時保持タイプの化学混和剤でも，高炉スラ

グ微粉末との相性や絶対量よって経時保持性能が異なるた
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表 5 調合およびフレッシュ性状（フェーズⅡ）
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め，高炉スラグ微粉末高含有のコンクリートは，適切に化
学混和剤を選定する必要がある。なお，今回の検討範囲で
は空気量の著しい変動は認められなかった。
3.2 ブリーディング量
図 2にブリーディング試験結果を示す。SP1 に比べ SP2

および SP3 を用いたコンクリートのブリーディング終了
時刻が 60 分遅れる結果であった。また，終了時刻の遅れ
に伴い SP2 および SP3 を用いたコンクリートはブリーデ
ィング量が多くなっているが，過度なブリーディングの増
大は生じず，耐久性状に与える影響は小さいものと考えら
れる。
3.3 力学性状
図 3 に材齢 28 日における圧縮強度および静弾性係数試

験結果を示す。化学混和剤の種類の違いによる圧縮強度へ
の大きな影響は認められず，いずれの化学混和剤でも水結
合材比ごとに同等の圧縮強度であった。また，圧縮強度と
同様に，化学混和剤の違いによる静弾性係数への影響も認
められない結果であった。

4．フェーズⅡ試験結果および考察
4.1 フレッシュ性状
表 5 に示す通り，各コンクリートのスランプ（フロー）

および空気量は目標値を満足する結果が得られた。また，
水結合材比 50% および 40% では，高炉スラグ微粉末を置
換することで単位水量の低減が可能であった。
ブリーディング量は，高炉スラグ微粉末の置換率が大き

くなるにつれ増大する傾向が認められたものの，最もブリ
ーディング量の多いWB50-BS90 においても，ブリーディ
ング量 0.17 cm3/cm2 であり，高耐久 RC 造設計施工指針
（案）・同解説3)に示される目標値 0.3 cm3/cm2 以下を十分
に満足する値であった。
4.2 圧縮強度および静弾性係数
図 4に圧縮強度試験結果，図 5に結合材水比と圧縮強度

（材齢 28 日）の関係を示す。図 4より，いずれの水結合材
比でも高炉スラグ微粉末の置換率が大きくなるに伴い，圧
縮強度は小さくなる結果であった。また，高炉スラグ微粉
末の置換率が 90% では，置換率 0% に比べ半分程度の強
度発現であった。しかしながら，図 5に示すように，各高
炉スラグ微粉末の置換率においては，結合材水比と圧縮強
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図 1 スランプ試験結果 図 2 ブリーディング試験結果

図 3 圧縮強度および静弾性係数試験結果

図 4 圧縮強度試験結果

図 5 結合材水比と圧縮強度の関係
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度の関係は直線的であるため，一般的なコンクリートと同
様な手法4)により調合設計が可能であると考えられる。
図 6 に材齢 28 日における圧縮強度と静弾性係数の関係

を示す。図中には New RC 式による推定値（γ=2.35 t/
m3，k1=1.1，k2=1.0）を示しているが，推定値と実験値
は良好な関係であるため，高炉スラグ微粉末を高含有した
コンクリートは一般的なコンクリートと同様な弾性係数を
有していると考えられる。
4.3 二酸化炭素排出量
図 7に前述の圧縮強度試験結果（図 5）の回帰式から算

出される各呼び強度（標準偏差は呼び強度の 0.1 倍）の二
酸化炭素排出量を示す。なお，二酸化炭素排出量の算出に
は文献 5），6）を参考にした。図 7 より，同一呼び強度で
比較すると，高炉スラグ微粉末の置換率が増えるに伴い二
酸化炭素の排出量が低減されることが認められる。また，
強度レベルが大きくなるに伴い結合材量が増えるため，置
換率 0%は二酸化炭素排出量の大きいセメント量のみが増
大することから，強度レベルが大きいものほど高炉スラグ
微粉末を置換したコンクリートの二酸化炭素排出量の削減
効果が大きくなる結果であった。
4.4 長さ変化
図 8に長さ変化試験結果を示す。各水結合材比において

高炉スラグ微粉末を置換することで長さ変化が小さくなる
傾向であった。特に，水結合材比 50% および 40% では高
炉スラグ微粉末の置換率が大きくなるにつれ長さ変化が小
さくなる傾向であった。この要因としては，セメントの一
部を高炉スラグ微粉末で置換することで，単位水量を低減
できたことやブリーディングによるコンクリート内の余剰
水が硬化前に減少したことなどが一因であると考えられ
る。
4.5 促進中性化
図 9 に水結合材比 40% における促進中性化試験結果を

示す。高炉スラグ微粉末の置換率が増えるにつれ中性化深
さは大きくなる傾向であった。しかしながら，同一の高炉
スラグ微粉末の置換率であれば，中性化深さは促進期間の
平方根に比例する  t 則が成り立つ結果であった。また，
水結合材比 50%および 30%でも同様の傾向であった。
図 10 に各コンクリートの中性化速度係数を示す。同一
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図 6 圧縮強度と静弾性係数の関係 図 7 二酸化炭素排出量

図 8 長さ変化試験結果
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水結合材比で比較すると，高炉スラグ微粉末の置換率が大
きくなるに伴い中性化速度係数が大きくなる傾向であっ
た。しかしながら，図 11 に示すように，全体的な傾向と
して圧縮強度と中性化速度係数の間には高い相関が認めら
れ，高炉スラグ微粉末の置換率を増大させても，水結合材
比を低減させ緻密な組織を形成することで中性化に対する
抵抗性を確保できると考えられる。なお，今回の実験結果
は一瀬らの研究7)とも整合しており，高炉スラグ微粉末の
置換率を大きくしたコンクリートでも一般的なコンクリー
トと同様に，適切な水結合材比とすることで中性化に対す
る抵抗性を確保できると考えられる。
図 12 に高炉スラグ微粉末置換率 70% における各水結合

材比の経過年数と推定中性化深さの関係を示す。なお，推
定中性化深さは式(1)を用い，二酸化炭素濃度は室内の標
準値 0.1%8)とした。

C=A CO5.0 ⋅ t (1)
ここに，
C：推定中性化深さ（mm）
CO2：二酸化炭素濃度（%）
A：促進中性化試験における中性化速度係数（mm/ 週）
t：材齢（週）
図 12 より，かぶり厚さ 40 mmと仮定した場合，JASS5

の計画供用期間 65 年の標準供用級には水結合材比 42.3%
以下で対応が可能であり，高炉スラグ微粉末を高含有した
コンクリートでも，水結合材比を適切に選定することで一
般構造物に適用が可能であると考えられる。
4.6 凍結融解
図 13 に凍結融解試験結果を示す。高炉スラグ微粉末の

置換率が 70% 以下のコンクリートでは，300 サイクル終
了時点で相対動弾性係数は 85% 以上であり，JASS5 に示
される目標値9)を満足した。しかしながら，高炉スラグ微
粉末を 90% 置換したコンクリートでは，練上がり直後の
空気量は十分に確保できていたものの，30 サイクル時点
で相対動弾性係数 62.9% となり，著しい耐久性の低下が認
められた。この要因としては，高炉スラグ微粉末を 90%
置換したコンクリートは，圧縮強度の低下が大きいことか
ら，内部組織が十分に緻密でなく，凍結融解作用によって
生じるコンクリート内部の膨張圧によって組織が破壊され
やすかったためと考えられる。
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図 9 促進中性化試験結果（W/B=40%）
図 10 中性化速度係数

図 11 材齢 28 日標準養生圧縮強度と中性化速度係数の関係

図 12 経過年数と推定中性化深さの関係（BS=70%）

図 13 凍結融解試験結果
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5．まとめ
高炉スラグ微粉末を高含有したコンクリートの基礎物性

について検討を行った結果，以下の結論を得た。
(1) 化学混和剤は汎用タイプの高性能AE減水剤では経

時変化が大きく，経時保持タイプでも種類によって
経時変化の傾向が異なる結果であった。

(2) ブリーディング量は，経時保持タイプの化学混和剤
を用いることで若干増大する傾向であるが，その増
大量は小さい値であった。

(3) 圧縮強度および静弾性係数は，化学混和剤の違いに
よる影響は認められない結果であった。ブリーディ
ング量は，高炉スラグ微粉末の置換率が大きくなる
に伴い増大する傾向であるが，今回の検討範囲で
は，耐久性状に悪影響を及ぼすような値ではなかっ
た。

(4) 圧縮強度は，高炉スラグ微粉末の置換率が大きくな
るに伴い小さくなる傾向であるが，各々の高炉スラ
グ微粉末の置換率で比較すると，水結合材比と圧縮
強度の関係は直線的であり，一般的な手法によりコ
ンクリートの調合設計が可能であった。

(5) 二酸化炭素の排出量は，高炉スラグ微粉末の置換率
が大きくなるに伴い小さくなる傾向であった。ま
た，強度レベルが大きくなるほど，二酸化炭素排出
量の削減効果が大きくなる結果であった。

(6) 高炉スラグ微粉末を置換したコンクリートは，長さ
変化が小さくなる傾向が認められ，単位水量の低減
およびブリーディングによる余剰水の減少が影響し
たものと考えられる。

(7) 中性化速度係数は，同一水結合材比で比較すると高
炉スラグ微粉末の置換率の増大に伴い大きくなる傾
向であったが，水結合材比を低減させ緻密な組織を
形成することで，中性化の進行を抑えられる結果で
あった。

(8) 凍結融解抵抗性は，高炉スラグ微粉末の置換率が
70% までは耐久性指数 85% 以上を有していたが，
置換率 90%では著しい耐久性の低下が認められた。

以上より，高炉スラグ微粉末の置換率を変化させて検討
を行った結果，力学性状および耐久性状の観点から，高炉
スラグ微粉末の置換率 70%までが実用的な範囲であった。
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BASIC PROPERTIES OF CONCRETE USING HIGH AMOUNT OF BLAST-FURNACE SLAG

Y. Furukawa, N. Ishikawa, and T. Oh-oka

In this study we examined the basic properties of concrete using high amount of blast furnace slag. As a result, it became
clear that when the amount of blast furnace slag is high, the slump decrease is large. Therefore it was necessary to use a
high chemical admixture with time retention performance. As for the mechanical properties, although the intensity
decreases with the increase of blast furnace slag level of substitution is recognized, the relationship compressive strength
and water-binder ratio at each substitution rate is good, similar to a general concrete we can compound concrete using high
amount of blast furnace slag by the usual method. For durability properties, although the carbonation depth with the
increase of the blast furnace slag replacement ratio shows a tendency to be larger, the progress of the carbonation can be
suppressed by reducing the water-binder ratio to form a dense tissue. Frost resistance of concrete by substitution rate of
90% is inferior, however it was confirmed that concrete of 70% substitution rate has high durability.


