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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　廃棄物及び発生土の少なくともいずれか一方を原料の一部として使用して製造された、
水硬率（Ｈ．Ｍ．）が２．１～２．３であり、ケイ酸率（Ｓ．Ｍ．）が２．０～２．２で
あり、鉄率（Ｉ．Ｍ．）が１．４～１．９であり、フリーライムの含有率が１．２～１．
６質量％である焼成物の粉砕物と、石膏を含むことを特徴とするセメント組成物。
【請求項２】
　高炉スラグ粉末、ポゾラン、及び石灰石粉末から選ばれる一種以上の無機粉末を含む、
請求項１に記載のセメント組成物。
【請求項３】
　上記セメント組成物中の全ＳＯ３量の割合が１．５～２．５質量％である請求項１又は
２に記載のセメント組成物。
【請求項４】
　上記セメント組成物に含まれる二水石膏と半水石膏の合計量中の半水石膏の量の割合が
、ＳＯ3換算で３０質量％以上であり、かつ、上記セメント組成物に含まれるＳＯ3の全量
中の二水石膏及び半水石膏中のＳＯ3量の割合が、４０質量％以上である、請求項１～３
のいずれか１項に記載のセメント組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、セメント組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　わが国では、経済成長や、都市部への人口の集中に伴い、産業廃棄物や一般廃棄物等が
急増している。従来、これらの廃棄物の大半は、焼却によって十分の一程度に減容化した
後に埋め立て処分されているが、最近では、埋め立て処分場の残余容量が逼迫しているこ
とから、新しい廃棄物処理方法の確立が緊急課題になっている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、産業廃棄物、一般廃棄物及び発生土から選ばれる一種以上を
原料として製造した水硬率（Ｈ．Ｍ．）が２．０～２．２、ケイ酸率（Ｓ．Ｍ．）が１．
３～２．３、鉄率（Ｉ．Ｍ．）が１．３～２．８である焼成物の粉砕物１００質量部と、
ＳＯ3換算で１～５質量部の石膏とからなる水硬性組成物であって、前記焼成物が、１．
０質量％以下のフッ素を含有し、該水硬性組成物中の全ＳＯ3に対する二水石膏及び半水
石膏中のＳＯ3の割合が６０～９０質量％であり、かつ、二水石膏及び半水石膏の合量に
対する半水石膏の割合がＳＯ3換算で５０質量％以上である水硬性組成物が記載されてい
る。
　また、特許文献２には、産業廃棄物、一般廃棄物及び建設発生土から選ばれる一種以上
を原料として製造した水硬率（Ｈ．Ｍ．）が２．０～２．２、ケイ酸率（Ｓ．Ｍ．）が１
．３～２．３、鉄率（Ｉ．Ｍ．）が１．３～２．８である焼成物の粉砕物１００質量部と
、ＳＯ3換算で１～５質量部の石膏と、高炉スラグ粉末１０～１５０質量部、フライアッ
シュ１０～１００質量部、石灰石粉末１０～１００質量部、珪石粉末１０～１００質量部
から選ばれる１種以上の無機粉末を含む水硬性組成物が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４１６６１７８号公報
【特許文献２】特許第４１７６６６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　原料として廃棄物等を多量に使用して製造されたセメントクリンカでは、普通ポルトラ
ンドセメントクリンカに比べてカルシウムアルミネートの含有率が大きくなり、当該セメ
ントクリンカを用いて調製されたモルタル、コンクリートまたはペースト（以下、「モル
タル等」ともいう。）の流動性や、強度発現性が低下する場合がある。
　この問題を改善するために、上述のとおり、例えば、特許文献１に記載の水硬性組成物
では、焼成物（セメントクリンカ）中のフッ素の含有率を特定の値以下にすることなどに
よって、モルタル等の流動性の向上を図っている。また、特許文献２に記載の水硬性組成
物では、高炉スラグ粉末等から選ばれる１種以上の無機粉末を特定の配合量で配合するこ
となどによって、モルタル等の流動性や、強度発現性の向上を図っている。
　特許文献１～２に記載されているような従来の技術と異なる技術によって、前記の問題
を改善することができれば、廃棄物等を使用してセメント組成物を調製する方法に関して
、選択の幅が広がり、好都合である。
　本発明の目的は、廃棄物等を原料の一部として使用することによって、廃棄物等の利用
の促進を図るとともに、モルタル等を調製した場合に当該モルタル等の流動性に優れ、か
つ強度発現性に優れたセメント組成物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者は、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、廃棄物及び発生土の少なく
ともいずれか一方を原料の一部として使用して製造された、水硬率（Ｈ．Ｍ．）、ケイ酸
率（Ｓ．Ｍ．）、鉄率（Ｉ．Ｍ．）およびフリーライムの含有率の各値が特定の数値範囲
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内である焼成物の粉砕物と、石膏とを含むセメント組成物によれば、上記課題を達成する
ことができることを見出し、本発明を完成した。
　すなわち、本発明は、以下の［１］～［４］を提供するものである。
［１］　廃棄物及び発生土の少なくともいずれか一方を原料の一部として使用して製造さ
れた、水硬率（Ｈ．Ｍ．）が２．０～２．４であり、ケイ酸率（Ｓ．Ｍ．）が１．９～２
．４であり、鉄率（Ｉ．Ｍ．）が１．３～２．０であり、フリーライムの含有率が１．０
質量％を超え、２．０質量％以下である焼成物の粉砕物と、石膏を含むことを特徴とする
セメント組成物。
［２］　高炉スラグ粉末、ポゾラン、及び石灰石粉末から選ばれる一種以上の無機粉末を
含む、前記［１］に記載のセメント組成物。
［３］　上記セメント組成物中の全ＳＯ３量の割合が１．５～２．５質量％である前記［
１］又は［２］に記載のセメント組成物。
［４］　上記セメント組成物に含まれる二水石膏と半水石膏の合計量中の半水石膏の量の
割合が、ＳＯ3換算で３０質量％以上であり、かつ、上記セメント組成物に含まれるＳＯ3

の全量中の二水石膏及び半水石膏中のＳＯ3量の割合が、４０質量％以上である、前記［
１］～［３］のいずれかに記載のセメント組成物。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明のセメント組成物によれば、廃棄物等を原料の一部として使用して製造された焼
成物（セメントクリンカ）を含んでいるにもかかわらず、流動性に優れるモルタル等を製
造することができる。
　また、本発明のセメント組成物は、廃棄物等を原料の一部として使用して製造された焼
成物（セメントクリンカ）を含んでいるにもかかわらず、強度発現性に優れる。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明のセメント組成物は、廃棄物及び発生土の少なくともいずれか一方を原料の一部
として使用して製造された、水硬率（Ｈ．Ｍ．）が２．０～２．４であり、ケイ酸率（Ｓ
．Ｍ．）が１．９～２．４であり、鉄率（Ｉ．Ｍ．）が１．３～２．０であり、フリーラ
イムの含有率が１．０質量％を超え、２．０質量％以下である焼成物の粉砕物と、石膏を
含むものである。
　なお、本明細書中、「セメント組成物」とは、上記焼成物の粉砕物と、石膏を含む粉末
状の混合物をいう。
【０００９】
　本発明で用いられる焼成物は、原料の一部として廃棄物及び発生土の少なくともいずれ
か一方を使用して製造されたものである。これによって、廃棄物等の有効利用を促進する
ことができる。
　本明細書中、「廃棄物」とは、産業廃棄物または一般廃棄物をいう。
　産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
　産業廃棄物の例としては、生コンスラッジ、各種汚泥（例えば、下水汚泥、浄水汚泥、
製鉄汚泥等）、コンクリート廃材、各種焼却灰（例えば、石炭灰）、鋳物砂、ロックウー
ル、廃ガラス、高炉２次灰等が挙げられる。
　一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
　一般廃棄物の例としては、下水汚泥乾粉、都市ごみ焼却灰、貝殻等が挙げられる。
　なお、「廃棄物」には、後述する「発生土」は含まれないものとする。
　本明細書中、「発生土」とは、建設工事に伴い副次的に発生する土砂（例えば、地盤の
掘削により生じるボーリング廃土）や汚泥（建設汚泥；例えば、地盤改良工事で生じる、
セメントミルクと掘削土の混合物）をいう。
【００１０】
　また、上記廃棄物及び発生土以外の焼成物の原料としては、一般的に用いられるポルト
ランドセメントクリンカ原料を使用する。具体的には、石灰石、生石灰、消石灰等のＣａ
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Ｏ含有原料；珪石、粘土等のＳｉＯ2含有原料；粘土等のＡｌ2Ｏ3含有原料；鉄滓、鉄ケ
ーキ等のＦｅ2Ｏ3含有原料等が挙げられる。
　焼成物の原料の全量（乾燥質量）中の、廃棄物または発生土の量（乾燥質量；廃棄物と
発生土を併用する場合は、これらの合計量）の割合は、廃棄物等の有効利用の促進、及び
、セメント組成物の品質の低下を防ぐ観点から、好ましくは２０～４０質量％、より好ま
しくは２０～３５質量％である。
【００１１】
　本発明で用いられる焼成物の水硬率（Ｈ．Ｍ．）は、２．０～２．４、好ましくは２．
１～２．３である。該水硬率が２．０未満であると、焼成物中の３ＣａＯ・Ａｌ２Ｏ３（
アルミネート相；以下、「Ｃ3Ａ」ともいう。）と４ＣａＯ・Ａｌ2Ｏ3・Ｆｅ2Ｏ3（フェ
ライト相；以下、「Ｃ4ＡＦ」ともいう。）の含有率が大きくなり、モルタル等の流動性
が低下する。該水硬率が２．４を超えると、セメント組成物の初期強度発現性は向上する
が、長期強度発現性は低下する。
【００１２】
　焼成物のケイ酸率（Ｓ．Ｍ．）は、１．９～２．４、好ましくは２．０～２．２である
。該ケイ酸率が１．９未満であると、焼成物中のＣ3ＡとＣ4ＡＦの含有率が大きくなり、
モルタル等の流動性が低下する。該ケイ酸率が２．４を超えると、モルタル等の流動性が
低下する。また、原料として使用できる産業廃棄物等の量が少なくなるので、好ましくな
い。
【００１３】
　焼成物の鉄率（Ｉ．Ｍ．）は、１．３～２．０、好ましくは１．４～１．９である。該
鉄率が１．３未満であると、モルタル等の流動性は向上するが、焼成物の粉砕性が低下す
る。該鉄率が２．０を超えると、焼成物中のＣ3Ａの含有率が大きくなり、モルタル等の
流動性が低下する。
【００１４】
　焼成物のフリーライムの含有率は、１．０質量％を超え、２．０質量％以下、好ましく
は１．１～１．８質量％、より好ましくは１．１～１．７質量％、特に好ましくは１．２
～１．６質量％である。該含有率が１．０質量％以下であると、モルタル等の流動性が低
下する。該含有率が２．０質量％を超えると、セメント組成物の強度発現性が低下する。
　なお、フリーライムの含有率は、「セメント協会標準試験方法　ＪＣＡＳ　Ｉ－０１」
に準じて測定することができる。
【００１５】
　焼成物中のフッ素量は、好ましくは１．０ｇ／ｋｇ以下、より好ましくは５００ｍｇ／
ｋｇ以下である。焼成物中のフッ素量を１．０ｇ／ｋｇ以下とすることで、セメント組成
物の水和熱を小さくすることができる。また、焼成物を製造する際に、焼成設備が詰まり
にくくなる。
【００１６】
　上記各原料を、得られる焼成物の水硬率（Ｈ．Ｍ．）、ケイ酸率（Ｓ．Ｍ．）、鉄率（
Ｉ．Ｍ．）が上述した数値範囲内となるように適宜混合して焼成することによって、本発
明で用いられる焼成物を得ることができる。
　各原料を混合する方法は、特に限定されるものではなく、慣用の装置等を用いることが
できる。
　また、焼成に用いる装置は、特に限定されるものではなく、例えば、ロータリーキルン
等を用いることができる。ロータリーキルンを用いて焼成する場合、燃料代替廃棄物とし
て、例えば廃油、廃タイヤ、廃プラスチック等を使用することができる。
【００１７】
　石膏としては、特に限定されず、例えば、二水石膏、α型又はβ型半水石膏、無水石膏
等が挙げられる。これらは単独で又は２種以上を組み合わせて使用することができる。
　本発明において、セメント組成物に含まれる二水石膏と半水石膏の合計量中の半水石膏
の量の割合は、ＳＯ3換算で好ましくは３０質量％以上、より好ましくは４０質量％以上
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、特に好ましくは４５質量％以上である。該割合が３０質量％以上であると、モルタル等
の流動性の向上や、セメント組成物の水和熱の低減を図ることができる。
【００１８】
　また、本発明において、セメント組成物に含まれるＳＯ3の全量中の二水石膏及び半水
石膏中のＳＯ3量の割合は、好ましくは４０質量％以上、より好ましくは５０～９５質量
％、特に好ましくは６０～９０質量％である。該割合が４０質量％以上であると、モルタ
ル等の流動性の向上や、セメント組成物の水和熱の低減を図ることができる。
　なお、二水石膏及び半水石膏の定量は、特開平６－２４２０３５号公報に記載される試
料容器を使用した熱分析（熱重量測定等）により行うことができる。また、セメント組成
物中の全ＳＯ3量の定量は、化学分析により行うことができる。
【００１９】
　本発明において、セメント組成物中の全ＳＯ３量の割合は、好ましくは１．５～２．５
質量％、より好ましくは１．７～２．３質量％である。該割合を前記数値範囲内とするこ
とにより、モルタル等の流動性が向上する。
【００２０】
　本発明のセメント組成物は、例えば、（１）焼成物と石膏を同時に粉砕する方法、（２
）焼成物を粉砕し、該粉砕物に、石膏を混合する方法等により製造することができる。
　（１）の製造方法の場合、焼成物と石膏を、ブレーン比表面積が、好ましくは２，５０
０～４，５００ｃｍ2／ｇ、より好ましくは３，０００～４，５００ｃｍ2／ｇとなるまで
粉砕する。
　（２）の製造方法の場合、焼成物を、ブレーン比表面積が、好ましくは２，５００～４
，５００ｃｍ2／ｇ、より好ましくは３，０００～４，５００ｃｍ2／ｇとなるまで粉砕す
る。また、石膏として、ブレーン比表面積が、好ましくは２，５００～１５，０００ｃｍ
2／ｇ、より好ましくは３，０００～１２，０００ｃｍ2／ｇであるものを使用する。
【００２１】
　本発明のセメント組成物は、さらに、高炉スラグ粉末、ポゾラン（例えば、珪石粉末、
石粉等の天然ポゾランや、フライアッシュ等の人工ポゾラン）、及び石灰石粉末から選ば
れる一種以上の無機粉末（以下、「高炉スラグ粉末等の無機粉末」ともいう。）を含むこ
とができる。
　中でも、モルタル等の流動性、セメント組成物の強度発現性、アルカリ骨材反応の抑制
効果、及び耐硫酸塩性の観点から、ポゾランが好ましい。ポゾランの中でも、天然ポゾラ
ンが特に好ましい。
【００２２】
　上記セメント組成物中の高炉スラグ粉末等の無機粉末の量は、該無機粉末の種類により
異なる。例えば、無機粉末が高炉スラグ粉末である場合、高炉スラグ粉末の量は、モルタ
ル等の流動性、セメント組成物の強度発現性、アルカリ骨材反応の抑制効果、及び耐硫酸
塩性等の観点から、焼成物の粉砕物と石膏の合計量１００質量部に対して、好ましくは１
０～１５０質量部、より好ましくは２０～１００質量部である。無機粉末がポゾランまた
は石灰石粉末である場合、ポゾランまたは石灰石粉末の量は、焼成物の粉砕物と石膏の合
計量１００質量部に対して、好ましくは１０～１００質量部、より好ましくは１５～８０
質量部、特に好ましくは１５～４０質量部である。
　無機粉末として、高炉スラグ粉末と石灰石粉末を併用する場合、モルタル等の流動性及
びセメント組成物の強度発現性等の観点から、高炉スラグ粉末の量は、焼成物の粉砕物と
石膏の合計量１００質量部に対して、好ましくは１０～１５０質量部であり、石灰石粉末
の量は、焼成物の粉砕物と石膏の合計量１００質量部に対して、好ましくは１～２０質量
部である。
【００２３】
　高炉スラグ粉末等の無機粉末と、焼成物の粉砕物と、石膏を含むセメント組成物は、例
えば、（１）焼成物と石膏を同時に粉砕し、該粉砕物と、高炉スラグ粉末等の無機粉末を
混合する方法、（２）焼成物を粉砕し、該粉砕物と、石膏と、高炉スラグ粉末等の無機粉
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末を混合する方法、（３）焼成物と、石膏と、高炉スラグ粉末等の無機粉末を同時に粉砕
する方法、等によって製造することができる。
【００２４】
　上記（１）の製造方法の場合、焼成物と石膏は、好ましくはブレーン比表面積が２，５
００～４，５００ｃｍ2／ｇ、より好ましくは３，０００～４，５００ｃｍ2／ｇとなるま
で粉砕する。また、高炉スラグ粉末等の無機粉末としては、好ましくはブレーン比表面積
が２，５００～１０，０００ｃｍ2／ｇ、より好ましくは３，０００～７，０００ｃｍ2／
ｇであるものを使用する。
　上記（２）の製造方法の場合、焼成物は、好ましくはブレーン比表面積が２，５００～
４，５００ｃｍ2／ｇ、より好ましくは３，０００～４，５００ｃｍ2／ｇとなるまで粉砕
する。また、石膏としては、好ましくはブレーン比表面積が２，５００～１５，０００ｃ
ｍ2／ｇ、より好ましくは３，０００～１２，０００ｃｍ2／ｇであるものを使用する。高
炉スラグ粉末等の無機粉末としては、好ましくはブレーン比表面積が２，５００～１０，
０００ｃｍ2／ｇ、より好ましくは３，０００～７，０００ｃｍ2／ｇであるものを使用す
る。
　上記（３）の製造方法の場合、焼成物と石膏と高炉スラグ粉末等の無機粉末は、好まし
くはブレーン比表面積が２，５００～４，５００ｃｍ2／ｇ、より好ましくは３，０００
～４，５００ｃｍ2／ｇとなるまで粉砕する。
【００２５】
　本発明において、セメント組成物のブレーン比表面積は、好ましくは２，５００～４，
５００ｃｍ2／ｇ、より好ましくは３，０００～４，５００ｃｍ2／ｇである。該ブレーン
比表面積が２，５００ｃｍ2／ｇ以上であれば、セメント組成物の強度発現性が向上する
。該ブレーン比表面積が４，５００ｃｍ2／ｇ以下であれば、モルタル等の流動性が向上
する。
【００２６】
　本発明のセメント組成物と、水と、必要に応じて配合される他の材料（例えば、細骨材
、粗骨材、減水剤等）を混合することによって、ペースト、モルタル又はコンクリートを
調製することができる。減水剤としては、リグニン系、ナフタレンスルホン酸系、メラミ
ン系もしくはポリカルボン酸系等の、減水剤、ＡＥ減水剤、高性能減水剤もしくは高性能
ＡＥ減水剤を使用することができる。
　モルタル又はコンクリートを調製する場合、骨材として、モルタルやコンクリートの製
造に使用される通常の細骨材（例えば、川砂、陸砂、砕砂等）や粗骨材（例えば、川砂利
、山砂利、砕石等）を使用することができる。
　また、骨材として、溶融スラグ（例えば、都市ゴミ、都市ゴミ焼却灰、及び下水汚泥焼
却灰から選ばれる一種以上を溶融して製造されたもの）、高炉スラグ、製鋼スラグ、銅ス
ラグ、碍子屑、ガラスカレット、陶磁器廃材、クリンカーアッシュ、廃レンガ、コンクリ
ート廃材等の廃棄物を使用することもできる。
　なお、必要に応じて、支障のない範囲内で、空気連行剤、消泡剤等の混和剤を使用して
もよい。
【００２７】
　ペースト、モルタル又はコンクリートの混練方法は、特に限定するものではなく、例え
ば、（１）各材料を一括してミキサに投入して１分以上混練する方法、（２）水以外の材
料をミキサに投入して空練りした後に、水を投入して１分以上混練する方法等で行うこと
ができる。
　混練に用いるミキサは、特に限定するものではなく、ホバートミキサ、パンタイプミキ
サ、二軸ミキサ等の慣用のミキサで混練すれば良い。
　ペースト、モルタル又はコンクリートの成形方法は、特に限定するものではなく、例え
ば、振動成形等を行えば良い。
　また、養生条件も、特に限定するものではなく、例えば、気中養生、蒸気養生等を行え
ば良い。
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【実施例】
【００２８】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定される
ものではない。
　使用材料は、以下に示すとおりである。
（１）　二水石膏：関東化学社製試薬
（２）　ポゾラン：天然ポゾラン（ブレーン比表面積：４，５００ｃｍ2／ｇ；化学組成
：表１に示すもの）
（３）　細骨材：「ＪＩＳ　Ｒ　５２０１（セメントの物理試験方法）」に定める標準砂
（４）　減水剤：ポリカルボン酸系高性能ＡＥ減水剤、ＢＡＳＦジャパン社製、商品名「
レオビルドＳＰ８Ｎ」
（５）　水：水道水
【００２９】
【表１】

【００３０】
［焼成物Ａ～Ｃの製造］
　原料として、廃棄物（下水汚泥、石炭灰）と、発生土と、石灰石等の一般のポルトラン
ドセメントクリンカ原料を使用して、表２に示す水硬率（Ｈ．Ｍ．）、ケイ酸率（Ｓ．Ｍ
．）および鉄率（Ｉ．Ｍ．）となるように原料を調合した。調合された原料を、小型ロー
タリーキルンを用いて、１，４００～１，５００℃で焼成して、焼成物Ａ～Ｃを製造した
。この際、燃料として一般的な重油のほかに、廃油や廃プラスチックを使用した。また、
各焼成物中のフリーライムの含有率とフッ素量を表２に示す。
【００３１】
【表２】

【００３２】
［実施例１］
　焼成物Ａと、排脱二水石膏と、該排脱二水石膏を１４０℃で加熱して得た半水石膏とを
、表３に示す配合で混合した後、バッチ式ボールミルを用いて粉砕して、ブレーン比表面
積が３，７００ｃｍ２／ｇのセメント組成物を得た。
　該セメント組成物、細骨材、水および減水剤を使用して、モルタルを調製し、以下の測
定方法に従って、フロー値、フローロス率及び圧縮強さを測定した。結果を表４に示す。
【００３３】
（１）フロー値及びフローロス率の測定
　混練直後及び混練後３０分間経過後のモルタルをフローコーン（上面直径５ｃｍ、下面
直径１０ｃｍ、高さ１５ｃｍ）に投入し、フローコーンを上方へ取り去った際のモルタル
の広がりを測定し、フロー値を求めた。なお、モルタルの配合は、水／セメント組成物（
質量）比＝０．３５、細骨材／セメント組成物（質量）比＝２．０、減水剤／セメント組
成物（質量）比＝０．０１２とした。また、モルタルの混練は、ホバートミキサを用いて
、細骨材と水を１分間低速で混練した後に、セメント組成物と減水剤を、セメント組成物
、減水剤の順に投入して、さらに１．５分間低速で混練し、１分間静置した後、さらに３
分間中速で混練することで行った。
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　フローロス率は、次の式を用いて算出した。
　フローロス率（％）＝１００×{（混練直後のフロー値）－（混練後３０分間経過後の
フロー値）}／{（混練直後のフロー値）－１００}
（２）圧縮強さの測定
　モルタルの圧縮強さ（材齢１日、３日、７日および２８日）を「ＪＩＳ　Ｒ　５２０１
（セメントの物理試験方法）」に準じて測定した。なお、モルタルの配合は、水／セメン
ト組成物（質量）比＝０．５、細骨材／セメント組成物（質量）比＝３．０とした。
【００３４】
［比較例１］
　表３に示す配合に従い、焼成物Ｂを使用して実施例１と同様にして、ブレーン比表面積
が３，３００ｃｍ２／ｇのセメント組成物を得た。
　該セメント組成物を用いて、実施例１と同様にして、フロー値、フローロス率および圧
縮強さを測定した。結果を表４に示す。
［比較例２］
　表３に示す配合に従い、焼成物Ｃを使用して実施例１と同様にして、ブレーン比表面積
が３，１３０ｃｍ２／ｇのセメント組成物を得た。
　該セメント組成物を用いて、実施例１と同様にして、フロー値、フローロス率および圧
縮強さを測定した。結果を表４に示す。
【００３５】
【表３】

【００３６】
【表４】

【００３７】
　表４から、本発明のセメント組成物（実施例１）は、フリーライムの含有率が１．０質
量％以下である焼成物Ｂを使用したセメント組成物（比較例１）、及びケイ酸率が２．４
よりも大きい焼成物Ｃを使用したセメント組成物（比較例２）よりも、モルタルの流動性
が良好であることがわかる。
　さらに、本発明のセメント組成物（実施例１）は、焼成物Ｂを使用したセメント組成物
（比較例１）よりも、初期強度（材齢１、３日における圧縮強さ）発現性に優れており、
長期強度（材齢２８日における圧縮強さ）発現性についてはほぼ同等であった。また、本
発明のセメント組成物（実施例１）は、焼成物Ｃを使用したセメント組成物（比較例２）
よりも強度発現性に優れている。
【００３８】
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［実施例２、比較例３］
　実施例１、比較例１の各々のセメント組成物１００質量部に対して、天然ポゾランを２
０質量部添加、混合してセメント組成物（実施例２、比較例３）を得た。該セメント組成
物、細骨材および水を使用して、モルタルを調製し、実施例１と同様にして圧縮強さ（材
齢１日、３日、７日および２８日）を測定した。結果を表５に示す。
【００３９】
【表５】

【００４０】
　表５から、本発明のセメント組成物（実施例２）は、フリーライムの含有率が１．０質
量％以下である焼成物Ｂを使用したセメント組成物（比較例３）よりも、初期強度発現性
が優れていることがわかる。
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