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3.1  コンクリート用材 

3.1.1  共通事項 

(1) 対象とするリサイクル材料 

コンクリート用の骨材等に利用可能なリサイクル材料としては、コンクリート塊、鉄

鋼スラグ（高炉徐冷、高炉水砕、製鋼）、非鉄金属スラグ（フェロニッケル、銅）等が

ある。 

 

（解説） 

コンクリートの構成材料としては、セメント，水，骨材及び必要に応じて加える混和

材料とがある。構成材料のうち、セメント混合材料またはセメント混和材として使用さ

れる粉状リサイクル材料としては、主に高炉スラグ微粉末とフライアッシュがあるが、

これらは一般的な材料として JIS 適合品が使用されていることから、ここでは主に骨材

としてのリサイクル材料を対象として記述する。 

ここで記述するリサイクル材は表 3.1.1 に示すものであり、これらは既に JIS 等によ

って品質が規定されているものが多い。 

 

表 3.1.1 コンクリート用骨材としての規格・基準等 

リサイクル材料 規格・基準類 

コンクリート塊 
コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案） 
TR A 0006「再生骨材を用いたコンクリート」 

高炉徐冷スラグ JIS A 5011「コンクリート用スラグ骨材；１部高炉スラグ骨材」 

高炉水砕スラグ JIS A 5011「コンクリート用スラグ骨材；１部高炉スラグ骨材」 

フェロニッケルスラグ 
JIS A 5011「コンクリート用スラグ骨材；２部フェロニッケルスラ
グ骨材」 

銅スラグ JIS A 5011「コンクリート用スラグ骨材：３部銅スラグ骨材」 

一般廃棄物溶融固化物 
下水汚泥溶融固化物 

TR A 0016「一般廃棄物、下水汚泥等の溶融固化物を用いたコンク
リート用細骨材」 
「公共事業における試験施工のための他産業再生資材試評価マニ
ュアル案；土木研究所資料」 

製鋼スラグ及びフライ
アッシュ 

「ＦＳコンクリート技術資料」（平成 14 年 3 月、国土交通省関東地
方整備局港湾空港技術調査事務所） 

製鋼スラグ 
「鉄鋼スラグ水和固化体技術マニュアル」（平成 15 年 3 月、（財）
沿岸開発技術研究センター） 
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（参考）コンクリート構成材料の概要 

(ⅰ) セメント 

セメントは表 3.1.2 に示す種類のものがあり、それぞれ JIS に適合するものを用いる。 

 

表 3.1.2 JIS に規定されているセメントの種類 

ポルトランドセメント 
JIS R 5210 

普通ポルトランドセメント 
早強ポルトランドセメント 
超早強ポルトランドセメント 
中庸熱ポルトランドセメント 
低熱ポルトランドセメント 
耐硫酸塩ポルトランドセメント 

高炉セメント 
JIS R 5211 

Ａ種（５を超え 30%以下） 
Ｂ種（30を超え 60%以下） 
Ｃ種（60を超え 70%以下） 

シリカセメント 
JIS R 5212 

Ａ種（５を超え 10%以下） 
Ｂ種（10を超え 20%以下） 
Ｃ種（20を超え 30%以下） 
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フライアッシュセメント 
JIS R 5213 

Ａ種（５を超え 10%以下） 
Ｂ種（10を超え 20%以下） 
Ｃ種（20を超え 30%以下） 

※ポルトランドセメントには、それぞれに低アルカリ型の規定がある。  

(ⅱ) 水 

練混ぜ水は、上水道水または JSCE-B101（コンクリート用練混ぜ水品質規格(案)）に

適合するものを用いる。 

 

 (ⅲ) 混和材 

1)フライアッシュ 

コンクリート混和材としてのフライアッシュは JIS A 6201（フライアッシュ）に適

合したものを用いる。これを用いたコンクリートの特性としては以下のものが挙げられ

る。 

① フライアッシュは粒子の大部分が滑らかなガラス球状のものであるため、ワー

カビリティーが改善され、所要のコンシステンシーを得るために必要な単位水量

を少なくすることができる。 

② 十分な湿潤養生を行えば、フライアッシュの周辺部分がポゾラン反応生成物で

充たされ、長期にわたって強度が増進し、水密性も向上する。  

③ セメントの水和反応に際して遊離石灰の生成が少ないため、化学的な作用また

は海水に対する抵抗性が大きくなる。 

④ セメントの一部と代替して使用した場合には、セメントの水和熱の発生が緩和
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されるので、マスコンクリートに多く使用されている。  

 

 2)高炉スラグ微粉末 

コンクリート混和材としての高炉スラグ微粉末は JIS A 6206「高炉スラグ微粉末」

に適合したものを用い、特性は以下のものが挙げられる。 

① ワーカビリティーはスラグ粉末の置換率によってほとんど変化しないか、若干

向上し、置換率が増すと凝結時間が長くなる傾向がある。  

② 置換率の増加に従って、初期材齢における強度は小さくなるが、材齢 28 日以

降において置き換えられない場合とほぼ同等の強度が得られる。 

③ スラグ微粉末で置き換えたコンクリートは水和熱が低くなり、耐薬品性、耐海

水性が向上し、水密性も改善される。また、アルカリ骨材反応が抑制される。 

 

(ⅳ) 混和剤 

混和剤はコンクリートのワーカビリティー、水密性、耐久性等コンクリートの品質を

改善する効果に優れ、AE剤、減水剤、AE 減水剤、高性能AE 減水剤等があり、これらは

JIS A 6204（コンクリート用化学混和剤）に適合するものを用いる。 

 

(2) リサイクル材料利用の基本方針 

リサイクル材料を用いたコンクリートは、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」、

「空港土木工事共通仕様書」等に示す品質を満足しなければならない。  

 

（解説） 

コンクリートの品質及び性能について「港湾の施設の技術上の基準・同解説」、「空港

土木工事共通仕様書」に規定されている。これらは港湾における海水作用や波浪、気象

作用に対する抵抗性及び空港においては航空機等の重交通荷重やすり減り抵抗性等と

いった特殊性について規定されており、その他の一般的事項についてはコンクリート標

準示方書（土木学会）に従うことを原則としている。よってリサイクル材料を用いたコ

ンクリートは、これらを満足する品質及び性能を有するものでなければならない。  

また、これらに用いる材料については、コンクリート標準示方書や JIS に物理的品質、

粒度、有害物含有量や安定性等が規定されているため、これらの規定に適合するリサイ

クル材料を用いることを原則とする。 

しかし、一部のリサイクル材料は品質のばらつきが大きいことや、これらの規定に適

合させるために経済的に割高になる等の制約が生じることもある。  

これらについては、高い強度・高い耐久性が要求されない構造物等への適用を検討し、

当該構造物の要求品質を勘案して、試し練り等においてコンクリートの品質・性能を確
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認することが必要である。 

 

(3) コンクリート構造物の設計 

リサイクル材料を用いたコンクリート構造物の設計は通常のコンクリート構造物と

同様に関係する基準類に基づいて、限界状態設計法によることを標準とする。  

 

（解説） 

港湾施設等のコンクリート構造物の設計は限界状態設計法によることを標準として

おり、以下の設計に関する基準が参考にできる。 

リサイクル材料を港湾・空港等施設のコンクリート用材として用いる場合においても、

これらの設計方法によることを標準とする。 

(a) 道路橋示方書・同解説（日本道路協会）平成 8 年12 月 

(b) 舗装の構造に関する技術基準・同解説（日本道路協会） 

(c) 鉄道構造物等設計標準・同解説（コンクリート構造物） 

（鉄道総合技術研究所編） 

(d) 海洋コンクリート構造物設計施工指針（土木学会） 

 

(4) コンクリートの品質及び性能 

リサイクル材料を用いたコンクリートは通常のコンクリートと同様に品質のばらつ

きが少なく、作業に適するワーカビリティーを有するとともに、硬化後は所要の強度、

耐久性、水密性、ひび割れ抵抗性並びに鋼材を保護する性能を有するものでなければな

らない。 

 

（解説） 

コンクリートは構造物の種類、環境条件、部材断面に応じて、所要の品質及び性能を

有するものでなければならない。 

港湾コンクリート構造物のうち海水の作用を受けるコンクリートは、凍結融解作用、

海水中の塩類の作用による劣化、水酸化カルシウムの溶脱、鉄筋の腐食による劣化、有

害な骨材反応による劣化及び波浪や漂流固化物の作用による劣化等の有害な作用に対

する抵抗性を有さなくてはならない。 

また、空港舗装のコンクリートは設計基準曲げ強度が 5.0N/mm2であり、道路舗装用

のものより大きく、更にすり減り抵抗性を有さなければならない。  
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(5) 配合の基本 

リサイクル材料を用いたコンクリートの配合は通常のコンクリートと同様に所要の

強度、耐久性、水密性、ひび割れ抵抗性、鋼材を保護する性能及び作業性に適するワー

カビリティーをもつ範囲内で、単位水量をできるだけ少なくするよう定めなければなら

ない。 

 

（解説） 

① ワーカビリティー 

フレッシュコンクリートはその運搬、打込み、締固め等の作業に適する良

好なワーカビリティーを有する必要があり、スランプは作業に適するワーカ

ビリティーが得られる範囲でできるだけ小さい値を選ぶ。一般には 12cm 以

下とする。 

② 強度 

コンクリートの強度は所定の材齢において設計基準強度を指定された割合

以上の確率で下回らない必要があり、一般に材齢 28 日における圧縮強度を基

準とする。また、舗装コンクリートでは、材齢 28 日の曲げ強度を基準とする。 

③ 水セメント比または単位セメント量 

通常、水セメント比や単位セメント量は強度を満足するよう定めるが、構

造物によっては耐久性やワーカビリティーから限度が限定される。  

④ 粗骨材最大寸法 

粗骨材は鉄筋の配筋や部材断面に支障のない限り、最大寸法のできるだけ

大きいものを用いる。 

 

表 3.1.3 は、コンクリートの配合条件及び設計基準強度を示したものであって、

同表を参考として諸事項を勘案し、適切な配合及び強度を設定する必要がある。そ

のため、再生骨材コンクリートの場合は水セメント比を小さく設定する必要がある。

また、同表に示されている最大水セメント比は、幾分大きめの値を設定しており、

従って、塩害環境が特に厳しいと判断される場合、あるいは凍結融解の厳しい地域

にあっては、最大水セメント比を更に小さくするのが望ましい。  
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表 3.1.3 コンクリート配合条件及び設計基準強度 

 

［出典：港湾、空港及び海岸保全施設のｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の耐久性確保について、
国土交通省通達 平成 14 年 3 月 29 日］
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(6) 配合設計 

リサイクル材料を用いたコンクリートの配合は通常のコンクリートと同様に所要の

品質をもつコンクリートが経済的に得られるよう定めなければならない。  

 

（解説） 

所要の品質とは、一般に強度、水密性、耐久性およびワーカビリティーなどの性質を

指す。 

 

① コンクリートの配合強度は呼び強度の値（土木学会では設計基準強度、建築学

会では品質基準強度または品質基準強度に予想平均気温による強度の補正値を

加えた値）を割増したものである。 

セメントおよび骨材の品質変動、計量誤差、練りまぜ作業の変動などによって、

コンクリートの強度は変動する。このばらつきを考慮して、目標とする強度（配

合強度）は呼び強度の値より大きく定める。 

② コンクリートの水セメント比（W/C）は、強度、水密性、耐久性などに基づい

て定めなければならない。 

③ コンクリートの単位水量は、作業ができる範囲内でできるだけ少なくなるよう、

試験を行って定める。 

④ 単位セメント量は単位水量と水セメント比から計算して定める。コンクリート

のワーカビリティーからセメント量の限度があるときはこれを考慮する。  

⑤ 細骨材率は、所要のワーカビリティーが得られる範囲内で単位水量が最小とな

るよう、試験を行って定める。 

⑥ AE 剤量の単位量は所要の空気量が得られるように試験を行って定める。  

 

(7) 骨材の品質 

リサイクル材料による骨材は、通常の骨材と同様に清浄、堅硬、耐久性で、適切な

粒度を持ち、有機不純物、塩化物等の有害量を含んでいないものを用いなければならな

い。また、ゴミ、泥、薄い石片、細長い石片を含むもの、吸水率の高いもの、膨張性の

あるもの等も不適当である。 

 

（解説） 

骨材は粒度により粗骨材（5mm ふるいに質量で 85%以上とどまる骨材）と細骨材

（10mm ふるいを全部通り 5mm ふるいを質量で 85%以上通る骨材）とに分類される。 
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① 粒度 

粒度は、JIS に定める網ふるいを用いて、ふるい分け試験を行い、その結果を

粒度分布、粗粒率等で表す。 

骨材の粒度がコンクリートに及ぼす影響は主としてワーカビリティーと、空

気量であり、二次的に水量等に影響する。 

② 粒形 

粗骨材の粒形が角張っている、細長いあるいは扁平である場合は、丸みを帯

びたものを使用する場合に比して、ワーカブルなコンクリートを作るために、粗

骨材を小さくする必要があり、このため、単位水量や単位セメント量が多くなる。 

③ 密度・吸水率 

密度は骨材粒の堅硬度のだいたいの値を知るのに役立つもので、一般に密度

が大きいものほど密実かつ堅硬であり空隙が少なく、吸水率も少ない。  

吸水率は、安定性やすり減り抵抗性等の間に相関が認められ、吸水率が大き

い粗骨材は安定性試験の損失量やすり減り量も大きい。  

④ アルカリ骨材反応 

アルカリ骨材反応は、骨材中のある種の鉱物とコンクリート中の細孔溶液と

の間の化学反応である。反応を起こした骨材は膨張し、コンクリートに網状のひ

び割れを生じさせ、コンクリートを著しく劣化させる。  

アルカリ骨材反応に関して JIS では以下の通り規定されている。 

「化学法、モルタルバー法によって無害と判断されたものを使用する。無害

でないと判断された骨材を使用する場合はアルカリ骨材反応抑制対策を講じ

る。」 

 

＜アルカリ骨材反応抑制対策方法＞ 

① 低アルカリ形セメントの使用による抑制  

② 抑制効果のある混合セメントの使用による抑制（高炉セメント、フライアッシ

ュセメント等） 

③ コンクリートのアルカリ総量の規制による抑制 
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3.1.2  コンクリート塊 

(1) 基本方針 

コンクリート構造物を解体したコンクリート塊を破砕して造った再生骨材を用いた

コンクリートは、用途に見合う所要の品質を満足することを試し練り等によって確認し

たものでなければならない。 

 

（解説） 

再生骨材は、原コンクリートに付着するモルタル量によって吸水率や安定性等の品質が

異なり、コンクリートの強度や耐久性に影響を与える。  

高品位の骨材を製造しようとする場合は、骨材表面に付着したモルタルを多く取り除く

ため、何段階かの工程が必要となり多くのエネルギーを要し、副産物も多く生じることに

なり、歩留まりの低下やコスト高につながる。 

また、コストを抑え、歩留まりを上げようとすると再生骨材の品質は低下する。  

このように、再生骨材の品質及びこれを用いたコンクリート（以下「再生コンクリート」）

の品質は、再生骨材の製造工程が大きく影響し、これに原コンクリートの品質にも左右さ

れる。 

このような再生骨材の特殊性から、これを天然の材料などを用いた現行の JIS A 5308

「レディーミクストコンクリート」と同じような使い方をすると、コスト的に成り立たな

くなると考えられることから、日本規格協会では再生コンクリートの規格を今後の JIS 化

を目指した標準情報（TR）として、TR A 0006「再生骨材を用いたコンクリート」を作成

している。 

標準情報では、再生コンクリートの種類を①標準品、②塩分規制品、③特注品とし、標

準品と塩分規制品は呼び強度を 12N/mm2としていることから、これに限定した場合は利

用用途が限られたものになる。 

このため、港湾工事等では防波堤等の上部工や異形ブロック等に用いる無筋コンクリー

トを視野に、特注品として呼び強度 18N/mm2程度のものを対象として再生コンクリート

を選定できるものとする。 

ただし、再生骨材および再生コンクリートの特性並びに使用条件等について、十分な知

識と理解を有している者が、コンクリートの選定に当たる必要がある。  

再生コンクリートについて旧建設省では、「2.3  アスファルト・コンクリート塊、コン

クリート塊」の項で述べたとおり、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品

質基準（案）」で、再生骨材の品質規格と再生コンクリート基準（案）が示されている。

また、旧港湾技術研究所の成果として、「再生骨材を使用したコンクリートの材料特性に

関する研究：港湾技術研究所報告第 36 巻、第３号、1997.9」、「海洋環境下における再生

コンクリートの適用性に関する研究：港湾技術研究所報告第 37 巻、第４号、1998.2」が

示されているので、これを参考に検討するとよい。 
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(2) 骨材の品質 

再生骨材は、用途に見合う所要の品質を満足するコンクリートを得るものでなければ

ならない。 

 

（解説） 

再生骨材は、骨材の周囲に付着するモルタルを多く除去できれば、吸水率が小さく安定

した骨材を得ることができるが、製造コストが高くなる。このため試験製造された再生骨

材を用いて再生コンクリートの品質を確認し、所要の品質を満足する範囲で製造工程をな

るべく少なくすることが望まれる。 

また、原コンクリートに使用した骨材の品質を特定することが難しいこと等から、再生

骨材のアルカリシリカ反応性に対し、構造物の重要度を勘案して判定試験を実施する必要

がある。 

 

(3) コンクリートの品質 

再生コンクリートは、所要の強度、耐久性、水密性等の性能をもち、品質のばらつき

が少ないものでなければならない。また、施工時には、作業に適するワーカビリティー

を有していなければならない。 

 

（解説） 

再生コンクリートの品質は、構造物の要求する品質に応じて、強度、粗骨材の最大寸

法、スランプ、空気量、塩化物イオン含有量等の値を試験によって決定しなければなら

ない。また、凍害性や海洋下における耐久性等についても必要に応じて確認することが

望ましい。 

 

(4) 配合 

再生コンクリートの場合にも、普通骨材コンクリートと同様に、所要の強度、耐久

性および水密性を有し、作業に適するワーカビリティーが得られる範囲内で、単位水

量のできるだけ少ないものでなければならない。 

 

（解説） 

再生コンクリートは、一般に使用する再生骨材の吸水率が大きいため、圧縮強度の低

下や乾燥収縮が大きいこと等マイナスの性状を示すことが多いため、試し練りによって、

適切な水セメント比を設定するとともに単位セメント量をできるだけ少ないものにす

る必要がある。 
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［出典：JIS A 5011－1「コンクリート用スラグ骨材－第 1 部：高炉スラグ骨材」］ 

3.1.3  高炉徐冷スラグ 

(1) 基本方針 

高炉徐冷スラグをコンクリート用骨材に用いる場合は、粗骨材として、JIS A 5011

－1 に適合したものを利用し、用途に見合う所要の品質を満足するコンクリートを得

るものでなければならない。 

 

（解説） 

高炉徐冷スラグは、コンクリート用の粗骨材として、JIS 化され、「高炉スラグ骨材

コンクリート施工指針」（土木学会）で高炉スラグを用いるコンクリート構造物の施工

についての標準が示されている。 

ここでは、高炉徐冷スラグ粗骨材の基本的な品質とこれを用いたコンクリートの特記

すべき事項を示し、詳細な事項については、同施工指針等を参考にされたい。  

高炉スラグ粗骨材について、JIS A 5011－1「コンクリート用スラグ骨材－第１部：

高炉スラグ骨材」では、表 3.1.4 に示すように、絶乾密度、吸水率および単位容積質量

の大きさによりＬ及びＮに区分している。区分 N の高炉スラグ粗骨材を用いたコンク

リートは、強度発現が良好で耐久的なコンクリートをつくることができる。区分Ｌの高

炉スラグ粗骨材は、耐久性を考慮する必要が無い場合や、設計基準強度が 21N/mm2未

満のコンクリートに使用することができる。 

現在我が国で生産されている高炉スラグ粗骨材は、JIS 指定工場で十分管理された製

品がつくられているので、高炉スラグ粗骨材の特性を十分に理解してこれを用いれば、

所要の品質のコンクリートを経済的につくることができる。  

しかし、高炉スラグ粗骨材は、製造工場ごとに、また同一製造工場で製造されたもの

であっても製造時期によって品質に若干の差異がある。また、河川砂利、砕石などの一

般の粗骨材と異なり内部空げきを有しているので、骨材粒の大きさごとにその比重が異

なる。したがって、高炉スラグ粗骨材の使用にあたっては、あらかじめ品質を確認して

おくことが大切である。 

 

 

 

 

 

 

表 3.1.4 高炉スラグ粗骨材の区分

区分 絶乾密度 
吸水率 
（%） 

単位容積質量 
（kg/l） 

Ｌ 2.2 以上 6.0 以下 1.25 以上 
Ｎ 2.4 以上 4.0 以下 1.35 以上 
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3.1.4  高炉水砕スラグ 

(1) 基本方針 

高炉水砕スラグをコンクリート用骨材に用いる場合は、細骨材として、JIS A 5011

－1 に適合したものを利用し、用途に見合う所要の品質を満足するコンクリートを得

るものでなければならない。 

 

（解説） 

高炉水砕スラグは、コンクリート用の細骨材として、JIS 化され、「高炉スラグ骨材

コンクリート施工指針」（土木学会）で高炉スラグを用いるコンクリート構造物の施工

についての標準が示されている。 

高炉スラグ細骨材は、コンクリート用細骨材としてこれを単独で用いることもできる

が、実際の使用では、製鉄所近郊のコンクリート工事において、山砂などの粒度調整や

海砂の塩化物含有量の低減などを目的に、これらの天然産の普通細骨材に高炉スラグ細

骨材を混合（以下「高炉スラグ混合細骨材」）して使用されている場合が多い。また、

普通細骨材と混合して使用することにより、高炉スラグ細骨材を単独で用いる場合に生

じる単位水量の増大や、ブリーディング量の増加を避けることができる。  

高炉スラグ混合細骨材における高炉スラグ細骨材の混合率は、普通細骨材の粒度分布

または塩化物含有量によって変化するが、20～60%の範囲で混合するのが一般的である。

高炉スラグ細骨材の混合率がこの範囲内にある高炉スラグ混合細骨材を使用したコン

クリートは、普通骨材を使用したコンクリートとほぼ同等の性質を有していると見なす

ことができる。高炉スラグ細骨材の混合率が 60%を超える場合は、あらかじめ試験を行

って、所要の品質を有するコンクリートが得られることを確かめなければならない。  

高炉スラグ細骨材は、ガラス質で潜在水硬性を有するので、高炉スラグ細骨材のなか

には、気温が高い時期の貯蔵中に粒子間の固結を生じて塊状になるものがある。日平均

気温が20℃を超す時期に貯蔵する場合は、高炉スラグ細骨材の貯蔵の安定性について、

あらかじめ調査しておくことが大切である。 
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3.1.5  製鋼スラグおよび石炭灰（フライアッシュ） 

(1) 基本方針 

製鋼スラグは、単独でコンクリート用の骨材として用いることはできない。  

製鋼スラグは、高炉スラグ微粉末（さらにはフライアッシュの混合も可能）と組み

合わせて鉄鋼スラグ水和固化体として用いる、又は製鋼スラグと高炉スラグ、セメン

ト、フライアッシュを適正な割合で混合してＦＳコンクリートとしての利用が可能で

ある。 

利用に際しては、その性質を良く把握して用途に応じて求められる品質を満足する

ように用いること。 

 

（解説） 

製鋼スラグには、水と反応して膨張する性質がある。このため製鋼スラグをコンクリ

ート用骨材に用いた場合、長い期間のうちに膨張による内部応力が発生しコンクリート

に悪影響を与える。 

これに対して、製鋼スラグに高炉スラグ微粉末（さらにはフライアッシュの混合が可

能）と適正な割合で組み合わせることで、セメント、砂利及び砂を全く使用しないコン

クリートに代わる新たな材料となる。製鋼スラグを用いた固化体については（財）沿岸

開発技術研究センターより「鉄鋼スラグ水和固化体技術マニュアル－鉄鋼スラグの有効

利用について－」が発刊されている。 

一方、製鋼スラグを骨材として用いたコンクリートにフライアッシュを混合すること

によって、コンクリートに影響を与えない程度にまでスラグの膨張を抑制し、所要の品

質を満足するコンクリートを得ることができる。これを「ＦＳコンクリート」と称し、

「ＦＳコンクリート技術資料（平成 14 年 3 月、国土交通省関東地方整備局港湾空港技

術調査事務所）」が発刊されている。 

同技術資料では、製鋼スラグの膨張抑制について定量的な把握がなされていないこと

や、製造所や製造時期によって、材料の品質にばらつきがあること、ＦＳコンクリート

の施工例が少ないこと等から、現時点でのＦＳコンクリートの使用対象構造物は、上部

工、消波ブロック及び根固めブロック等の無筋コンクリート構造物に限定している。  

 

 

3.1.6  フェロニッケルスラグ 

(1) 基本方針 

フェロニッケルスラグをコンクリート用骨材に用いる場合は、細骨材として、JIS A 

5011 に適合したものを利用し、用途に見合う所要の品質を満足するコンクリートを得

るものでなければならない。 
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（解説） 

フェロニッケルスラグは、コンクリート用の細骨材として、JIS 化され、「フェロニ

ッケルスラグ細骨材を用いたコンクリートの施工指針」（土木学会）でフェロニッケル

スラグを用いるコンクリート施工についての標準が示されている。  

フェロニッケルスラグ細骨材は、コンクリート用細骨材としてこれを単独あるいは普

通細骨材と混合（以下「フェロニッケルスラグ混合細骨材」）して無筋および鉄筋コン

クリート構造物に用いることができる。  

フェロニッケルスラグは一般のコンクリートの品質を考慮して 50%程度までの混合

割合を標準とし、消波ブロック等の重量コンクリートへは単独もしくは高い混合割合で

用いる場合もある。しかしこの場合に、ブリーディングの増大等の問題を生じやすいの

で、コンクリートの配合や施工等の特別な注意が必要である。 

ここでは、フェロニッケルスラグ細骨材の基本的な品質とこれを用いたコンクリート

の特記すべき事項を示し、詳細な事項については、同施工指針等を参考にされたい。  

フェロニッケルスラグ細骨材の品質は、表 3.1.5 に示すとおり、製造区分（製造場所）

によって異なる。また、フェロニッケルスラグ混合細骨材の品質は、使用するフェロニ

ッケルスラグ細骨材と普通細骨材の品質及び混合率によって変化する。従って、工事に

使用する材料を用い、あらかじめ試験を行って配合を定めることが必要である。  

 

表 3.1.5 フェロニッケルスラグ細骨材の品質実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［出典：日本鉱業協会調査］ 

粒度区分 絶乾密度 吸水率 単位容積質量

（製造区分） % kg/l

平均値 3.12 0.36 1.82

1.2mm 最大最小 3.15～3.09 0.49～0.21 1.85～1.77

（キルン水砕） 標準偏差 0.01 0.04 0.02

平均値 2.87 1.21 1.87

5mm 最大最小 2.96～2.81 1.87～0.52 1.96～1.80

（電炉風砕） 標準偏差 0.04 0.25 0.04

平均値 2.83 1.34 1.71

5-0.3mm 最大最小 2.93～2.71 2.53～0.78 1.84～1.52

（電炉風砕） 標準偏差 0.04 0.32 0.05

平均値 2.95 1.67 1.95

5mm 最大最小 3.01～2.91 1.87～1.02 1.98～1.87
（電炉徐冷砕） 標準偏差 0.06 0.32 0.06

平均値 2.96 0.55 1.99
5mm 最大最小 3.00～2.89 1.13～0.20 2.03～1.92

（電炉水砕） 標準偏差 0.03 0.27 0.03
平均値 2.99 0.20 2.08

1.2mm 最大最小 3.10～2.93 0.43～0.12 2.11～2.00
（電炉水砕） 標準偏差 0.04 0.09 0.03

平均値 2.87 0.84 1.72
5-0.3mm 最大最小 2.90～2.83 1.02～0.67 1.76～1.63

（電炉水砕） 標準偏差 0.02 0.13 0.02

測定値

5～0.3mm

5～0.3mm

g/cm3 
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3.1.7  銅スラグ 

(1) 基本方針 

銅スラグをコンクリート用骨材に用いる場合は、細骨材として、JIS A 5011 に適合

したものを利用し、用途に見合う所要の品質を満足するコンクリートを得るものでな

ければならない。 

 

（解説） 

銅スラグは、コンクリート用の細骨材として、JIS 化され、「銅スラグ細骨材を用い

たコンクリートの施工指針」（土木学会）で銅スラグを用いるコンクリート施工につい

ての標準が示されている。 

ここでは、銅スラグ細骨材の基本的な品質とこれを用いたコンクリートの特記すべき

事項を示し、詳細な事項については、同施工指針等を参考にされたい。  

銅スラグ細骨材は、砂または砕砂と混合（以下「銅スラグ混合細骨材」）して、ある

いは単独でコンクリート用細骨材として無筋及び鉄筋コンクリート構造物に用いるこ

とができる。 

銅スラグは通常のコンクリートに使用する砂や砕石の容積の 30%程度を銅スラグ細

骨材で置換する範囲において、コンクリートの性状及び品質も通常のコンクリートと大

差がないものになる。しかし、銅スラグ混合率が大きい銅スラグ細骨材コンクリートは、

ブリーディング率が大きくなる傾向にあるため、このような場合には 0.15mm ふるいを

通過するものの割合が多い銅スラグ細骨材の使用、減水効果の大きい混和剤の使用、各

種鉱物質微粉末の使用などにより、ブリーディングの発生をできるだけ抑える対策を施

すことが重要である。 

図 3.1.1 に、国土交通省近畿地方整備局神戸港湾空港技術調査事務所で実施した銅ス

ラグに石炭灰（フライアッシュ）を混合したコンクリートのブリーディング試験結果を

示す。これによると、フライアッシュの混合率を 20%程度とすると、普通コンクリート

と同程度のブリーディング量となる。 

銅スラグ細骨材の品質は、製造所内ではある範囲でばらつきがある（表 3.1.6）とと

もに銅スラグ細骨材の種類によって変化する。また、銅スラグ混合細骨材の品質は、使

用する銅スラグ細骨材と普通細骨材の品質及び混合率によって変化するため、工事に使

用する材料を用い、あらかじめ試験等を行って配合を定めることが必要である。  
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図 3.1.1 銅スラグ細骨材を用いたコンクリートのブリーディング量 

［出典：平成 12 年度 海砂代替材検討調査、国土交通省近畿地方整備局神戸港湾空港技術調査事務所］ 

 

 

表 3.1.6 銅スラグ細骨材の品質実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［出典：日本鉱業協会調査］ 

 

絶乾密度 吸水率 単位容
積質量 絶乾密度 吸水率 単位容

積質量
% kg/l % kg/l

平均値 3.55 0.50 2.32 3.54 0.42 2.00

最大最小 3.63～3.48 0.69～0.31 2.35～2.28 3.64～3.34 0.68～0.21 2.10～1.92

標準偏差 0.05 0.15 0.03 0.14 0.24 0.01

平均値 3.54 0.50 2.27 3.45 0.30 2.05

最大最小 3.63～3.45 0.58～0.40 2.29～2.23 3.48～3.42 0.53～0.18 2.16～1.96

標準偏差 0.06 0.09 0.03 0.06 0.20 0.11

平均値 3.67 0.52 2.36 3.64 0.88 2.10

最大最小 3.69～3.65 0.60～0.42 2.38～2.35 3.66～3.62 1.06～0.75 2.11～2.08

標準偏差 0.02 0.07 0.01 0.01 0.10 0.01

平均値 3.52 0.50 2.35 3.47 0.68 2.34
最大最小 3.68～3.30 0.56～0.38 2.40～2.31 3.51～3.42 0.73～0.61 2.41～2.29
標準偏差 0.14 0.05 0.03 0.03 0.04 0.05
平均値 3.47 0.91 2.42 3.43 0.71 2.03

最大最小 3.56～3.37 1.07～0.75 2.43～2.40 3.56～3.35 0.99～0.54 2.10～1.97
標準偏差 0.07 0.15 0.01 0.06 0.08 0.05
平均値 3.5 0.35 2.18 3.48 0.21 1.89

最大最小 3.53～3.45 0.41～0.31 2.20～2.16 3.51～3.45 0.35～0.14 1.92～1.84
標準偏差 0.03 0.05 0.02 0.03 0.07 0.02

Ｃ

事業所

Ｆ

Ｄ

Ｅ

粒度区分（5-0.3）粒度区分（2.5）
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3.1.8  一般廃棄物溶融固化物、下水汚泥溶融固化物 

(1) 基本方針 

一般廃棄物溶融固化物、または下水汚泥溶融固化物をコンクリート用骨材として利

用する対象は、細骨材とする。 

一般廃棄物または下水汚泥の溶融固化物をコンクリート細骨材に利用する際は、関

連するマニュアル類に示される方法を参考に適切に行わなければならない。  

 

（解説） 

一般廃棄物溶融固化物、または下水汚泥溶融固化物を用いたコンクリート用骨材の品質、

適用範囲については、今後の JIS 化を目指した標準情報（TR）である TR A 0016 に規

定されており、当該コンクリートの用途としては、24N/mm2 以下のプレキャスト無筋コ

ンクリート製品の細骨材に限定している。しかし、コンクリート製品の重要性や特性及び

要求される強度・耐久性並びにコンクリート製品の置かれる環境等の適用条件等を熟知し

て、プレキャスト鉄筋コンクリート製品の細骨材を選定する場合は、その適用を妨げない

としている。 

一方、「公共事業における試験施工のための他産業再生資材試験評価マニュアル案；土

木研究所資料 3667 号」においては、現時点では十分に使用実績がないため実用に供する

コンクリートの要求品質、適用構造物の種類及び環境条件等に応じて、当該骨材を用いた

コンクリートの品質を試験によって事前に確認しなければならないとしている。  

また、北辻らは、溶融固化物をコンクリート用細骨材として利用するため品質および使

用方法について、当面のガイドラインとして以下のことを提案している（表 3.1.7）。 

 

表 3.1.7 溶融スラグのコンクリート用細骨材への利用ガイドライン

項  目 品質目標値 備  考 
環境安全性 重金属の溶出量は土壌環

境基準以下 
環境庁告示 46 号による試験 

金属含有量 １％以下 ・コンクリートの汚れ防止 
・磁選機により除去 

粒  度 概ね 2.5mm 以下 脆弱部分の低減と粒度調整 

モルタルの膨張試験値 2％以下 ・ISCE-F522-1994 による試験 
・アルミニウム含有によるコンクリ
ートの膨張 

スラグの置換率 天然砂と混合して使用。 
置換率は概ね 50％以下。 

ブリージング低減 

［出典：ごみ溶融スラグを細骨材として用いたコンクリートの性質、  
北辻藤居、農業土木学会論文集、第 2000 号、平成 11 年 4 月より作成］ 
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溶融固化物の性状は焼却灰の組成や溶融方式・冷却方式により異なるため、コンクリー

トの要求品質、適用構造物の種類および環境条件等に応じて、その品質を定める必要があ

る。 

溶融固化物をコンクリート用細骨材に利用するに当たっては、上記のマニュアル等を参

考にし、コンクリートの要求特性を勘案して当該コンクリートの試験等により、品質を確

認した上で、高い強度・耐久性が要求されない構造物等へ適用するのが好ましい。なお、

一般の場合には TR A 0016 に示される品質基準に適合しなければならない。 

 

(2) 骨材の品質 

一般廃棄物溶融固化物、下水汚泥溶融固化物等の細骨材は TR A 0016 に適合する

品質のものを用いること。 

 

（解説） 

TR A 0016 において、一般廃棄物溶融固化物、下水汚泥溶融固化物等の細骨材は、保

管中及びコンクリートとして使用したときにその使用環境、またコンクリートの品質に

それぞれ悪影響を及ぼす物質を有害量含んではならないとし、有害物質の一般廃棄物の

溶融固化物に係る目標基準、化学成分、物理的性質を規定している。  

また、その細骨材を用いたモルタルの膨張率は 2.0％以下でなくてはならないとして

いる。詳細は TR A 0016 を参照されたい。 


