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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレッシュ状態の生コンクリートに生石灰を添加する工程と、
　該生石灰を添加した生コンクリートを攪拌して該生コンクリート中の水分を水酸化カル
シウムに化学変化させることにより、少なくともセメントを乾燥状態で回収する工程と、
　を備え、
　前記生石灰は、粒径が０．６ｍｍ以下である、
　ことを特徴とするセメント回収方法。
 
【請求項２】
　　前記生石灰を添加する前の生コンクリートをウエットスクリーニングすることにより
、該生コンクリートから砂利を分別除去する工程、を備え、
　　前記生石灰の添加及び攪拌は、砂利を分別除去した後の生コンクリートに対して行う
、
　　ことを特徴とする請求項１に記載のセメント回収方法。
【請求項３】
　　前記生コンクリートは、コンクリート打設現場で使用されずにセメント回収処理場に
搬送されてきたものである、
　　ことを特徴とする請求項１又は２に記載のセメント回収方法。
【請求項４】
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　　前記生石灰を添加する前の生コンクリートに対し凝結遅延剤を添加する工程、
　　を備えたことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載のセメント回収方法
。
【請求項５】
　　請求項１乃至４のいずれか１項に記載のセメント回収方法により回収されたセメント
。
【請求項６】
　　請求項１乃至４のいずれか１項に記載のセメント回収方法により回収されたセメント
を乾燥状態のままで保存する工程と、
　　該保存しているセメントに水を加えてコンクリートの混和材料や地盤改良材として利
用する工程と、
　　を備えたセメント再利用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、余剰の生コンクリートからセメントを乾燥状態で回収するセメント回収方
法、該方法により回収されたセメント、及びセメント再利用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　建築及び土木作業現場（以下、コンクリート打設現場と称する）では多量の生コンク
リートが使用されるが、その生コンクリートは生コンプラントからミキサー車により運び
込まれるのが一般的である。そして、このコンクリート打設現場で使用されずに余剰とな
ったコンクリートはミキサー車により持ち帰られて破棄されていた。また、生コンプラン
トの余剰コンクリートも同様に、廃棄されていた。しかしながら、余剰コンクリートをそ
のまま廃棄したのでは環境保全の見地から好ましくないため、専用の廃棄処分場で所定の
処理を行う必要があり、その処理に費用が掛かっていた。そこで、余剰コンクリートを廃
棄せずに再利用するための方法が種々提案されている。
【０００３】
　　その一つの方法としては、余剰コンクリートを硬化後に適当な粒度に破砕処理し、該
破砕処理したものを再生骨材や路盤材として再利用する方法が挙げられる。
【０００４】
　　また、他の方法としては、硬化する前の余剰コンクリートに安定剤希釈溶液（凝結遅
延剤）を添加することでスラリー状態を暫くの間だけ保持し、硬化してしまわないうちに
該余剰コンクリートを（他のコンクリート打設現場まで搬送するなどして）再利用する方
法が挙げられる（例えば、特許文献１及び特許文献２参照）。
【特許文献１】特開平１０－２９６７１４号公報
【特許文献２】特開平０３－２６５５５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　　しかしながら、上述のように、余剰コンクリートを粉砕処理して再生骨材や路盤材と
して再利用する方法の場合、再生骨材や路盤材は、原コンクリートの強度によっては、コ
ンクリート用の骨材としての強度は期待できないという問題があった。
【０００６】
　　また、上述のような安定希釈剤溶液を添加する方法では、セメントの水和反応の抑制
時間には限度があり、長期保存ができない（例えば、１日程度の保存しかできない）とい
う問題があった。
【０００７】
　　本発明は、再生材としての強度が期待でき、長期保存が可能なセメントを回収するセ
メント回収方法、該方法により回収されたセメント、及びセメント再利用方法を提供する
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ことを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　　請求項１に係る発明は、フレッシュ状態の生コンクリートに生石灰を添加する工程と
、
　　該生石灰を添加した生コンクリートを攪拌して該生コンクリート中の水分を水酸化カ
ルシウムに化学変化させることにより、少なくともセメントを乾燥状態で回収する工程と
、を備えたセメント回収方法に関するものである。
【０００９】
　　請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明において、前記生石灰を添加する前の生
コンクリートをウエットスクリーニングすることにより、該生コンクリートから砂利を分
別除去する工程、を備え、
　　前記生石灰の添加及び攪拌は、砂利を分別除去した後の生コンクリートに対して行う
、ことを特徴とする。
【００１０】
　　請求項３に係る発明は、請求項１又は２に係る発明において、前記生コンクリートが
、コンクリート打設現場で使用されずにセメント回収処理場に搬送されてきたものである
、ことを特徴とする。
【００１１】
　　請求項４に係る発明は、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の発明において、前記
生石灰を添加する前の生コンクリートに対し凝結遅延剤を添加する工程、を備えたことを
特徴とする。
【００１２】
　　請求項５に係る発明は、請求項１乃至４のいずれか１項に記載のセメント回収方法に
より回収されたセメントに関するものである。
【００１３】
　　請求項６に係る発明は、請求項１乃至４のいずれか１項に記載のセメント回収方法に
より回収されたセメントを乾燥状態のままで保存する工程と、
　　該保存しているセメントに水を加えてコンクリートの混和材料や地盤改良材として利
用する工程と、
　　を備えたセメント再利用方法に関するものである。
【発明の効果】
【００１４】
　　請求項１、３、５及び６に係る発明によれば、セメント等を乾燥状態で回収すること
ができるため、再び水を加えればセメント本来の性質を発揮することとなり、セメント等
の再利用を図ることができる。したがって、余剰のコンクリートを廃棄せずに済み、環境
保全等の見地からも好ましい。また、背景技術の欄で述べたような“余剰のコンクリート
を粉砕処理して再利用する方法”では再生骨材を取得できるに過ぎず、その再生骨材を再
利用するには新たにセメントが必要であったが、本発明の場合には結合材としてのセメン
トそのものを回収して再利用することができるので、該再利用時における新品セメントの
使用量を低減し、費用を削減することができる。さらには、安定剤希釈溶液を添加する場
合には、凝結するまでに生コンクリートを再利用しなければならないという時間的な制約
があったが、本発明によれば、セメント等を乾燥状態（つまり、経年変化がほとんどない
安定した状態）で保存することができ、再利用に当たっての時間的制約は受けず、必要な
時に何時でも再利用できる。
【００１５】
　　請求項２に係る発明によれば、砂利（粗骨材）と砂とセメント粉末とが分別回収でき
ることとなる。したがって、再利用時の砂利や砂やセメント粉末の混入比率を調整できる
等、それらの利用価値を高めることができる。
【００１６】
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　　請求項４に係る発明によれば、直ぐに生石灰の添加等を行えないような場合であって
も、凝結遅延剤の添加により生コンクリートにおける水和反応の進行を抑制することがで
き、セメント等を乾燥状態で回収することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　　以下、本発明を実施するための最良の形態について説明する。
【００１８】
　　本発明は、使用されずに残ってしまったフレッシュ状態の生コンクリートに適用され
るものであり、例えば、コンクリート打設現場で余剰となって使用されずにセメント回収
処理場に搬送されてきた戻りコンクリートや、生コンプラントやミキサー車等の残渣や、
その他のフレッシュコンクリートに適用されるものである。
【００１９】
　　本発明に係るセメント回収方法は、フレッシュ状態の生コンクリートから少なくとも
セメントを乾燥状態で回収するための方法であって、具体的には、
・　フレッシュ状態の生コンクリートに生石灰を添加する工程と、
・　該生石灰を添加した生コンクリートを攪拌して該生コンクリート中の水分を水酸化カ
ルシウムに化学変化させることにより、少なくともセメントを乾燥状態で回収する工程と
、
を備えるものである。生石灰が水分（生コンクリート中の水分）と反応するときの化学反
応式は以下の通りである。
【化１】

【００２０】
　　本発明によれば、セメント等を乾燥状態で回収することができるため、再び水を加え
ればセメント本来の性質を発揮することとなり、セメント等の再利用を図ることができる
。したがって、余剰のコンクリートを廃棄せずに済み、環境保全等の見地からも好ましい
。また、背景技術の欄で述べたような“余剰のコンクリートを粉砕処理して再利用する方
法”では再生骨材を取得できるに過ぎず、その再生骨材を再利用するには新たにセメント
が必要であったが、本発明の場合には結合材としてのセメントそのものを回収して再利用
することができるので、該再利用時における新品セメントの使用量を低減し、費用を削減
することができる。さらには、安定剤希釈溶液を添加する場合には、凝結するまでに生コ
ンクリートを再利用しなければならないという時間的な制約があったが、本発明によれば
、セメント等を乾燥状態（つまり、経年変化がほとんどない安定した状態）で保存するこ
とができ、再利用に当たっての時間的制約は受けず、必要な時に何時でも再利用できる。
【００２１】
　　ところで、本発明を実施することによりセメントや砂利（粗骨材）や砂を回収するこ
とができるが、生コンクリートをウエットスクリーニングする工程を生石灰の添加前に実
施して、生コンクリートから砂利（粗骨材）を分別除去し、前記生石灰の添加及び攪拌は
、砂利が入った状態の生コンクリートに対して行うのではなく、砂利を分別除去した後の
生コンクリートに対して行うようにしても良い。なお、ウエットスクリーニングとは、生
コンクリートから粗骨剤を取り除いてモルタルを得る作業を意味するものとする。その場
合、モルタルへの生石灰添加から乾燥状態の砂とセメント粉末が得られ、結果的に、砂利
（粗骨材）と砂とセメント粉末とが分別回収できることとなる。したがって、再利用時の
砂利や砂やセメント粉末の混入比率を調整できる等、それらの利用価値を高めることがで
きる。
【００２２】
　　ところで、コンクリート打設現場で使用されずにセメント回収処理場に搬送されてき
た戻りコンクリートに対して本発明を実施する場合のように、直ぐに生石灰添加等を行え
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ないような場合には、生石灰を添加する前の生コンクリート(例えば、前記コンクリート
打設現場から前記セメント回収処理場に搬送される際の生コンクリート）に対して凝結遅
延剤（凝結遅延形ＡＥ減水剤）を添加する工程、を実施すると良い。この遅延剤の添加に
より、生コンクリートにおける水和反応の進行を抑制することができ、セメント等を乾燥
状態で回収することができる。
【００２３】
　　一方、本発明に係るセメント再利用方法は、
・　上述したセメント回収方法により回収されたセメントを乾燥状態のままで保存する工
程と、
・　該保存しているセメントに水を加えてコンクリートの混和材料や地盤改良材として利
用する工程と、
を備えたことを特徴とする。
【実施例１】
【００２４】
　　次に、本発明の一実施例について、図１乃至図８に沿って説明する。ここで、図１は
、普通ポルトランドセメント（水セメント比；Ｗ／Ｃ＝０．５）の水和発熱曲線を示す図
であり、図２は、生石灰処理セメント、普通ポルトランドセメント及び凍結乾燥処理セメ
ントの粒度分布測定結果を示す図である。また、図３は、生石灰処理セメントと水とを練
り混ぜて作成した供試体の圧縮強度に対し、生石灰添加量／単位水量や生石灰の粒度が与
える影響を示す図であり、図４は、生石灰処理セメントと水とを練り混ぜて作成した供試
体の圧縮強度に対し、ＡＥ減水剤の添加量が与える影響を示す図である。図５は、生石灰
処理セメントと水とを練り混ぜて作成した供試体の圧縮強度に対し、生石灰貯蔵期間が与
える影響を示す図であり、図６は、生石灰処理セメントを添加していない砂質土の圧縮応
力－圧縮ひずみ曲線を示す図であり、図７は、生石灰処理セメントを添加した砂質土の圧
縮応力－圧縮ひずみ曲線を示す図である。図８は、生石灰処理セメントと水とを練り混ぜ
て作成した供試体の圧縮強度に対し、生石灰処理セメントの添加量が与える影響を示す図
である。
【００２５】
　　本実施例では、表１に示すように、普通ポルトランドセメントと水とを水セメント比
０．５で混ぜ合わせて２１個のセメントペーストを作成し（１バッチの練混ぜ量は０．３
３Ｌとした）、それぞれのセメントペーストに対して生石灰の添加等を行った。具体的に
は、
・　Ｎｏ．１２，１５のセメントペーストには、セメント量の０．２％の凝結遅延形ＡＥ
減水剤を添加し、
・　Ｎｏ．１３，１６のセメントペーストには、セメント量の０．４％の凝結遅延形ＡＥ
減水剤を添加し、
・　その他のセメントペーストには凝結遅延形ＡＥ減水剤は添加せず、
・　全てのセメントペーストには表１に示す量の生石灰をそれぞれ添加し（但し、表中の
“Ｗ＊１．２５”は、セメントペースト中の水量の１．２５倍の生石灰を添加したことを
示す。また、生石灰には、粒径０．３ｍｍ、０．６ｍｍの２種類を用いた。さらに、Ｎｏ
．９、１０のセメントペーストには、それぞれ１４日間及び２８日間貯蔵しておいた生石
灰を使用し、他のセメントペーストには１日間だけ貯蔵しておいた生石灰を使用した。）
、
・　その後、２１個の全てのセメントペーストを２０℃の温度下で１分間練混ぜ、
・　各セメントペーストの層厚が均一になるようにバットに入れ、
それらを用いて、
(1)　セメントの粒度分布
(2)　セメントの５０％粒径、及びセメント密度
(3)　セメントの化学成分
(4)　圧縮強度
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(5)　未使用石灰の貯蔵
(6)　生石灰処理セメントの添加量と一軸圧縮強さ等との関係
について考察した。
【表１】

【００２６】
　　各セメントペーストに生石灰を添加すると、激しい発熱反応と共に水酸化カルシウム
が生成されるが、そのときの化学反応式は以下の通りである。
【化２】

【００２７】
　　この化学反応により各セメントペースト中の水分は除去されることになるが、その除
去の程度は、生石灰の添加量に応じて異なる。上記化学反応式より、１kgの水が化学反応
に消費されるには３．１２kgの量の生石灰添加が必要であることが分る。添加する生石灰
がその規定量よりも少ない場合には水が消費されずに（つまり、水酸化カルシウムとなら
ずに）残り、セメントと反応して水和生成物を形成することになる。本発明者が確認した
ところ、添加量を１．５倍以上（つまり、生石灰の添加量をセメントペースト中の水量の
１．５倍以上）とした場合には、生石灰添加後のセメントは灰白色を呈す粉体となって水
分は完全に除去されており、指で摘んでも塊とならなかったことが分った。一方、添加量
を１．２５倍あるいは１倍（つまり、生石灰の添加量をセメントペースト中の水量の１．
２５倍あるいは１倍）とした場合には、生石灰添加後のセメント（灰色）は、指で摘むと
団子状の塊となり、翌日には粉体中に少量の硬化したセメントペースト片が散在する状態
となっていて、水分が除去されずに残っていたことが確認できた。
【００２８】
　　次に、本発明者は、生石灰を添加していない状態の普通ポルトランドセメントの水和
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ンドセメント（水セメント比；Ｗ／Ｃ＝０．５）の水和発熱曲線を示す。図１より、注水
後およそ４分で第一の発熱ピークが現れ、それ以降発熱速度は次第に低下し、１１０分前
後で発熱速度は最小値となることが分る。この第一の発熱ピークは、最も活性の大きいア
ルミネート(Ｃ３Ａ)と石膏の反応により生成するエトリンガイトの生成熱やエーライト(
Ｃ３Ｓ)の表面の溶解熱、およびセメント中の遊離ＣａＯの水和熱などによると考えられ
る。その後、注水から２時間で発熱速度は増大に転じ、１２時間で第二の発熱ピークが現
れている。当然ながら生コンクリートは注水直後は混ぜ合わされている最中にあるので第
一の発熱ピークの影響は余り受けず、結局、第二の発熱ピークを迎える前の誘導期（つま
り、注水後約120分経過前）にセメント回収を完了させることが好ましい。なお、本発明
者は、実験的に、セメントペーストを１分間練混ぜた後、直ちに生石灰を添加し攪拌を５
分間行った。その結果、この５分で、フレッシュ状態のセメントペーストは全て粉末状態
となった。セメントに注水してから５～６分間は、上述のように第一の発熱ピークを迎え
るが、その時点でセメントの回収を終えることができた。
【００２９】
(1)　セメントの粒度分布について
【００３０】
　　次に、本発明者は、
・　上述のような生石灰添加により回収したセメント（以下、“生石灰処理セメント”と
する）の粒度分布
・　生石灰添加を行っていないときの普通ポルトランドセメント（以下、単に“普通ポル
トランドセメント”とする）の粒度分布
・　凍結乾燥法により回収したセメント（以下、“凍結乾燥処理セメント”とする）の粒
度分布
をレーザー光を用いてそれぞれ測定した。なお、図面や表では、適宜、
・　生石灰処理セメントをＬＴＣで示し、
・　普通ポルトランドセメントをＯＰＣで示し、
・　凍結乾燥処理セメントをＦＤＣで示す、
こととする。
【００３１】
　　図２は、それらのセメントの粒度分布測定結果を示したものであるが、この図より、
生石灰処理セメントの粒度分布（○印参照）は普通ポルトランドセメントの粒度分布（●
印参照）よりも粗いことが分った。
【００３２】
(2)　セメントの５０％粒径、及びセメント密度について
【００３３】
　　また、表２には、これら３種類のセメントの密度と５０％粒径とを整理した。この表
より、生石灰処理セメント（ＬＴＣ）の５０％粒径は２２．９０μｍであって、９．２３
μｍの普通ポルトランドセメント（ＯＰＣ）に比べてかなり大きいことが分る。このよう
に粒度が粗くなった要因としては、石灰処理後に生成した水酸化カルシウムの増加に加え
て、回収時の粉砕処理の程度が粒度に影響を及ぼしたためと考えられる。また、生石灰処
理セメント（ＬＴＣ）の密度は２．４３ｇ／ｃｍ３であって、普通ポルトランドセメント
（ＯＰＣ）の密度に比べて２３％低いことが分る。このように密度が低くなった理由は、
生石灰処理セメントの場合、水酸化カルシウムの生成により、該セメントの密度が水酸化
カルシウム自体の密度に近づいたためと考えられる。
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【表２】

【００３４】
(3)　セメントの化学成分について
【００３５】
　　次に、本発明者は、普通ポルトランドセメント４００ｇを水２００ｇで練混ぜたセメ
ントペーストに、その水量の１．５倍の生石灰３００ｇを加えて未水和セメント（水分が
完全に除去された状態の生石灰処理セメント）を回収し、普通ポルトランドセメント及び
生石灰処理セメントの化学成分の量を調べ、比較した（表３参照）。なお、生石灰処理セ
メントに関しては、化学成分の計算値も併記した。
【表３】

【００３６】
　　上記化学反応式によれば、生石灰３００ｇと反応する水は化学量論的には９６．４ｇ
で、この水和反応で３９６ｇの水酸化カルシウムが生成される。これより、回収後のセメ
ント粉末に占める元のセメントの比率(Cement/(Ca(OH)2+Cement))は、５０．２％となる
。残りの４９．８％の水分が全量、水酸化カルシウムとなるのであるが、示差熱分析より
算出したＣａ（ＯＨ）２は、４１．１％の分析結果を得た（表４）。

【表４】
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【００３７】
　　生石灰中のSiO2，Al2O3，Fe2O3の含有量は普通ポルトランドセメントの１／１３から
１／２３と極めて少ないため、生石灰処理セメント中のSiO2、AL2O3、Fe2O3、MgO、SO3、
Na2O、K2O、TiO2、MnOなどの成分は普通ポルトランドセメントのおよそ半分の値となる。
またＣａＯは、セメント中の含有分と生石灰中の含有分の値で、６７．３１％を示す。こ
の中で、強熱減量の値は、生石灰処理により回収したセメント（つまり、生石灰処理セメ
ント）では１７．１２％に増加している。
【００３８】
(4)圧縮強度試験について
【００３９】
(4-1)凝結遅延剤未添加
【００４０】
　　生石灰添加量や生石灰粒径の異なる生石灰処理セメント試料（表１のＮｏ．１－１，
１－２，２－１，２－２，３－１，３－２，４，５－１，５－２，６，７－１，７－２）
に水を混ぜ（セメントペースト作成時の水セメント比は表１に示したように０．５とし、
この圧縮強度試験のために、生石灰処理セメントと水とを練り混ぜる際の水セメント比は
０．４とした）、φ５０×１００mmの円柱供試体を作成し、標準養生（水中養生）の後に
材齢２８日における圧縮強度試験を行った。図３は、その結果を示したもので、縦軸には
圧縮強度を取り、横軸には、生石灰添加量を単位水量で割った値（以下、説明の便宜のた
め“生石灰添加比”と称することとする）を取っている。●印は、０．３ｍｍ以下の粒径
の生石灰を使用したとき（表１のＮｏ．１－１，２－１，３－１，４，５－１，６，７－
１）の圧縮強度－生石灰添加比の関係を示しており、○印は、０．６ｍｍ以下の粒径の生
石灰を使用したとき（表１のＮｏ．１－２，２－２，３－２，５－２，７－２）の圧縮強
度－生石灰添加比の関係を示している。
【００４１】
　　粒度が０．６ｍｍ以下の生石灰を用いた場合（図の○印）は、生石灰添加比が１のと
きの圧縮強度は０．３３Ｎ／ｍｍ２であり、生石灰添加比を１．２５に増やすと強度は１
４．９６Ｎ／ｍｍ２と上昇した。しかし、生石灰添加比を１．２５より大きくすると、圧
縮強度は上昇せずに低下してしまい、生石灰添加比を２．０以上とした場合には急激な強
度の低下をみる。なお、生石灰添加比が１．５以上のときには、脱型時にはひび割れは生
じなかったが、水中養生時には供試体が膨張して表面に多数の亀甲状のひび割れが生じた
。このひび割れは、供試体を形成する時点でも一部の生石灰が未反応のまま残ってしまっ
ていて、生石灰（粒状で、未反応のまま残っていた生石灰）が水（水中養生時に新たに供
試体中に浸透してきた水）と反応して消石灰に変化する現象に伴うものである。
【００４２】
　　粒度が０．３ｍｍ以下の生石灰を用いた場合（図の●印）は、生石灰添加比が１のと
きの圧縮強度は２．９８Ｎ／ｍｍ２であり、生石灰添加比が１．０～２．０までは生石灰
添加比を増加させると圧縮強度も増加する傾向にあり、生石灰添加比が１．５０のときは
１２．７３Ｎ／ｍｍ２で、生石灰添加比が２．０のときは１７．３３Ｎ／ｍｍ２であった
。しかし、生石灰添加比が２．０以上の範囲では、該添加比を増加させると圧縮強度は低
下してしまい、２．５で１５．２９Ｎ／ｍｍ２、３．１２では急激に減少して２．２７Ｎ
／ｍｍ２であった。なお、粒度が０．６ｍｍ以下の生石灰を用いた場合と異なり、水中養
生時にもひび割れは認められなかった。その理由は、生石灰の粒度が０．３ｍｍ以下と細
かいために、粒度が０．６ｍｍ以下の場合のように生石灰が未反応のまま残ってしまうこ
とが無いため（つまり、水中養生をするときまでには、ほとんど全ての生石灰が消石灰に
変化してしまっているため）、水中養生時に水が供試体中に浸透しても消石灰はほとんど
形成されなかったためと考えられる。
【００４３】
　　ところで、生石灰添加比が２．０以下の場合には、生石灰を添加し練混ぜた時点で発
熱するだけで、それ以降の工程では発熱はほとんど確認されなかった。これに対し、生石
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灰添加比を３．１２とした場合には、生石灰を添加し練混ぜた時点で発熱するだけでなく
、供試体作製時（つまり、生石灰処理セメントと水とを練混ぜた時）においても多量の発
熱が認められた。これは、添加直後の練混ぜだけでは全ての生石灰が反応し切れずに一部
の生石灰が未反応のまま残ってしまい、供試体作製時点で水と反応したためと考えられる
。
【００４４】
　　前記の化学反応式より、１ｋｇの水を全て水酸化カルシウムとするためには３．１２
ｋｇの生石灰が必要であり、理論的には、生石灰添加比が３．１２のときに圧縮強度が最
も高くなるものと考えられるが、実験では、３．１２よりも小さい生石灰添加比にて圧縮
強度が最も高くなっている。その理由としては、第一に、注水から生石灰添加までの間に
水和反応が進行しているため、単位水量を全て水酸化カルシウムにするために必要な生石
灰量よりも少なくなること、第二に、生石灰の添加量が最適添加量を超え単位水量の３．
１２倍とした場合には、水と反応できずに残った遊離生石灰が強度の期待できない六角板
晶の水酸化カルシウムを生成することが考えられる。
【００４５】
(4-2)　凝結遅延剤添加
【００４６】
　　次に、本発明者は、ＡＥ減水剤添加量の異なる生石灰処理セメント試料（生石灰添加
量がＷ＊１．５０のものでは、表１のＮｏ．１１～１３の３つの生石灰処理セメント試料
。生石灰添加量がＷ＊２．００のものでは、同表のＮｏ．１４～１６の３つの生石灰処理
セメント試料）に水を混ぜ（水セメント比は０．４とした）、上記(4-1) と同様の圧縮強
度試験を行った。その結果を図４に示す。横軸には、凝結遅延形ＡＥ減水剤の添加量（単
位は％であって、セメントを基準にした添加百分率）を取り、縦軸には圧縮強度を取って
いる。また、図中の“ＣａＯ＝１．５Ｈ２Ｏ”は、表１のＮｏ．１１～１３についての試
験結果を示しており、図中の“ＣａＯ＝２．０Ｈ２Ｏ”は、同表のＮｏ．１４～１６につ
いての試験結果を示している。生石灰の添加量を単位水量の１．５倍としたセメントペー
ストを使用した場合は、ＡＥ減水剤の添加率がセメント量の０．２％では、添加しないも
のよりも３８％強度が低下し、ＡＥ減水剤の添加率がセメント量の０．４％では、若干強
度が向上するものの、添加しないものよりも２２％の強度低下が起きていることが分る。
【００４７】
　　なお、ＡＥ減水剤を添加した場合の強度が、ＡＥ減水剤を添加しない場合の強度より
も低下する理由を、本発明者は次のように推察している。すなわち、ＡＥ減水剤を添加し
たフレッシュセメントペーストは、生石灰を混ぜたときに団粒状になり、粉砕作業が添加
しないものよりも難しい状態になる。このため、添加した生石灰がフレッシュセメントペ
ースト中の水と十分に反応できずに、余剰生石灰として回収セメント中に残ることになり
、これが強度低下の要因と考えられる。
【００４８】
　　生石灰の添加量を単位水量の２．０倍にした場合、ＡＥ減水剤の添加率がセメント量
の０．２％では、添加しないものよりも強度が低下するものの、ＡＥ減水剤の添加率がセ
メント量の０．４％では、強度が飛躍的に向上し、無添加の供試体よりも７％の強度増加
が期待できる。
【００４９】
(5)　未使用生石灰の貯蔵について
【００５０】
　　セメント回収用に用いる生石灰は、水や湿気と接触することで容易に反応が起こるた
めに、長期の貯蔵は避ける必要がある。そこで、０．３ｍｍ以下にふるい分けた生石灰を
ビニール袋に入れて密閉した状態で、１日、１４日および２８日間貯蔵して、生石灰の風
化によるセメント回収への影響を調べた（図５）。１４日間貯蔵した後にセメントを回収
した場合（表１のＮｏ．９)には、１日貯蔵した回収セメント（表１のＮｏ．８)よりも、
５．５％強度が低下し、２８日間（表１のＮｏ．１０)では７．７％の強度低下となる。
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生石灰はビニール袋に入れ、これを所定の貯蔵期間、鋼製の密閉容器に入れて保存したが
、空気中の湿気により生石灰の風化がわずかではあるが進行したことが、強度低下を引き
起こしたものと考えられる。このため、使用する生石灰は長期貯蔵を避けるとともに、で
きるだけ早期の使用を図る必要がある。
【００５１】
(6)　生石灰処理セメントの添加量と一軸圧縮強さ等との関係について
【００５２】
　　生石灰処理セメントは、十分な強度発現が期待できるため、地盤改良材やコンクリー
ト用の混和材として利用することが可能である。ここでは、地盤改良材として利用の可能
性について、砂質土を例に、検討を試みた。
【００５３】
　　含水比１６．２％の砂質土に生石灰処理セメントを添加したものを、φ５０×１００
ｍｍの鋼製モールドに突固めて供試体を作成し（但し、突固め回数は２５回とし、砂質土
等は３度に分けてモールド内に入れた）。なお、この供試体は３つ作成し、生石灰処理セ
メントの量は、それぞれ、１００ｋｇ／ｍ３、１５０ｋｇ／ｍ３および２００ｋｇ／ｍ３

と異ならせた。そして、脱型後に、供試体を水の入ったデシケータ内で湿気養生し、材齢
２８日における圧縮強度を測定した。また、対比のため、生石灰処理セメントを添加しな
い砂質土だけの供試体も３個作成した。
【００５４】
　　図６は、生石灰処理セメントを添加していない砂質土の圧縮応力－圧縮ひずみ曲線を
示す図であり、図７は、生石灰処理セメントを添加した砂質土の圧縮応力－圧縮ひずみ曲
線を示す図である。なお、図６中のＮｏ．１，２，３は上記３個の供試体（生石灰処理セ
メントを添加しない砂質土だけの供試体）の応力ひずみ曲線であり、図７中の実線は生石
灰処理セメントの量が１００ｋｇ／ｍ３の供試体、一点鎖線は１５０ｋｇ／ｍ３の供試体
、破線は２００ｋｇ／ｍ３の供試体の応力ひずみ曲線である。地盤改良材としての生石灰
処理セメントを混ぜていない、砂質土の一軸圧縮強さは５．４ｋＮ／ｍ２で、変形係数は
０．４１ＭＮ／ｍ２であった（図６）。生石灰処理セメントの添加量が１００ｋｇ／ｍ３

の供試体の一軸圧縮強さは２２８．８ｋＮ／ｍ２で破壊ひずみは０．６０％であった。生
石灰処理セメントの添加量が１５０ｋｇ／ｍ３の供試体の一軸圧縮強さは５１０．６ｋＮ
／ｍ２で破壊ひずみは０．５９％であった。さらに、生石灰処理セメントの添加量が２０
０ｋｇ／ｍ３の供試体の一軸圧縮強さは９５４．５ｋＮ／ｍ２で破壊ひずみは０．３９％
であった。生石灰処理セメントの添加量を増すにつれて、一軸圧縮強さは増加し脆性的な
性質を示すようになることが分った。
【００５５】
　　この砂質土に関しては、生石灰処理セメント（回収セメント）の添加量ＣL（ｋｇ／
ｍ３）と一軸圧縮強さqu（ｋＮ／ｍ２）の関係は、図８に示すようになり、次式で近似で
きることが分った。
【数１】

【００５６】
　　上式より、現場の設計強度を１６０ｋＮ／ｍ２とし、現場/室内の強さ比を０．５と
した場合の生石灰処理セメントの現場添加量としては、およそ１１８ｋｇ／ｍ３となる。
【００５７】
　　以上のことより、まだフレッシュ状態にあるセメントペーストに生石灰を最適量添加
することにより、水分を水酸化カルシウムに変化させることで、セメントペーストを未水
和セメントや水酸化カルシウムを含む粉末とすることができる。この水酸化カルシウムを
含む生石灰処理セメントは、水を加えた時に、再び水和反応が期待できるため、コンクリ
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ートの混和材料や地盤改良材としての利用が可能となることが判明した。
【００５８】
(7)　結論
【００５９】
　　以上の各種測定等から、以下の結論が得られた。
【００６０】
(7-1)生石灰処理セメントの粒度は、普通ポルトランドセメントよりも粗い粒度を示す。
この時の５０％粒径は普通ポルトランドセメントの９．２３μｍに対して、生石灰処理セ
メントでは２２．９０μｍである。また、生石灰処理セメントの密度は２．４３ｇ／ｃｍ
３で普通ポルトランドセメントより２３％低下する。
【００６１】
(7-2)　生石灰処理セメント中のＣａＯは、未水和状態にあるセメント中の含有分と生石
灰中の含有分の値で、６７．３１％を示す。この中で、強熱減量の値は、生石灰処理セメ
ントでは１７．１２％となる。
【００６２】
(7-3)　粒度が０．３ｍｍ以下の生石灰を用いた場合、生石灰添加比が１のときの圧縮強
度は２．９８Ｎ／ｍｍ２であり、生石灰添加比が１．０～２．０までは生石灰添加比を増
加させると圧縮強度も増加する傾向にあり、生石灰添加比が１．５０のときは１２．７３
Ｎ／ｍｍ２で、生石灰添加比が２．０のときは１７．３３Ｎ／ｍｍ２である。しかし、生
石灰添加比が２．０以上の範囲では、該添加比を増加させると圧縮強度は低下してしまい
、２．５で１５．２９Ｎ／ｍｍ２、３．１２では急激に減少して２．２７Ｎ／ｍｍ２であ
った。生石灰添加比が３．１２の場合には、再度注水して練混ぜた時に多量の発熱が認め
られた。
【００６３】
(7-4)　粒度が０．６ｍｍ以下の生石灰を用いた場合、生石灰添加比が１のときの圧縮強
度は０．３３Ｎ／ｍｍ２であり、生石灰添加比を１．２５に増やすと強度は１４．９６Ｎ
／ｍｍ２と上昇した。しかし、生石灰添加比を１．２５より大きくすると、圧縮強度は上
昇せずに低下してしまい、生石灰添加比を２．０以上とした場合には急激な強度の低下を
みた。なお、生石灰添加比が１．５以上のときには、水中養生時には供試体が膨張して表
面に多数の亀甲状のひび割れが生じた。
【００６４】
(7-5)　生石灰処理セメントに再び水を加えた場合に、強度発現が最大となるような生石
灰の最適添加量が存在する。粒径が０．３ｍｍ以下の生石灰を用いた場合には、単位水量
の２倍の生石灰を添加したときに、最大の強度発現が得られる。
【００６５】
(7-6)　生石灰処理セメントに水を練り混ぜた後の圧縮強度は、生石灰処理セメント作成
時におけるＡＥ減水剤の添加量の影響を受ける。例えば、生石灰処理セメントに表１のＮ
ｏ．１１－１３に示すもの（つまり、水セメント比を０．５とし、生石灰添加量をＷ＊１
．５０とし、生石灰粒径を０．３ｍｍとしたもの）を用いる場合、ＡＥ減水剤の添加率が
セメント量の０．２％では、添加しないものよりも３８％強度が低下し、ＡＥ減水剤の添
加率がセメント量の０．４％では、若干強度が向上するものの、添加しないものよりも２
２％の強度低下が起きている。凝結遅延剤を添加したフレッシュ状態のセメントペースト
は、生石灰を混ぜたときに団粒状になり、粉砕作業が添加しないものよりも難しい状態に
なる。
【００６６】
(7-7)　０．３ｍｍ以下にふるい分けた生石灰をビニール袋に入れて密閉した状態で長期
貯蔵した場合に、１４日間貯蔵した後にセメントを回収した場合には、１日貯蔵した回収
セメントよりも、５．５％強度が低下し、２８日間では７．７％の強度低下となり、風化
の影響を受ける。
【００６７】
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(7-8)　一軸圧縮強さで５．４ｋＮ／ｍ２期待できる砂質土に石灰処理により回収したセ
メントを添加して地盤改良した場合に、回収セメントを１００ｋｇ／ｍ３添加することで
材齢２８日における一軸圧縮強さは２２８．８ｋＮ／ｍ２得られる。回収セメントの添加
量を１５０ｋｇ／ｍ３および２００ｋｇ／ｍ３と増加させることにより、一軸圧縮強さは
５１０．６ｋＮ／ｍ２、９５４．５ｋＮ／ｍ２と増加し、地盤改良材としてその利用が可
能である。
【００６８】
(7-9)　本実験で使用した砂質土に対して、回収セメント添加量ＣL（ｋｇ／ｍ３）と一軸
圧縮強さqu（ｋＮ／ｍ２）の関係は次式で近似できる。
【数２】

【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】図１は、普通ポルトランドセメント（水セメント比；Ｗ／Ｃ＝０．５）の水和発
熱曲線を示す図である。
【図２】図２は、生石灰処理セメント、普通ポルトランドセメント及び凍結乾燥処理セメ
ントの粒度分布測定結果を示す図である。
【図３】図３は、生石灰処理セメントと水とを練り混ぜて作成した供試体の圧縮強度に対
し、生石灰添加量／単位水量や生石灰の粒度が与える影響を示す図である。
【図４】図４は、生石灰処理セメントと水とを練り混ぜて作成した供試体の圧縮強度に対
し、ＡＥ減水剤の添加量が与える影響を示す図である。
【図５】図５は、生石灰処理セメントと水とを練り混ぜて作成した供試体の圧縮強度に対
し、生石灰貯蔵期間が与える影響を示す図である。
【図６】図６は、生石灰処理セメントを添加していない砂質土の圧縮応力－圧縮ひずみ曲
線を示す図である。
【図７】図７は、生石灰処理セメントを添加した砂質土の圧縮応力－圧縮ひずみ曲線を示
す図である。
【図８】図８は、生石灰処理セメントと水とを練り混ぜて作成した供試体の圧縮強度に対
し、生石灰処理セメントの添加量が与える影響を示す図である。
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