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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
生コンクリートスラッジを含むスラリーからコンクリート用材料を製造する方法であって
、
上記スラリーを含水率６０重量％以上の条件下で湿式粉砕することによって平均粒径１０
μｍ以下の微粒子を含む製品を得る粉砕工程、及び
粉砕後のスラリー中の未反応のセメント分の水和反応が進行するまで養生させる工程
を少なくとも有することを特徴とするコンクリート用材料の製造方法。
【請求項２】
前記含水率が６０～９５重量％である請求項１記載の製造方法。
【請求項３】
微粒子の平均粒径が１μｍ以上１０μｍ未満である請求項１に記載の製造方法。
【請求項４】
粉砕工程に先立って、
上記スラリーの一部を抜き取って脱水し、脱水後の残分をスラリーに戻すことによりスラ
リーの含水率を調整する含水率調整工程
をさらに有する請求項１に記載の製造方法。
【請求項５】
前記スラリーが、
１）生コンクリート廃材から粗骨材を分離する粗骨材分離工程、
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２）粗骨材分離工程で得られるスラリーから細骨材を分離する細骨材分離工程、
３）細骨材分離工程で得られるスラリーから細骨材微粒分を分離する細骨材微粒分分離工
程、及び
４）未反応のセメント分の水和反応が進行するまで養生させる工程
を有する方法により得られる請求項１に記載の製造方法。
【請求項６】
請求項１に記載の製造方法により得られるコンクリート用材料。
【請求項７】
請求項６記載のコンクリート用材料及びセメントを含むグラウト材。
【請求項８】
生コンクリートスラッジからコンクリート用材料を製造する装置であって、
（１）生コンクリート廃材から粗骨材を分離するための粗骨材分離手段、
（２）粗骨材の分離処理を施して得られたスラリーから細骨材を分離するための細骨材分
離手段、
（３）粗骨材及び細骨材の分離処理を施して得られたスラリーの一部を抜き取って脱水し
、脱水後の残分をスラリーに戻すことによりスラリーの含水率を調整する含水率調整手段
、
（４）含水率調整手段において含水率が調整されたスラリーを湿式粉砕する粉砕手段、及
び
（５）粉砕後のスラリー中の未反応のセメント分の水和反応が進行するまで養生させる手
段、及び
を備えることを特徴とする製造装置。
【請求項９】
さらに、細骨材分離手段で得られたスラリーから細骨材微粒分を分離するための細骨材微
粒分分離手段を備えることを特徴とする請求項８に記載の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生コンクリートスラッジを原料としてコンクリート用材料を製造する方法及
びその製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、生コンクリート（生コン）のスラッジを再生処理する方法としては、図１に示す
装置を用いて行われている。まず、生コンクリートの製造装置や運搬装置等の使用後、こ
れら装置に洗浄水を投入することにより、残存する生コンクリート廃材を洗浄する。その
排水をシュート２に受け、トロンメル１に供給し、粗骨材を分離するとともに細骨材を含
むスラッジをピット３に送る。粗骨材は、コンベヤ５で砂利置場４に回収する。ピットに
送られたスラッジをコンクリートポンプ６により砂分級機９へ供給し、細骨材を分離する
とともにセメント水和物を含むスラッジ水を攪拌槽１２に送る。細骨材は砂置場８に回収
する。一方、セメント水和物を含むスラッジ水は、攪拌機を備えた撹拌槽１２で攪拌して
固結を防止ながら一時貯留するとともに、次工程で処理する量を静置沈降槽２９に導き、
ここで沈降したスラッジ水を高圧ポンプ３０によりフィルタプレス３１に圧送し、脱水し
て上澄水を回収するとともに濾滓を形成し、得られた濾滓をケーキ置場３２に貯留する。
以上の方法により回収した粗骨材及び細骨材は、生コンクリート製造に再利用され、スラ
ッジの上澄水は、生コンクリートの混練水や装置の洗浄水として再利用される。しかし、
スラッジケーキは、その大部分が自然乾燥し、固結させた後産業廃棄物として埋立て処分
されている。
【０００３】
　一方、特定のＣａ／Ｓｉのモル比であり、特定の強熱減量であるケイ酸カルシウム水和
物がブリーディング低減に有効なコンクリート用材料として知られている（特許文献１、
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特許文献２など）
【特許文献１】特許第２８８１４０１号公報
【特許文献２】特許第２９６７８０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　国内における生コンスラッジ（静置後脱水されたもの）の発生量は、年間約２００万ｍ
３と言われている。また、廃棄物処理法において、汚泥と定義される生コンスラッジは、
処理費が割高な管理型処分場において埋立て処理しなければならず、生コン生産者にとっ
て大きな負担となっている。
一方、ゴミ処理場の現状は、特に都市部においては用地の確保が困難になりつつあり、年
々処理費が高騰する傾向にある。
【０００５】
　かかる実情のもとで生コンスラッジの有効利用を図ることができれば、上記のような問
題を軽減ないしは解消することが可能である。
【０００６】
　従って、本発明の主な目的は、生コンクリートスラッジを原料としてコンクリート用材
料を製造することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、鋭意研究を重ねた結果、特定のプロセスを採用することによって上記目的
を達成できることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００８】
　すなわち、本発明は、下記のコンクリート用材料の製造方法及び製造装置に係る。
【０００９】
　１．　生コンクリートスラッジを含むスラリーからコンクリート用材料を製造する方法
であって、
　上記スラリーを含水率６０重量％以上の条件下で湿式粉砕することによって平均粒径１
０μｍ以下の微粒子を含む製品を得る粉砕工程
　を少なくとも有することを特徴とするコンクリート用材料の製造方法。
【００１０】
　２．　前記含水率が６０～９５重量％である前記項１記載の製造方法。
【００１１】
　３．　微粒子の平均粒径が１μｍ以上１０μｍ未満である前記項１又は２に記載の製造
方法。
【００１２】
　４．　粉砕工程に先立って、
　上記スラリーの一部を抜き取って脱水し、脱水後の残分をスラリーに戻すことによりス
ラリーの含水率を調整する含水率調整工程
をさらに有する前記項１～３のいずれかに記載の製造方法。
【００１３】
　５．　前記スラリーが、
　１）生コンクリート廃材から粗骨材を分離する粗骨材分離工程、
　２）粗骨材分離工程で得られるスラリーから細骨材を分離する細骨材分離工程、
　３）細骨材分離工程で得られるスラリーから細骨材微粒分を分離する細骨材微粒分分離
工程
を有する方法により得られる前記項１～４のいずれかに記載の製造方法。
【００１４】
　６．　前記項１～５のいずれかに記載の製造方法により得られるコンクリート用材料。
【００１５】
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　７．　前記項６記載のコンクリート用材料及びセメントを含むグラウト材。
【００１６】
　８．　生コンクリートスラッジからコンクリート用材料を製造する装置であって、
（１）生コンクリート廃材から粗骨材を分離するための粗骨材分離手段、
（２）粗骨材の分離処理を施して得られたスラリーから細骨材を分離するための細骨材分
離手段、
（３）粗骨材及び細骨材の分離処理を施して得られたスラリーの一部を抜き取って脱水し
、脱水後の残分をスラリーに戻すことによりスラリーの含水率を調整する含水率調整手段
、
（４）含水率調整手段において含水率が調整されたスラリーを湿式粉砕する粉砕手段
を備えることを特徴とする製造装置。
【００１７】
　９．　さらに、細骨材分離手段で得られたスラリーから細骨材微粒分を分離するための
細骨材微粒分分離手段を備えることを特徴とする前記項８に記載の製造装置。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の製造方法及び製造装置によれば、生コンクリートスラッジを所定の方法で湿式
粉砕するので、コンクリート用として有用な材料を得ることができる。特に、本発明によ
り得られる材料は、セメントを含有するスラリーのブリージングを効果的に抑制するので
、グラウト材等のセメント系充填材に好適に使用することができる。
【００１９】
　また、本発明の製造方法及び製造装置は、上記のように、従来より廃棄されていた生コ
ンクリートスラッジを有効に再利用できるため、資源の有効利用、環境保全等に貢献する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】従来技術における生コンクリートの処理装置の概要を示す図である。
【図２】本発明の製造方法の一例を示すフロー図である。
【図３】本発明の製造装置の概要を示す図である。
【符号の説明】
【００２１】
　１　トロンメル
　２　シュート
　３　ピット
　４　砂利置場
　５　コンベア
　６　コンクリートポンプ
　７　ホッパ
　８　砂置場
　９　スクリューコンベア
　１０　スラリーポンプ
　１１　湿式サイクロン
　１２　攪拌槽
　１３　含水率調整槽
　１４　スラリーポンプ
　１５　攪拌機
　１６　攪拌機
　１７　水分計
　１８　遠心脱水機
　１９　スラリーポンプ
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　２０　スラリーポンプ
　２１　粉砕装置
　２２　製品タンク
　２３　タワーミル
　２４　沈降槽
　２５　養生槽
　２６　湿式サイクロン
　２７　攪拌機
　２８　スラリーポンプ
　２９　静置沈降槽
　３０　高圧ポンプ
　３１　フィルタプレス
　３２　ケーキ置場
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　１．コンクリート用材料の製造方法
　本発明のコンクリート用材料の製造方法は、生コンクリートスラッジを含むスラリーか
らコンクリート用材料を製造する方法であって、
　上記スラリーを含水率６０重量％以上の条件下で湿式粉砕することによって平均粒径１
０μｍ以下の微粒子を含む製品を得る粉砕工程
　を少なくとも有することを特徴とする。
（１）スラリーの調製
　スラリーとしては、生コンクリート廃材に対して粗骨材及び細骨材の分離処理を施すこ
とにより得られた生コンクリートスラッジを含むスラリーを用いることができる。ここで
回収される粗骨材及び細骨材は、それぞれ再利用することができる。
【００２３】
　生コンクリート廃材の種類等は限定的でなく、ビル、家屋等の建築物、道路、橋脚等の
土木構造物をはじめとする各種のコンクリートをつくるときに排出される廃材を利用する
ことができる。
【００２４】
　したがって、上記廃材としては、例えば生コンクリート製造装置、運搬装置、収容され
ていた容器（例えば、アジテータ車のアジテータ内、生コンクリートミキサー装置ないし
は混練機の生コンクリート収容部）等を水により洗浄したときに生じる汚泥排水をそのま
ま用いることもできる。また、そのような汚泥排水から水分が除去されたケーキ状物もス
ラリーの材料として使用することができる。
【００２５】
　上記スラリーの固形分含有量は特に限定的でなく、いずれのものも使用することができ
る。
【００２６】
　粗骨材及び細骨材の分離処理は、公知の方法に従って粗骨材及び細骨材を分離回収する
ことによって実施することができる。例えば、トロンメル、砂分級機等の公知の装置を適
宜組み合わせて使用することにより実施できる。特に好ましい分離方法としては、後述の
「骨材分離工程」に記載する方法が挙げられる。
【００２７】
　なお、本発明では、本発明の効果を妨げない範囲内で、分離処理後のスラリー中に多少
の粗骨材又は細骨材が残存していてもよい。
【００２８】
　上記スラリーは、必要に応じてその一部を生コンクリート原料として再利用することも
できる。この場合、必要に応じて水分含有量を適宜調節することもできる。
【００２９】
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　このようにして得られるスラリーは、最終的には含水率６０重量％以上、好ましくは６
０～９５重量％の条件下で粉砕工程に供給する。
【００３０】
　含水率を調整する場合は、静置沈降槽、遠心脱水機、湿式サイクロン等の公知の装置を
使用して実施することができる。特に好ましい含水率調整方法としては、後述の「含水率
調整工程」に記載する方法が挙げられる。
＜骨材分離工程＞
　スラリーの調製においては、次の骨材分離工程を実施することが望ましい。すなわち、
生コンクリート廃材から粗骨材を分離する粗骨材分離工程、粗骨材分離工程で得られるス
ラリーから細骨材を分離する細骨材分離工程、細骨材分離工程で得られるスラリーから細
骨材微粒分を分離する細骨材微粒分分離工程を有する方法によって、生コンクリートスラ
ッジを含むスラリーを好適に得ることができる。
【００３１】
　好ましい実施形態を図２に示す。まず、粗骨材分離工程において、生コンクリート廃材
から粗骨材を分離する。粗骨材の分離は、トロンメルを用いて行う。分離した粗骨材は、
コンベアで砂利置き場に回収し、残りのスラリーは細骨材分離工程へ送る。細骨材分離工
程では、粗骨材分離工程で得られたスラリーから細骨材を分離する。細骨材の分離は、砂
分級機を用いて行う。分離した細骨材は、砂置き場に回収し、残りのスラリーは細骨材微
粒分分離工程へ送る。細骨材微粒分離工程では、細骨材分離工程で得られたスラリーから
細骨材微粒分を分離する。ここで、細骨材微粒分とは、細骨材分離工程で分離できなかっ
た砂由来の粒子を指し、その粒子径は、０.０５～２ｍｍ程度で、成分は石英、長石、炭
酸カルシウム等を含む。細骨材微粒分の分離は、湿式サイクロンを用いて行う。分離した
細骨材はコンベアで砂置き場に回収し、残りのスラリーがコンクリート用材料の製造に用
いられる。以上の骨材分離工程を経たスラリーは、攪拌層へ送られて貯留される。
＜含水率調整工程＞
　スラリーの調整にあっては、次の含水率調整工程を採用することが好ましい。かかる方
法により、より好適に含水率の調整が可能となる。すなわち、粉砕工程に先立って、上記
スラリーの一部を抜き取って脱水し、脱水後の残分をスラリーに戻すことによりスラリー
の含水率を調整する含水率調整工程が好ましい。
【００３２】
　好ましい実施形態を図２に示す。まず、攪拌層で固結を防止するために攪拌しながら一
時貯留されているスラリーを、含水率調整層へ送る。含水率調整層中のスラリーを一部抜
き取り、含水率を測定した後、抜き取ったスラリーを脱水するとともに脱水後の残分（脱
水ケーキ）を含水率調整層へ戻す。脱水によって発生した分離水は回収水として系外へ排
出して生コンの混練水等他の用途に再利用する。ここで、上記で測定した含水率の値に基
き脱水処理を加減して、含水率調整層中のスラリーを目標とする含水率に調整する。脱水
処理には遠心脱水機を用い、例えば「含水率が目標より高い状態のときに運転し、含水率
が目標より低い場合には停止する、」といった単純な制御を行うことで含水率の調整が可
能である。以上の含水率調整工程を経たスラリーは、粉砕工程へ送られる。
（２）粉砕工程
　粉砕工程では、上記スラリーを含水率６０重量％以上の条件下で湿式粉砕することによ
って平均粒径１０μｍ以下の微粒子を含む製品を得る。
【００３３】
　本発明では、湿式粉砕するに当たり、スラリーの含水率を６０重量％以上（好ましくは
６０～９５重量％）に調整する。含水率が６０重量％未満の場合には、粉砕効率の悪化と
いう問題が起こる。
【００３４】
　本発明では、上記スラリーが当初から６０重量％以上の含水率を有している場合には、
特に含水率の調整を行わずに湿式粉砕することができる。一方、スラリーの含水率が６０
重量％未満の場合には、水を加えることによって調整することができる。また、本発明で
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は、スラリー中の水を一部除去することによって適度な含水率に調整することもできる。
この場合は、静置したり、あるいは湿式サイクロン、遠心脱水機等の公知の装置を用いて
脱水することができる。
【００３５】
　湿式粉砕は、公知の方法に従って実施することができる。例えば、タワーミル、アトア
ライタ、振動ミル、媒体攪拌ミル、ボールミル等の公知の粉砕装置を使用して湿式粉砕す
ることができる。湿式粉砕は、その固形分が平均粒径が１０μｍ以下（好ましくは１μｍ
以上１０μｍ未満、より好ましくは２μｍ以上８μｍ以下）の微粒子となるまで実施すれ
ばよい。このように微粒子とすることによって、より優れた特性の材料を得ることができ
る。従って、粉砕条件は、上記のような粒度になるように公知の条件の範囲内で適宜定め
ることができる。
【００３６】
　２．コンクリート用材料の製造装置
　本発明の製造装置は、本発明の製造方法を実施するのに好適である。以下に例を挙げて
説明する。
【００３７】
　本発明の製造装置は、生コンクリートスラッジからコンクリート用材料を製造する装置
であって、
（１）生コンクリート廃材から粗骨材を分離するための粗骨材分離手段、
（２）粗骨材の分離処理を施して得られたスラリーから細骨材を分離するための細骨材分
離手段、
（３）粗骨材及び細骨材の分離処理を施して得られたスラリーの一部を抜き取って脱水し
、脱水後の残分をスラリーに戻すことによりスラリーの含水率を調整する含水率調整手段
、
（４）含水率調整調整手段において含水率が調整されたスラリーを湿式粉砕する粉砕手段
を備えることを特徴とする。
【００３８】
　より好ましいものとして、さらに、細骨材分離手段で得られたスラリーから細骨材微粒
分を分離するための細骨材微粒分分離手段を備えることを特徴とする。
【００３９】
　各手段は、それぞれ公知の装置又は部材から適宜採用することができる。本発明装置の
好ましい実施形態を図３に示す。この装置は、粗骨材分離手段、細骨材分離手段、細骨材
微粒分分離手段、含水率調整手段及び粉砕手段を有し、各手段は輸送機又は輸送配管を介
して順に連結されている。
【００４０】
　粗骨材分離手段は、洗浄水が混在する生コンクリート廃材を受けてトロンメル１へ供給
するシュート２、粗骨材を分離するトロンメル１、粗骨材が分離されたスラリーを受ける
ピット３及び分離した粗骨材を砂利置き場４へ輸送するベルトコンベア５によって構成さ
れており、ピットはスラリーポンプ６を介して配管(図示せず)で細骨材分離手段と連結さ
れている。
【００４１】
　細骨材分離手段は、分離対象物であるスラリーを貯留するホッパ７と、ホッパ底部から
上方へ傾斜しホッパ底部に沈降した砂を砂置き場８へ排出するスクリューコンベア９と、
ホッパ内の上澄みを排出するスラリーポンプ１０とからなる砂分級機によって構成されて
おり、スラリーポンプ１０を介して配管で細骨材微粒分分離手段と接続している。
【００４２】
　細骨材微粒分分離手段は、湿式サイクロン１１によって構成されており、湿式サイクロ
ン落ち口は分離された細骨材微粒分を戻すためにシュート（図示せず）により前記砂分級
機のホッパ７と接続し、湿式サイクロンのスラリー出口は配管で含水率調整手段と連結さ
れている。
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【００４３】
　含水率調整手段は、攪拌槽１２及び含水率調整槽１３によって構成され、攪拌槽-12か
らスラリーを含水率調整槽１３へ送るために両者はスラリーポンプ１４を介して配管で接
続している。攪拌槽１２は、スラリーを一時貯留するのに必要な容量を有する槽本体と、
槽内の固結を防止する為の攪拌機１５とを備えている。含水率調整槽は、槽本体１３、槽
内のスラリーを均一にするための攪拌機１６、槽内のスラリーの含水率を測定するための
水分計１７及び遠心脱水機１８を備えている。槽本体は、スラリーポンプ-19を介して配
管で遠心脱水機１８の入り口と接続されたおり、水分計１７は、槽本体と遠心脱水機入り
口とを接続する配管の途中に設置される。遠心脱水機の残分出口はシュート（図示せず）
を介してと槽本体と接続しており、遠心脱水機の回収水出口には回収水を系外へ搬出する
ための配管が接続されている。また、槽本体は、スラリーポンプ２０を介して配管で粉砕
手段と接続している。
【００４４】
　粉砕手段は、粉砕装置２１及び製品タンク２２によって構成され、粉砕装置からスラリ
ーを製品タンクへ送るために両者は配管で接続されている。粉砕装置は、タワーミル２３
と、タワーミルからオーバーフローしたスラリーを受けて沈降により一次分級する沈降槽
２４と、沈降槽から排出されるスラリーを受けるとともにスラリー中の未反応のセメント
分の水和反応が進行するまで養生するための養生槽２５と、スラリーを二次分級する湿式
サイクロン２６とを備えている。沈降槽下部は、タワーミル-23と接続されている。養生
槽２５は、固結防止のための攪拌機２７を備えている。また、養生槽２５は、スラリーポ
ンプ２８を介して配管で湿式サイクロン２６と接続されている。湿式サイクロン落ち口は
、分級後の残分を沈降槽へ戻すようシュート（図示せず）により沈降槽２４と接続されて
いる。湿式サイクロンのスラリー出口は配管で製品タンク２２と連結している。
【００４５】
　なお、本発明の装置は、図３のものに限られるものではなく、本発明の方法を行うとい
う目的を逸脱しない範囲で種々の設計変更が可能である。
図３の製造装置を設計変更したものとして、例えば下記（１）～（４）が挙げられ、これ
らは１種又は２種以上組み合わせて採用することができる。
（１）細骨材微粒分分離手段の構成を省略して細骨材分離手段と含水率調整手段とを直接
接続する。
（２）粉砕手段において、粉砕装置の構成を、タワーミルを主体とするものから、アトア
ライタ、振動ミル、媒体攪拌ミル、ボールミル、その他公知の粉砕機を主体とするものに
置換する。
（３）含水率調整手段において、水分計からの出力信号に基づいて遠心脱水機運転を制御
する制御装置を付加する。
（４）各手段、あるいはこれら手段を構成する各装置を相互に接続する輸送機を、各装置
の配置やその他状況に応じて、スラリーポンプ、配管、パイプコンベア、ベルトコンベア
、スクリューコンベア、チェンコンベア、バケットエレベータ等の公知の輸送機等に変更
する。
【００４６】
　３．コンクリート用材料
　本発明は、本発明の製造方法により得られるコンクリート用材料も包含する。本発明の
コンクリート用材料は、前記のとおり、平均粒径が１０μｍ以下（好ましくは１μｍ以上
１０μｍ未満、より好ましくは２μｍ以上８μｍ以下）の微粒子である。この材料は、そ
のままで使用することも可能であり、あるいは他の材料とともに混合物とし、各種のコン
クリート用材料（グラウト材等の充填材）として使用することもできる。
【００４７】
　例えば、セメントと混合することによってグラウト材とすることもできる。具体的には
、高炉セメント、本発明材料及び水を含み、かつ、高炉セメント及び本発明材料中の固形
分を重量比で１：０．２４～０．６程度で含む組成物は、グラウト材（充填材）として好
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配合されている添加剤（例えば、凝結遅延剤としてグルコン酸ナトリウム、サッカロース
等の糖類、膨張剤としてアルミニウム粉、その他コンクリート混和剤として公知のもの）
を含有させることもできる。本発明のグラウト材は、ブリーディングが効果的に抑制され
ており、しかも良好な粘度を有するので、従来のグラウト材よりも優れた効果を発揮でき
る
【実施例】
【００４８】
　以下に実施例及び比較例を示し、本発明の特徴をより明確にする。ただし、本発明の範
囲は、これら実施例の範囲に限定されない。
【００４９】
　実施例１
　図３に示す装置を用い、コンクリート用材料を製造した。
【００５０】
　原材料として、現場から戻ったアジテータ車から排出した、洗浄水を含む生コンクリー
ト廃材を用いた。
粉砕条件は以下のとおりとした。
１）タワーミル：株式会社クボタ製、型式　ＫＷ－５Ｆ
２）媒体：直径２ｍｍの高クロム球（１０００ｋｇ）
３）スクリュ周速：４ｍ／ｓ
４）含水率：８７．５重量％
５）タワーミル内滞留時間：２０分
　実施例２
　図３に示す装置において、細骨材分離手段と含水率調整手段との間にバイパス配管を設
けた装置を用い、細骨材微粒分分離手段を介しないようにしたこと以外は、実施例１と同
様にしてコンクリート用材料を製造した。
【００５１】
　比較例１
　図３に示す装置において、含水率調整層に分取管を設けた装置を用い、粉砕手段を介し
ないようにし、含水率調整後のスラリーをそのままコンクリート用材料としたこと以外は
、実施例１と同様にしてコンクリート用材料を製造した。
【００５２】
　比較例２
市販のフライアッシュバルーン（製品名「ＣＦビーズ」ユニオン化成製）をコンクリート
用材料とした。
【００５３】
　比較例３
市販のベントナイト（製品名「赤城印」ホウジュン製）をコンクリート用材料とした。
【００５４】
　試験例１
　実施例１～２及び比較例１で得られた製品の化学分析値、及び各実施例及び比較例で得
られた製品の５０％粒子径及び比重を測定した。その結果を表１（化学分析値）及び表２
（５０％粒子径及び比重）にそれぞれ示す。
【００５５】
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【表１】

【００５６】
【表２】

【００５７】
　なお、各物性は、以下のようにして測定した。
【００５８】
　化学分析値：ＪＩＳ　Ｒ５２０２に準拠して測定した。
【００５９】
　５０％粒子径：レーザー回折散乱粒度分布測定装置（製品名「マイクロトラックＳＲＡ
」日機装製）を使用し、溶媒としてメタノールを使用して測定した。
【００６０】
　比重：２０℃の恒温室において、１０ｃｍ３アクリル樹脂製密閉容器に空気が入らない
ようにスラリーを密閉状態とし、その体積及び重量から真比重を測定した。
【００６１】
　試験例２
　実施例１～２及び比較例１～２の製品をそれぞれ用い、表３に示す配合にて下水補修用
グラウト材を調製し、それぞれについてのブリーディング率及びフロー値をそれぞれ測定
した。その結果を表４に示す。
【００６２】
　なお、ブリーディング率は、土木学会規準ＪＳＣＥ－Ｆ５２２「プレパックドコンクリ
ートの注入モルタルのブリーディング率及び膨張率試験方法（ポリエチレン袋方法）」に
準じて測定した。また、フロー値の測定は、ＪＩＳ　Ｒ５２０１に準拠し、引抜きフロー
をガラス板上で測定した。
【００６３】
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【表３】

【００６４】
【表４】

【００６５】
　表４の結果からも明らかなように、比較例１は粒子径が大きいため、ブリーディング率
は極端に高い値を示し、比較例２はブリーディング率は満足するものの、フロー値が低く
、長距離圧送性が劣る結果となった。これらに対し、実施例１及び２の製品は、ブリーデ
ィング率（基準値０％）が小さく、フロー値（基準値＜２７０ｍｍ）も適正値を示した。
【００６６】
　試験例３
　実施例１～２、比較例１及び比較例３の製品をそれぞれ用い、表５に示す配合にてシー
ルド工法用裏込め注入Ａ液を調製し、それぞれについてのブリーディング率及び粘度をそ
れぞれ測定した。その結果を表６に示す。
【００６７】
　なお、ブリーディング率は、１ｄｍ３のメスシリンダーに１ｄｍ３のＡ液を入れ、試験
例２と同様にして測定した。また、粘度は、回転粘度計を用い、温度２０℃の条件下で測
定した。
【００６８】
【表５】

【００６９】
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【表６】

【００７０】
　表６に示すように、比較例１はブリーディング率が非常に大きくなり、また材料分離が
激しかったため粘度を測定することができなった。比較例３はブリーディング率は良好で
あったが、粘性が高く、長距離圧送性が劣る。これらに対し、実施例１及び２の製品は、
ブリーディング率（基準＜５％）及び粘度ともに良好な値を示すことがわかる。

【図１】 【図２】
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