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(57)【要約】
【課題】本発明は、中庸熱セメントと同等の強度発現性を有し、かつ、中庸熱セメントよ
り水和熱が低いセメント組成物等を提供する。
【解決手段】本発明は、Ｃ３Ｓを４０～５０％、Ｃ２Ｓを３０～４０％、Ｃ３Ａを３～５
％、および、Ｃ４ＡＦを９～１３％含む低水和熱セメントクリンカであって、該クリンカ
１ｋｇ当たりのＭｏの含有量が３０ｍｇ以下である、低水和熱セメントクリンカを提供す
る。また、本発明は、前記低水和熱セメントクリンカ１００質量部に対し、石膏をＳＯ３

換算で１．５～５．０質量部含む、低水和熱セメント組成物などを提供する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｃ３Ｓを４０～５０％、Ｃ２Ｓを３０～４０％、Ｃ３Ａを３～５％、および、Ｃ４ＡＦ
を９～１３％含む低水和熱セメントクリンカであって、該クリンカ１ｋｇ当たりのＭｏの
含有量が３０ｍｇ以下である、低水和熱セメントクリンカ。
【請求項２】
　前記低水和熱セメントクリンカ１００質量部に対し、石膏をＳＯ３換算で１．５～５．
０質量部含む、低水和熱セメント組成物。
【請求項３】
　前記低水和熱セメント組成物１００質量部に対し、減水剤を固形分換算で０．１～５質
量部含む、請求項２に記載の低水和熱セメント組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水和熱の低いセメントクリンカと、これを含む低水和熱セメント組成物に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ダムや橋梁などのマスコンクリートは、セメントの水和熱により躯体の内部と表面の温
度差が大きくなるため、内部拘束による温度ひび割れが発生しやすい。このひび割れを抑
制するために、マスコンクリートには水和熱が小さい中庸熱ポルトランドセメント（以下
「中庸熱セメント」という。）や、低熱ポルトランドセメント（以下「低熱セメント」と
いう。）等が用いられている。これらの中でも、中庸熱セメントは、水和熱が低いにもか
かわらず強度発現性に優れているため、低熱セメントよりも多用されている。ちなみに、
セメント協会の２０１０年度の統計によれば、セメントの生産量は、中庸熱セメントでは
約７４万トンであるのに対し、低熱セメントでは約１６万トンである。
【０００３】
　一方、低熱セメントは、水和熱の低いセメント鉱物であるＣ２Ｓを４０質量％以上と多
く含むため、総発熱量は中庸熱セメントより少ないが、このＣ２Ｓが多い分、材齢初期の
強度発現に寄与するＣ３Ｓが少なく、初期強度発現性は中庸熱セメントよりも劣るという
課題がある。
【０００４】
　この課題を解決する手段として、例えば、特許文献１では、４０重量（質量）％以上の
Ｃ２Ｓと、６重量（質量）％以下のＣ３Ｓとを含有する高ビーライトセメント、および、
硬化促進剤であるギ酸カルシウムとを含む、低熱セメント組成物が提案されている。この
組成物は、高ビーライトセメント単独と比べ、材齢７日における圧縮強さが１．５倍程度
に向上するとされている（表２の実施例３～５）。
　しかし、一般に、初期強度発現性が高い場合には、水和の促進によりセメントの水和発
熱が上昇するから、材齢７日における強度増進率がこれ程までに高いと、該強度増進に相
応して該組成物の水和熱は高くなり、水和熱が低いという高ビーライトセメント（低熱セ
メント）本来の利点が損なわれる。したがって、強度発現性が元々低い鉱物組成からなる
低熱セメントにおいて、低い水和熱を維持しつつ強度増進を図ることは困難であると考え
られる。
　よって、低発熱性や強度発現性に優れ、生産量が多い中庸熱セメントクリンカの鉱物組
成をベースにして、水和熱がさらに低いクリンカが製造できれば、マスコンクリート用セ
メントとして有用性が極めて高いセメント組成物が得られると期待される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－３４３１６３号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、本発明は、中庸熱セメントと同等の強度発現性を有し、かつ、中庸熱セメ
ントより水和熱が低いセメント組成物等を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、セメントクリンカに含まれる微量成分が、セメントの水和熱や強度発現性
等の物性に与える影響について種々検討したところ、モリブデン（Ｍｏ）の含有量が特定
の割合以下であるセメントクリンカと特定量の石膏を含むセメント組成物は、前記課題を
解決できること、また、減水剤による流動性の向上効果が優れていることを見い出し、本
発明を完成させた。
【０００８】
　すなわち、本発明は、以下の［１］～［３］を提供する。なお、以下、「％」は特に示
さない限り「質量％」である。
［１］Ｃ３Ｓを４０～５０％、Ｃ２Ｓを３０～４０％、Ｃ３Ａを３～５％、および、Ｃ４

ＡＦを９～１３％含む低水和熱セメントクリンカであって、該クリンカ１ｋｇ当たりのＭ
ｏの含有量が３０ｍｇ以下である、低水和熱セメントクリンカ。
［２］前記低水和熱セメントクリンカ１００質量部に対し、石膏をＳＯ３換算で１．５～
５．０質量部含む、低水和熱セメント組成物。
［３］前記低水和熱セメント組成物１００質量部に対し、減水剤を固形分換算で０．１～
５質量部含む、請求項２に記載の低水和熱セメント組成物。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の低水和熱セメント組成物は、水和熱が中庸熱セメントよりも低く、強度発現性
は中庸熱セメントと同等であり、また、減水剤による流動性の向上効果が高い。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、本発明の低水和熱セメントクリンカ（以下「クリンカ」という。）、低水和熱
セメント組成物、および、これらの製造方法について詳細に説明する。
１．クリンカ
（１）セメント鉱物等の組成
　本発明のクリンカは、Ｃ３Ｓを４０～５０％、Ｃ２Ｓを３０～４０％、Ｃ３Ａを３～５
％、および、Ｃ４ＡＦを９～１３％含む低水和熱セメントクリンカであって、該クリンカ
１ｋｇ当たりのＭｏの含有量は３０ｍｇ以下である。セメント鉱物の組成やＭｏの含有量
が該範囲にあるクリンカと特定量の石膏を含むセメント組成物は、後記のように中庸熱セ
メントと比べ水和熱が低く強度発現性は同等である。また、該組成物は、後記のように減
水剤による流動性の向上効果が高い。
【００１１】
　本発明のクリンカのセメント鉱物組成は、好ましくは、Ｃ３Ｓが４２～４８％、Ｃ２Ｓ
が３２～３８％、Ｃ３Ａが３～４％およびＣ４ＡＦが１０～１３％である。
　また、本発明のクリンカ１ｋｇ当たりのＭｏの含有量は、好ましくは１～２０ｍｇであ
り、より好ましくは２～１５ｍｇであり、さらに好ましくは３～１０ｍｇである。クリン
カ原料として天然原料や廃棄物を用いる限り、Ｍｏはクリンカ原料中に不可避的に混入す
るため、Ｍｏの含有量をゼロにしようとするとコスト高になる。したがって、Ｍｏの含有
量は前記範囲が好適である。
　また、本発明のクリンカにおいて、水硬率は、好ましくは１．９～２．１、より好まし
くは１．９５～２．０７であり；ケイ酸率は、好ましくは２．９～３．２、より好ましく
は２．９５～３．１５であり；鉄率は、好ましくは０．８５～１．２、より好ましくは０
．９～１．１５である。
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【００１２】
　ここで、前記Ｃ３Ｓ、Ｃ２Ｓ、Ｃ３ＡおよびＣ４ＡＦの含有率は、下記のボーグ式（i
）～（iv）を用いて算出する。
Ｃ３Ｓ（％）＝４．０７×ＣａＯ（％）－７．６０×ＳｉＯ２（％）－６．７２×Ａｌ２

Ｏ３（％）－１．４３×Ｆｅ２Ｏ３（％）－２．８５×ＳＯ３（％）　　・・・（i）
Ｃ２Ｓ（％）＝２．８７×ＳｉＯ２（％）－０.７５４×Ｃ３Ｓ（％）　　・・・（ii）
Ｃ３Ａ（％）＝２．６５×Ａｌ２Ｏ３（％）－１．６９×Ｆｅ２Ｏ３（％）　　・・・（
iii）
Ｃ４ＡＦ（％）＝３．０４×Ｆｅ２Ｏ３（％）　　・・・（iv）
（式中の化学式は、クリンカの原料中またはクリンカ中における、化学式が表す化合物の
含有率を表す。）
【００１３】
２．低水和熱セメント組成物
　該組成物は、前記クリンカ１００質量部に対し、石膏をＳＯ３換算で１．５～５．０質
量部、好ましくは２．０～４．０質量部含むものである。石膏の含有量が１．５～５．０
質量部の範囲であれば、強度発現性が高く、流動性も良好である。
　ここで石膏は、特に制限されず、例えば、天然二水石膏、排煙脱硫石膏、リン酸石膏、
チタン石膏、フッ酸石膏、精錬石膏、半水石膏および無水石膏等から選ばれる、少なくと
も１種以上が挙げられる。また、石膏のブレーン比表面積は、２０００～５０００ｃｍ２

／ｇが好ましく、３０００～４０００ｃｍ２／ｇがより好ましい。該値が２０００～５０
００ｃｍ２／ｇの範囲を外れると、強度発現性が低下したり、水和熱が高くなるおそれが
ある。
　前記低水和熱セメント組成物は、さらに高炉スラグ、フライアッシュ、シリカヒューム
、石灰石粉末などの混合材を含むこともできる。
【００１４】
　さらに、本発明のセメント組成物は、中庸熱セメントと比べ減水剤による流動性の向上
効果が高い。例えば、後記のように、モルタルの流動性において、本発明のセメント組成
物は、中庸熱セメントと比べ混練後３０分で１３％程度まで向上する。
　前記減水剤として、ポリカルボン酸（塩）、ナフタレンスルホン酸（塩）、メラミンス
ルホン酸（塩）およびリグニンスルホン酸（塩）から選ばれる少なくとも１種以上が挙げ
られ、特に、ポリカルボン酸（塩）を用いた場合に、流動性の向上効果が高い傾向がある
。
　また、減水剤の含有量（添加量）は、本発明のセメント組成物１００質量部に対し固形
分換算で０．１～５質量部が好ましく、０．５～３質量部がより好ましい。該量が０．１
質量部未満では流動性の向上効果が小さく、５質量部を超えると該効果は飽和する傾向が
ある。
【００１５】
３．低水和熱セメント組成物等の製造方法
　該製造方法は、以下の（１）原料調合工程、（２）焼成工程、および、（３）仕上工程
を含むものである。
　（１）原料調合工程
　該工程では、カルシウム原料、ケイ素原料、アルミニウム原料および鉄原料等のクリン
カ原料を、前記（i）～（iv）式のボーグ式を用いて、前記セメント鉱物等の組成の範囲
になるように調合して調合原料を調製する。ここで、カルシウム原料として石灰石、生石
灰、消石灰等が、ケイ素原料として珪石、粘土等が、アルミニウム原料として粘土等が、
鉄原料として鉄滓、鉄ケーキ等が、イオウ原料として石膏等が挙げられる。
【００１６】
　前記クリンカ原料は、天然原料のほか、産業廃棄物、一般廃棄物および／または建設発
生土等の廃棄物を、クリンカ原料の一部代替として用いることができる。
　前記産業廃棄物として、例えば、石炭灰、生コンクリートスラッジ、建設汚泥、製鉄汚
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泥等の各種汚泥、ボーリング廃土、各種焼却灰、鋳物砂、ロックウール、高炉二次灰、建
設廃材、および、コンクリート廃材等が挙げられる。
　また、前記一般廃棄物として、例えば、浄水汚泥、下水汚泥、下水汚泥乾粉、都市ごみ
焼却灰、貝殻、および、下水汚泥焼却灰等が挙げられる。
　また、前記建設発生土として、建設現場や工事現場等から発生する土壌や残土等が挙げ
られる。
　一般に、Ｍｏは、産業廃棄物、一般廃棄物、建設発生土等の廃棄物や粘土等から持ち込
まれる場合が多いため、廃棄物をクリンカ原料の一部代替として用いる場合は、事前に廃
棄物中のＭｏの含有量を把握しておき、前記Ｍｏの含有量を超えない範囲で用いる。
　なお、調合原料の粉末度を調整する必要がある場合は、ボールミル等の原料粉砕機で所
定の粉末度になるまで粉砕して調整する。
【００１７】
　（２）焼成工程
　前記調合原料をロータリーキルン等の焼成炉で焼成した後、エアー・クエンチングクー
ラーなどで冷却することにより、本発明のクリンカが得られる。
　ここで、焼成温度は、１０００～１４５０℃が好ましく、１２００～１４００℃がより
好ましい。該温度が１０００～１４５０℃の範囲であれば、水硬性の高いセメント鉱物が
生成する傾向がある。また、焼成時間は、３０～１２０分が好ましく、４０～６０分がよ
り好ましい。該時間が３０分未満では焼成が十分でなく、１２０分を超えると生産性が低
下する。
【００１８】
　また、クリンカ中のＭｏの含有量が、前記範囲を超える場合は、調合原料の焼成工程に
おいて塩化揮発法や還元焼成法を用いて、Ｍｏの含有量を前記範囲内に調整することがで
きる。
　ここで、塩化揮発法とは、調合原料中に含まれるＭｏを、沸点の低い塩化物の形で揮発
させて除去する方法である。具体的には、該方法は、Ｍｏを含む調合原料に塩化カルシム
等の塩素源を添加して、ロータリーキルン等の焼成炉を用いて焼成し、生成したＭｏの塩
化物を揮発させて除去するものである。
　また、還元焼成法とは、調合原料中に含まれるＭｏを還元して、沸点の低い金属の形で
揮発させて除去する方法である。具体的には、該方法は、Ｍｏを含む調合原料を還元雰囲
気下で、および／または、還元剤を添加して、ロータリーキルン等の焼成炉を用いて焼成
してＭｏを還元し、この還元したＭｏを揮発させて除去するものである。
【００１９】
　（３）仕上工程
　前記クリンカに石膏を添加し、ボールミルやロッドミル等の粉砕機を用いて粉砕するこ
とにより、低水和熱セメント組成物が得られる。該組成物の粉末度は、強度発現性、作業
性およびコストなどの観点から、ブレーン比表面積で３０００～４０００ｃｍ２／ｇが好
ましく、３１００～３５００ｃｍ２／ｇがより好ましい。なお、混合方法として、前記の
混合粉砕のほかに、クリンカと石膏を別々に粉砕した後に、両者を混合してもよい。
　また、前記の粉砕の操作において、クリンカと石膏をそのまま粉砕してもよいが、好ま
しくは、粉砕効率を高めるために粉砕助剤を添加して粉砕する。該粉砕助剤として、ジエ
チレングリコール、トリエタノールアミンおよびトリイソプロパノールアミン等が挙げら
れる。これらの中でも、トリイソプロパノールアミンは、低水和熱セメント組成物の強度
発現性が向上するため、より好ましい。これらの粉砕助剤の添加比率は、クリンカ１００
質量部に対し０．０１～１質量部が好ましい。
【００２０】
　なお、本発明の低水和熱セメント組成物は、さらに、高炉スラグ粉末、フライアッシュ
、石灰石粉末、石炭灰、シリカ粉末、シリカフュームなどを、本発明の効果を奏する範囲
内で含んでもよい。
【実施例】
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【００２１】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定され
るものではない。
１．クリンカの製造
　クリンカ原料として、石灰石、粘土、鉄滓、および、化学組成とＭｏの含有量がそれぞ
れ異なる３種類の下水汚泥を用いた。また、調合原料は、クリンカ中のＭｏの含有量が表
１に示す値になるように、下水汚泥の混合量を調整して調合した。
　また、調合原料の焼成は、小型のロータリーキルンを用い、焼成温度が１４５０℃で、
クリンカ中のフリーライム（ｆ－ＣａＯ）量が０．２±０．２％になるように焼成時間を
調整して行った。得られたクリンカ１～５のセメント鉱物組成等を表１に示す。
【００２２】
２．低水和熱セメント組成物の製造
　表１に示すクリンカ１～５の１００質量部に対し、二水石膏（関東化学社製　試薬１級
）をＳＯ3換算で１．３質量部、および、半水石膏（関東化学社製　試薬１級）をＳＯ3換
算で１．３質量部添加した後、小型ミルで粉砕して、ブレーン比表面積が３２００±２０
０ｃｍ２／ｇのセメント組成物を製造した。
【００２３】
３．フロー値の測定
　前記セメント組成物、および、参考例として中庸熱セメントを用いてモルタルを調製し
、該モルタルの混練直後および混練後３０分経過時のフロー値を測定して、前記セメント
組成物等の流動性を求めた。具体的には、
（i）前記セメント組成物等を用いて、質量比で、細骨材／セメント（組成物）比＝２．
０、水／セメント（組成物）比＝０．３５、および、減水剤／セメント（組成物）比＝０
．００７（セメント組成物１００質量部に対し、減水剤は０．７質量部）のモルタルを、
ホバートミキサーを用いて低速で３分間混練した。
（ii）前記混錬したモルタルを、ＪＩＳ　Ａ　１１７１：２０００「ポリマーセメントモ
ルタルの試験方法」に規定する鋼製のスランプコーン（ミニスランプコーン）の中に投入
し、スランプコーンを上方へ取り去った時のモルタルの広がり（フロー値）を測定した。
　なお、前記細骨材はＪＩＳ　Ｒ　５２０１に規定する標準砂を、また、前記減水剤はポ
リカルボン酸系高性能ＡＥ減水剤（商品名：レオビルドＳＰ８Ｎ、ＢＡＳＦポゾリス社製
）を用いた。フロー値の測定結果を表１に示す。
【００２４】
４．水和熱と圧縮強度の測定
　前記セメント組成物等の水和熱と圧縮強度を、それぞれＪＩＳ　Ｒ　５２０１およびＪ
ＩＳ　Ｒ　５２０３に準じて測定した。これらの測定結果を表１に示す。
【００２５】
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【表１】

【００２６】
（１）流動性について
　表１に示すように、混練後３０分のモルタルのフロー値は、実施例であるクリンカ１～
４を含むセメント組成物では２９７～３２１ｍｍであるのに対し、比較例のセメント組成
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物では２８８ｍｍ、中庸熱セメントでは２８４ｍｍである。したがって、実施例のセメン
ト組成物の流動性は、比較例のセメント組成物と比べ最高で１１％程度、中庸熱セメント
と比べ最高で１３％程度向上している。
【００２７】
（２）水和熱について
　表１に示すように、水和熱は、実施例であるクリンカ１～４を含むセメント組成物では
材齢７日で２４５～２５７Ｊ／ｇ、材齢２８日で３０３～３１１Ｊ／ｇである。これに対
し、比較例のセメント組成物において材齢７日で２６６Ｊ／ｇ、材齢２８日で３２３Ｊ／
ｇであり、また、中庸熱セメントにおいて材齢７日で２６５Ｊ／ｇ、材齢２８日で３２６
Ｊ／ｇである。したがって、本発明のセメント組成物の水和熱は、比較例のセメント組成
物や中庸熱セメントと比べ、いずれも材齢７日において最高で８％程度、材齢２８日にお
いて最高で７％程度低い。
【００２８】
（３）圧縮強度について
　表１に示すように、圧縮強度は、実施例であるクリンカ１～４を含むセメント組成物で
は材齢３日で２０．０～２０．５Ｎ／ｍｍ２、材齢７日で３０．０～３０．７Ｎ／ｍｍ２

、材齢２８日で５６．０～５６．４Ｎ／ｍｍ２である。これに対し、中庸熱セメントにお
いて材齢３日で２０．２Ｎ／ｍｍ２、材齢７日で３０．３／ｍｍ２、材齢２８日で５６．
０／ｍｍ２である。したがって、本発明のセメント組成物の圧縮強度は、各材齢において
中庸熱セメントと同等である。
【００２９】
　したがって、以上の結果から、本発明の低水和熱セメント組成物は、減水剤による流動
性の向上効果が高く、水和熱が中庸熱セメントよりも低く、また、強度発現性が中庸熱セ
メントと同等であることがわかる。
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