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要旨：本研究では，高炉スラグ細骨材を用いた硬化コンクリートの物性について，空隙構造を基に理解する

ことを試みた。高炉スラグ細骨材が含有する微粒分を除去することで，細骨材または微粉末自体の影響を分

離して捉えた。高炉スラグ微粉末は直径 400 nm 以下の空隙のみを，高炉スラグ細骨材は，水銀圧入試験測定

範囲（10 – 数千 nm）における全ての空隙を緻密化している。また，微粉末ではなく高炉スラグ細骨材によっ

て緻密化された 400 nm 以上の空隙と透気係数の間に強い相関関係が確認できた。高炉スラグ細骨材は，モル

タル部の 400 nm 以上の空隙を緻密化することで，物質移動抵抗性を効率的に高めていると言える。 
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1. はじめに 

 天然骨材の採取規制，CO2 排出規制など環境負荷低減

の観点から，高炉スラグ細骨材の有効利用が推進されて

いる。大阪府内では 2011 年以降継続して，高炉スラグ細

骨材を使用したコンクリートが，土木・建築問わず様々

な構造物において，年間 100,000～160,000 m3，採用され

ているように，施工実績も増え続けている。また，2016

年には土木学会において「高炉スラグ細骨材を用いたコ

ンクリートに関する研究小委員会」が発足し，高炉スラ

グ細骨材に関するこれまでの研究成果を取り纏め，高炉

スラグ細骨材の有効利用と高耐久性化に大きな潮流を生

み出している。 

 上記のように実用化に向けて，高炉スラグ細骨材は，

材料管理，フレッシュ性能や初期強度などの問題 1)に解

法を見出し，より高耐久なコンクリートとしての利用が

提案されてきた 2),3),4)。その一方で，高炉スラグ細骨材を

用いた硬化コンクリートの物性には，未だ理解できない

現象もある。高炉スラグは細骨材も微粉末も原料は同じ

であり，長期強度が高いことは共通の特徴である。しか

し，異なる物性も示す。例えば，高炉スラグ微粉末を用

いることで乾燥収縮量は増加する 5)が，高炉スラグ細骨

材を用いると乾燥収縮量を低減できる 2)。また，高炉ス

ラグ微粉末を用いることで中性化速度がやや大きくなる
6)のに対し，高炉スラグ細骨材を用いることで中性化速

度は若干小さくなる 2)。このような硬化コンクリートの

物性に与える影響の違いについて，筆者らは高炉スラグ

の寸法が影響していることを見出してきた 7)。ただし，

この寸法の影響について，高炉スラグ微粉末，高炉スラ

グ細骨材が形成する空隙構造などを十分に検討し，理解

できていない。 

 本研究では，高炉スラグ細骨材および微粉末が緻密化 

する空隙構造を把握し，硬化コンクリートの物性への影

響について空隙構造を基に理解することを目的とする。 

 

2. 実験概要 

2.1 使用材料および配合 

供試体は，普通ポルトランドセメント，高炉スラグ微

粉末(SgP) ，高炉スラグ細骨材:JFE ミネラル製(SgS1)，

新日鉄住金製(SgS2)，大井川産陸砂(S1)，岡崎産砕石，高

性能 AE 減水剤，AE 調整剤を使用して作製した。 

水セメント比を 50%，単位水量を一定とし，高炉スラ

グ細骨材を 0，100 vol％で置換し，微粉末添加率は細骨

材の容積置換で 0，2，5 vol％とした。また，高炉スラグ

細骨材を洗浄し微粒分を取り除いたものを SgS1w，

SgS2w と表記する。洗浄処理にいついては，試験の前日

に微粒分試験の要領で微粒分を洗浄し，懸濁水を 0.15 

mm の角ふるいで受け，0.15 mm 以下を洗い流した。洗

浄した細骨材は乾燥後，表面水の補正を行い供試体作製

に使用した。 

スランプは 9.5～13.0 cm 空気量は 5.3～6.2％の範囲に

収まった。配合を表―1に示す。 

2.2 硬化体の物性試験 

(1) 圧縮強度試験 

供試体寸法はφ100×200 mm であり，標準養生を行っ

た。試験は材齢 28 日に，JIS A1108 に準拠して行った。 

(2) 促進中性化試験 

供試体は 100×100×400 mm 鋼製型枠を用いて作製し

た。測定は JIS A 1153 に準拠して行った。 
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表－1 配合 

記号
単位量 (kg/m3)

W C S1 SgS SgP G
S1

175 350

671 0 0

1072

S1-SgP2 658 0 15
SgS1

0

715
0

SgS1w 0
SgS1w-SgP2 701 15
SgS1w-SgP5 680 38
SgS2

713
0

SgS2w 0
 

 

(3) 乾燥収縮試験および質量減少率 

供試体は 100×100×400 mm の鋼製型枠を用いて作製

した。材齢 7 日まで 20℃の水中で養生を行った後に，

基長を測定した。試験は 20℃，R.H.60％の環境下で行

い，測定は JIS A 1129-3 に準拠して行った。 

(4) 透気試験 

φ100×50 mm の円盤供試体を作製し，材齢 28 日ま

で 20℃の水中で養生を行った。その後，35 日間のアセト

ン浸漬を行い，20℃，R.H.50％の恒温・恒湿環境下で質

量が恒量になるまで乾燥させた。試験はアウトプット法

である。測定の負荷圧力は 0.2～0.3 MPa の範囲で行い，

水上置換法を用いて透気量を測定した。 

2.3 空隙構造分析 

(1) アルキメデス法 

φ100×50 mm の円盤供試体を作製し，材齢 28 日ま

で 20℃の水中で養生を行い，アルキメデス法により体積

と湿潤質量の計測を行った。その後，24 時間のアセトン

浸漬を行い，20℃，R.H.50％の恒温・恒湿環境下で質量

が恒量になるまで乾燥させた。供試体質量が恒量になっ

た後に，再び供試体の質量測定を行い，湿潤質量と乾燥

質量の差から空隙率を算出した。 

(2) 水銀圧入法 

透気試験に用いた供試体から，ノミとハンマーを用

いて，一辺 8 mm 程度のモルタル部分を採取した。試料

には 24 時間のアセトン浸漬を行った後に，シリカゲル

を敷き詰めたデシケータ内にて，48 時間の真空乾燥を

行った。水銀圧入試験には Pascal 140/240 を用いた。 

 

3. 高炉スラグ微粉末・細骨材を用いた硬化コンクリート

の物性 

図－1 に圧縮強度試験結果を示す。既往研究 8）に示さ

れるように，天然細骨材よりも高炉スラグ細骨材を用い

た供試体の圧縮強度は高い傾向にあった。本研究におけ

る配合条件では数 N/mm2程度高い。 

細骨材に対する高炉スラグ微粉末の置換の影響を見

る。天然細骨材を用いた場合では，高炉スラグ微粉末に 
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図－1 圧縮強度（コンクリート） 
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図－2 中性化深さ（コンクリート） 
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図－3 乾燥収縮ひずみ（コンクリート） 
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図－4 質量減少率（コンクリート） 
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図－5 透気係数（コンクリート） 
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置換することで圧縮強度が低下している。一方で，高炉

スラグ細骨材をもいた場合では，細骨材の微粉分を洗い

流したw，そしてwに微粉末を 2％，5％と加えたw-SgP2，

w-SgP5 を見ると，高炉スラグ微粉末の換率が高くなるほ

ど，圧縮強度は高くなり，最大で 10N/mm2程度の差が確

認できた。高炉スラグ細骨材が減るよりも結合材が増加

することの方が，圧縮強度に対する影響は大きいと考え

られる。 

 次に，図－2に示した促進中性化試験（促進材齢 28 日）

の結果を見る。天然細骨材よりも高炉スラグ細骨材を用

いたコンクリートの方が，中性化深さが 1 mm 程度浅く，

中性化抵抗性が向上することが確認された。また，高炉

スラグ微粉末の置換率が 5％増加すると，中性化深さが

1.5 mm 程度浅くなることを確認できた。 

 図－3に示した乾燥収縮試験結果（乾燥材齢 28 日）に

ついて見る。天然細骨材より高炉スラグ細骨材を用いた

コンクリートの乾燥収縮量の方が，150μ程度も小さいこ

とが確認できる。また，高炉スラグ微粉末への置換率が

高くなると，誤差の範囲ではあるが，乾燥収縮量が数十

μ小さくなる。この結果からも，乾燥収縮量に対する影

響は，高炉スラグ細骨材の方が高炉スラグ微粉末よりも

10 倍程度も大きいことがわかる。 

 図－4に示した同供試体の質量減少率（乾燥材齢 28日）

について見る。天然細骨材よりも高炉スラグ細骨材を用

いたコンクリートの質量減少率の方が，0.4％程度小さい。

また，高炉スラグ細骨材を用いたコンクリートでは，高

炉スラグ微粉末への置換率が高くなると，さらに 0.4％程

度，質量減少率が小さくなる。これは，天然細骨材に高

炉スラグ微粉末を加えた供試体では確認できない現象で

あり，高炉スラグ細骨材と高炉スラグ微粉末を併用した

時に現れる効果であった。 

最後に図－5 に示した透気試験結果について見る。天

然細骨材を用いたコンクリートの透気係数は 10-16 m に

近く，また高炉スラグ細骨材を用いたコンクリートの透

気係数は 10-17 m に近い。また，高炉スラグ微粉末への置

換率が上がると，誤差の範囲ではあるが，透気係数の減

少傾向が確認できる。 

 

4. 高炉スラグ微粉末・細骨材を用いたコンクリートの空

隙構造 

4.1 アルキメデス法によるコンクリート部の空隙率 

 図－6 にコンクリート供試体の空隙率を示す。今回の

コンクリートの配合における空隙率は，0.10～0.13 ml/ml

であった。骨材種類で比較すると，天然細骨材を用いた

供試体では 0.13 ml/ml 程度，高炉スラグ細骨材を用いた

供試体では 0.10～0.12 ml/ml と高炉スラグ微粉末の添加

量により減少する傾向が確認できた。高炉スラグ細骨材 
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図－6 コンクリートの空隙率（アルキメデス法） 
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図－7 モルタルの累積空隙曲線（水銀圧入法） 
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図－8 モルタルの空隙率（水銀圧入法） 

 

により緻密化が確認できたが，アルキメデス法で測定し

たコンクリート供試体における空隙率であるため，どの

ような空隙が緻密になったのかは明確ではない。 

4.2 水銀圧入法で見るモルタル部の空隙構造 

 図－7 にモルタル部の累積空隙量曲線を示す。まず，

S1 と SgS1w を比較し，細骨材種類による違いを見る。

高炉スラグ細骨材を用いたモルタル部の累積空隙量曲線

は，天然細骨材の曲線よりも，測定範囲全域において小

さいことがわかる。これは，高炉スラグ細骨材が含有す
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る微粒分（高炉スラグ微粉末）を除去した供試体におけ

る結果であり，高炉スラグ微粉末の影響を排除し，高炉

スラグ細骨材を用いることで得られる空隙構造の緻密化

を捉えている。 

 次に，天然細骨材を用いた供試体 S1 と S1-SgP2 にお

いて，高炉スラグ微粉末の影響を見る。2 つの累積空隙

量曲線は，空隙直径が 400 nm 以上の範囲において，ほ

ぼ一致している。天然細骨材に高炉スラグ微粉末を置換

した影響は，400 nm 以下の空隙の緻密化に現れた。特に，

100 nm 程度の直径をもつ空隙が減少している。 

 図－8 に水銀圧入法で得た空隙率の比較を行う。高炉

スラグ微粉末が 400 nm 以下の空隙を緻密化するという

前述の結果から，ここでは空隙率を 400 nm を境に区分

した。400 nm 以上の空隙率は，天然細骨材で 0.02 ml/g

弱であり，高炉スラグ細骨材を用いると 0.01 ml/g 以下に

まで減少している。微粉末の置換率による影響は見え難

い。一方，400 nm 以下の空隙率では，高炉スラグ細骨材

を用いることで，0.015 ml/g 程度，空隙率が減少してい

る。微粉末を5％置換した時の空隙率は，無置換より0.015 

ml/g 程度減少している。上記より，直径 400 nm 以上の

空隙には，高炉スラグ微粉末よりも，細骨材の影響が表

出しやすいと考えられる。 

 

5. 高炉スラグ微粉末・細骨材の空隙構造と硬化体の物性

値の関係 

本章では，アルキメデス法および水銀圧入法で測定さ

れた空隙率とコンクリート供試体における各種物性値の

関係を検討する。ただし，アルキメデス法では粗骨材を

含んだコンクリート供試体の空隙率を，そして水銀圧入

法では同供試体から採取したモルタル部の空隙率を基に

考察を行う。本章に掲載した各図のマーカーは，天然細

骨材を白抜きで，高炉スラグ細骨材を塗潰しで示した。 

5.1 アルキメデス法によるコンクリートの空隙率と各種

硬化体の物性値の関係 

 図－9 にはコンクリート供試体における圧縮強度と空

隙率との関係を示した。両者の間における関係の強さを

示す決定係数は 0.74 であり，空隙率の減少により圧縮強

度が増加するという線形関係を確認することができた。 

 次に，図－10においてコンクリート供試体の中性化深

さと空隙率の関係を見る。中性化深さとの関係において

も，圧縮強度と同程度の決定係数が得られた。 

 図－11 に示したコンクリート供試体における乾燥収

縮と空隙率の関係を見る。中性化深さと同様，空隙率の

増加により乾燥収縮量が大きくなる傾向が確認できた。

この関係における決定係数は 0.70 であった。 

 図－12 に乾燥収縮試験と同一供試体における質量減

少率と空隙率の関係を示す。空隙率の増加にともない，  
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図－9 圧縮強度と空隙率の関係（コンクリート） 

3.0

4.0

5.0

6.0

0.10 0.14
中

性
化

深
さ

（
m

m
） R2＝0.76

空隙率（ml/ml）
 

図－10 中性化深さと空隙率の関係（コンクリート） 
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図－11 乾燥収縮ひずみと空隙率の関係（コンクリート） 
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図－12 質量減少率と空隙率の関係（コンクリート） 
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図－13 透気係数と空隙率の関係（コンクリート） 
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質量減少率が高くなる傾向が確認できる。質量減少率と

の関係における決定係数は 0.86 であり，強い相関関係が

認められた。 

図－13に透気係数と空隙率の関係を示す。空隙率の増

加により透気係数が大きくなる傾向が確認できる。ただ

し，一次近似曲線は原点には向かっていない。この関係

の決定係数は 0.71 であった。 

5.2 水銀圧入法によるモルタル部の空隙率と各種物性の

関係 

水銀圧入法で得た空隙率と各種物性の関係を検討す

る。本節では，前述した高炉スラグ微粉末では緻密化さ

れず，高炉スラグ細骨材によって緻密化される 400 nm

以上の空隙と，高炉スラグ微粉末によっても緻密化され

る 10 nm 以上の空隙の 2 区分を検討対象とした。 

 図－14 にはコンクリート供試体の圧縮強度と空隙率

との関係を示した。モルタル部を試料とする水銀圧入法

で測定した空隙率と，圧縮強度の決定係数は高くないこ

とがわかる。図－9 と比較すると，アルキメデス法で測

定したコンクリートの空隙率の決定係数の方が高い。こ

れらの結果は，高炉スラグ細骨材による緻密化の影響は

粗骨材の周りまでは及んでいないことを示唆している。 

 次に，図－15においてコンクリート供試体の中性化深

さと各種空隙率の関係を見る。アルキメデス法で得た空

隙率（図－10）だけでなく，水銀圧入法で得た 10 nm 以

上の空隙率においても中性化深さとの間に，ある程度の

関係性が確認できた。また，水銀圧入法で測定された 400 

nm 以上の空隙率と中性化深さの関係を示す決定係数は

0.41 と低い。その理由には，中性化の進行は炭酸ガスの

移動現象だけでなく，炭酸ガスとの反応現象を考慮する

必要があるためだと考えられる。本研究の実験では，高

炉スラグの潜在水硬性により水酸化カルシウムを消費し

ていることで，空隙率に相当する中性化深さより，中性

化が進行したと考えられる。 

 図－18 に示したコンクリート供試体における乾燥収

縮と各種空隙率の関係を見る。いずれの空隙率も決定係

数は 0.90 以上となっている。コンクリートの空隙率（図

－11）と比較しても，モルタル部のモルタル部を測定し

た空隙率では 10 nm 以上，400 nm 以上のどちらも強い相

関関係にあることがわかる。この結果からは，コンクリ

ートの乾燥収縮挙動においては，粗骨材周りの空隙より

も，細骨材周りの空隙，そしてペースト部の空隙の影響

の方が大きいものと考えられる。 

 図－17 に乾燥収縮試験と同一供試体における質量減

少率と空隙率の関係を示す。いずれの空隙率においても

相関関係が認められる。特に高炉スラグ微粉末も緻密化

に影響する 10 nm 以上の空隙率と質量減少率との間にお

ける決定係数は0.96と非常に高いことがわかる。一方で，  
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図－14 圧縮強度と空隙率の関係（モルタル部） 
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図－15 中性化深さと空隙率の関係（モルタル部） 
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図－16 乾燥収縮ひずみと空隙率の関係（モルタル部） 
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図－17 質量減少率と空隙率の関係（モルタル部） 
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図－18 透気係数と空隙率の関係（モルタル部） 
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400 nm 以上の空隙率との間の決定係数は 0.78 と，10 nm

以上の空隙率との決定係数よりも低下している。この結

果は，水分逸散現象には，細骨材周りの大きな空隙だけ

でなく，ペースト部の毛細管空隙を考慮すべきであると

示唆している。 

 図－18に透気係数と空隙率の関係を示す。10 nm 以上，

400 nm 以上の両空隙率において，コンクリートの空隙率

（図－13）よりも高い決定係数が得られた。特に，400 nm

以上の空隙率と透気係数の関係では，0.93 と決定係数も

高く，その近似曲線も原点へと向かっていることがわか

る。コンクリートの透気性には，モルタル部における細

骨材周りの遷移帯など，寸法の大きな空隙の影響が大き

いことを示唆している。 

 乾燥収縮（図－16），質量減少率（図－17），透気係数

（図－18）の水分および空気の移動を示す物性との関係

では，各種空隙率との間の近似曲線上において測定点が，

骨材種類によって 2 つの集団に分かれている。いずれの

図においても，高炉スラグ細骨材を用いることにより，

物性値は大きく減少している。空隙直径ごとに見ると，

400 nm 以上の点は高炉スラグ細骨材を用いることで

0.005 ml/g 付近に集中し，10 nm 以上の点は高炉スラグ微

粉末の影響も表れて 0.045 – 0.06 ml/g に散布している。

高炉スラグ細骨材を使用することで，高炉スラグ微粉末

の置換率にかかわらず，400 nm 以上の空隙を天然細骨材

の 1/4 程度まで緻密化し，上記の物質移動抵抗性を高め

ている。 

 

6. まとめ 

 本研究では，高炉スラグを用いた硬化コンクリートの

物性について，高炉スラグ細骨材または微粉末がどのよ

うな影響を及ぼすか検討した。そして硬化コンクリート

の物性に及ぼす影響について，高炉スラグ細骨材または

微粉末が形成する空隙構造を基に理解することを試みた。

また，市場の高炉スラグ細骨材には，細骨材体積のおよ

そ 2％の微粒分（高炉スラグ微粉末）が含まれており，

本研究ではこの微粒分を除去した細骨材を用いて，細骨

材自体の影響を純粋に捉えることを試みた。 

 高炉スラグ微粉末を用いたコンクリートでは，400 nm

以上の空隙に変化が無く，400 nm 以下の毛細管空隙にお

いてのみ緻密化を確認できた。一方で，高炉スラグ細骨

材では，400 nm 以上の大きな空隙だけでなく，400 nm

以下の毛細管空隙でも緻密化が進んでいる。 

 天然細骨材を用いたコンクリートでは，高炉スラグ微

粉末によって緻密化された毛細管空隙の硬化体物性への

影響は，小さく見えた。添加した高炉スラグ微粉末が細

骨材体積の 2％と少ないことも，影響が小さくなった理

由に挙げられる。しかし，同じ添加量でも，高炉スラグ

細骨材と併用することで，硬化体物性への影響は大きく

なることが確認できた。その理由は，高炉スラグ細骨材

が緻密化する空隙構造にあると考えられる。 

 高炉スラグ細骨材は，水銀圧入法の測定範囲における

全ての空隙を緻密化している。また緻密化された空隙と

硬化体物性値の関係では，透気係数と 400 nm 以上の空

隙率で強い相関が確認できた。高炉スラグ細骨材は，モ

ルタル部の 400 nm 以上の空隙を緻密化することで物質

移動抵抗性を効率的に高めていると言える。 
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