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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　β-２ＣａＯ・ＳｉＯ２の含有量が４０～７０質量％であり、３ＣａＯ・ＳｉＯ２と間
隙相との合計含有量が３０～６０質量％であり、セッコウ含有量がＳＯ３換算で１質量％
未満である炭酸化建材用の結合材の製造方法であり、
　一部または全部に副生消石灰を用いるＣａＯ原料、ＳｉＯ２原料、Ａｌ２Ｏ３原料、お
よびＦｅ２Ｏ３原料を、撹拌混合し、熱処理を行うことを特徴とする製造方法。
【請求項２】
　前記炭酸化建材用の結合材の間隙相の含有量が１０質量％以下であり、３ＣａＯ・Ａｌ

２Ｏ３の含有量が５質量％以下である、請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
　前記炭酸化建材用の結合材の粉末度が、ブレーン比面積値で２，０００～８，０００ｃ
ｍ２／ｇである、請求項１または２に記載の製造方法。
【請求項４】
　ＳｉＯ２原料、Ａｌ２Ｏ３原料、およびＦｅ２Ｏ３原料がフライアッシュである、請求
項１～３のいずれかに記載の製造方法。
【請求項５】
　熱処理温度が１２００～１６００℃である、請求項１～４のいずれかに記載の製造方法
。
【請求項６】
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　副生消石灰が、カーバイドからアセチレンを発生させる際に生じたものである、請求項
１～５のいずれかに記載の製造方法。
【請求項７】
　結合材生産時のＣＯ２排出量原単位が２００ｋｇ－ＣＯ２／ｔｏｎ以下である、請求項
１～６のいずれかに記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に、土木・建築分野において使用される炭酸化建材用の結合材の製造方法
に関する。

【背景技術】
【０００２】
　住宅建材としてスレート板はよく知られており、従来から多用されている。そして、ス
レート板の建材としての歴史は古く、初期のスレート板は繊維材料としてアスベストを使
用してきた。
　しかし、アスベストの健康被害が深刻化するのに伴い、アスベストはパルプ繊維に置き
換わってきている。これは、スレート板がオートクレーブ養生を施されて生産されるため
、高温条件に耐える繊維としてパルプ繊維が選定されているためである。
【０００３】
　オートクレーブ養生を施されて生産されたスレート板は、寸法変化が小さいという利点
がある。一方、供用開始後に空気中の二酸化炭素と反応して中性化すると、強度低下が起
こり、炭酸化に伴う収縮も惹起されて耐久性が低下することも明らかになってきている。
　また、オートクレーブ養生は重油消費量が大きく、環境負荷の大きな養生方法である。
近年では、寸法安定性や長期の耐久性に加え、環境負荷低減の性能も重要視されている。
特に、最近では、環境負荷の小さいスレート板の生産方法が強く求められている。
【０００４】
　炭酸化養生による建材の製造方法に関連して、例えば、木質系セメント硬化体は、炭酸
化処理することにより反り返りが発生しにくくなり、寸法安定性に優れたものとなる（特
許文献１）。
　しかしながら、この建材の寸法安定性は、未だ十分ではなく、また、二酸化炭素の固定
化能力も、環境負荷低減の性能も十分ではなかった。さらに、可燃性の木材チップが配合
されているため、耐火性にも課題があった。
【０００５】
　一方、高炉セメント、高炉スラグ、モノサルフェートおよびセッコウを主成分とするス
ラリーを成形し、養生して、乾燥させる無機質製品において、廃熱ガスを用いて、乾燥と
炭酸化を行う方法も提案されている（特許文献２）。
　しかしながら、この方法で得られる製品は、強度発現性が十分でなく、寸法安定性も未
だ十分ではなかった。さらに、表面が脆弱であり、粉吹き現象を呈しやすく、耐久性や美
観にも課題があった。
【０００６】
　また、中性化による白華の発生を抑制する目的で、相対湿度８０％以上、二酸化炭素濃
度５～２５体積％で炭酸化させたセメント硬化体も提案されている（特許文献３）。
　上記の方法は、アルカリの溶出を抑え、エフロ（Ｅfflorescence）も防止できるが、強
度発現性が十分でなく、寸法安定性も不十分であり、さらに、二酸化炭素の固定化能力も
十分でなく、環境負荷低減の性能も十分ではなかった。
【０００７】
　本発明者は、既に、ビーライト（Ｂelite）を３８質量％以上含有する炭酸化建材用セ
メントを提案した。このセメントは炭酸化養生することで高強度となり、特に曲げ強度が
高いものであった。その組成は、ビーライト含有量が３８％～６０質量％、エーライトと
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アルミネートとフェライトの合計が少なくとも４０質量％以下、加えて、アルミネートと
フェライトはそれぞれ１０質量％以下であり、セッコウ類をＳＯ３換算で１～５質量％含
むものであった（特許文献４）。
【０００８】
　上記の組成に当てはまるセメントとして、日本では、低熱ポルトランドセメントがＪＩ
Ｓ化されている。
　しかし、建材には曲げ強度のほか、寸法安定性や長期耐久性が求められ、その観点から
は、従来の炭酸化建材用のセメント組成物は改良の余地を残している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】日本特開２０００－７４６６号公報
【特許文献２】日本特開昭５６－２２６８８号公報
【特許文献３】日本特開平１１－２７８９６１号公報
【特許文献４】日本特開平１０－１９４７９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　そこで、本発明は、炭酸化養生を行うことにより、高い曲げ強度を発現し、オートクレ
ーブ養生を行わなくても寸法安定性に優れ、供用後の炭酸化に伴う強度低下や収縮も起こ
さず、凍結融解抵抗性にも優れ、長期耐久性を有する建材用の結合材、および環境負荷低
減が可能な該結合材の製造方法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】
【００１１】
　各種のポルトランドセメントには、ＳＯ３換算で１～５質量％のセッコウが必須成分と
して含まれる。セッコウはポルトランドセメント中のアルミネート相の初期水和を制御し
て流動性や作業性を確保する目的で添加され、さらに、強度発現性にも貢献する。このた
め、セッコウは必須成分として用いられてきた。
　しかし、本発明者らは、曲げ強度が高く、寸法安定性や耐久性に優れる建材の製造方法
として、セッコウをＳＯ３換算で１質量％未満の範囲とした結合材を適用し、炭酸化養生
を施すことによって、曲げ強度の更なる向上と、寸法安定性や耐久性の向上が実現できる
ことを知見した。
【００１２】
　さらに、炭酸化建材用の結合材を製造する際に、副生の消石灰を用いることにより、セ
メント生産時の燃料消費量を著しく低減でき、低温焼成が可能となること、ＣＯ２排出量
を大幅に低減できることを見出した。
【００１３】
　本発明は、上記の知見の基づくものであり、以下の要旨を有する。
（１）β-２ＣａＯ・ＳｉＯ２の含有量が４０～７０質量％であり、３ＣａＯ・ＳｉＯ２

と間隙相（３ＣａＯ・Ａｌ２Ｏ３と４ＣａＯ・Ａｌ２Ｏ３・Ｆｅ２Ｏ３）との合計量が３
０～６０質量％であり、セッコウ含有量がＳＯ３換算で１質量％未満であることを特徴と
する炭酸化建材用の結合材。
（２）間隙相が１０質量％以下であり、３ＣａＯ・Ａｌ２Ｏ３の含有量が５質量％以下で
ある上記（１）に記載の炭酸化建材用の結合材。
（３）結合材の粉末度が、ブレーン比面積値で２，０００～８，０００ｃｍ２／ｇである
、上記（１）または（２）に記載の炭酸化建材用の結合材。
【００１４】
（４）上記（１）～（３）のいずれかに記載の結合材の製造方法であって、
ＣａＯ原料、ＳｉＯ２原料、Ａｌ２Ｏ３原料、およびＦｅ２Ｏ３原料を、撹拌混合し、熱
処理を行う製造方法。
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（５）ＣａＯ原料の一部または全部に副生消石灰を用いる上記（４）に記載の製造方法。
（６）ＳｉＯ２原料、Ａｌ２Ｏ３原料、およびＦｅ２Ｏ３原料がフライアッシュである、
上記（４）または（５）に記載の製造方法。
【００１５】
（７）熱処理温度が、１２００～１６００℃である、上記（４）～（６）のいずれかに記
載の製造方法。
（８）副生消石灰が、カーバイドからアセチレンを発生させる際に生じたものである、上
記（５）～（７）のいずれかに記載の製造方法。
（９）結合材生産時のＣＯ２排出量原単位が２００ｋｇ－ＣＯ２／ｔｏｎ以下である、上
記（４）～（８）のいずれかに記載の製造方法。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の炭酸化建材用の結合材は、製造時の環境負荷も小さく、該結合材を用いて炭酸
化養生を施したセメント硬化体などは、従来のセメント組成物を用いてオートクレーブ養
生を施した建材などと比較して、強度発現性に優れ、寸法安定性に優れ、供用後の炭酸化
に伴う強度低下や収縮も起こさず、凍結融解抵抗性も向上し、かつ長期耐久性を有し、住
宅建材分野で有用である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明における、「部」や「％」は、実施例の記載を含めて特に規定しない限り全て質
量基準で示す。
　また、本発明でいうセメントコンクリートとは、セメントペースト、セメントモルタル
、およびコンクリートの総称である。
【００１８】
　本発明で使用する炭酸化建材用の結合材は、β-２ＣａＯ・ＳｉＯ２の含有量が４０～
７０％、好ましくは５０～６０％であり、３ＣａＯ・ＳｉＯ２と間隙相（３ＣａＯ・Ａｌ

２Ｏ３と４ＣａＯ・Ａｌ２Ｏ３・Ｆｅ２Ｏ３）との合計量が３０～６０％、好ましくは４
０～５０％であり、セッコウ含有量がＳＯ３換算で１％未満、好ましくは０．５％未満で
あることを特徴とする。
【００１９】
　間隙相の含有量は１０％以下が好ましく、より好ましくは６％以下である。また、３Ｃ
ａＯ・Ａｌ２Ｏ３の含有量は５％以下が好ましく、より好ましくは３％以下である。
　間隙相が１０％を超えたり、３ＣａＯ・Ａｌ２Ｏ３含有量が５％を超えると、流動性が
悪くなったり、炭酸化養生後の曲げ強度が十分でない場合がある。
【００２０】
　β-２ＣａＯ・ＳｉＯ２の含有量が４０％未満では、炭酸化養生後の曲げ強度が十分で
ない場合や、流動性が悪くなる場合がある。逆に、７０％を超えると、脱型強度の確保が
難しくなり、生産性が悪くなる場合がある。
　３ＣａＯ・ＳｉＯ２と間隙相との合計量が３０％未満では、脱型強度の確保が難しくな
り、逆に、６０％を超えると、炭酸化養生後の曲げ強度が十分でない場合や、流動性が悪
くなる場合がある。
【００２１】
　本発明において、セッコウは、ＣａＳＯ４なる分子式で示される硫酸カルシウムを主成
分とする鉱物の総称である。具体的には、ＣａＳＯ４、ＣａＳＯ４・１／２Ｈ２Ｏ、及び
ＣａＳＯ４・２Ｈ２Ｏなる分子式でそれぞれ示される無水、半水、および二水の各セッコ
ウを総称するもので特に限定されるものではない。
　本発明では、セッコウ含有量は、ＳＯ３換算で１％未満である。本発明において、セッ
コウ含有量は重要であり、セッコウ含有量をＳＯ３換算で１％未満とすることで、炭酸化
養生後の曲げ強度をさらに高めることができる。また、寸法安定性や耐久性も向上させる
ことができる。耐久性の具体例としては、供用後の強度低下がないこと、凍結融解抵抗性
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が向上すること等が挙げられる。
　より好ましくは、セッコウの含有量は、ＳＯ３換算で０．５％以下であり、０．３％以
下が最も好ましい。なお、本発明においては、セッコウは含有されなくてもよい。
【００２２】
　本発明の結合材を製造する際の原料としては、特に限定されるものではないが、ＣａＯ
原料としては、例えば、石灰石や炭酸カルシウムの他、水酸化カルシウムを用いることも
できる。
　本発明では、ＣａＯ原料の一部または全部に、副生消石灰を用いて製造することが望ま
しい。ＣａＯ原料として、副生消石灰を用いることにより、本発明の結合材を製造する際
のＣＯ２排出量の原単位を著しく低減することが可能である。特に、副生消石灰が、カー
バイドからアセチレンを発生させる際に生じたものであることが望ましい。
【００２３】
　上記の副生消石灰を用いることで、本発明の結合材を生産する際のＣＯ２排出量の原単
位が２００ｋｇ－ＣＯ２／ｔｏｎ以下となる。通常、ポルトランドセメントのＣＯ２排出
量の原単位は７５０ｋｇ－ＣＯ２／ｔｏｎ程度とされ、副産物である高炉スラグを多量に
混和した高炉セメントのＣＯ２排出量の原単位でも４５０ｋｇ－ＣＯ２／ｔｏｎ程度とさ
れている（土木学会：コンクリート技術シリーズ　Ｎｏ．４４、コンクリートの環境負荷
評価、ｐ．Ｉ－２５（２００２）参照）。かくして、本発明の結合材は環境負荷低減性が
顕著に高い。
【００２４】
　ＳｉＯ２原料としては、特に限定されるものではないが、ケイ石微粉末、粘土、シリカ
フューム、フライアッシュ、非晶質シリカ、またはその他の各産業から副生するシリカ質
の物質から選定できる。なかでも、ケイ石微粉末、粘土、またはフライアッシュが好まし
い。
　Ａｌ２Ｏ３原料としては、特に限定されるものではないが、フライアッシュ、粘土、明
礬石、ボーキサイト、またはその他の各産業から副生するアルミ質の物質から選定できる
。なかでも、フライアッシュ、粘土、またはボーキサイトが好ましい。
　Ｆｅ２Ｏ３原料としては、特に限定されるものではないが、フライアッシュ、ヘマタイ
ト、リモナイト、マグネタイト、 ウスタイト、マグヘマイト、またはその他の各産業か
ら副生する鉄質の物質から選定できる。なかでも、ヘマタイト、リモナイトまたはマグネ
タイトが好ましい。
【００２５】
　本発明の結合材は、ＣａＯ原料、ＳｉＯ２原料、あるいは、ＣａＯ原料、ＳｉＯ２原料
、Ａｌ２Ｏ３原料、Ｆｅ２Ｏ３原料を、コニカルミル、らせん型混合機、櫂型攪拌機等を
用いて撹拌しながら混合し、その後、熱処理することによって得られる。
　結合材の製造時の各原料の混合の仕方は、すべての原料を撹拌混合器内に投入した後で
もよいし、順次上記原料を投入してもよい。これらの原料の投入順序には制限はないが、
まとめて原料を投入し混合するのが、生産効率上は好ましい。
【００２６】
　熱処理方法は、キルンでの焼成や電気炉での溶融等が挙げられる。なかでもキルンを用
いる熱処理方法が好ましい。
　熱処理温度は、原料の配合にもよるが１２００～１６００℃が好ましく、１２５０～１
５００℃がより好ましい。１２００℃未満では効率良く反応が進まず、遊離石灰が多く生
成する場合がある。また、熱処理温度が１６００℃を超えた場合は、得られるクリンカー
の生成反応の更なる改善は期待できず、消費エネルギーが大きくなり、コスト高となり、
環境負荷も大きくなるため望ましくない。
【００２７】
　ＣａＯ原料、ＳｉＯ２原料、Ａｌ２Ｏ３原料、Ｆｅ２Ｏ３原料などの混合物を熱処理し
て得られたクリンカーは、ボールミルを用いて粉砕し、粉末にすることで結合材としても
利用できる。
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　結合材の粉末度は、ブレーン比表面積値（以下、ブレーン値という）で２，０００～８
，０００ｃｍ２／ｇが好ましく、３，０００～６，０００ｃｍ２／ｇがより好ましく、４
，０００～５，０００ｃｍ２／ｇが最も好ましい。２０００ｃｍ２／ｇ未満では充分な強
度発現性が得られない場合があり、８，０００ｃｍ２／ｇを超えるように微粉化しても、
さらなる効果の向上は期待できず、消費エネルギーが大きくなり、コスト高となり、環境
負荷も大きくなる。
【００２８】
　本発明では、セッコウはＳＯ３換算で１％未満の範囲で添加できる。セッコウはクリン
カーと同時粉砕しても良いし、別々に粉砕した後、混合してもよい。これらの混合機とし
ては、ボールミル、らせん型混合機、回転混合機等が挙げられ、ボールミル、またはらせ
ん型混合機が好ましい。
【００２９】
　本発明では、本発明の結合材の他に、高炉スラグ、フライアッシュ、シリカフューム、
石灰石粉末、高炉徐冷スラグ微粉末、都市ゴミ焼却灰、下水汚泥焼却灰、砂等の細骨材、
砂利等の粗骨材、膨張材、急硬材、減水剤、ＡＥ減水剤、高性能減水剤、高性能ＡＥ減水
剤、消泡剤、増粘剤、従来の防錆剤、防凍剤、収縮低減剤、凝結調整剤、ベントナイトな
どの粘土鉱物、ハイドロタルサイトなどのアニオン交換体、および繊維物質からなる群か
ら選ばれる一種以上の材料を、本発明の目的を実質的に阻害しない範囲で併用することが
可能である。
　上記した材料の混合装置としては、既存の如何なる装置も使用可能であり、例えば、傾
胴ミキサ、オムニミキサ、ヘンシェルミキサ、Ｖ型ミキサ、ナウタミキサ等の使用が可能
である。好ましくは、傾胴ミキサ、オムニミキサ、またはナウタミキサが用いられる。
【００３０】
　本発明においては、炭酸化養生は、オートクレーブ養生を行わなくても高い曲げ強度を
発現し、寸法安定性に優れ、供用後の炭酸化に伴う強度低下や収縮も起こさず、凍結融解
抵抗性を向上させる目的で実施される。
　本発明の結合材を用いた炭酸化養生は、温度１０℃以上７０℃以下、相対湿度１０％以
上９０％以下、ＣＯ２濃度１０％以上の条件で行うことが好ましく、温度２０℃以上５０
℃以下、相対湿度４０％以上９０％以下、ＣＯ２濃度２０％以上の条件がより好ましい。
　得られた建材は盛土・擁壁工事、スラブ等の土木分野、壁材、屋根材等の建築分野で好
ましく用いられる。
【実施例】
【００３１】
　以下、実施例、および比較例を挙げてさらに詳細に内容を説明するが、本発明はこれら
に限定して解釈されるものではない。
【００３２】
「実験例１」
　炭酸化建材用の結合材は、ＣａＯ原料として石灰石微粉末を、ＳｉＯ２原料としてケイ
石微粉末を、ＳｉＯ２原料、Ａｌ２Ｏ３原料、およびＦｅ２Ｏ３原料としてフライアッシ
ュを、Ａｌ２Ｏ３原料としてボーキサイトをＦｅ２Ｏ３原料として鉄鉱石を使用して製造
した。
　上記の原料を所定の割合で、室温下、ボールミル（古河産機システムズ社製）中に、同
時に投入して混合粉砕した。次いで、パン型造粒機により造粒し、ロータリーキルンを用
いて熱処理を行い、表１に示すようなクリンカーを製造した。
　熱処理温度は、バーナーの焼点温度で１４５０±３０℃で行った。得られたクリンカー
を粉砕し、セッコウを添加することなく、そのまま炭酸化建材用の結合材とした。
【００３３】
　この結合材を用いて、水／結合材の質量比率５０％、結合材と砂の質量比率が１／３の
モルタルを調製した。５０℃で４時間の蒸気養生（蒸気養生槽内、相対湿度１００％）を
施した後、脱型し、脱型時の強度を測定した。さらに、脱型後から炭酸化養生を施し、所
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　炭酸化養生の条件は、３０℃、相対湿度６０％、ＣＯ２ガス濃度１０体積％の条件で、
装置として中性化試験装置（朝日科学社製）を用い、７日間行った。
【００３４】
＜使用材料＞
　ＣａＯ原料（１）：石灰石微粉末、ＣａＯが５５．４％、ＭｇＯが０．３７％、Ａｌ２

Ｏ３が０．０５％、Ｆｅ２Ｏ３が０．０２％、ＳｉＯ２が０．１０％、強熱減量が４３．
５７％。１５０μｍ通過率が９７．％、１００μｍ通過率が９１．９％。
　ＳｉＯ２原料：ケイ石微粉末、ＳｉＯ２成分：９７．０％、Ａｌ２Ｏ３成分：２．０％
、Ｆｅ２Ｏ３成分：０．１％、
　ＳｉＯ２原料、Ａｌ２Ｏ３原料、およびＦｅ２Ｏ３原料：フライアッシュ、ＣａＯ成分
：５．２％、ＳｉＯ２成分：６２．５％、Ａｌ２Ｏ３成分：２１．８％、Ｆｅ２Ｏ３成分
：４．８％、強熱減量：３．２％。
　Ｆｅ２Ｏ３原料：酸化鉄原料、Ｆｅ２Ｏ３成分：９０．０％
【００３５】
（測定方法）
　鉱物組成：化学成分値からボーグの式を用いて求めた。
Ｃ３Ｓ＝（４．０７×ＣａＯ）－（７．６０×ＳｉＯ２）－（６．７２×Ａｌ２Ｏ３）－
（１．４３×Ｆｅ２Ｏ３）－（２．８５×ＳＯ３）
Ｃ２Ｓ＝（２．８７×ＳｉＯ２）－（０．７５４×Ｃ３Ｓ）
Ｃ３Ａ＝（２．６５×Ａｌ２Ｏ３）－（１．６９×Ｆｅ２Ｏ３）
Ｃ４ＡＦ＝（３．０４×Ｆｅ２Ｏ３）
　なお、本発明では、Ｃ３Ｓは３ＣａＯ・ＳｉＯ２を示し、Ｃ２Ｓは２ＣａＯ・ＳｉＯ２

を示し、Ｃ３Ａは３ＣａＯ・Ａｌ２Ｏ３を示し、Ｃ４ＡＦは４ＣａＯ・Ａｌ２Ｏ３・Ｆｅ

２Ｏ３を示す。
【００３６】
　モルタルの脱型強度：ＪＩＳ Ｒ ５２０１に準じて圧縮強さを測定した。
　炭酸化養生後のモルタルのＣＯ２含有量：クーロメータ（日本アンス社製）を用いて、
ＣＯ２量を測定して求めた。
　炭酸化養生後のモルタル曲げ強度：供試体サイズは縦４ｃｍ×横４ｃｍ×長さ１６ｃｍ
の直方体であり、それ以外はＪＩＳ Ａ １１０６に準じて曲げ強度を測定した。
【００３７】
　炭酸化養生後のモルタルの凍結融解：ＪＩＳ　Ａ　１１４８に準じて行った。評価は、
５００サイクルまで動弾性係数の相対値が６０％以上を確保した場合は○、３００サイク
ルまで動弾性係数の相対値が６０％以上を確保した場合は△、３００サイクル未満で動弾
性係数の相対値が６０％未満に低下した場合は×とした。
　炭酸化養生後のモルタルの長さ変化率：ＪＩＳ　Ａ　１１２９－３に準拠して測定した
。
【００３８】
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【表１】

【００３９】
　表１より、β-２ＣａＯ・ＳｉＯ２の含有量が４０～７０％であり、３ＣａＯ・ＳｉＯ

２と間隙相（３ＣａＯ・Ａｌ２Ｏ３と４ＣａＯ・Ａｌ２Ｏ３・Ｆｅ２Ｏ３）との合計量が
３０～６０％であり、セッコウ含有量がＳＯ３換算で０％であると、炭酸化養生後の曲げ
強度が大きく、凍結融解抵抗性に優れ、長さ変化率も小さくなることがわかる。中でも、
間隙相が１０％以下であり、３ＣａＯ・Ａｌ２Ｏ３の含有量が５％以下であるものが特に
優れることが分かる。
【００４０】
「実験例２」
　実験No.1-4のクリンカーを使用し、ＳＯ３含有量が表２のようになるように二水セッコ
ウ（試薬、市販品）を添加したこと以外は実験例１と同様に行った。結果を表２に示す。
【００４１】

【表２】

【００４２】
　表２より、ＳＯ３換算で１％未満のセッコウ添加量であると、炭酸化養生後の曲げ強度
が大きく、凍結融解抵抗性に優れ、長さ変化率も小さくなることが分かる。
　なお、セッコウ添加量が２．０％は、ポルトランドセメントの標準的なＳＯ３添加率に
相当する。
【００４３】
「実験例３」
　実験No.1-4のクリンカー組成比となるように原料を配合し、ＣａＯ原料として、下記す
るＣａＯ原料（１）～（５）を使用したこと以外は実験例１と同様に行った。結果を表３
に示す。なお、ＣａＯ原料（２）～（５）はその一部又は全部に副生の消石灰を使用した
ものである。
【００４４】
　＜使用材料＞
　ＣａＯ原料（１）：石灰石微粉末、ＣａＯが５５．４％、ＭｇＯが０．３７％、Ａｌ２

Ｏ３が０．０５％、Ｆｅ２Ｏ３が０．０２％、ＳｉＯ２が０．１０％、強熱減量が４３．
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５７％。１５０μｍ通過率が９７．％、１００μｍ通過率が９１．９％。
　ＣａＯ原料（２）：副生消石灰、カルシウムカーバイドと水を反応させてアセチレンを
発生させた後に副生する消石灰、ＣａＯが７３．１％、ＭｇＯが０．０７％、Ａｌ２Ｏ３

が０．５５％、Ｆｅ２Ｏ３が０．２８％、ＳｉＯ２が０．９５％、ＳＯ３が１．３１％、
Ｎａ２Ｏが０．０３％、Ｋ２Ｏが０．０２％、強熱減量が２３．８０％。１５０μｍ通過
率が９９．５％、１００μｍ通過率が９６．９％。
　ＣａＯ原料（３）：ＣａＯ原料（１）３０％とＣａＯ原料（２）７０％の混合物。
　ＣａＯ原料（４）：ＣａＯ原料（１）５０％とＣａＯ原料（２）５０％の混合物。
　ＣａＯ原料（５）：ＣａＯ原料（１）７０％とＣａＯ原料（２）３０％の混合物。
【００４５】
（測定方法）
　焼成エネルギー：ＣａＯ原料として、石灰石（ＣａＯ原料（１））を用いた際の重油使
用量と電力使用量の総和エネルギーを１００とし、相対値で示した。
　収率：ロータリーキルンにフィード（feed）した原料の質量を１００とし、焼成後に得
られた焼成物の質量の比率を１００分率で示した。
【００４６】
【表３】

【００４７】
　表３より、副生消石灰をＣａＯ原料の一部又は全部に用いた場合に（実験Ｎｏ．３－１
～３－４）には、焼成エネルギーを大幅に削減でき、収率も著しく向上することが分かる
。また、得られたクリンカーから調製した結合材の物性も良好であることが分かる。
【００４８】
「実験例４」
　実験例３の結合材の製造において、かかる原料由来と燃料由来のＣＯ２排出量の原単位
を算出した。なお、重油や電力のＣＯ２排出量の原単位は、土木学会のコンクリート技術
シリーズ６２、コンクリートの環境負荷評価（その２）、ｐ．３９に記載されるインベン
トリデータ（各種エネルギーの原単位）を用いて算出した。すなわち、重油は２．９７ｋ
ｇ－ＣＯ２／リットル、電力は０．４０７ｋｇ－ＣＯ２／ｋＷｈを用いた。また、炭酸化
養生後の供試体を用いてＣＯ２吸収量を定量した。結果を表４に示す。
【００４９】
（測定方法）
　ＣＯ２吸収量：クーロメータ（日本アンス社製）を用いてＣＯ２量を測定した。
　強熱減量を差し引いた結合材１００部に対するＣＯ２量に換算し、結合材１ｔあたりの
ＣＯ２吸収量を定量した。
　ＣＯ２排出量：原料由来のＣＯ２排出量と燃料由来のＣＯ２排出量を計算した。
　ここで、原料由来のＣＯ２排出量は石灰石微粉末を使用した場合、脱炭酸分を計算した
値となり、副生消石灰を使用した場合、０ｋｇ－ＣＯ２／ｔである。燃料由来のＣＯ２排
出量の原単位は実際に使用した燃料量から算出した。
【００５０】



(10) JP 6383417 B2 2018.8.29

10

【表４】

【００５１】
　表４より、副生消石灰をＣａＯ原料の一部又は全部に用いた場合に（実験Ｎｏ．３－１
～３－４）には、ＣＯ２排出量の原単位が著しく小さいことが分かる。また、ＣａＯ原料
に占める副生消石灰の割合が一定以上になると、炭酸化養生後のＣＯ２吸収量の方が大き
な値となっていることも分かる。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明の炭酸化建材用の結合材は、炭酸化養生後の曲げ強度が大きく、凍結融解抵抗性
に優れ、長さ変化率も小さく、主として土木・建築分野において、使用することができる
。
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