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(57)【要約】
【課題】混練直後の流動性が良好でかつ流動性の経時変
化が小さい点で最適化されたコンクリート等を調製しう
るセメントを製造するための方法を提供する。
【解決手段】セメントクリンカーの粉砕物および石膏を
含むセメントの製造方法であって、セメントクリンカー
中の水溶性アルカリ成分の含有率の大きさに応じて、石
膏における二水石膏と半水石膏の合計量中の半水石膏の
割合を決定するセメントの製造方法。セメントクリンカ
ー中の水溶性アルカリ成分の含有率は、セメントクリン
カーの化学組成（ＭｇＯ、ＳＯ3、Ｎａ2Ｏ、Ｋ2Ｏ、）
および鉱物組成（エーライト、フェライト相）の各測定
値に基いて、推定値として算出されたものである。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セメントクリンカーの粉砕物および石膏を含むセメントの製造方法であって、上記セメ
ントクリンカー中の水溶性アルカリ成分の含有率の大きさに応じて、上記石膏における二
水石膏と半水石膏の合計量中の半水石膏の割合を決定することを特徴とするセメントの製
造方法。
【請求項２】
　上記セメントクリンカー中の水溶性アルカリ成分の含有率が、上記セメントクリンカー
の化学組成および鉱物組成の各測定値に基いて、推定値として算出されたものである請求
項１に記載のセメントの製造方法。
【請求項３】
　上記化学組成が、ＭｇＯ、ＳＯ3、Ｎａ2ＯおよびＫ2Ｏの各含有率であり、かつ、上記
鉱物組成が、エーライトおよびフェライト相の各含有率である請求項１又は２に記載のセ
メントの製造方法。
【請求項４】
　上記半水石膏の割合が、上記水溶性アルカリ成分の含有率を、水溶性アルカリ成分の含
有率と半水石膏の割合の関係式である予め定められた近似式に適用することによって決定
される請求項１～３のいずれか１項に記載のセメントの製造方法。
【請求項５】
　セメントの連続的な製造のために供給中のセメントクリンカーを対象にして、該セメン
トクリンカー中の水溶性アルカリ成分の含有率を、１時間当たり、１回以上の頻度で求め
、その結果に応じて、該セメントクリンカーと混合される石膏における二水石膏と半水石
膏の合計量中の半水石膏の割合を適宜変更する請求項１～４のいずれか１項に記載のセメ
ントの製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セメントの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、セメント、水等を混練して調製した直後のコンクリートの流動性は、セメン
ト混和剤（例えば、減水剤）の添加量や単位水量を調整する等の方法によって制御するこ
とができる。
　しかし、スランプロスやスランプフローロスとして評価されるコンクリートの流動性の
経時変化については、使用されるセメントの特性に因るところが大きいため、上述したセ
メント混和剤の添加量の調整等のみによって制御することは困難である。
　ここで、コンクリートの流動性の混練直後の状態が良好（スランプロスが大きい又はフ
ロー値が高いこと）でかつ経時変化（混練直後からの流動性の経時的な低下の度合い）が
小さいほど、良好な作業性を有する時間をより長く確保することができ、コンクリートの
物性が良好であると言える。
【０００３】
　流動性の経時変化が小さいセメント含有組成物として、例えば、特許文献１には、ポリ
カルボン酸系の減水剤を配合した水硬性配合物において、水硬性結合材が、水溶性アルカ
リ含有量が０．２５％以下のポルトランドセメントであることを特徴とする水硬性配合物
が記載されている。
　また、特許文献２には、２水石膏及び半水石膏の合量に占める半水石膏の割合がＳＯ3

換算で７０質量％以上で、かつ半水石膏含有量がＳＯ3換算で１．２質量％を越えるポル
トランドセメント、ポリカルボン酸系高性能減水剤及び水を含むことを特徴とする水硬性
組成物が記載されている。



(3) JP 2016-183060 A 2016.10.20

10

20

30

40

50

　さらに、特許文献３には、セメントクリンカーと石膏とを含有するセメント組成物であ
って、前記セメント組成物中の半水石膏量が０．２～３．５質量％、半水石膏と二水石膏
の合量に対する半水石膏の割合が５０～９５質量％、及び水溶性アルカリ量が０．１７～
０．３２質量％であることを特徴とするセメント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】特開平１１－３０２０６２号公報
【特許文献２】特開２００４－１９６６２４号公報
【特許文献３】特開２００７－０４５６４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１～３に記載されたセメント含有組成物は、セメント含有組成物中の水溶性ア
ルカリ成分の量や、石膏における二水石膏と半水石膏の合計量中の半水石膏の割合（以下
、「石膏半水化率」ともいう。）が特定の数値範囲内となるように調整されたものである
。
　しかし、水溶性アルカリ成分の量や石膏半水化率が特定の数値範囲内であるセメント含
有組成物であっても、該組成物に含まれるセメントクリンカーの鉱物組成等によって、該
組成物を用いてなるコンクリート等の流動性の経時変化が異なるため、流動性の経時変化
が最も小さなセメント含有組成物を確実に得ることは、困難である。
【０００６】
　また、セメントクリンカー中の水溶性アルカリ成分は、複雑な過程を経て生成されるた
め、水硬性配合物（セメント組成物）中の水溶性アルカリ成分の量を、特許文献１、３に
記載されている数値範囲内（例えば、０．２５％以下）となるように調整することは、実
際には困難である。
　すなわち、セメントクリンカーの製造工程において、原料および燃料によって焼成工程
に持ち込まれたアルカリ（Ｎａ、Ｋ）および硫黄は、ＣａＯ、Ａｌ2Ｏ3、Ｆｅ2Ｏ3、Ｍｇ
Ｏ等と液相を形成した後、まず、２ＣａＯ・ＳｉＯ2（ビーライト；以下、「Ｃ2Ｓ」とも
いう。）および３ＣａＯ・ＳｉＯ2（エーライト；以下、「Ｃ3Ｓ」ともいう。）の生成過
程において、それらの結晶構造中に固溶する。次いで、Ｃ2ＳやＣ3Ｓに固溶せずに、液相
中に残ったアルカリおよび硫黄は、セメントクリンカーの冷却過程において生成する３Ｃ
ａＯ・Ａｌ2Ｏ3（アルミネート相；以下、「Ｃ3Ａ」ともいう。）および４ＣａＯ・Ａｌ2

Ｏ3・Ｆｅ2Ｏ3（フェライト相；以下、「Ｃ4ＡＦ」ともいう。）の結晶構造中に固溶する
。このような過程を経た後、液相中に残存するアルカリおよび硫黄から水溶性アルカリ成
分（硫酸アルカリ）が形成される。
　このように、セメントクリンカー中の水溶性アルカリ成分は、複雑な過程を経て生成さ
れるものであり、それゆえ、水溶性アルカリ成分の量を自在に調整することは、実際には
困難である。
【０００７】
　さらに、セメントクリンカー中の水溶性アルカリ成分の量は、蛍光Ｘ線分析によって直
接的に測定することができないため、リアルタイムで短時間毎に調整することができない
。
　すなわち、セメントクリンカー中の水溶性アルカリ成分の量を測定するための方法とし
ては、セメント協会標準試験方法「ＪＣＡＳ　Ｉ－０４（セメントの水溶性成分の分析方
法）」に記載された方法が挙げられる。この方法を用いた測定には、試料の煩雑な前処理
を含めて、約１時間が必要である。このため、この方法は、セメント製造工場における品
質管理に必要なリアルタイムな測定方法としては適当でない。
【０００８】
　一方、石膏半水化率は、直接的な指標として、セメント製造工場のオンライン分析シス
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テムにおいて得られた鉱物組成を用いたり、間接的な指標として、ミルから排出された粉
体の温度等に基いて、セメントの仕上粉砕工程におけるミル内の通風量や散水量等を制御
することなどによって、高い精度で調整することができる。
　なお、現在、多くのセメント製造工場では、蛍光Ｘ線分析装置やＸ線回折分析装置等を
用いて、セメントクリンカーやセメント等を、オンラインで分析するシステムが構築され
ている。このシステムにおいては、リアルタイムでセメントクリンカー等の化学組成や鉱
物組成等を測定することができる。セメントの石膏半水化率も、セメント中の二水石膏量
と半水石膏量をＸ線回折－リートベルト法等によって測定することで、リアルタイムに算
出することができる。
【０００９】
　本発明の目的は、混練直後の流動性が良好でかつ流動性の経時変化が小さい点で最適化
されたコンクリート等を調製しうるセメントを製造するための方法を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　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、セメントクリンカーの粉砕
物および石膏を含むセメントの製造方法であって、セメントクリンカー中の水溶性アルカ
リ成分の含有率に応じて、石膏半水化率（石膏における二水石膏と半水石膏の合計量中の
半水石膏の割合）を決定するセメントの製造方法によれば、本発明の目的を達成できるこ
とを見出し、本発明を完成した。
【００１１】
　すなわち、本発明は、以下の［１］～［５］を提供するものである。
［１］　セメントクリンカーの粉砕物および石膏を含むセメントの製造方法であって、上
記セメントクリンカー中の水溶性アルカリ成分の含有率の大きさに応じて、上記石膏にお
ける二水石膏と半水石膏の合計量中の半水石膏の割合を決定することを特徴とするセメン
トの製造方法。
［２］　上記セメントクリンカー中の水溶性アルカリ成分の含有率が、上記セメントクリ
ンカーの化学組成および鉱物組成の各測定値に基いて、推定値として算出されたものであ
る前記［１］に記載のセメントの製造方法。
［３］　上記化学組成が、ＭｇＯ、ＳＯ3、Ｎａ2ＯおよびＫ2Ｏの各含有率であり、かつ
、上記鉱物組成が、エーライト（３ＣａＯ・ＳｉＯ2；Ｃ3Ｓ）およびフェライト相（４Ｃ
ａＯ・Ａｌ2Ｏ3・Ｆｅ2Ｏ3；Ｃ4ＡＦ）の各含有率である前記［１］又は［２］に記載の
セメントの製造方法。
［４］　上記半水石膏の割合が、上記水溶性アルカリ成分の含有率を、水溶性アルカリ成
分の含有率と半水石膏の割合の関係式である予め定められた近似式に適用することによっ
て決定される前記［１］～［３］のいずれかに記載のセメントの製造方法。
［５］　セメントの連続的な製造のために供給中のセメントクリンカーを対象にして、該
セメントクリンカー中の水溶性アルカリ成分の含有率を、１時間当たり、１回以上の頻度
で求め、その結果に応じて、該セメントクリンカーと混合される石膏における二水石膏と
半水石膏の合計量中の半水石膏の割合を適宜変更する前記［１］～［４］のいずれかに記
載のセメントの製造方法。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、調整の困難な水溶性アルカリ成分の含有率を調整せずに、調整の容易
な石膏半水化率（石膏における二水石膏と半水石膏の合計量中の半水石膏の割合）を調整
するだけで、混練直後の流動性が良好でかつ流動性の経時変化が小さい点で最適化された
コンクリート等を調製しうるセメントを製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】水溶性アルカリ成分の含有率の推定値と水溶性アルカリ成分の含有率の実測値と
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の関係を示すグラフである。
【図２】水溶性アルカリ成分の含有率と、セメントの流動性の経時変化を最も良好にする
ことができる石膏半水化率との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明のセメントの製造方法は、セメントクリンカーの粉砕物および石膏を含むセメン
トの製造方法であって、セメントクリンカー中の水溶性アルカリ成分の含有率の大きさに
応じて、石膏半水化率（石膏における二水石膏と半水石膏の合計量中の半水石膏の割合）
を決定するものである。
　本発明の製造方法において用いられるセメントクリンカーは、特に限定されるものでは
なく、例えば、普通ポルトランドセメントクリンカー、早強ポルトランドセメントクリン
カー、中庸熱ポルトランドセメントクリンカー、及び、低熱ポルトランドセメントクリン
カー等の各種ポルトランドセメントクリンカーを使用することができる。
【００１５】
　本発明の製造方法では、セメントクリンカー中の水溶性アルカリ成分の含有率の大きさ
に応じて、セメントの石膏半水化率を決定し、セメントの製造工程（セメントクリンカー
への石膏の添加の工程）において、この決定された石膏半水化率を満たすようにセメント
の粉砕工程を制御することによって、得られるセメントの物性（具体的には、水等と混練
してコンクリート等を調製した場合における混練直後の流動性が良好でかつその後の経時
変化が小さいこと）を最適化することができる。
【００１６】
　セメントクリンカー中の水溶性アルカリ成分（硫酸ナトリウムおよび硫酸カリウム）の
含有率は、セメントクリンカーの化学組成および鉱物組成の各測定値に基いて、推定値と
して算出することができる。
　この推定値の算出は、セメントクリンカーの化学組成および鉱物組成の各測定値を、セ
メントクリンカーの化学組成および鉱物組成の各測定値とセメントクリンカー中の水溶性
アルカリ成分の含有率の関係式である、予め定められた推定式に適用することによって行
われる。
【００１７】
　上記推定式は、予め、複数の種類のセメントクリンカーを用いて定めることができる。
具体的には、セメントクリンカーの化学組成および鉱物組成の各測定値と、セメントクリ
ンカー中の水溶性アルカリ成分の含有率の実測値から、重回帰分析を用いて、上記各測定
値と上記水溶性アルカリ成分の含有率の実測値の関係式である、水溶性アルカリ成分の含
有率の推定式を得ることができる。
　ここで、水溶性アルカリ成分の含有率の推定式は、硫酸ナトリウムの含有率の推定式と
硫酸カリウムの推定式をそれぞれ定めた後、下記式（１）から求めることができる。
　［水溶性アルカリ成分（ｓ－Ｒ2Ｏ）の含有率］（質量％）＝［硫酸ナトリウム（Ｎａ2

ＳＯ４）の含有率］（質量％）＋［硫酸カリウム（Ｋ2ＳＯ４）の含有率］（質量％）×
０．６５８・・・（１）
　水溶性アルカリ成分の含有率の推定式を定めるために用いられる、セメントクリンカー
の化学組成および鉱物組成の測定値としては、例えば、化学組成として、ＭｇＯ、ＳＯ3

、Ｎａ2Ｏ、Ｋ2Ｏが挙げられ、また、鉱物組成として、Ｃ3Ｓ（エーライト）、Ｃ4ＡＦ（
アルミネート相）が挙げられる。
　また、推定式を定めるために用いられるセメントクリンカーの種類の数は、より高い精
度で水溶性アルカリ成分の含有率を推定する観点から、好ましくは５以上、より好ましく
は１０以上である。
【００１８】
　従来、セメントクリンカー中の水溶性アルカリ成分の含有率は、セメント製造工場のオ
ンライン分析システムにおいてリアルタイムに直接、測定することができないものである
。この点、本発明では、予め定められた推定式を用いることで、セメントクリンカー中の
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水溶性アルカリ成分の含有率を、セメントクリンカーの化学組成（ＭｇＯ、ＳＯ3、Ｎａ2

Ｏ、Ｋ2Ｏ）および鉱物組成（Ｃ3Ｓ、Ｃ4ＡＦ）の各測定値（セメント製造工場のオンラ
イン分析システムにおいてリアルタイムで測定することができるもの）のみに基いて、高
い精度でかつ短時間（リアルタイム）で推定値として算出することができる。
【００１９】
　セメントの石膏半水化率（石膏における二水石膏と半水石膏の合計量中の半水石膏の割
合）の決定は、セメントクリンカー中の水溶性アルカリ成分の含有率を、水溶性アルカリ
成分の含有率とセメントの石膏半水化率の関係式である予め定められた近似式に適用する
ことによって行われる。
　近似式は、予め、複数の種類のセメントを用いて定めることができる。具体的には、セ
メントの物性（具体的には、コンクリート等の混練直後の流動性が良好でかつその後の経
時変化が小さいこと）が最も良好となるセメントクリンカー中の水溶性アルカリ成分の含
有率と、石膏半水化率の組み合わせから、重回帰分析を用いて、セメントクリンカー中の
水溶性アルカリ成分の含有率とセメントの石膏半水化率の関係式である近似式を得ること
ができる。
　近似式を定めるために用いられるセメントの種類の数は、より高い精度で、本発明が目
的とするセメントを得る観点から、好ましくは５以上、より好ましくは１０以上である。
　予め求めた近似式に、本発明の対象であるセメントクリンカー中の水溶性アルカリ成分
の含有率を適用することによって、得られるセメントの物性（具体的には、コンクリート
等の混練直後の流動性およびその後の経時変化）を最適化するための石膏半水化率を求め
ることができる。
【００２０】
　セメント製造工場において、セメントの連続的な製造のために供給中のセメントクリン
カーを対象として、該セメントクリンカー中の水溶性アルカリ成分の含有率を、１時間当
たり、１回以上、より好ましくは２回以上、さらに好ましくは３回以上の頻度で、本発明
を適用して、目標とする石膏半水化率を短い周期で確認することは、本発明が目的とする
セメントを安定的に製造する観点から、望ましい。
　また、セメントを製造する際には、まずセメントクリンカーサイロに貯蔵された、粉砕
に供するセメントクリンカー中の水溶性アルカリ成分の含有率の代表値から、セメント粉
砕工程開始段階における目標とする石膏半水化率を定め、セメントの粉砕が開始された後
には、セメント製造工場のオンライン分析システムにおいてリアルタイムで得られる、粉
砕されたセメントの化学組成（ＭｇＯ、ＳＯ3、Ｎａ2Ｏ、Ｋ2Ｏ）および鉱物組成（Ｃ3Ｓ
、Ｃ4ＡＦ）の各測定値を用いて、セメントクリンカー中の水溶性アルカリ成分の含有率
を算出し、得られた含有率の大きさに応じて、適宜、目標とする石膏半水化率を更新し、
その更新された目標値となるようにセメントの粉砕工程において必要な制御をすればよい
。
【実施例】
【００２１】
［実施例］
　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。
［セメントクリンカー中の水溶性アルカリ成分の含有率の推定］
　普通ポルトランドセメントクリンカー（太平洋セメント社製）６種（試料ａ－１～ａ－
６）、早強ポルトランドセメントクリンカー（太平洋セメント社製）４種（試料ｂ－１～
ｂ－４）、中庸熱ポルトランドセメントクリンカー（太平洋セメント社製）８種（試料ｃ
－１～ｃ－８）、低熱ポルトランドセメントクリンカー（太平洋セメント社製）３種（試
料ｄ－１～ｄ－３）について、これら２１種のポルトランドセメントクリンカーの鉱物組
成を、Ｘ線回折装置（ブルカー・エイエックス社製、「Ｄ８　ＡＤＶＡＮＣＥ」）を用い
たリートベルト解析によって測定した。リートベルト解析には、解析ソフトウェア（ブル
カー・エイエックス社製、「ＤＩＦＦＲＡＣｐｌｕｓＴＯＰＡＳ（Ｖｅｒ．３）」）を使
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　また、これら２１種のポルトランドセメントクリンカーの化学組成を、水溶性アルカリ
成分以外の成分（ＭｇＯ、ＳＯ3、Ｎａ2Ｏ、Ｋ2Ｏ、Ｒ2Ｏ）については、「ＪＩＳ　Ｒ　
５２０４（セメントの蛍光Ｘ線分析方法）」に準拠し、水溶性アルカリ成分（Ｎａ2ＳＯ4

、Ｋ2ＳＯ4、ｓ－Ｒ2Ｏ）については、セメント協会標準試験方法「ＪＣＡＳ　Ｉ－０４
（セメントの水溶性成分の分析方法）」に準拠して測定した。
　結果を表１及び表２に示す。
【００２２】
【表１】

【００２３】
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【表２】

【００２４】
　表１及び表２に示す実測値を用いて、重回帰分析を行った結果、以下の推定式（２）～
（３）を導き出した。また、推定式（２）～（３）を上記式（１）に代入して、水溶性ア
ルカリ成分の含有率の推定式（４）を導き出した。
（ｉ）　硫酸ナトリウム（Ｎａ2ＳＯ４）の含有率の推定式
　硫酸ナトリウム（Ｎａ2ＳＯ４）＝０．０１９×ＭｇＯ＋０．０５８×ＳＯ3＋０．３７
９×Ｎａ2Ｏ＋０．００１×Ｃ3Ｓ－０．００２×Ｃ4ＡＦ－０．０８８　・・・（２）
（ｉｉ）　硫酸カリウム（Ｋ2ＳＯ４）の含有率の推定式
　硫酸カリウム（Ｋ2ＳＯ４）＝０．００６×ＭｇＯ＋０．０９８×ＳＯ3＋０．７８２×
Ｋ2Ｏ＋０．００４×Ｃ3Ｓ－０．００１×Ｃ4ＡＦ－０．３２４　・・・（３）
（ｉｉｉ）　水溶性アルカリ成分（ｓ－Ｒ2Ｏ）の含有率の推定式
　水溶性アルカリ成分（ｓ－Ｒ2Ｏ）＝０．０２３×ＭｇＯ＋０．１２２×ＳＯ3＋０．３
７９×Ｎａ2Ｏ＋０．５１４×Ｋ2Ｏ＋０．００３×Ｃ3Ｓ－０．００３×Ｃ4ＡＦ－０．３
０２　・・・（４）
【００２５】
　上記式（２）～（４）及び表１に示すデータを用いて、硫酸ナトリウム、硫酸カリウム
、及び水溶性アルカリ成分の含有率の推定値を算出した。結果を表２に示す。
　硫酸ナトリウムの推定値と実測値の組み合わせから、最小二乗法を用いて、硫酸ナトリ
ウムの推定値と硫酸ナトリウムの実測値との関係を示す関係式を導き出した。得られた関
係式の決定係数は０．９２３３であった。
　硫酸カリウムについて、硫酸ナトリウムと同様にして関係式を導き出した。得られた関
係式の決定係数は、０．９６４７であった。
　硫酸ナトリウムに関する上記関係式と、硫酸カリウムに関する上記関係式とに基いて、
水溶性アルカリ成分に関する関係式を導き出した。得られた関係式の決定係数は、０．９
６５９であった。結果を図１に示す。
　決定係数の数値から、セメントクリンカーの化学組成（ＭｇＯ、ＳＯ3、Ｎａ2Ｏおよび
Ｋ2Ｏ）および鉱物組成（Ｃ3ＳおよびＣ4ＡＦ）の各データを用いることで、セメントク
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、高い精度で推定できることがわかる。
【００２６】
［水溶性アルカリ成分の含有率と石膏半水化率の関係式の設定］
　普通ポルトランドセメント（太平洋セメント社製）１０種（試料Ａ－１～Ａ－１０）、
早強ポルトランドセメント（太平洋セメント社製）４種（試料Ｂ－１～Ｂ－４）、中庸熱
ポルトランドセメント（太平洋セメント社製）３種（試料Ｃ－１～Ｃ－３）、低熱ポルト
ランドセメント（太平洋セメント社製）３種（試料Ｄ－１～Ｄ－３）について、これら２
０種のポルトランドセメントに含まれるセメントクリンカーの化学組成を測定した。この
際、水溶性アルカリ成分以外の成分（ＳｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、Ｆｅ2Ｏ3、ＣａＯ、ＭｇＯ、
ＳＯ3）については、「ＪＩＳ　Ｒ　５２０４（セメントの蛍光Ｘ線分析方法）」に準拠
して測定を行った。また、水溶性アルカリ成分については、セメント協会標準試験方法「
ＪＣＡＳ　Ｉ－０４（セメントの水溶性成分の分析方法）」に準拠して測定を行った。結
果を表３に示す。
【００２７】
【表３】

【００２８】
　また、これら２０種のポルトランドセメントの鉱物組成を、Ｘ線回折装置（ブルカー・
エイエックス社製、「Ｄ８　ＡＤＶＡＮＣＥ」）を用いたリートベルト解析によって測定
した。リートベルト解析には、解析ソフトウェア（ブルカー・エイエックス社製、「ＤＩ
ＦＦＲＡＣｐｌｕｓＴＯＰＡＳ（Ｖｅｒ．３）」）を使用した。
　また、得られた二水石膏と半水石膏の含有率（質量％）から、石膏半水化率（質量％）
を算出した。
　さらに、各種ポルトランドセメントの粉末度を、「ＪＩＳ　Ｒ　５２０１（セメントの
物理試験方法）」に準拠して測定した。
　結果を表４に示す。
【００２９】
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【表４】

【００３０】
　次に、以下に示す材料を用いて、混練直後のモルタルの流動性が良好でかつその後の流
動性の経時変化が小さい点で、最も良好であるセメントクリンカーの石膏半水化率と、水
溶性アルカリ成分の含有率との関係式を求めた。
（１）高性能ＡＥ減水剤Ａ（ポリカルボン酸エーテル系；標準形（Ｉ種））：ＢＡＳＦジ
ャパン社製、商品名「マスターグレニウムＳＰ８Ｎ」
（２）高性能ＡＥ減水剤Ｂ（ポリカルボン酸エーテル系）：ＢＡＳＦジャパン社製、商品
名「マスターグレニウムＳＰ８ＨＶS」
（３）硫酸カリウム（Ｋ2ＳＯ4）：関東化学株式会社製；特級試薬
（４）硫酸ナトリウム（Ｎａ2ＳＯ4）：関東化学株式会社製；特級試薬
（５）水溶性アルカリ成分：硫酸カリウムと硫酸ナトリウムをその質量比（硫酸カリウム
／硫酸ナトリウムの質量比）が２となるように混合したもの
（６）細骨材：一般社団法人セメント協会製、セメント強さ試験用標準砂
【００３１】
　上記２０種の各ポルトランドセメントに、上記水溶性アルカリ成分を、表５に示す添加
率で添加し、得られた各セメントを用いてなるモルタルの流動性を、以下のモルタルフロ
ー試験による評価方法によって評価した。
［モルタルフロー試験］
　水／セメント（質量比）が０．３５であり、細骨材／セメント（質量比）が２．０であ
り、高性能ＡＥ減水剤を表５に示す種類及び配合で加えたものを、「ＪＩＳ　Ｒ　５２０
１（セメントの物理試験方法）」に規定される機械練り用練り混ぜ機を用いて、５分間混
練したモルタルについて、「ＪＩＳ　Ａ　１１７１（ポリマーセメントモルタルの試験方
法）」に規定されているスランプコーン（上端内径：５０±０．５ｍｍ；下端内径：１０
０±０．５ｍｍ；高さ：１５０±０．５ｍｍ）を用いて、モルタルフロー試験を行い、モ
ルタルフロー値を測定した。
【００３２】
［セメントの流動性の評価］
　ポルトランドセメントの流動性の評価は、次のようにして行った。
　上記２０種のポルトランドセメントの各々について、水と混練直後のモルタルフロー値
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タルフロー値を有する試験水準を「○」とした。
　また、「○」と評価された試験水準のうち、混練直後のモルタルフロー値と、混練から
３０分後のモルタルフロー値との差（モルタルフロー値の減少の幅）が最も小さい試験水
準を、流動性（混練直後の値と経時変化の値とを総合的に評価した物性）が最も良好であ
る試験水準として、「◎」とした。
　上記２０種のポルトランドセメントの各々について、石膏半水化率と、流動性が最も良
好である試験水準（表５において、「◎」で示された試験水準）における水溶性アルカリ
成分の含有率（表６中、「最も良好である水溶性アルカリ成分の含有率」と示す。）を、
表６に示す。
【００３３】
【表５】

【００３４】
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【００３５】
　流動性が最も良好である水溶性アルカリ成分の含有率と、石膏半水化率の組み合わせか
ら、重回帰分析を用いて、水溶性アルカリ成分の含有率と石膏半水化率との関係を示す近
似式（下記式（５））を導き出した。得られた近似式は累乗式であった。その式を図２に
示す。
　得られた累乗近似式の決定係数は０．８８１６であった。決定係数から、水溶性アルカ
リ成分の含有率（質量％）と石膏半水化率は、高い相関関係を有することがわかる。
　ｙ＝０．００４３×ｘ－７．６３８　・・・（５）
（式（５）中、ｙは石膏半水化率（質量％）であり、ｘは水溶性アルカリ成分の含有率（
質量％）である。）
【００３６】
　以上より、セメントクリンカー中の水溶性アルカリ成分の含有率を上記式（５）に代入
することによって、流動性が最も良好となる石膏半水化率を求めることができることがわ
かる。
　例えば、上記試料ａ－１（普通ポルトランドセメントクリンカー）の場合、試料ａ－１
中の水溶性アルカリ成分の含有率（０．２６；推定値）と上記式（５）から、流動性が最
も良好である石膏半水化率の値（２９％）を得ることができる。
　つまり、普通ポルトランドセメントクリンカーとして試料ａ－１を用いてセメントを製
造する際に、セメントの石膏半水化率が２９％となるようにセメントの仕上粉砕工程にお
けるミル内の通風量や散水量等を制御することによって、流動性（混練直後、経時変化）
が総合的に最も良好であるセメントを製造することができる。
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