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要旨：天然骨材の代替材として銅スラグ細骨材を用いたコンクリートは，一般の細骨材を用いたコンクリー

トよりもブリーディングが大きくなる傾向が報告されているが，コンクリート硬化後の耐久性に関するデー

タは不足している。そこで本研究は，銅スラグ細骨材を使用したコンクリート中の塩害による鉄筋腐食につ

いて実験的に検討した。この結果，W/Cが 60％の場合には，銅スラグ細骨材の混入によってブリーディング

量の増大に伴い，若干の強度低下や鉄筋腐食速度の増大が見られた。ただし，細骨材代替でフライアッシュ

を混和することによって，ブリーディング量と塩害による鉄筋腐食の顕著な抑制が認められた。 
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1. はじめに 

 近年，川砂や海砂などの骨材の採取規制が行われ，今

後は良質な骨材の安定供給が困難な状況が続くことが

予想される。そこで，産業副産物である各種スラグ骨材

の活用が期待されている。中でも西日本を中心に年間約

300万 t副産される銅スラグ細骨材 1)は，砕石や砕砂より

も弾性係数が大きく，吸水率も小さいことから乾燥収縮

の抑制効果が報告 2)されており，砕石や砕砂と同価ない

しそれよりも安価に供給できる代替骨材として有望な

材料と言える。このような背景から銅スラグ細骨材はコ

ンクリート用骨材として JIS に制定されているものの，

その使用実績は未だに少ないのが現状である。 

 銅スラグ細骨材は一般の細骨材よりも密度が大きく，

材料分離しやすいためにブリーディングが大きくなる

ことが指摘されている 3)。このことを考慮した上で，強

度，耐久性および溶出成分の観点から，土木学会が発刊

した「銅スラグ細骨材を用いたコンクリートの設計施工

指針」1)では細骨材中における銅スラグ細骨材の置換率

を 30％以下とすることを推奨している。 

 しかしながら，銅スラグ細骨材の有効利用を推進する

観点から，30％を超える細骨材置換がコンクリート物性

に与える影響や，銅スラグ細骨材の混入が塩化物イオン

（以下 Cl－とする）の浸透やコンクリート中の鉄筋腐食

に与える影響についての検討が求められている。そこで

本研究では，銅スラグ細骨材の置換率が 30％を超えた場

合を想定し，実験的検討を加えることとした。この際に，

ブリーディング量の抑制を期待して細骨材代替でフラ

イアッシュを混和した配合も併せて検討を行った。 

 研究手法としては，銅スラグ細骨材の置換率を変化さ

せた場合の，コンクリートのフレッシュ性状と強度特性

の変化を確認するともに，電気泳動セルを用いた Cl－の

実効拡散係数の評価を行う。さらに，内在塩を含有する

鉄筋コンクリート（以下 RC とする）供試体を作製し，

乾燥と湿潤の繰返し環境に保管した時の，鉄筋腐食性状

を，電気化学的手法により測定した。さらに，モルタル

供試体から抽出した細孔溶液の分析を行うことで，銅ス

ラグ細骨材を用いることによる，細孔溶液中のイオンバ

ランスの変化と，そのような変化がコンクリート中の鉄

筋腐食に与える影響について考察を加えることとした。 

 

2. 実験概要 

2.1 コンクリート配合及び使用材料 

 本実験で用いたコンクリートの配合を表－1 に示す。

配合名の 47，60 はそれぞれ水セメント比（以下 W/C と

する）を表し，その後の N，H，A はそれぞれ銅スラグ

細骨材の体積置換率を表している。すなわち，Nは 0%，

H は 50%，Aは 100%を表している。また，AF は銅スラ

グ細骨材置換率 100％で，さらに細骨材代替 20％でフラ

イアッシュを混和した。コンクリート中の初期混入塩分

として NaCl を単位水量を減らさずに細骨材代替で混入

し，Cl⁻濃度は 5.0 kg/m3とした。なお，モルタル配合は

コンクリート配合から粗骨材を除いたものとし，初期塩

分としてコンクリート体積換算で Cl－濃度が 5.0 kg/m3と

なるように NaClを練混ぜ水に溶解して混入した。 

 セメントは普通ポルトランドセメント（密度：3.16 

g/cm3，比表面積：3290 cm2/g）を用い，細骨材 NS は砂

岩砕砂（密度：2.57 g/cm3，吸水率：1.77％），銅スラグ

細骨材には JIS A 5011-3で規定された東予産 CUS2.5（密
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度：3.60 g/cm3，吸水率：0.11％）を使用した。粗骨材 G

は砂岩砕石（密度：2.57 g/cm3，吸水率：1.60％，Gmax：

15 mm）を用いた。またフライアッシュは，JIS A 6201

で規定されたⅡ種フライアッシュ（密度：2.33 g/cm3，比

表面積：3240 cm2/g，強熱減量：2.8％）を使用した。 

 各配合コンクリートのフレッシュ性状について，スラ

ンプおよび空気量の測定値を表－1に，JIS A 1123により

測定したブリーディング量の経時変化を図－1 に示す。

表－1 に示したコンクリート配合は，同様の材料を用い

た過去の検討 2)を参考にして決定したが，結果として，

銅スラグ細骨材混入の有無に関わらず，W/Cが 47％の配

合では，スランプ，空気量ともに小さく，W/Cが 60％の

配合では，スランプ，空気量ともに大きくなった。特に

W/C が 47％の場合に流動性を向上させることを目的と

してポリカルボン酸エーテル系 SP 剤を添加したが，十

分な効果が得られなかった。銅スラグ細骨材は角ばった

粒形を持ち，コンクリートがやや荒々しくなる傾向があ

ることから，混和剤量を変化させた時のコンクリートの

流動性の変化が大きくなる傾向があった。 

 図－1 から，W/C が 47％の場合と比較して，W/C が

60％の場合には，銅スラグ細骨材の混入に伴うブリーデ

ィングの増大傾向が顕著に見られる。これは，W/C が

60％の場合には 47％の場合よりも単位水量が大きく，セ

メント量が小さいために，密度が大きく，ガラス質の表

面を持つ銅スラグ細骨材の材料分離が促進され，ブリー

ディング量が増加したものと考えられる。一方，フライ

アッシュを細骨材代替で混和した 60AF では，60A のブ

リーディング量の半分以下までブリーディング量が低

減されており，銅スラグ細骨材とフライアッシュを併用

することでコンクリートのフレッシュ性状が改善でき

ることがわかる。 

2.2 供試体の作製および養生 

 本研究で作製した RC 供試体は 100×100×300 mmの

角柱コンクリートの長軸方向に対して，異形鉄筋 D13を  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 100 200 300 400

ブ
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
量
（

cm
3
/c

m
2
）

経過時間（分）

47N 47H 47A
60N 60H 60A
60AF

 

図－1 ブリーディング量の経時変化 

 

正方形断面中央に配置した。鉄筋の一端はエポキシ樹脂

で絶縁した上でコンクリートから露出させ，コンクリー

ト内の鉄筋埋込み長は 250 mmとした。また，φ100×200 

mm の無筋コンクリート円柱供試体を別途作製した。モ

ルタル供試体はφ50×100 mm の円柱モルタルとした。

これらの供試体はコンクリート打設日翌日に脱型し，

20℃の恒温室中で封緘養生を行った。RC供試体は 28日

間の養生終了後，鉄筋腐食促進環境に保管し，定期的に

電気化学的モニタリングを実施した。円柱コンクリート

供試体は 80日間養生終了後に圧縮強度，静弾性係数と，

電気泳動セルを用いた Cl－の実効拡散係数の測定（JSCE 

G571）に供した。モルタル円柱供試体は 56 日間の養生

後に細孔溶液の高圧抽出を行った。 

2.3 各種試験 

 養生終了後の RC 供試体は鉄筋腐食促進環境として

20℃，60％R.H.が 3 日間，40℃，95%R.H.が 4 日間を 1

サイクルとする乾湿繰返し環境に保管し，各サイクル終

了時に電気化学的鉄筋腐食指標として供試体中鉄筋の

自然電位，分極抵抗とコンクリート抵抗を測定した。電

気化学的鉄筋腐食指標の測定を行う際の照合電極は，飽

和銀塩化銀電極（Ag/AgCl），対極にはチタンメッシュを

用いて供試体中の鉄筋全長の平均値として測定を行っ 

表－1 コンクリートの配合 

配合

名 

W/C 

(%) 

s/a 

(%) 

単位量（kg/m3） 混和剤量 C×％ スラン

プ(cm) 

空気

量(%) C W NS CUS G FA NaCl WRA* AEA** SP*** 

47N 47 45 350 165 772 － 953 － 8.2 0.5 0.004 － 2.0 2.2 

47H 46 394 554 936 － 0.002 0.3 0.5 1.3 

47A 48 － 1108 936 － 0.002 0.3 2.0 3.9 

60N 60 48 300 180 825 － 902 0.6 0.004 － 10.5 4.5 

60H 412 579 0.5 0.004 18.0 6.7 

60A － 1158 0.4 0.003 16.0 7.0 

60AF － 925 149 0.4 0.005 18.5 3.4 

*WRA：AE減水剤，**AEA：AE剤，***SP：SP剤 
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図－2 コンクリートの圧縮強度と静弾性係数 

 

た。分極抵抗は矩形波電流分極法で印加電流 10μA，周

波数 800 Hzと 0.1 Hzのインピーダンス値の差から求め，

コンクリート抵抗は高周波数側（800 Hz）のインピーダ

ンス値として求めた。 

 56 日間の封緘養生が終了したモルタル円柱供試体を

用いて，1200 kNを上限とする載荷と除荷を繰返す高圧

抽出法により 5 ml 以上の細孔溶液抽出を行った。さらに，

抽出された細孔溶液に対して，Cl－濃度を硝酸銀による

電位差滴定法，OH－濃度を 0.01 mol/l 塩酸による直接滴

定法により求めた。さらに，別途作製したモルタル円柱

供試体を用いて，アセトンによる水和停止処理後に，水

銀圧入法による細孔径分布測定を行った。細孔径分布測

定用の試料はモルタル供試体を 5 mm角程度まで粉砕し

て作製した。 

 

3. コンクリートの圧縮強度およびモルタル細孔径分布 

 材齢 80 日における各配合コンクリートの圧縮強度と

静弾性係数の測定結果を図－2に示す。 

 図－2より，コンクリートの圧縮強度については，W/C

によらず，銅スラグ細骨材置換率が 50％では普通骨材コ

ンクリートと大きな違いはないものの，置換率 100％の

場合には若干の低下が見られる。既往の検討では，銅ス

ラグ細骨材の置換率が大きいほど，圧縮強度が大きくな

る場合 4)と小さくなる場合 5)があり，コンクリートの配

合条件や銅スラグ細骨材の物性によって結果が異なる

ようだが，概ねブリーディング量が 0.5 cm3/cm2を超える

ほど大きくなければ，圧縮強度への影響は小さいようで

ある。本研究では，図－1に示したように，特に W/Cが

60％では銅スラグ細骨材置換率 100％の場合に，ブリー

ディング量が顕著に大きくなっており，圧縮強度低下の

原因となったものと考えられる。ただし，フライアッシ

ュを外割混和した 60AF については，銅スラグ細骨材無

混入の 60Nよりも大きな強度を示しており，ブリーディ

ング量抑制だけでなくコンクリート細孔構造の緻密化

による強度向上にも寄与したものと考えられる。なお，

W/C が 47％の場合には，銅スラグ細骨材の混入によるブ 
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図－3 モルタルの細孔径分布（材齢 91日） 

 

リーディング増加量は比較的小さいが，W/Cが 60％の場

合よりも全体に強度が大きいために，47A の強度が 47N

の場合より若干低下したものと考えられる。 

 一方，静弾性係数に関しては，W/C の違いによらず，

銅スラグ細骨材置換率が大きくなるほど，大きい値を示

している。これは，銅スラグ細骨材の静弾性係数が普通

骨材よりも大きいことに起因しており，既往の検討 1)で

も同様の傾向が見られる。 

 材齢91日におけるモルタルの細孔径分布を図－3に示

す。図－3 によると，W/C の違いによらず，銅スラグ細

骨材を混入することで，モルタルの細孔量は減少する傾

向を示している。このような傾向は W/C が 60％の場合

に顕著に見られ，減少している細孔径は主として 50 nm

以下の微細な空隙であることが分かる。銅スラグ細骨材

を混入することで，ブリーディング量が増加し，特に置

換率が 100％の場合には若干のコンクリート強度低下も

見られたが，モルタルの細孔量は減少し，むしろ緻密な

細孔構造が得られている。これは，ブリーディングが抜

けた後の硬化体で実質的な単位水量が減少したことが

原因と考えられる。モルタルの場合には，均等にブリー

ディングが上昇し，緻密な硬化体が得られるが，コンク

リートの場合には，粗骨材の下面などにブリーディング

が溜まる場合があり，強度減少の原因となる空隙が発生

しやすいものと考えられる。 

 フライアッシュを混和した 60AF は，すべての細孔径

範囲において，銅スラグ細骨材無置換の 60N や置換率

100％の 60A よりも細孔量が減少している。これは，フ

ライアッシュ微粒子のフィラー効果と，ポゾラン反応の

効果でモルタル中の空隙が充填されたことを示してお

り，図－2 に示したコンクリート強度増進の主要因と考

えられる。 

 銅スラグ細骨材は化学的に安定な物質であり，一般に

セメント硬化体中での反応性は低いと考えられている。

これに対して，高炉スラグ細骨材の場合には，骨材表面

において比較的活発に反応が進行し，遷移帯の緻密化な
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図－4 コンクリートの Cl－実効拡散係数 

 

どの効果が期待できることが報告されている 6)。本研究

では銅スラグ細骨材を混入することによる緻密化の主

要因としてブリーディングによる水分量の減少を主要

因と考えているが，高炉スラグ細骨材の場合のような化

学反応による空隙充填の可能性についても，今後検討を

進める予定である。 

 

4. コンクリートの Cl－実効拡散係数 

 材齢80日における各配合コンクリートのCl－実効拡散

係数の測定結果を図－4 に示す。これによると，W/C が

47％の場合には銅スラグ細骨材を混入することで，実効

拡散係数は小さくなっているのに対して，W/Cが 60％の

場合には，銅スラグ細骨材の混入に伴って，実効拡散係

数は大きくなっている。また，すべての配合の中で，フ

ライアッシュを混和した 60AF は顕著に小さな値を示し

ている。 

 前述したように，W/Cが 47％の場合には，銅スラグ細

骨材置換率が 100％の場合にブリーディング量がやや大

きく，コンクリート強度の若干の低下が見られたが，モ

ルタル細孔量は減少しており，コンクリート中における

Cl－の移動の観点からは，細孔構造の緻密化の影響が卓

越したと考えられる。これに対して，W/Cが 60％の場合

には，銅スラグ細骨材混入に伴ってモルタル細孔量は減

少していたものの，ブリーディング増大量が大きく，粗

骨材周辺遷移帯部分を中心に Cl－の移動経路が形成され

たものと推定される。ただし，フライアッシュを混和す

ることで，ブリーディングの影響が打ち消されるだけで

はなく，コンクリートとしての Cl－浸透抵抗性を顕著に

改善できると言える。 

 

5. 乾湿繰返し試験中の RC 供試体における鉄筋腐食モ

ニタリング 

 乾湿繰返し試験に供した塩分含有 RC 角柱供試体に関

して，試験期間中の鉄筋自然電位，分極抵抗およびコン

クリート抵抗の経時変化をそれぞれ図－5～図－7 に示

す。各要因について供試体は 2体ずつあり，グラフのプ 
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図－5 乾湿繰返し期間中におけるコンクリート中の 

鉄筋自然電位経時変化 
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図－6 乾湿繰返し期間中におけるコンクリート中の鉄

筋分極抵抗経時変化 

 

ロットは 2体の平均値を示した。 

 図－5 によると，乾湿繰返しによるコンクリート含水

状態変動の影響で，値が経時的に変動しているものの，

コンクリート配合種類によらず，概ね ASTM C876-91の

判定基準の腐食領域（E<－0.23 V vs Ag/AgCl）に入って

いる。これは，初期混入 Cl－濃度が 5.0 kg/m3となるよう

にコンクリート中に NaClを添加しているためである。 

 これに対して，図－6 によると，分極抵抗の測定値に

は，配合の影響が表れている。全体的な傾向として，フ

ライアッシュを混和した 60AFを除いて，W/Cが 47％の

配合が W/C が 60％の配合よりも分極抵抗の値が大きく

なっている。分極抵抗は，その逆数が鉄筋腐食速度に比

例することから，W/Cが大きい方がコンクリート中の鉄

筋腐食が大きいことがわかる。自然電位の測定結果より，

すべての供試体について，初期混入塩分の影響でコンク

リート中の鉄筋は腐食状態にあると考えられるが，腐食

速度に関しては，鉄筋腐食のカソード反応を律速するコ

ンクリート中の酸素および水分の供給状況が支配要因

となることから，より緻密な細孔構造を有する W/Cが 
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図－7 乾湿繰返し期間中における供試体のコンクリー

ト抵抗経時変化 

 

47％の場合に腐食速度が小さくなっているものと考え

られる。ただし，60AF については，前述したようにフ

ライアッシュ混和の影響で特に緻密な細孔構造が得ら

れていることから，鉄筋腐食速度も最も小さくなってい

ると考えられる。また，銅スラグ細骨材混入の影響につ

いては，特に W/Cが 47％の場合に，置換率 100％で普通

コンクリートの47Nよりも分極抵抗が大きくなっている。

これは，図－3 に示したモルタル細孔径分布の結果や図

－4 に示したコンクリートの Cl－実効拡散係数の結果か

らもわかるように，W/Cが 47％の場合には，銅スラグ細

骨材を用いることで余剰水がブリーディングとして抽

出され，結果として細孔構造の緻密化や鉄筋腐食速度抑

制に寄与したものと考えられる。ただし，W/Cが 60％の

場合には，配合上コンクリートが保有する余剰水量が多

いために銅スラグ細骨材によるブリーディングでは鉄

筋腐食速度抑制効果はほとんど認められない。 

 コンクリート抵抗はコンクリートの電気抵抗であり，

腐食電流の流れやすさを表している。図－7 によると，

コンクリート抵抗の値はフライアッシュ混和の影響を

強く受けており，60AF のコンクリート抵抗が最も大き

い。また，経時的な増大も見られることから，フライア

ッシュのポゾラン反応が長期的に進行することで，緻密

な細孔構造が形成されたものと考えられる。 

 一般にコンクリート抵抗はコンクリート細孔構造と

相関があることから，W/Cが大きいほどコンクリート抵

抗は小さくなる。図－7 においても，銅スラグ細骨材無

混入の47Nと60Nはそのような大小関係が認められるが，

銅スラグ細骨材を混入した場合には，銅スラグ細骨材置

換率の影響が卓越しており，置換率が大きいほどコンク

リート抵抗は小さい値を示している。これは，コンクリ

ートの細孔構造の影響というより，銅スラグ細骨材の電

気抵抗の影響が大きいものと考えられる。銅スラグ細骨

材の化学成分は酸化鉄（FeO）の含有割合が 70％程度と 
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図－8 モルタル細孔溶液中の OH－および Cl－濃度 
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図－9 モルタル細孔溶液中の Cl－/OH－モル比 

 

大きく，普通骨材よりも電気抵抗が小さいために，この

ような測定結果となったものと考えられる。本結果より，

銅スラグ細骨材を含有するコンクリートの品質を電気

抵抗法で評価する場合には，一般のコンクリートと同じ

基準では判断できない可能性があり，注意が必要である。 

 

6. 高圧抽出されたモルタル細孔溶液の化学分析 

 あらかじめ 5.0 kg/m3（コンクリート体積換算）の Cl－

を混入したモルタルから材齢 91 日で抽出した細孔溶液

中の OH－および Cl－濃度を図－8 に，Cl－/OH－モル比を

図－9に示す。図－8より，W/C の違いによらず，銅ス 

ラグ細骨材を混入した場合には無混入の場合と比較し

て，細孔溶液中の Cl－濃度および OH－濃度が上昇してい

ることがわかる。細孔溶液中の Cl－濃度上昇の原因とし

ては，セメント水和物などに固定される Cl－量の低下と，

モルタル細孔構造緻密化に伴う細孔溶液中イオンの濃

縮が考えられる 7)。今回の場合，骨材種類が変わる以外

に配合上の違いは無く，銅スラグ骨材自身のセメント水

和物との反応も無いと仮定すると，図－3 に示したよう

なモルタル細孔構造の緻密化に伴うイオン濃縮の可能

性が高いと考えられる。その場合には，OH－濃度上昇の

理由も同様と考えられるが，特に長期材齢でのコンクリ

ート中における銅スラグ骨材の反応性や，銅スラグ骨材

からの化学成分溶出については，ほとんどデータが無い
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のが現状であり，今後このような基礎的データを継続的

に収集していく必要がある。 

 Cl－/OH－モル比はコンクリート中の鉄筋腐食環境を表

す指標であり，この値が大きいほど厳しい鉄筋腐食環境

であることを表している。図－9 によると，前述したよ

うに銅スラグ細骨材を混入した場合には，細孔溶液中の

Cl－濃度と OH－濃度がともに上昇し，結果として，銅ス

ラグ細骨材混入が Cl－/OH－モル比に与える影響はあま

り大きくない。ただし，47A のように，Cl－濃度が大き

かったために Cl－/OH－モル比が上昇している場合も見

られ，特に銅スラグ細骨材置換率が大きい場合には，細

孔溶液イオン組成が比較的大きく変化する場合もある

ことがわかる。図－6 では，47A のコンクリート中にお

ける鉄筋分極抵抗値は比較的大きい値で推移している

ことから，今回の条件では，Cl－/OH－モル比の上昇によ

り鉄筋腐食が顕著に促進されるような状況ではないと

考えられる。 

 また，フライアッシュを混和した 60AF は，ポゾラン

反応の進行に伴ってモルタル中の Ca(OH)2が消費され，

図－8に示したように細孔溶液中のOH－濃度が低下する

ため，既往の検討 8)でも指摘されているように Cl－/OH－

モル比は大きくなっている。ただし，Cl－の実効拡散係

数の低下や，Cl－存在環境における鉄筋腐食速度の抑制

状況を勘案すると，Cl－/OH－モル比が上昇したとしても

高い塩害抵抗性を確保することは可能であり，銅スラグ

細骨材とフライアッシュの併用は，フレッシュ性状，硬

化後の強度，鉄筋腐食に対する耐久性のいずれの面から

も効果的であると言える。 

 

7. まとめ 

 本研究結果をまとめると次のようになる。 

(1) 今回の配合条件では，特にW/C が 60％の場合に銅ス

ラグ細骨材の混入によってブリーディングが増大し，

圧縮強度が若干低下したが，静弾性係数は大きくな

った。また，銅スラグ細骨材と併せて細骨材代替で

フライアッシュを混和した場合には，顕著な強度増

加が認められた。 

(2) 今回の配合条件では，材齢 91日の銅スラグ細骨材混

入モルタルの細孔量は無混入の場合に比べて減少し

た。細孔径が 50 nm 以下の微細な細孔の減少が大き

かった。 

(3) Cl－の実効拡散係数は，W/C が 47％の場合には，銅ス

ラグ細骨材の混入に伴い大きくなり，W/C が 60％の

場合には，銅スラグ細骨材の混入に伴い，大きくな

った。 

(3) Cl－を含有する RC供試体の乾湿繰返し試験の結果，

フライアッシュの混入による鉄筋分極抵抗およびコ

ンクリート抵抗の増加が認められた。また，W/C が

47％の場合には，銅スラグ細骨材を 100％混入した

47A の鉄筋分極抵抗が無混入の 47N の値よりも大き

くなった。 

(4) コンクリート抵抗の値は，W/C に関わらず，銅スラ

グ細骨材の混入に伴って小さくなった。 

(5) モルタル細孔溶液中の Cl－濃度と OH－濃度は銅スラ

グ細骨材の混入により上昇したが，Cl－/OH－モル比へ

の影響は比較的小さかった。 

 

 乾湿繰返し試験は今後 1年程度継続した後に，コンク

リート中の鉄筋腐食状況を確認する予定である。 
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