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電気炉酸化スラグ細骨材がコンクリートの性能に
及ぼす影響に関する研究

―その 2 力学性状および耐久性―
篠原佳代子＊ 古川 雄太＊ 大岡 督尚＊

要 約： 本研究は，急冷製造（風砕）される電気炉酸化スラグ細骨材がコンクリートの性能向上に及ぼす影響について
着目し，混合率 50%までの範囲を対象としてフレッシュ性状，力学性状および耐久性について実験的に検討を行
ったものである。本報は，このうち力学性状および耐久性について報告するものである。検討の結果，電気炉酸
化スラグ細骨材をコンクリートに用いることで長さ変化および中性化に対する抵抗性が向上する可能性が示され
た。また，電気炉酸化スラグ細骨材の混合率の増加に伴い線膨張係数は小さくなる傾向があることから，体積変
化によるひび割れを抑制できる可能性が示された一方で，凍結融解作用時に悪影響が生じる可能性も示唆された。
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1．はじめに
本報では，その 11)に続いて，電気炉酸化スラグ細骨材

（以下，EFS と略記）を用いたコンクリートの力学性状お
よび耐久性について検討した結果を報告する。なお，本論
文は，既発表の文献2)を加筆・修正したものである。

2．力学性状
圧縮強度試験結果の一例として，図 1にW/C 55% の試

験結果を示す。EFS 混合率の違いによる圧縮強度への影
響はみられず，材齢ごとに概ね同等の圧縮強度であること
が認められた。また，材齢ごとの強度増加量も EFS 混合
率の影響を受けずに同等の値であった。スラグ骨材には，
材齢 28 日以降の強度発現が大きいなど長期的な強度発現
を示すものもあるが3)，本研究で使用した EFS において
は，材齢 91 日までの範囲で長期的な強度増進は普通コン
クリート（EFS 混合率 0%）と同等であると考えられる。
なお，他のW/C のコンクリートにおいても同様な傾向で
あった。
図 2 にセメント水比と材齢 28 日における圧縮強度の関
係を示す。圧縮強度の値は約 20～70 N/mm2 の範囲にあ
った。本研究では，EFS 混合率に関わらずセメント水比
と圧縮強度の間に直線的な関係が認められ，決定係数は
0.98 と高い相関を示した。この傾向は，EFS 混合率が異
なっても他の使用材料が同一であれば同一の強度算定式を
用いて調合強度を定めることができることを示唆するもの
である。すなわち，強度算定式を変えることなく，適用部
材や使用目的に応じて EFS 混合率を自由に変化させるこ
とができる可能性を示すものである。
図 3 に圧縮強度と静弾性係数の関係を示す。図中には，

「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」4)に示される式
(1)により算出した値（以下，推定値）を示している。な
お，コンクリートの単位容積質量（γ）は，EFS 混合率に
よって異なり，約 2.3～2.5 t/m3 の範囲にあるため，推定
値は γ=2.3 t/m3（破線）および 2.5 t/m3（実線）の場合
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図 2 セメント水比と圧縮強度の関係

図 1 EFS 混合率と圧縮強度の関係



を図示した。粗骨材の種類により定まる修正係数 k1 は，
粗骨材に硬質砂岩と石灰岩を 50%ずつ使用しているため，
1.1 とした。
E=k1×k2×3.35×104×(γ/2.4)2×(σB/60)1/3 (1)
ただし，
E：コンクリートのヤング係数（N/mm2）
γ：コンクリートの単位容積質量（t/m3）

σB：コンクリートの圧縮強度（N/mm2）
k1：粗骨材の種類により定まる修正係数（1.1）
k2：混和材の種類により定まる修正係数（1.0）
図 3 より，多少のばらつきはあるが，EFS 混合率が小
さくコンクリートの単位容積質量が小さいものは γ=2.3
t/m3 の推定値に近似し，EFS 混合率が大きくコンクリー
トの単位容積質量が大きいものは γ=2.5 t/m3 の推定値に
近似する傾向が認められる。よって，コンクートの単位容
積質量を考慮すれば，一般的なコンクリートと同様に圧
縮強度との関係で静弾性係数を評価できるものと考えら
れる。
図 4 に EFS 混合率と線膨張係数の関係を示す。線膨張
係数は，EFS 混合率の増加に伴い小さくなる傾向が認め
られた。EFS を混合したコンクリートの線膨張係数は，
普通コンクリート（EFS 混合率 0%）と同等であるとの報
告5)もあるが，石灰岩を用いることでコンクリートの線膨
張係数が小さくなる傾向6)があるように，本研究では，
EFS を混合することでコンクリートの線膨張係数が小さ
くなる傾向があり，体積変化によるひび割れを抑制できる
可能性が示唆された。ただし，その 1 に示すように EFS
混合率の増加に伴い単位水量が減少しているため，線膨張
係数の低下は体積変化の主要因であるセメントペースト量
の減少による影響もあったものと推察される。

3．耐久性
図 5に乾燥期間 26 週における長さ変化率と EFS 混合率
の関係を示す。全体的な傾向として，EFS 混合率の増加
に伴い長さ変化率が直線的に小さくなる傾向が認められ
た。W/Cによって多少異なるが，EFS 混合率 50%のコン
クリートは，EFS 混合率 0% のものよりも 110×10－6～
160×10－6 程度長さ変化率が小さくなっており，EFS によ
る長さ変化の低減効果が確認された。これは，EFS の混
合率が増えることで単位水量が大きく減少し，収縮の主要
因であるセメントペースト量も減少したことが影響したも
のと推測される。また，EFS の混合率が増加することで
静弾性係数が上昇する傾向も認められたため，EFS がセ
メントペーストの収縮に対する抵抗体として機能したと
考えられ（拘束効果7)），単位水量の減少および拘束効果
が複合的に作用して長さ変化率が小さくなったと考えら
れる。
図 6 に促進中性化試験結果の一例として，W/C 55% の

試験結果を示す。いずれの EFS 混合率においても促進期
間と促進中性化深さの関係は概ね直線的であり，一般的な
コンクリートと同様に  t 則が成り立つことが確認でき

た。また，EFS 混合率の増加に伴い促進中性化深さは僅
かに小さくなる傾向が認められた。なお，他のW/C にお
いても同様な傾向が認められた。ただし，W/C 35% のコ
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図 4 EFS 混合率と線膨張係数の関係

図 3 圧縮強度と静弾性係数の関係

図 6 促進期間と促進中性化深さの関係

図 5 EFS 混合率と長さ変化率の関係



ンクリートにおいては，全ての EFS 混合率で中性化の進
行が認められなかったため，以降の考察からは除外した。
図 7に EFS 混合率と促進中性化速度係数の関係を示す。
W/C によっては差が小さいものもあるが，EFS 混合率の
増加に伴い，緩やかに促進中性化速度係数は小さくなって
おり，高炉スラグ細骨材を用いたコンクリートと同様な傾
向3)であった。EFS を混合したコンクリートは，普通コン
クリート（EFS 混合率 0%）と同等かそれ以上の中性化抵
抗性を有していると考えられることから，中性化の観点か
らは，耐久設計基準強度やコンクリートのかぶり厚さは，
普通コンクリートと同等かそれ以下で設定できる可能性が
示された。
図 8に EFS 混合率と耐久性指数の関係を示す。W/Cの
違いに着目すると，全体的にW/C 55% のコンクリートは
W/C 45% のコンクリートよりも耐久性指数が小さい傾向
が認められた。また，EFS 混合率の影響に着目すると，
耐久性指数は EFS の混合の影響を受けて低下しており，
特にEFS 混合率 50%では著しく低下する傾向を示した。
図 9 に気泡間隔係数と耐久性指数の関係（W/C 45% お

よびW/C 55%）を示す。気泡間隔係数は，耐凍害性の確
保のための目安として 250 μm 以下8)とされているが，本
検討では全体的に大きい値を示した。この理由として，
AE 剤使用量が EFS の混合に伴い小さくなっていること
から，気泡径の小さなエントレインドエアが少なく気泡径
の大きなエントラップトエアが多かったこと，さらに，
AE剤の性質によりエントレインドエアの気泡径が比較的
大きくなった可能性があることが考えられる。EFS 混合
率 0%～20% 程度までは，気泡間隔係数と耐久性指数の関
係が直線的であるため，耐久指数の低下は気泡間隔係数の
影響が支配的であると推察される。しかし，EFS 混合率
30%～50% の範囲では，EFS 混合率 0%～20% の範囲と同
等の気泡間隔係数であっても，耐久性指数は小さい傾向が
あり，気泡間隔係数以外の影響を受けて耐久性指数が低下
している可能性が考えられる。
千歩らの研究9)によれば，石灰岩（粗骨材）を用いたコ
ンクリートが凍害に弱い一因として，骨材とモルタルの線
膨張係数の差異により発生する温度応力による影響がある
と考察している。本研究では，EFS 混合率の増加に伴い
線膨張係数が小さくなる傾向が認められたことから，EFS
混合率の増加によりセメントペーストと EFS の線膨張係
数の差異は大きくなると推測できる。これによって温度応
力が大きくなったと仮定すると，線膨張係数の小さい骨材
を用いることで凍結融解抵抗性が低下する点について，細
骨材と粗骨材の違いはあるが，千歩らの研究と整合がとれ
る。また，本研究に使用した EFS は骨材表面がガラス質
で滑らかであるため，EFS の骨材界面に温度応力が生じ
た場合，骨材界面の付着力が弱いことで骨材界面に欠陥が
生じ，凍結融解抵抗性が低下したと考えられる。しかしな
がら，凍結融解作用時に生じる骨材界面の挙動については
検証できておらず，今後の検討課題である。

4．まとめ
EFS の混合率がコンクリートの諸性状に及ぼす影響に

ついて検討を行った結果，次の知見を得た。
1) 材齢 28 日おける圧縮強度とセメント水比の関係は
EFS 混合率にかかわらず直線的な関係であり，EFS
混合率が異なっても同一の強度算定式でコンクリート
の調合強度を算定できる可能性が示唆された。

2) 静弾性係数は，一般的なコンクリートと同様に圧縮強
度との関係で評価できると考えられる。

3) 線膨張係数は，EFS 混合率の増加に伴い小さくなる
傾向が認められた。

4) 長さ変化は，EFS 混合率の増加に伴い小さくなる傾
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図 8 EFS 混合率と耐久性指数の関係

図 7 EFS 混合率と促進中性化速度係数の関係

図 9 気泡間隔係数と耐久性指数の関係



向があり，混合率 50% では無混合と比較して 110～
160×10－6 程度小さくなった。

5) 中性化抵抗性は，水セメント比によっては EFS 混合
率の増加に伴い緩やかに向上する傾向が認められた。

6) 凍結融解抵抗性は，EFS 混合率が大きくなるに伴い
低下する傾向があり，気泡間隔係数による影響に加
え，線膨張係数が影響している可能性が示唆された。
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STUDY ON THE EFFECT OF ELECTRIC FURNACE OXIDIZED SLAG AGGREGATE
ON PERFORMANCE IMPROVEMENT OF CONCRETE

―PART 2. MECHANICAL PROPERTIES AND DURABILITY OF CONCRETE―

K. Shinohara, Y. Furukawa, and T. Oh-oka

This is a technical paper about study on the effect of Electric furnace oxidized slag aggregate on performance
improvement of concrete composed of 2 parts and reports some tests conducted to reveal the fresh properties, mechanical
properties and durability for ranges up to 50% mixing ratio. Part 2 especially focuses on mechanical properties and
durability based on several experiments. Experimental results show that Electric furnace oxidized slag aggregate may
improve resistance to length change and neutralization of concrete. In addition, it has been confirmed that the linear
expansion coefficient decreases as the mixing ratio increases, this suggests not only cracking due to volume change can be
suppressed but also freeze-thaw resistance may be affected negatively by adding this aggregates.


