
未来に向けて、
環境資材「鉄鋼スラグ」

環境・グローバル時代に
注目される利用技術開発

I

わが国における鉄鋼スラグの利用技術開発は、土木分
野における利用を中心に、約 1 世紀にわたり取り組まれ
てきました。しかし、建設投資が減少傾向にある中で、
今後とも鉄鋼スラグの有効活用を継続するためには、社
会のニーズに適応した安定的な需要を創出する用途の開
発と市場の開拓を行っていく必要があります。鐵鋼スラ
グ協会は、従来からの利用をより深化していくことに加
えて、さらに鉄鋼スラグのさまざまなポテンシャルを発
揮するため、例えば以下の３つの観点が重要と考えます。

◦地球環境問題の重要性が増す中で、改めて鉄鋼スラグ
の活用による省エネルギーや CO₂削減効果の極大化を
図ります。例えば、鉄鋼スラグの持つアルカリ性が中
性化していく過程で CO₂を取り込むことなどの技術
は、今後の地球温暖化防止対策の一つとして考慮する
余地があります。

◦鉄鋼スラグの持つ環境修復効果を活用します。特に海
域においては、従来、埋め立てなどによる開発や防災
に重点が置かれてきましたが、今後は、失われた海域
の自然環境を修復することも重要なテーマとなってい
ます。鉄鋼スラグが含有する鉄分やミネラル成分は、
海域の環境修復に効果的です。

◦鉄鋼スラグの異なる種類の組み合わせや、鉄鋼スラグと
他の素材の組み合わせによって、ハイブリッドな効果の
発揮を追求します。複数の素材を掛け合わせることによ
り、単体では得られなかったさまざまな長所が生まれ、
多方面での実用化が可能となります。

こうした利用範囲の拡大は、わが国の持続可能な発展
を図ることへも貢献します。ここからは（一社）日本鉄鋼
連盟による取り組み、各鉄鋼メーカーによる最近の利用
技術開発実例を紹介します。鐵鋼スラグ協会および加盟
各社は、その普及拡大によって公共事業をはじめとする
各種工事に継続して活用いただくため、国・地方公共団
体はもとより、大学・研究機関など、関係各方面のサポー
トもいただき、皆様のご理解を得ながら積極的に取り組
んでいきます。
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（一社）日本鉄鋼連盟は 2004~2007 年度、経済産業
省からの補助を受け、鉄鋼スラグを利用した新たな
海域環境修復用途の開拓に取り組んだ。研究課題は
次の４テーマで、セメント製造時や天然石砂の採掘
時のエネルギー削減を図るとともに、鉄鋼スラグの
特性を十分に活用して、海域環境の修復に貢献する
新たな利用技術開発や製造技術開発を実行し、転炉
系製鋼スラグの海域利用の促進という新たな市場開
拓に着手している。

鉄鋼スラグ水和固化体の
適用拡大技術の開発

小規模な無筋コンクリートブロックや人工石材用
に開発してきた鉄鋼スラグ水和固化体の用途と需要
の拡大を図るために、大型の消波ブロックや鉄筋コ
ンクリート構造物への適用性検討を行った。マスコ
ンクリート代替材料への適用技術として、厳冬期の
大規模構造物にクラックを発生させない配合設計技

鉄鋼スラグ水和固化体の開発設備

E- パネル例

E- ボックス例

E- ボックスに生息するクロダイなどの生物
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術と、温度応力解析技術、最適配合による施工技術
を確立した。また、犠牲電極効果による耐久性の向
上によって、鉄筋コンクリート部材への適用可能性
も確認することができた。この技術開発により、海
水に接する港湾構造物においては、鉄鋼スラグ水和
固化体を普通コンクリート代替材料として広く適用
できることが確認されるとともに、ケーソン型係留
設備に代替適用した場合、排出 CO₂ 量を 55~65% 削
減可能であると試算された。

鉄鋼スラグ水和固化体による
直立護岸用環境修復技術の確立
鉄鋼スラグ水和固化体の藻類着生基盤材料として

の有効性に着目し、直立護岸用に環境改善効果の
高い構造体である E-パネル、E-ボックスを開発した。
E-パネル、E-ボックスの設置で、生物付着量が約３
倍に増加するとともに、付着生物を餌とするクロダイや
キュウセン、タコ、メジナ、ウミタナゴ、メナダなどの棲
息を確認した。さらに、E-ボックスでは微細藻類や底
生生物の増殖も確認された（P47 図参照）。

石炭灰などを用いた
製鋼スラグ安定化改質技術の開発
遊離石灰を多く含み、不均質で pHも高い製鋼スラ

グを、溶融状態で石炭灰などを吹き込むことで塩基度
を低減させ、硬質で品質の高い石材を製造できる技術
として、製鋼スラグ溶融改質技術を開発した（ページ下

部写真参照）。

転炉系製鋼スラグと浚渫土の
混合改良工法の開発と

『海域利用の手引き』の発刊

転炉系製鋼スラグを軟弱な浚渫土と混合すると、スラ
グ中のカルシウムと浚渫土中のシリカやアルミナとが化合
してセメント固化反応が起こり、そのままでは利用が困
難な軟弱浚渫土の強度向上を図ることができる。また、
水中では高pH 水を溶出する製鋼スラグを浚渫土と混
合することで、短期的には浚渫土の遮水性、長期的に
は水和固化により、高pH 溶出を抑制できることが明ら
かになった。

そこで、航路浚渫工事などで大量に発生する浚渫
土に転炉系製鋼スラグを混合することで改質し、浅場・
干潟の造成材料や深掘れ窪地の造成材料として活用
することを目的とした設計・施工技術開発に取り組むこと
とした。

室内試験や実験水槽での施工実験の結果を踏まえ
て、2006、2007年度には大阪府堺市堺浜において、
1,000~4,000m³の大規模なマウンド造成実験を実施し

改質あり 改質なし
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た。強度向上効果および pH 影響や生物影響などの
環境影響を評価するためのモニタリング調査を行うこと
で、その有効性と安全性の確認を行った。現在も、適
用性の確認や実用化に向けた設計・施工法開発を継
続している。

また、転炉系製鋼スラグを海域で利用する場合の安
全性と環境改善効果に関する検討を行った。大規模
施工時の pH 拡散シミュレーション技術を開発し、混合
改良工法では、周辺海域への影響はほとんど見られな

いことがわかった。また、重金属の溶出や pH による魚
介類や藻類への安全性を生化学的に確認した結果、
所要の転炉系製鋼スラグはストレス発現や重金属の蓄
積の観点から、生物に及ぼす影響はないと考えられる。
さらに、リンや硫化物のスラグへの吸着による富栄養化
海域の底質からの水質汚濁を抑制することが期待でき
る。これらの知見を『海域利用の手引』として発刊し、
今後、海域に転炉系製鋼スラグを安全に利用していた
だくための基盤づくりを行っている。
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浚渫土混合改良工法の試験施工（堺市堺浜）

浚渫土混合改良工法

転炉系製鋼スラグ＋浚渫土

浅場、干潟

埋戻し



鉄鋼スラグ水和固化体製ブロック・
人工石材（JFEスチール & 新日鐵住金）
鉄鋼スラグ水和固化体とは、セメントコンクリー

トの代替物として開発されたもので、結合材として
セメントの代わりに高炉スラグ微粉末を、骨材とし
て天然石砂の代わりに製鋼スラグを材料として、必
要に応じてアルカリ刺激材や混和材を混合して製造
するリサイクル製品である。コンクリートプラント
を用いて混練し、型枠に流し込むことで任意の形状
のブロックを製造することができる。また硬化後に
破砕することで任意の大きさの石材を製造するこ
ともでき、港湾工事における消波ブロックや被覆ブ
ロック、石材代替材に適用されている。施工実績は
国土交通省のブロック工事や、JFE スチール西日本
製鉄所倉敷地区護岸工事、新日鐵住金広畑製鐵所護
岸工事など 40万 t 以上に達している。なお、鉄鋼ス
ラグ水和固化体製の人工石材（フロンティアストー
ン ®、フロンティアロック®）は、（財）沿岸技術研

究センターから港湾関連民間技術の確認審査・評価
報告書 07001号を取得している。鉄鋼スラグ水和固
化体の特長を以下に示す。

①密度
鉄鋼スラグ水和固化体の単位容積質量は、1.8 ～

2.7g/cm³ で、使用する原料や配合により異なる。
②強度特性

28日強度で、準硬石相当の天然石材と同等の9.8N/
mm²以上、配合によっては 30N/mm²程度の強度発
現が可能であり、普通コンクリートよりも長期強度
の伸びが大きい。また、曲げ強度や引張強度は、同
じ圧縮強度の普通コンクリートと同等である。
③低アルカリ 

主な結合材が高炉スラグ微粉末であるため、海中
でのアルカリ成分の溶出が少ない。 
④優れた生物付着性 

原料の製鋼スラグには、鉄や珪素などの生物に必
須の元素を多く含むため、天然材料や普通コンク

2　鉄鋼メーカーによる取り組み

鉄鋼スラグ水和固化体製ブロックを用いた
護岸補強工事
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リートに比べて海洋環境下における付着生物の種類
数、付着生物量が同等以上である。
⑤任意の形状・粒度の石材供給が可能 

発注者のご要望に応じて、粒径や粒度分布のつく
り込みが可能。

鉄鋼スラグ炭酸固化体
「マリンブロック®」（JFEスチール）

JFE スチールが世界で初めて開発したマリンブ
ロック®は、製鋼スラグを型枠で成形し、CO₂含有
ガスを供給することにより、スラグ中の酸化カル
シウム（CaO）と CO₂の反応で生じた炭酸カルシウ
ム（CaCO₃）でスラグ粒子間を結合することにより
固化させたブロックである。マリンブロック®を被
覆している炭酸カルシウムは貝殻やサンゴと同じ成

工事名称 用途 施工年 発注者 サイズ 使用量（m³）

千葉製鉄所
発電設備建設工事 取水管被覆石 2000年7～8月 川崎製鉄

（現 JFE スチール） 200～600kg/個 600

水島製鉄所
海水導入路護岸補修 護岸補強用捨石 2000～2002年 川崎製鉄 10～200kg/個 72,000

水島港（水島製鉄所）
護岸補修 護岸補強用捨石 2001年 川崎製鉄 10～200kg/個 25,000

広畑製鐵所護岸工事 護岸工事 2005 年 7～8 月 新日本製鐵
（現 新日鐵住金） 16t/個 2,500

潜堤造成工事 潜堤被覆石・捨石 2007年 1月 岡山県 2.4t/個・300kg/ 個 150

港湾修繕工事 緩傾斜護岸被覆石 2007年 1～2月 岡山県 1.2t/個 124

藻場礁築造事業 藻場 2007年 2月 三重県 150～500kg/個 350

東京湾内房地区藻場
再生工事 藻場再生工事 2008 年 3月 国土交通省 8t/ 個 710

三宅島人工藻礁 藻場 2008 年 9月 三宅島漁業協同組合 300～500kg/個 他 410

東京国際空港
Ｄ滑走路建設外工事

中仕切り堤 2008 年 10月～
2009 年 3月 国土交通省 0～300mm 250,000

仮設道路材 2009 年
6月～12月 国土交通省 0～100mm 350,000

東京湾藻礁石材設置工事 藻礁マウンド 2009 年 11月～
2010 年 3月 国土交通省 300～500kg/個 20,800

新海面処分場Ｃブロック
海浜（磯浜）整備工事 浅場マウンド 2010 年 4月 東京都 3t/個 200

鉄鋼スラグ水和固化体製ブロック・人工石材の適用実績

分で、海の生物との親和性が非常に高く、藻場造成
礁やサンゴ造成礁として使用されており、失われた
海域自然環境の修復材として大きな期待が寄せられ
ている。またブロック製造時には、工場排ガス中の
CO₂を吸収させることも可能であり、CO₂排出量削
減にも寄与できる。

サンゴ礁は、熱帯から亜熱帯域の海洋に広く分布
し、多様な生物の増殖・生息の場となっており、ま
た島しょ国の天然の防波堤として重要な役割を果た
している。しかし、世界のサンゴ礁は、陸からの土
砂の流入、オニヒトデなどの捕食生物の爆発的な増
大、さらに地球温暖化に伴う海水温の上昇などによ
り、深刻な危機にさらされている。JFE スチールは、
マリンブロック®上に、東京海洋大学の岡本峰雄准
教授が考案したサンゴ幼生の着床具を取り付けたサ
ンゴ造成礁を用いて、白化などでダメージを受けた

51



サンゴ礁を再生するための実証研究を沖縄で実施し
ている。宮古島での実証試験では、稚サンゴがマリ
ンブロック®にしっかりと着生し、３年半経過した
時点（2008年10月）では、サンゴ（ミドリイシ）が約
20cm に成長し、サンゴの産卵も期待されている。

また、マリンブロック®はアルカリ性が強くなく、
原料の製鋼スラグには海藻の成長に必要な鉄分や珪
素などの栄養成分が含まれており、また多孔質体で
あることから海藻の着生が良い基盤材料である。岩
礁性の海藻としては、海中林を形成するコンブ、カ
ジメやアラメといった大型海藻、ガラモ場と呼ばれ
る藻場を形成するホンダワラなどが挙げられる。JFE
スチールは、これらの海藻類のマリンブロック®への
着床、生育について、日本各地の海で実証試験を実
施し、その有効性を確認しており、海中林の創出や
再生、水産資源拡大に貢献する基盤材料として、そ

の利用拡大に向けた取り組みを推進している。
マリンブロック®の基礎特性や優れた藻の着床・

生育特性や安全性などの検討結果を取りまとめた利
用マニュアル『鉄鋼スラグ炭酸固化体利用マニュア
ル』が（財）港湾空港高度化環境研究センターから発
行され、利用拡大の手引書として活用されている。

鉄分供給ユニット
「ビバリー ®シリーズ」（新日鐵住金）

新日鐵住金は製鋼スラグに含まれる鉄分を活か
し、海域環境を改善する藻場造成礁の実証研究を全
国10カ所以上で進めており、“海の森”再生に取り
組んでいる。

近年、日本各地の沿岸では「磯焼け」という現象が
発生し、沿岸漁業に打撃を与えている。磯焼けとは、

マリンブロック ®を利用した海域環境の修復・改善への取り組み状況
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ビバリー ®シリーズを利用した藻場造成礁のイメージ

試験後のコンブの生育状況

コンブやワカメ、その他多種の海藻群落が減少して
不毛状態となり、代わりに炭酸カルシウムを主成分
とする白色小型藻類に覆われる状態を言う。

磯焼けの原因には海水温の上昇、水質汚濁といっ
た環境変化や、有用な藻類をウニが食い荒らすなど
のさまざまな複合要因があると言われているが、海
に流れ込む河川の上流における木々の伐採により、
それまでは落ち葉が堆積してできていた腐植土中の

「腐植酸鉄」ができにくくなり、有用な藻類の生育に
必要な鉄分（溶存鉄）の海への供給が減少したことも
原因の一つと考えられている。

鉄鋼スラグには溶存鉄が多く含まれている。そこ
に着目し、新日鐵住金はスラグと廃木材チップを発
酵させた腐植土との混合物を袋詰めしたユニットを
海に入れ、人工的に腐植酸鉄を海に供給する藻場造
成材料「ビバリー ®シリーズ」を開発した。

ビバリー ®シリーズの腐植酸鉄溶出ユニット施肥
効果を確認するため、新日鐵住金は海の緑化に向け
産学研究を進めている「海の緑化研究会」の一員とし
て、東京大学や（株）エコグリーン、西松建設（株）と
ともに、北海道増毛町の増毛漁業協同組合の協力を
得て、2004年10月に磯焼けが深刻な舎熊海岸の汀
線（波打ち部の陸側）約15m にユニットを埋設した。

埋設半年後、石灰藻に覆われて海底一面が真っ白
な状態だった海岸は、ユニット埋設部から沖合 30m
ほどの海域にコンブが豊かに成育し、２年目、３年
目もその効果が継続することが確認できた。さらに、
藻類学の専門家である北海道大学教授の本村泰三氏
らとともに、鉄分が藻類の生育に及ぼす効果のメカ
ニズム研究や、海域での微量鉄の分析技術開発にも
取り組み、腐植酸鉄溶出ユニットの藻場造成効果を
明らかにしている。
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鉄鋼スラグとのハイブリッド化による
石炭灰の有効利用

（神戸製鋼所 & 新日鐵住金）
石炭は他の化石燃料に比べ、供給の安定性や経

済性に優れていることから、重要な発電用エネル
ギー源となっている。現在、石炭火力発電設備か
ら発生する石炭灰は増加傾向にあり、主要な用途
となっているセメントの粘土代替原料以外への利
用が求められている。

神戸製鋼所と新日鐵住金は、それぞれ石炭灰の土工
利用への拡大などを目的として、石炭灰をセメントと
混合して造粒固化させた砕石代替品「アッシュストー
ン」の製造技術を開発し、設備化した。これは鉄鋼会
社が有する粉体を扱う技術を応用したもので、自家発
電用石炭ボイラで発生する石炭灰とセメントを混ぜ、
パンペレタイザー（皿形の造粒機）や造粒用ミキサー
で造粒し、粒形 20 ～ 40mm のアッシュストーンを製

造している。
さらに、強度発現期間の短縮を目指した、製鋼スラ

グのエージング技術を応用した、蒸気による養生技術
も採用されている。しかし、アッシュストーン粒子
の破壊強度は１～２N/mm²と、通常の石に比べると
やや強度が落ちる。そこで、路盤材など土木材料と
しての有効利用を図るため、両社は鉄鋼スラグと組
み合わせて使用することで強度面の弱点を補ってい
る。一方でアッシュストーンは多孔質で軽量という
特徴があり、鉄鋼スラグとアッシュストーンの組み
合わせは、相互の長所・短所を補完する、まさに理
想的な組み合わせと言える。

このハイブリッド型リサイクル材は、2004 年以降、
兵庫県や、神戸市・姫路市などの道路工事などで約
４万t/ 月以上の規模で使用されている。また、アッ
シュストーンは、国土交通省の新技術情報提供システ
ム（New Technology Information System:NETIS）に 
登録されている（登録 KK-050111-A）。

アッシュストーンの製造設備と製品

54

F U T U R E

アッシュストーン製造設備全景 アッシュストーン破砕品

アッシュストーン

I 環境・グローバル時代に注目される利用技術開発


