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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸水率が３．５％以上の製鋼スラグを骨材とし、
　高炉スラグ微粉末または高炉スラグ微粉末およびポゾラン硬化性材料と、粒径が１ｍｍ
以下であって、且つ粒径４００μｍ以上の粒子の割合が２５質量％以上である脱硫スラグ
を結合材とし、
　脱硫スラグ／（高炉スラグ微粉末または高炉スラグ微粉末およびポゾラン硬化性材料）
の質量比が０．０２～０．７５であることを特徴とする水和固化体。
【請求項２】
　骨材である製鋼スラグが、転炉脱炭スラグ、脱燐スラグ、脱珪スラグ、電気炉スラグ、
二次精錬スラグ、造塊スラグの中から選ばれる１種以上からなることを特徴とする請求項
１に記載の水和固化体。
【請求項３】
　脱硫スラグが破砕後、磁選により鉄分を回収した後のスラグであることを特徴とする請
求項１又は２に記載の水和固化体。
【請求項４】
　脱硫スラグ／（高炉スラグ微粉末または高炉スラグ微粉末およびポゾラン硬化性材料）
の質量比が０．２５～０．７５であることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の
水和固化体。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この発明は、結合材としてセメントや消石灰を用いず、結合材の一部として脱硫スラグ
を用いる水和固化体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　製鋼スラグを骨材とし、潜在水硬性の高炉スラグ微粉末などにアルカリ刺激剤を加えた
ものを結合材とし、これらに水を加えて混練し、打設して固化させた水和固化体は、港湾
工事での捨石などのような海域用途の人工石材として広く用いられている。また、ブロッ
クなどの二次製品としても用いられている。
　この種の水和固化体は、結合材として高炉スラグ微粉末やポゾラン反応物質を用い、こ
の結合材がアルカリ性の刺激を受けて水和固化する性質を利用している。アルカリ刺激と
しては、セメントや消石灰がよく用いられる。
【０００３】
　しかし、セメントや消石灰を用いると製造コストが増大する。また、海域用途でセメン
トを用いる材料は、使用されたセメントからのアルカリ成分溶出のイメージがあり、敬遠
される場合もある。
　これに対して、アルカリ刺激剤に製鋼スラグの微粉末や脱硫スラグを用いる技術が知ら
れている。
　特許文献１には、脱硫スラグをアルカリ刺激剤代替として潜在水硬性物質やポゾラン反
応性物質に配合したり、骨材代替として多量に配合することが記載されている。また、特
許文献２には、脱硫スラグや他の製鋼スラグを最大粒径４００μｍ以下にして、アルカリ
刺激材的に配合することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－３４５６２号公報
【特許文献２】特開２０１３－６７４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　脱硫スラグは、その高いＣａＯ含有量のために、高炉水砕スラグ微粉末を刺激して固化
させる性能がある。一方、１～４質量％という高い硫黄含有量のために、固化反応ではエ
トリンガイトのような高結晶水水和物を生成させることが、特許文献１にも記載されてい
る。エトリンガイトは、硫酸イオンやカルシウムイオン、アルミニウムイオンが溶解して
いる液中から容易に析出するが、硫酸イオンがゆっくり供給される場合は、時間経過して
から固化組織中で生成して膨張崩壊を引き起こす場合がある。また、比重が小さく、溶解
析出を繰り返して組織中の空隙に充填され、その空隙を埋めていくため、他の膨張反応物
質があると、その膨張体積を逃す空間（空隙）がなくなり、膨張崩壊を助長する場合もあ
る。また、脱硫スラグ粒が大きいと、局所的に集中してエトリンガイトが生成し、組織中
の空隙に充填されるとともに、結合組織を膨張破壊させる。
【０００６】
　このように、脱硫スラグを固化体中に多量に用いることは、膨張崩壊が実用上のネック
となる。また、特許文献２のように、微粉砕してアルカリ刺激剤に用いる場合は、配合量
が少ないため膨張に対する懸念は低いが、実際に最大粒径４００μｍ以下に粉砕すると粉
砕コストが増大するため、経済性を損なう。また、微粉の混合は、水和固化体の混練時の
添加水量を押し上げる傾向があるため、強度を低下させる方向に作用する。これを抑制す
るために減水剤のような混和剤の添加量を増加させると、製造コストがさらに増大してし
まう。
【０００７】



(3) JP 6292257 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

　したがって本発明の目的は、以上のような従来技術の課題を解決し、結合材の一部とし
て比較的多量の脱硫スラグを配合した水和固化体であって、十分な強度を有するとともに
、脱硫スラグの配合に起因する膨張破壊が生じにくい水和固化体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を解決するために詳細な検討を行った結果、吸水率が所定値以
上の製鋼スラグを骨材とし、高炉スラグ微粉末と所定粒度の脱硫スラグを結合材とするこ
とにより、十分な強度を有し且つ膨張破壊を生じにくい水和固化体が得られることを見出
した。
　本発明は、このような知見に基づきなされたもので、以下を要旨とするものである。
【０００９】
［1］吸水率が３．５％以上の製鋼スラグを骨材とし、
　高炉スラグ微粉末または高炉スラグ微粉末およびポゾラン硬化性材料と、粒径が１ｍｍ
以下であって、且つ粒径４００μｍ以上の粒子の割合が２５質量％以上である脱硫スラグ
を結合材とし、
　脱硫スラグ／（高炉スラグ微粉末または高炉スラグ微粉末およびポゾラン硬化性材料）
の質量比が０．０２～０．７５であることを特徴とする水和固化体。
［2］上記［1］の水和固化体において、脱硫スラグが破砕後、磁選により鉄分を回収した
後のスラグであることを特徴とする水和固化体。
［3］上記［1］又は［2］の水和固化体において、脱硫スラグ／（高炉スラグ微粉末また
は高炉スラグ微粉末およびポゾラン硬化性材料）の質量比が０．２５～０．７５であるこ
とを特徴とする水和固化体。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の水和固化体は、海域用途の人工石材などに適用できる十分な強度を有するとと
もに、結合材の一部として比較的多量の脱硫スラグを配合するにも拘わらず膨張性が低く
、膨張破壊が生じにくい優れた性能を有する。また、結合材としてセメントや消石灰を使
用しないため、低コストに製造できる利点がある。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の水和固化体は、骨材と結合材と水を混練し、この混練物を水和固化させたもの
であって、吸水率が３．５％以上の製鋼スラグを骨材とし、高炉スラグ微粉末または高炉
スラグ微粉末＋ポゾラン硬化性材料と、粒径が１ｍｍ以下であって、且つ粒径４００μｍ
以上の粒子の割合が２５質量％以上である脱硫スラグを結合材とし、脱硫スラグ／（高炉
スラグ微粉末または高炉スラグ微粉末＋ポゾラン硬化性材料）の質量比を０．０２～０．
７５としたものである。
【００１２】
　骨材である製鋼スラグは、鉄鋼製造プロセスの製鋼工程で発生するスラグであり、骨材
として破砕加工、粒度調整したものである。
　製鋼スラグとしては、転炉脱炭スラグ、溶銑予備処理スラグ（例えば、脱燐スラグ、脱
珪スラグ）、電気炉スラグ、二次精錬スラグ、造塊スラグなどが挙げられ、これらの１種
以上を用いることができる。また、製鋼スラグのなかでも溶銑予備処理スラグは、遊離Ｃ
ａＯが少ないために大気エージングの終了が早いだけでなく、遊離ＭｇＯ相が少ないため
水和膨張による割れなどが生じにくいので、特に好ましい。また、そのなかでも、脱燐ス
ラグは比重が適度にあるため水和固化体の比重を高めることができ、例えば海中用途に用
いる場合に波濤を受けても移動、転倒しにくいという優位性が得られるので、特に好まし
い。また、製鋼スラグは、事前に大気エージングや蒸気エージングを施したものや、炭酸
化処理などの各種処理を施したものを用いてもよい。製鋼スラグは、スラグ粒子の粒径が
大きいほど、内部に遊離ＣａＯや遊離ＭｇＯの粒を含む可能性が高くなり、水和固化体の
膨張安定性にとって問題が生じる可能性が高くなるので、粒径２５ｍｍ以下のものが好ま
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しい。
【００１３】
　骨材として用いる製鋼スラグのうち多孔質なものは、粒内に伸びる空隙を有しており、
水和物の溶解析出による充填に対して余裕を持っている（すなわち膨張体積を逃す空間が
ある）。ただし、密閉された気孔（閉気孔）では、水和物を内部に溶解析出させることは
困難であり、外側から水が浸入しうる経路（連続気孔や亀裂）をもった空隙であることが
必要である。ＪＩＳ　Ａ１１０９（２００６）、ＪＩＳ　Ａ１１１０（２００６）に従っ
て測定された細骨材の吸水率、粗骨材の吸水率は、水が浸入しうる空隙量と相関しており
、この吸水率が３．５％以上の製鋼スラグを骨材とすることにより、脱硫スラグを結合材
として比較的多量に用いても、脱硫スラグの配合による水和固化体の膨張を抑えることが
できる。
【００１４】
　このため、本発明ではＪＩＳ　Ａ１１０９（２００６）、ＪＩＳ　Ａ１１１０（２００
６）で規定される吸水率試験方法で測定される吸水率が３．５％以上の製鋼スラグを骨材
として用いる。この製鋼スラグは、粗骨材および／または細骨材として配合されるもので
あり、細骨材（例えば、粒度５ｍｍ以下）、粗骨材（例えば、粒度５ｍｍ超、２５ｍｍ以
下）について、それぞれ上記吸水率試験法で測定される吸水率が３．５％以上とする。
　なお、骨材として吸水率が異なる２種以上の製鋼スラグを用いる場合（吸水率が異なる
細粒（細骨材）と粗粒（粗骨材）からなる製鋼スラグの場合を含む。）には、上記吸水率
は、それらの質量基準での配合比に基づいた重み付き平均値とする。
【００１５】
　一方、製鋼スラグのスラグ粒子は閉気孔も有しており、吸水率が高いスラグ粒子は相対
的に閉気孔も多く含んでいる。このような閉気孔も多く含むと、骨材粒子自体が脆弱化し
て破壊起点となり、高強度の固化体を製造できなくなる恐れがある。また、高比重の水和
固化体を製造しにくくなる。このため、過剰に吸水率が高い製鋼スラグは避けるのが望ま
しく、実用的には単種の製鋼スラグで吸水率は７％以下（すなわち、複数種の製鋼スラグ
を含む場合は、それぞれの製鋼スラグの吸水率が７％以下。吸水率が異なる細粒（細骨材
）と粗粒（粗骨材）からなる製鋼スラグの場合は、細粒（細骨材）、粗粒（粗骨材）のそ
れぞれの吸水率が７％以下。）が望ましい。
【００１６】
　ここで、骨材スラグ自身が膨張性を持つと高結晶水水和物で充填性が高まった際に膨張
崩壊を起すため、ＣａＯ／ＳｉＯ２が高く膨張性がある脱炭スラグの場合は、蒸気エージ
ングで膨張を安定化させることが好ましい。一方、溶銑予備処理スラグ（脱珪スラグ、脱
燐スラグなど）はＣａＯ／ＳｉＯ２が２以下で膨張性が低く、また、これらのスラグは相
対的に高粘性の状態で排出されるため、空気を巻き込んで多孔質化し易く、多くスラグの
吸水率が本発明範囲の吸水率３．５％以上に達しているため利用が容易である。
　製鋼スラグは、溶融した状態で排滓場に流し出した後に、表面に散水して強制的に冷却
すると、組織内に亀裂等ができて水分が入り込めるようになり、吸水率を高めることがで
きる。この手法は過剰に行うと粒子の脆弱化をも招くので、適正に調整して行う。
【００１７】
　結合材である高炉スラグ微粉末は、高炉水砕スラグを粉砕・乾燥して作る微粉末であり
、アルカリ刺激により硬化する潜在水硬性を有する。この高炉スラグ微粉末は、ブレーン
比表面積が３０００ｃｍ２／ｇ以上のものが好ましく、特に、ＪＩＳ　Ａ６２０６（２０
１３）に適合したものが好ましい。細粒でより比表面積の大きいほうが強度発現に優れる
が、粉砕コストは増大する。
【００１８】
　結合材として、高炉スラグ微粉末に加えてポゾラン硬化性材料（微粉末）を配合しても
よい。このポゾラン硬化性材料としては、例えば、シリカヒューム、フライアッシュなど
が挙げられ、これらの１種以上を用いることができる。シリカヒュームは、アーク式電気
炉などにおいて金属シリコンやフェロシリコンを精錬する際の排ガス中に含まれる二酸化
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珪素を主成分とする副産物であり、水の存在下で水酸化カルシウムと反応して硬化するポ
ゾラン反応性を有し、長期材齢での強度向上に寄与する。また、フライアッシュは、石炭
火力発電所などにおいて微粉炭をボイラ内で燃焼させることで生じた石炭灰のうち、電気
集塵機で捕集された石炭灰であり、このフライアッシュも水の存在下で水酸化カルシウム
と反応して硬化するポゾラン反応性を有し、長期材齢での強度向上に寄与する。
【００１９】
　結合材（アルカリ刺激剤）である脱硫スラグは、鉄鋼製造プロセスの製鋼工程（脱硫プ
ロセス）で発生するスラグであり、本発明では、粒径が１ｍｍ以下であって、且つ粒径４
００μｍ以上の粒子の割合が２５質量％以上である脱硫スラグを用いる。このような粒度
の脱硫スラグを用いるのは、（i）膨張源である遊離ＣａＯや遊離ＭｇＯの粗大粒子が入
り込み、水和固化体の膨張安定性を悪化させるのを回避するために、粒径１ｍｍ以下であ
ることが必要であり、（ii）粒径４００μｍ以下の微粉の割合が増大すると、混練時に添
加しなければならない水分量が増大し、水和固化体の強度が低下するので、これを回避す
るために、粒径４００μｍ以上の粒子の割合が２５質量％以上であることが必要なためで
ある。
【００２０】
　脱硫スラグは脱硫プロセスで生成した直後は地金分を多量に含んでおり、通常は破砕し
て地金を回収する。脱硫スラグは、ＣａＯ／ＳｉＯ２が高く遊離ＣａＯも多く含有するの
で、散水や雨水の水分と反応して膨張崩壊が進み、地金回収後の脱硫スラグは概して細粒
となり、粒度は細骨材よりも細かい。遊離ＣａＯまたは、それが消化した水酸化カルシウ
ム分を含み、水分と接触すればアルカリ性を示すため、この粒度で十分に高炉スラグ微粉
末の水和反応のアルカリ刺激作用を有する。磁選工程用に破砕される粒度で十分細粒を確
保できる。ただし、この粒径よりも大きい場合は、脱硫スラグを粉砕処理してもよい。
【００２１】
　このように脱硫スラグは高炉スラグ微粉末の水和反応の刺激効果やポゾラン反応を起す
アルカリのＣａＯを供給する効果を有するが、本発明では、脱硫スラグ／（高炉スラグ微
粉末または高炉スラグ微粉末＋ポゾラン硬化性材料）の質量比は０．０２～０．７５とす
る。この質量比が０．０２未満では、アルカリ刺激効果が十分に得られない。一方、本発
明では、吸水率の高い骨材を使うことによって、脱硫スラグを多量に用いることが可能と
なるが、高結晶水の水和物の生成が増大すると、スラグ粒子内部の空隙に対する水和物の
充填性が高くなり過ぎ、限界を超えて膨張崩壊を招く。このため上記質量比は０．７５を
上限とする。また、アルカリ刺激効果をより高めることにより、特に強度が高い水和固化
体を得るには、上記質量比を０．２５～０．７５とすることが好ましい。
【００２２】
　本発明で使用する骨材と結合材は、以上がすべてであり、したがって、セメント（普通
ポルトランドセメント、高炉セメンなどト）や消石灰などの結合材も含まない。
　なお、原料中には、さらに、ワーカビリティ（打設作業のしやすさ）改善や強度・耐久
性の向上、凝結速度の調整などを目的として使用される混和剤を配合してもよい。
【００２３】
　本発明の水和固化体の製法は特に制限はなく、基本的な製法は従来法と同様でよい。す
なわち、原料（骨材である製鋼スラグ、結合材である高炉スラグ微粉末または高炉スラグ
微粉末＋ポゾラン硬化性材料と脱硫スラグ）と水を混練し、この混練物を水和硬化させる
が、この際、混練物を型枠に流し込んで水和硬化させて製品としてもよいし、混練物をヤ
ードの広い範囲に打設し、水和硬化させた後、破砕・篩い分けを経て製品としてもよい。
後者の製法では、例えば、原料と水の混練物をヤードの広い範囲に平に打設し、水和硬化
後の水和固化体をコンクリートブレーカーなどの重機を用いて破砕し、必要に応じて、さ
らにジョークラッシャーなどを用いて破砕し、この破砕物を篩い分けして篩上を製品とす
る。篩い分けは、グリズリなどを用いて行うことができる。このような製法で得られる不
定形な人工石材は、港湾土木材料である被覆石、根固め石、捨石、裏込め材、潜堤材など
に特に適している。
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【実施例】
【００２４】
　以下の条件で本発明例、比較例の水和固化体を製造した。
　骨材としては、以下のスラグ骨材の１種以上を用いた。カッコ内はスラグ粒度を示す。
スラグの吸水率は、ＪＩＳ　Ａ１１１０（２００６）、ＪＩＳ　Ａ１１０９（２００６）
に準拠して測定した。具体的には、使用した下記の各スラグについて、粒度５ｍｍ以下を
細骨材、粒度５ｍｍ超を粗骨材として、それぞれＪＩＳ　Ａ１１０９（２００６）、ＪＩ
Ｓ　Ａ１１１０（２００６）で規定される吸水率試験方法により吸水率を測定した後、細
骨材と粗骨材の質量比に基づいた重み付き平均値を求め、この平均値を各スラグの吸水率
とした。また、吸水率が異なる２種以上の製鋼スラグを用いた場合の吸水率は、それらの
質量基準での配合比に基づいた重み付き平均値とした。なお、転炉脱炭スラグ（3）は、
排滓後に散水せずに１２時間以上放置して徐冷し、緻密化させたものであり、転炉脱炭ス
ラグ（1），（2）に較べて吸水率が低くなっている。
【００２５】
　・転炉脱炭スラグ（1）（０－１０ｍｍ）、大気エージング１０ヶ月、吸水率４．１％
　・転炉脱炭スラグ（2）（０－１０ｍｍ）、蒸気エージング（１００℃で３日間保持）
、吸水率３．５％
　・転炉脱炭スラグ（3）（０－１０ｍｍ）、大気エージング１０ヶ月、吸水率３．２％
　・脱燐スラグ（０－２５ｍｍ）、大気エージング３ヶ月、吸水率４．１％
　・脱珪スラグ（０－２５ｍｍ）、大気エージング３ヶ月、吸水率３．８％
　・高炉徐冷スラグ（０－２５ｍｍ）、吸水率２．０％
【００２６】
　結合材としては、高炉スラグ微粉末（ブレーン比表面積：４０００ｃｍ２／ｇ）と、以
下の脱硫スラグ（アルカリ刺激剤）の１種を用いた。
　・脱硫スラグ（1）：粒径が１ｍｍ以下であって、粒径４００μｍ以上の粒子の割合が
３０質量％、磁選のみでエージング無し
　・脱硫スラグ（2）：粒径が５ｍｍ以下であって、粒径１ｍｍ以下の粒子の割合が２０
質量％、磁選のみでエージング無し
　・脱硫スラグ（3）：粒径が１ｍｍ以下であって、粒径４００μｍ以上の粒子の割合が
２６質量％、磁選のみでエージング無し
　・脱硫スラグ（4）：粒径が５ｍｍ以下であって、粒径４００μｍ～１ｍｍの粒子の割
合が１０質量％、磁選のみでエージング無し
　・脱硫スラグ（5）：粒径が１ｍｍ以下であって、粒径４００μｍ以上の粒子の割合が
１４質量％、磁選のみでエージング無し
　・脱硫スラグ（6）：粒径が７５μｍ以下、磁選のみでエージング無し
【００２７】
　上記の骨材および結合材の配合条件を表１及び表２に示す。
　原料の配合では水量を一定とし（但し、脱硫スラグ（5）、（6）を用いた比較例は水量
を増量させた）、高性能減水剤添加量を加減して混練物のスランプを１０～１５ｃｍに調
整した。混練物をφ１００×２００ｍｍの型枠に打設して供試体を作製し、２日後に脱型
した。この供試体について、以下のようにして強度の測定と膨張安定性試験を行った。
な試験を行った。
（1）強度の測定
　供試体を２０℃に保持した水槽に浸漬して養生し、７日後、２８日後の圧縮強度を、Ｊ
ＩＳ　Ａ１１０８（２００６）に規定されたコンクリートの圧縮強度試験方法に準拠して
測定した。
【００２８】
（2）膨張安定性試験
　膨張安定性試験は、「鐵鋼スラグ水和固化体技術マニュアル－製鋼スラグの有効利用技
術－（改訂版）」（平成２０年２月）の附属書２に記載された膨張性評価試験法に準拠し
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て、以下のような試験を実施した。
　・試験１：φ１００×２００ｍｍの型枠に打設した供試体を、打設７日後から８０℃に
保持した水槽に水浸させて膨張挙動を観察し、試験後の供試体外観から膨張安定性を以下
のように評価した。
　〇：有害なひび割れは確認されず、ポップアウトも少ない。（合格）
　×：有害なひび割れが確認される。若しくは、有害なひび割れは確認されないが、ポッ
プアウトは多い。（不合格）
【００２９】
　・試験２：エトリンガイトは６０℃程度で生成速度が最大になり、それ以上では分解し
て変質するため、膨張安定性試験の保持温度を６０℃に変え、温度低下による反応速度の
低下を見越して２１日間浸漬して、エトリンガイトを主眼とした膨張挙動を観察し、試験
後の供試体外観から膨張安定性を以下のように評価した。
　〇：有害なひび割れは確認されず、ポップアウトも少ない。（合格）
　×：有害なひび割れが確認される。若しくは、有害なひび割れは確認されないが、ポッ
プアウトは多い。（不合格）
【００３０】
　以上の試験結果を表１及び表２に併せて示すが、発明例はいずれも十分な強度と優れた
膨張安定性が得られている。
　発明例１、８は、結合材である脱硫スラグ（Ａ）（粒径１ｍｍ以下）と高炉スラグ微粉
末（Ｂ）の質量比Ａ／Ｂを０．０２としたものであり、７日強度が１０Ｎ／ｍｍ２に達し
、型枠を外せるレベルに達した。発明例２～４、９～１１は、結合材の質量比Ａ／Ｂを、
それぞれ０．２６、０．５０、０．７５としたものであり、骨材である脱燐スラグをそれ
に合わせて低減した。これらは強度発現も問題なく、膨張安定性も試験１，２ともに問題
なかった。また、発明例１、８に較べて強度レベルが高くなっている。発明例５、１２は
、発明例１、８の骨材の２０容積％を転炉脱炭スラグ（1）で置換したものであり、強度
がやや向上した。ただし、膨張安定性試験でわずかに表面に剥離（ポップアウト）が見ら
れた。発明例６、１３は、発明例１、８の脱燐スラグを脱珪スラグで置換したものであり
、骨材の吸水率が上述した発明例より若干低い３．８％であるが、強度、膨張安定性とも
に問題はなかった。発明例７、１４は、冷却過程をやや徐冷傾向とした転炉脱炭スラグで
あって、蒸気エージング（１００℃で３日間保持）した転炉脱炭スラグ（2）を骨材とし
て用いたものであり、骨材の吸水率は３．５％である。膨張安定性試験で若干のポップア
ウトが見られ、強度も若干低下気味ではあるが、致命的なものはなく、人工石材としては
使用可能なものであった。
【００３１】
　比較例１は、結合材である脱硫スラグを添加しない水和固化体であり、アルカリ刺激に
乏しく、７日での強度発現が低い。特に、水和固化体のブロック製作する場合、この強度
では崩れるため型枠を外せない。比較例２、８は、脱硫スラグの最大粒径を５ｍｍにした
ものであるが、膨張性が残る粒子が大きいため、ポップアウトが多数起こり、供試体端部
が一部欠落した。比較例３、４、９、１０は、脱硫スラグを本発明の範囲を超えて過剰に
配合したものであり、８０℃での保持試験（試験１）でひび割れが生じた。比較例５、６
、１１、１２は、吸水率が低い高炉徐冷スラグを配合して吸水率の平均を３．５％未満と
したものであり、脱硫スラグ量は発明例３、１０と同じであるが、骨材側の空隙が少ない
ため、６０℃の保持試験（試験２）でひび割れが生じた。比較例７、１３は、徐冷して緻
密となり、その結果吸水率が低くなった転炉脱炭スラグ（3）を骨材として用いたもので
あり、ポップアウトも多い上に、６０℃の保持試験（試験２）ではひび割れが見られた。
比較例１４、１５は、粒径１ｍｍ以下ではあるものの、粒径４００μｍ以上の粒子が割合
が少ない（微粉の割合が多い）脱硫スラグ（5）を用いたものであるが、混練時に添加す
る水分量が増大するため、高炉スラグ微粉末量を増大させて強度指数を維持しても、十分
な強度が得られず、特に７日での強度発現が低い。比較例１６は、粒径７５μｍ以下の脱
硫スラグ（6）を用いたものであるが、比較例１４、１５と同様に混練時に添加する水分
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が得られず、特に７日での強度発現が低い。
【００３２】
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【表１】

【００３３】
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