
JP 6021753 B2 2016.11.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）水硬率（Ｈ．Ｍ．）が２．１０～２．３０、ケイ酸率（Ｓ．Ｍ．）が１．８０～
２．４８、鉄率（Ｉ．Ｍ．）が１．８６～２．６であり、かつ、焼成物１００質量％中の
３ＣａＯ・ＳｉＯ２の割合が、ボーグ式による計算値で７０．０質量％以下である焼成物
の粉砕物と、石膏を含むセメントであって、該セメント１００質量％中の石膏の割合が、
ＳＯ３換算で１．２質量％以上であり、かつ、該セメント中の二水石膏及び半水石膏の合
計量に対する半水石膏の割合が、ＳＯ３換算で３０質量％以上であるセメントと、
　（Ｂ）石炭灰を含むセメント混合材、を含む混合セメントであって、
　上記混合セメント中の上記セメント混合材の割合が、５０～８０質量％であり、
　上記混合セメント中、上記石炭灰の割合が５０～５５質量％であることを特徴とする混
合セメント。
【請求項２】
　上記セメント混合材の２８日活性度指数が５０％以上である、請求項１に記載の混合セ
メント。
【請求項３】
　さらに、上記セメント混合材として石灰石微粉末を含む、請求項１または２に記載の混
合セメント。
【請求項４】
　上記混合セメント中、上記石灰石微粉末の割合が１０質量％以下である、請求項３に記
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載の混合セメント。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の混合セメントの製造方法であって、焼成物１ｔｏ
ｎ当たり、３００ｋｇ以下の産業廃棄物、一般廃棄物及び建設発生土から選ばれる一種以
上を原料の一部として使用することを特徴とする混合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、混合セメントに関する。
【背景技術】
【０００２】
　セメント産業では、日本の温室効果ガス総排出量の約４％に相当する二酸化炭素を排出
している。この約４％のうちの６割に相当する約２．４％の二酸化炭素は、セメントクリ
ンカを製造する際に、石灰石の脱炭酸から必然的に発生するものである。このため、セメ
ントクリンカの生産量を減らさない限り、二酸化炭素の排出量の削減は困難である。なお
、セメントクリンカの生産量の減少は、石灰石の脱炭酸量の抑制のみならず、セメントク
リンカ焼成における燃料起源の二酸化炭素の発生量を抑制することにもなる。
【０００３】
　一方、混合セメントは、高炉スラグ微粉末やフライアッシュ等を多量に使用するため、
クリンカの配合量を大幅に減らすことができる。このため、「京都議定書目標達成計画」
では、セメント産業における二酸化炭素排出量の削減の観点から、２０１０年度における
日本のセメント生産量に占める混合セメントの生産量の割合を２４．８％にするという目
標を掲げている。しかしながら、混合セメントは初期強度発現性が劣る等の問題があるた
め、その生産量は、ここ数年、セメント生産量全体の２１％程度で横ばい状態となってい
る。
【０００４】
　そこで、初期強度発現性を有する早強型のセメントを混合セメントの基材とすることで
、上述した混合セメントの問題を解決する試みが行われている。
　例えば、特許文献１には、ボーグ式による計算値の鉱物組成がＣ3Ｓ＞７０％かつＣ2Ｓ
＜５％で、Ｌ．Ｓ．Ｄ．が１を超え、遊離石灰量が０．５～７．５重量％である高活性セ
メントクリンカに石膏をＳＯ3換算で１．５～４．０重量％添加してなる高活性セメント
６０～９７重量％と、高炉スラグ、無水石膏、石灰石微粉末、ポゾラン物質のうち一種以
上からなる無機混和材３～４０重量％とからなることを特徴とする中性化抑制型早強セメ
ント組成物が記載されている。
【０００５】
　また、混合セメントに用いられる、高炉スラグ微粉末、フライアッシュ等のセメント混
合材は、混合セメントの品質を確保する観点から、ＪＩＳ規格を満足するものが使用され
ている。ＪＩＳ規格を外れるか、ＪＩＳ規格内であっても低品質のものは、セメントクリ
ンカ原料等として利用されているが、これらをセメント混合材として利用することができ
れば、焼成（セメントクリンカを得るための加熱）が不要となり、環境負荷の観点から好
ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－４７１５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　早強型のセメントは、初期強度発現性に優れることが求められていることから、エーラ
イト（３ＣａＯ・ＳｉＯ2：以下、「Ｃ3Ｓ」とも略す。）量、及び水硬率（Ｈ．Ｍ．）を
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一定の数値以上にする必要がある。このようにＣ3Ｓ量及び水硬率（Ｈ．Ｍ．）を一定の
数値以上にしようとすると、クリンカの化学組成において、ＣａＯ量に制限（下限）が生
じることになるため、ＣａＯ量を減少させる効果を有する廃棄物（特に粘土代替廃棄物）
の使用量には限界があった。また、早強型のセメントは、高い水硬率及び高い比表面積を
有するため、粉砕時間が長くなるなど、製造に要するエネルギーが多く、普通セメントよ
りも製造コストが高いという問題があった。
　一方、従来は、混合セメントの品質の観点からセメント混合材として使用されていなか
った低品質の高炉スラグ微粉末や石炭灰（例えば、フライアッシュ）を、混合セメントを
構成するセメント混合材として使用することができれば、廃棄物利用の観点から好ましい
。
　そこで、本発明は、焼成物（クリンカ）の原料として用いられる廃棄物の使用量を増加
させることができるとともに、初期強度発現性に優れ、かつ、低品質のセメント混合材を
用いることができる混合セメント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】
【０００８】
　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、水硬率、ケイ酸率、鉄率、
及びＣ3Ｓ量が特定の数値範囲内である焼成物の粉砕物および石膏を含むセメントと、石
炭灰を特定の割合で含むセメント混合材、を含む混合セメントによれば、前記の目的を達
成できることを見出し、本発明を完成した。
【０００９】
　すなわち、本発明は、以下の［１］～［５］を提供するものである。
［１］　（Ａ）水硬率（Ｈ．Ｍ．）が２．１０～２．３０、ケイ酸率（Ｓ．Ｍ．）が１．
８０～２．４８、鉄率（Ｉ．Ｍ．）が１．８６～２．６であり、かつ、焼成物１００質量
％中の３ＣａＯ・ＳｉＯ２の割合が、ボーグ式による計算値で７０．０質量％以下である
焼成物の粉砕物と、石膏を含むセメントであって、該セメント１００質量％中の石膏の割
合が、ＳＯ３換算で１．２質量％以上であり、かつ、該セメント中の二水石膏及び半水石
膏の合計量に対する半水石膏の割合が、ＳＯ３換算で３０質量％以上であるセメントと、
（Ｂ）石炭灰を含むセメント混合材、を含む混合セメントであって、上記混合セメント中
の上記セメント混合材の割合が、５０～８０質量％であり、上記混合セメント中、上記石
炭灰の割合が５０～５５質量％であることを特徴とする混合セメント。
［２］　上記セメント混合材の２８日活性度指数が５０％以上である、前記［１］に記載
の混合セメント。
［３］　さらに、上記セメント混合材として石灰石微粉末を含む、前記［１］または［２
］に記載の混合セメント。
［４］　上記混合セメント中、上記石灰石微粉末の割合が１０質量％以下である、前記［
３］に記載の混合セメント。
［５］　前記［１］～［４］のいずれかに記載の混合セメントの製造方法であって、焼成
物１ｔｏｎ当たり、３００ｋｇ以下の産業廃棄物、一般廃棄物及び建設発生土から選ばれ
る一種以上を原料の一部として使用することを特徴とする混合セメントの製造方法。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の混合セメントは、初期強度発現性に優れている。
　また、本発明の混合セメントは、焼成物（クリンカ）の原料として用いられる廃棄物（
産業廃棄物、一般廃棄物、建設発生土等）の使用量を増加させることができるので、廃棄
物の有効利用をより促進させることができる。
　さらに、本発明の混合セメントは、低品質の石炭灰をセメント混合材として使用しても
、強度発現性に優れている。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の混合セメントは、（Ａ）水硬率（Ｈ．Ｍ．）が２．１０～２．３０、ケイ酸率
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（Ｓ．Ｍ．）が１．８０～２．４８、鉄率（Ｉ．Ｍ．）が１．８６～２．６であり、かつ
、焼成物１００質量％中のＣ３Ｓの割合が、ボーグ式による計算値で７０．０質量％以下
である焼成物の粉砕物と、石膏を含むセメントであって、該セメント１００質量％中の石
膏の割合が、ＳＯ３換算で１．２質量％以上であり、かつ、該セメント中の二水石膏及び
半水石膏の合計量に対する半水石膏の割合が、ＳＯ３換算で３０質量％以上であるセメン
トと、（Ｂ）石炭灰を含むセメント混合材、を含む混合セメントであって、混合セメント
中のセメント混合材の割合が、５０～８０質量％であり、混合セメント中、石炭灰の割合
が５０～５５質量％である混合セメントである。
【００１２】
　なお、上記焼成物（クリンカ）の各係数は、後述する原料を前記数値範囲内となるよう
に混合することで調整することができる。
　また、本明細書中、「混合セメント」とは、セメント（例えば、ポルトランドセメント
）とセメント混合材（例えば、高炉スラグ微粉末、石炭灰、石灰石微粉末等）を含む粉末
状の混合物をいう。
【００１３】
　上記セメントの材料として用いられる焼成物の水硬率（Ｈ．Ｍ．）は、２．１０～２．
３０、好ましくは２．１５～２．２５、より好ましくは２．２０～２．２４である。該水
硬率が２．３０を超えると、焼成物中のＣ3Ｓの含有量が多くなり、上記セメントの、短
期（材齢３日以内）の強度発現性が過大となる。また、長期（例えば材齢２８日）の強度
発現性が悪くなる。また、水和発熱量が過大となる。さらに、焼成物を製造する際の易焼
成性が悪くなり、得られた焼成物中にフリーライム（ＣａＯ）が残りやすくなる。該水硬
率が２．１０未満であると、焼成物中のＣ3Ｓ量が少なくなり、上記セメントの、短期の
強度発現性が悪くなる。
【００１４】
　上記焼成物のケイ酸率（Ｓ．Ｍ．）は、１．８０～２．４８、好ましくは２．００～２
．４７、より好ましくは２．２０～２．４６、特に好ましくは２．３０～２．４５である
。該ケイ酸率が２．４８を超えると、焼成物を製造する際の焼成が困難となり、得られた
焼成物中にフリーライム（ＣａＯ）が残りやすくなる。また、廃棄物の使用量を増やすこ
とができなくなる。該ケイ酸率が１．８０未満であると、焼成物中のアルミネート（３Ｃ
ａＯ・Ａｌ2Ｏ3：以下、「Ｃ3Ａ」と略す。）及びフェライト（４ＣａＯ・Ａｌ2Ｏ3・Ｆ
ｅ2Ｏ3：以下、「Ｃ4ＡＦ」と略す。）の含有量が多くなり、上記セメントの、長期（例
えば材齢２８日）の強度発現性が悪くなる。また、上記セメントを含むモルタル等の流動
性及び作業性が悪くなる。また、石膏の必要添加量が増加するため、製造コストが高くな
る。また、水和発熱量が過大となる。さらに、焼成物の被粉砕性が悪くなり、製造コスト
が高くなる。
【００１５】
　上記焼成物の鉄率（Ｉ．Ｍ．）は、１．８６～２．６、好ましくは１．８６～２．５、
より好ましくは１．８６～２．４である。該鉄率が２．６を超えると、焼成物中のＣ3Ａ
の含有量が多くなり、上記セメントを含むモルタル等の流動性及び作業性が悪くなる。ま
た、石膏の必要添加量が増加するため、製造コストが高くなる。さらに、水和発熱量が過
大となる。該鉄率が１．３未満であると、焼成物中のＣ3ＡＦの含有量が多くなり、焼成
物の被粉砕性が悪くなるため、製造コストが高くなる。
【００１６】
　また、上記焼成物中のＣ3Ｓの量は、焼成物１００質量％中の割合として、ボーグ式に
よる計算値で７０．０質量％以下、好ましくは５０．０～７０．０質量％、より好ましく
は６０．０～７０．０質量％である。Ｃ3Ｓの割合が７０．０質量％を超えると、凝結時
間が短くなる。
　なお、本明細書中、焼成物中のＣ3Ｓ、ビーライト（２ＣａＯ・ＳｉＯ2：以下、「Ｃ2

Ｓ」と略す。）、Ｃ3Ａ、Ｃ4ＡＦの各量は、焼成物１００質量％中の割合（質量％）とし
て、原料や焼成物の化学成分に基づき、下記のボーグの計算式を用いて算出される。
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Ｃ3Ｓ（％）＝（４．０７×ＣａＯ（％））－（７．６０×ＳｉＯ2（％））－（６．７２
×Ａｌ2Ｏ3（％））－（１．４３×Ｆｅ2Ｏ3（％））
Ｃ2Ｓ（％）＝（２．８７×ＳｉＯ2（％））－（０．７５４×Ｃ3Ｓ（％））
Ｃ3Ａ（％）＝（２．６５×Ａｌ2Ｏ3（％））－（１．６９×Ｆｅ2Ｏ3（％））
Ｃ4ＡＦ（％）＝３．０４×Ｆｅ2Ｏ3（％）
【００１７】
　焼成物（クリンカ）の原料としては、ポルトランドセメントクリンカの製造に用いられ
る一般的な原料を用いることができる。具体的には、石灰石、生石灰、消石灰等のＣａＯ
原料、珪石、粘土等のＳｉＯ2原料、粘土等のＡｌ2Ｏ3原料、鉄滓、鉄ケーキ等のＦｅ2Ｏ

3原料を使用することができる。
　さらに、前記原料に加えて、産業廃棄物、一般廃棄物、及び建設発生土から選ばれる一
種以上を原料の一部として使用することができる。具体的には、石炭灰、生コンスラッジ
、各種汚泥（例えば、下水汚泥、浄水汚泥、建設汚泥、製鉄汚泥等）、ボーリング廃土、
各種焼却灰、鋳物砂、ロックウール、廃ガラス、高炉二次灰、建築廃材、コンクリート廃
材等の産業廃棄物；下水汚泥乾粉、都市ごみ焼却灰、貝殻等の一般廃棄物；建設現場また
は工事現場等から発生する土壌、残土、及び廃土壌等の建設発生土が挙げられる。
　中でも、使用の容易性等の観点から、好ましくは石炭灰である。
　上記廃棄物（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）の使用
量は、廃棄物の有効利用を図り、かつ、セメントの品質を確保するという観点から、上記
焼成物１ｔｏｎ当たり、好ましくは３００ｋｇ以下、より好ましくは１７０～３００ｋｇ
、さらに好ましくは１８０～２８０ｋｇ、特に好ましくは１９０～２６０ｋｇである。
【００１８】
　上記焼成物を製造する方法としては、上述した各原料を、所望の水硬率（Ｈ．Ｍ．）、
ケイ酸率（Ｓ．Ｍ．）、鉄率（Ｉ．Ｍ．）となるように混合し、得られた混合物を、好ま
しくは１，２００～１，６００℃、より好ましくは１，３５０～１，５００℃で焼成する
方法が挙げられる。
　各原料を混合する方法は、特に限定されるものではなく、エアブレンディングサイロ等
の慣用の装置等で行えばよい。また、焼成に使用する装置も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の慣用の装置を使用することができる。ロータリーキルン
で焼成を行う場合には、燃料代替廃棄物、具体的には、木くず、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。燃料代替廃棄物を用いることで、廃棄物の利用をさ
らに促進することができる。
【００１９】
　本発明で用いられるセメントは、上記焼成物の粉砕物と、石膏を含むものである。セメ
ント１００質量％中の石膏の割合は、上記セメントの強度発現性、及びモルタル等の流動
性の観点から、ＳＯ3換算で１．２質量％以上、好ましくは１．３～５質量％、より好ま
しくは１．４～４質量％である。
　石膏の量が１．２質量％未満の場合、上記セメントの強度発現性、及びモルタル等の流
動性が悪くなる。
　石膏としては、二水石膏、α型又はβ型半水石膏、及び無水石膏等が挙げられる。これ
らは１種を単独で、あるいは２種以上を組み合わせて用いることができる。
　なお、セメント中のＳＯ3量の定量は、化学分析（ＪＩＳ　Ｒ　５２０２（セメントの
化学分析方法））、又は、蛍光Ｘ線分析（ＪＩＳ　Ｒ　５２０４（セメントの蛍光Ｘ線分
析方法））により行うことができる。二水石膏及び半水石膏の定量は、例えば、特開平６
－２４２０３５号公報に記載される方法により行うことができる。
【００２０】
　セメント中の二水石膏及び半水石膏の合計量（１００質量％）に対する半水石膏の割合
は、ＳＯ3換算で３０質量％以上、好ましくは５０質量％以上、より好ましくは７０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を向上させること
ができる。



(6) JP 6021753 B2 2016.11.9

10

20

30

40

50

　さらに、成因による石膏の種類は特に限定されず、例えば、天然石膏、排煙脱硫石膏、
リン酸石膏、チタン石膏、フッ酸石膏、精錬石膏等が挙げられる。これらは１種を単独で
、あるいは２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００２１】
　上記セメントの製造方法としては、例えば、（ｉ）焼成物（クリンカ）と石膏を同時に
粉砕する方法、（ｉｉ）焼成物（クリンカ）を粉砕し、該粉砕物と石膏を混合する方法等
が挙げられる。
　上記（ｉ）の方法の場合、焼成物と石膏を、ブレーン比表面積が好ましくは３，０００
～６，０００ｃｍ２／ｇ、より好ましくは３，５００～５，５００ｃｍ２／ｇとなるまで
粉砕する。
　上記（ｉｉ）の方法の場合、焼成物を、ブレーン比表面積が好ましくは３，０００～５
，５００ｃｍ２／ｇ、より好ましくは３，５００～５，０００ｃｍ２／ｇとなるまで粉砕
する。また、上記（ｉｉ）の方法で用いられる石膏のブレーン比表面積は、好ましくは３
，５００～７，０００ｃｍ２／ｇ、より好ましくは４，０００～６，５００ｃｍ２／ｇで
ある。
　なお、ブレーン比表面積の測定は、「ＪＩＳ　Ｒ　５２０１（セメントの物理試験方法
）」によって測定することができる。
【００２２】
　本発明の混合セメントは、上述したセメントと、石炭灰を含むセメント混合材、を含む
。また、該セメント混合材は、高炉スラグ微粉末を含んでいてもよい。
　混合セメント１００質量％中、上記セメント混合材の割合は、好ましくは５０～８０質
量％、より好ましくは５０～７０質量％、特に好ましくは５０～６０質量％である。該割
合が５質量％未満では、クリンカの使用量削減の観点から好ましくない。該割合が８０質
量％を超えると、混合セメントの強度発現性が低下する場合がある。
　また、上記セメント混合材の２８日活性度指数は、好ましくは５０％以上、より好まし
くは５５％以上、特に好ましくは６０％以上である。該２８日活性度指数が５０％未満の
場合、混合セメントの強度発現性が低下する場合がある。
　ここで、２８日活性度指数とは、普通ポルトランドセメントを用いて製造されたモルタ
ルの材齢２８日における圧縮強度を基準とし、該圧縮強度に対する、混合材と普通ポルト
ランドセメントを用いて製造された試験モルタルの材齢２８日における圧縮強度の比を百
分率で表したものである。
【００２３】
　本発明の混合セメントに含まれる高炉スラグ微粉末としては、高炉で銑鉄を製造する際
に副生する溶融状態のスラグを、水で急冷・破砕して得られる水砕スラグや、徐冷・破砕
して得られる徐冷スラグ等が挙げられる。
　上記高炉スラグ微粉末の２８日活性度指数は、低品質の高炉スラグ微粉末の利用促進の
観点から、好ましくは５０％以上、より好ましくは５５％以上、特に好ましくは６０％以
上である。該２８日活性度指数が５０％未満の場合、低品質の高炉スラグ微粉末を用いて
製造された混合セメントの圧縮強さが「ＪＩＳ　Ｒ　５２１１（高炉セメント）」の規格
値よりも低下する場合がある。
　上記範囲内でも、強度発現性の観点から、上記高炉スラグ微粉末の２８日活性度指数は
、好ましくは７５％以上、より好ましくは８０％以上、特に好ましくは９０％以上である
。
　また、上記高炉スラグ微粉末の２８日活性度指数は、「ＪＩＳ　Ａ　６２０６　付属書
（規定）（高炉スラグ微粉末のモルタルによる活性度指数及びフロー値比の試験方法）」
に準拠して求めることができる。
　なお、「ＪＩＳ　Ａ　６２０６」で規定する「高炉スラグ微粉末４０００」の２８日活
性度指数は７５％以上である。
【００２４】
　また、上記高炉スラグ微粉末のガラス化率は、特に限定されるものではないが、好まし
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くは２％以上、より好ましくは３％以上である。該ガラス化率が２％未満では、混合セメ
ントの強度発現性が低下する場合がある。
　ここで、上記ガラス化率は、例えば、以下の（ｉ）と（ｉｉ）により求めることができ
る。
（ｉ）６２～１０５μｍの高炉スラグ微粉末を篩分けした後、ここから４００～５００個
の粒子を無作為に抽出する。
（ｉｉ）次に、抽出した粒子をブロムナフタレン溶液に浸し、偏光顕微鏡を通してガラス
粒子数を数え、全粒子数に対するガラス粒子数の比として、ガラス化率を求める。
【００２５】
　また、上記高炉スラグ微粉末のブレーン比表面積は、好ましくは３，０００～１０，０
００ｃｍ２／ｇ、より好ましくは４，０００～８，０００ｃｍ２／ｇである。該ブレーン
比表面積が３，０００ｃｍ２／ｇ未満では、混合セメントの初期強度発現性が低下する場
合がある。また、ブレーン比表面積が１０，０００ｃｍ２／ｇを超えるものは、入手が困
難であるうえ、モルタル等の流動性及び作業性が低下する場合がある。
　なお、高炉スラグ微粉末は、高炉スラグを、ボールミルやジェットミルなどの粉砕機で
粉砕して得ることができる。
　また、上記高炉スラグ微粉末の塩基度は、好ましくは１．７以上、より好ましくは１．
８以上、特に好ましくは１．９以上である。該塩基度が１．７未満の場合、混合セメント
の強度発現性が低下する場合がある。なお、塩基度は下記（１）式を用いて算出する。
　塩基度＝（ＣａＯ＋ＭｇＯ＋Ａｌ2Ｏ3）／ＳｉＯ2　　　・・・（１）
（式中の化学式は、高炉スラグ微粉末中の含有率（％）を表す。）
【００２６】
　さらに、上記高炉スラグ微粉末は石膏を含むもの（石膏含有高炉スラグ微粉末）であっ
てもよい。高炉スラグ微粉末に含有される石膏としては、例えば、無水石膏、半水石膏、
二水石膏等が挙げられ、これらのうち少なくとも一種が含まれていればよい。高炉スラグ
微粉末中の石膏の含有率は、ＳＯ３換算で好ましくは２～４質量％、より好ましくは２～
３質量％である。
【００２８】
　本発明の混合セメントに含まれる石炭灰としては、フライアッシュ等が挙げられる。な
お、フライアッシュとは、石炭を焼成させた時に発生する石炭灰のうち、電気集塵機によ
り捕集された微粉末をいう。
　上記石炭灰の２８日活性度指数は、低品質の石炭灰の利用促進の観点から、好ましくは
５０％以上、より好ましくは６０％以上、特に好ましくは７０％以上である。５０％未満
の場合、混合セメントの強度発現性が低下する場合がある。
　上記範囲内でも、強度発現性の観点から、上記石炭灰の２８日活性度指数は、好ましく
は７５％以上、より好ましくは８０％以上である。
　上記２８日活性度指数は、「ＪＩＳ　Ａ　６２０１　付属書２（規定）　（フライアッ
シュのモルタルによるフロー値比及び活性度指数の試験方法）」に準拠して求めることが
できる。
　なお、「ＪＩＳ　Ａ　６２０１」に規定する「フライアッシュＩＩ種」の２８日活性度
指数は８０％以上である。
　石炭灰を含む本発明の混合セメントは、強度発現性（特に、初期強度発現性）に優れて
いる。また、石炭灰として、２８日活性度指数が低い低品質の石炭灰を用いても、本発明
の混合セメントは、圧縮強さについて、「ＪＩＳ　Ｒ　５２１３（フライアッシュセメン
ト）」の規格値を満足する。
【００２９】
　また、上記石炭灰の４５μｍ篩残分量は、好ましくは１７質量％以下、より好ましくは
１６．５質量％以下、特に好ましくは１６．０質量％以下である。該４５μｍ篩残分量が
１７質量％を超えると、混合セメントの長期強度が低下する場合がある。
　なお、４５μｍ篩残分量は、「ＪＩＳ　Ａ　６２０１（コンクリート用フライアッシュ
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）」の網ふるい方法に準じて測定することができる。
【００３０】
　上記石炭灰中のフリーライムの量は、好ましくは１．５質量％以下、より好ましくは０
．１～１．０量％である。該フリーライムの量が１．５質量％を超えると、混合セメント
の強度発現性が低下する場合がある。
　フリーライムの量は、「ＪＩＳ　Ｒ　５２０２（ポルトランドセメントの化学分析方法
）」に準じて測定することができる。
　上記石炭灰中の水溶性ホウ素の量は、好ましくは１２０ｍｇ／ｋｇ以下、より好ましく
は１１０ｍｇ／ｋｇ以下、さらに好ましくは１００ｍｇ／ｋｇ以下、特に好ましくは９０
ｍｇ／ｋｇ以下である。該水溶性フリーライムの量が１２０ｍｇ／ｋｇを超えると、混合
セメントの初期強度発現性が低下する場合がある。
【００３１】
　上記石炭灰におけるフリーライムの量と水溶性ホウ素の量の質量比（フリーライム／水
溶性ホウ素）は、好ましくは８以上、より好ましくは９以上、特に好ましくは１０以上で
ある。該質量比が８未満の場合、混合セメントの初期強度発現性が低下する場合がある。
　なお、水溶性ホウ素の量は、以下の手順で測定することができる。
（１）蒸留水７５ｃｍ3に石炭灰２５ｇを投入し、ｐＨを８．５±０．２に調整しながら
、１０分間攪拌する。なお、ｐＨの調整には、塩酸又は水酸化ナトリウム水溶液を使用す
る。
（２）撹拌後、固液分離し、液中のほう素濃度をＩＣＰにより定量して、水溶性ホウ素の
量を算出する。
【００３２】
　上記石炭灰のガラス化率は、好ましくは６０質量％以上、より好ましくは６５質量％以
上、特に好ましくは７０質量％以上である。上記石炭灰のガラス相の塩基度は、好ましく
は０．４以上、より好ましくは０．５以上、特に好ましくは０．６以上である。ガラス化
率とガラス相の塩基度が、前記範囲の石炭灰を使用することにより、混合セメントの長期
強度発現性を向上させることができる。
　石炭灰のガラス化率、及びガラス相の塩基度は、特開２０１１－１３２０４６号公報に
記載される方法によって算出することができる。
　上記石炭灰のブレーン比表面積は、混合セメントの流動性や強度発現性の観点から、好
ましくは３，３００～８，０００ｃｍ２／ｇ、より好ましくは３，５００～７，０００ｃ
ｍ２／ｇである。
【００３３】
　本発明の混合セメント１００質量％中の上記石炭灰の割合は、５０～５５質量％である
。
　また、該割合をこの範囲に定めることは、石炭灰の利用促進の観点から好ましい。
　本発明の混合セメントは、混合セメントの品質を維持しながら、石炭灰の配合量を増や
すことができる。
【００３４】
　本発明の混合セメントは、さらに、セメント混合材として石灰石微粉末を含んでもよい
。
　該石灰石微粉末中の、炭酸カルシウムの含有率は、好ましくは９０質量％以上、より好
ましくは９５質量％以上であり、かつ、酸化アルミニウムの含有率が、好ましくは１．０
質量％以下である。炭酸カルシウムの含有率が９０質量％未満、または、酸化アルミニウ
ムの含有率が１．０質量％を超える場合、混合セメントの強度発現性が悪くなる場合があ
る。
　該石灰石微粉末のブレーン比表面積は、好ましくは４，０００ｃｍ２／ｇ、より好まし
くは５，０００～１２，０００ｃｍ２／ｇ、さらに好ましくは６，０００～１１，０００
ｃｍ２／ｇ、特に好ましくは８，０００～１１，０００ｃｍ２／ｇである。該ブレーン比
表面積が４，０００ｃｍ２／ｇ未満では、混合セメントの強度発現性が悪くなる。
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　本発明の混合セメント１００質量％中の上記石灰石微粉末の割合は、好ましくは２０質
量％以下、より好ましくは１５質量％以下、さらに好ましくは１２質量％以下である。
　また、複数の種類のセメント混合材（高炉スラグ微粉末、石炭灰、石灰石微粉末等）を
使用する場合、混合セメント１００質量％中、セメント混合材の合計の割合（例えば、高
炉スラグ微粉末と石炭灰の合計の割合）は、好ましくは５～８０質量％、より好ましくは
３０～８０質量％、特に好ましくは４０～６０質量％である。
【００３５】
　本発明の混合セメントにおいて、セメントとセメント混合材を混合する方法は、特に限
定されるものではなく、（ｉ）焼成物（クリンカ）と石膏とセメント混合材を同時に粉砕
しながら混合する方法、（ｉｉ）予め粉砕したセメントと、予め粉砕したセメント混合材
を混合する方法等が挙げられる。
【００３６】
　本発明の混合セメントと、水、細骨材、粗骨材等を混合することで、ペースト、モルタ
ル又はコンクリートとして使用することができる。モルタル又はコンクリートの状態で使
用する場合には、モルタル又はコンクリートの製造に通常使用されている細骨材、粗骨材
（具体的には、川砂、陸砂、砕砂等や、川砂利、山砂利、砕石等）を使用することができ
る。
　また、必要に応じて、支障のない範囲内で、リグニン系、ナフタレンスルホン酸系、メ
ラミン系、及びポリカルボン酸系の減水剤（ＡＥ減水剤、高性能減水剤、高性能ＡＥ減水
剤も含む）、並びに、空気連行剤及び消泡剤等の混和剤、シリカフューム等のセメント混
和材を使用することができる。
【実施例】
【００３７】
　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．セメントの製造
　焼成物の原料として、従来、ポルトランドセメントクリンカの主原料として一般的に使
用されている石灰石、粘土、珪石、鉄原料等を主体とし、さらに原料代替廃棄物を用いて
、焼成物の水硬率（Ｈ．Ｍ．）、ケイ酸率（Ｓ．Ｍ．）、および鉄率（Ｉ．Ｍ．）が表２
で示す値となるように原料を調合した。
　焼成物に用いられる原料代替廃棄物は、目的とする水硬率等を有する焼成物を得るため
に、表１で示される原料代替廃棄物のうち、石炭灰及びＲ鉄原料以外の廃棄物（Ｒ石灰石
、Ｒ粘土、建設発生土、及びＲ珪石）の使用量を可能な限り固定して、石炭灰及びＲ鉄原
料の使用量を調整したものである。なお、表１は、一般的な早強セメントの焼成物に用い
られる原料代替廃棄物（使用量：１６５ｋｇ／ｔ（焼成物））の内訳を示すものである。
　得られた焼成物１００質量％に対して、排脱二水石膏（住友金属社製）及び該排脱二水
石膏を１４０℃で加熱して得られた半水石膏を、セメント１００質量％中、石膏（二水石
膏及び半水石膏）の割合がＳＯ3換算で２．２質量％となる量を添加し、バッチ式ボール
ミルを用いて同時粉砕して、セメント１を調製した。
　また、上記石膏の割合を、ＳＯ3換算で２．２質量％から２．７質量％と変更する以外
は、セメント１と同様にして、セメント２及び３を調製した。
　なお、二水石膏及び半水石膏の合計量に対する半水石膏の割合は、全てのセメントにお
いて、ＳＯ3換算で５０質量％とした。
【００３８】
【表１】

【００３９】
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【表２】

【００４０】
［実施例１、参考例５～１９、比較例１～７］
　表２～５に記載されたセメント、高炉スラグ微粉末、石炭灰、及び石灰石微粉末を、表
６に記載された配合で、媒体（ボール）の量を減じたボールミルを用いて撹拌混合して、
セメント混合材を含まないセメント（セメント組成物１～３）、または、混合セメント（
セメント組成物４～２３）を調製した。
　得られた各セメント組成物の材齢３日、７日、２８日におけるモルタル圧縮強さについ
て、「ＪＩＳ　Ｒ　５２０１（セメントの物理試験方法）」に準拠して測定を行った。結
果を表７に示した。
　また、参考例１～４として、高炉セメントＢ種（セメント１００質量％中の高炉スラグ
微粉末が３０質量％を超え、６０質量％以下であるセメント）、高炉セメントＣ種（セメ
ント１００質量％中の高炉スラグ微粉末が６０質量％を超え、７０質量％以下であるセメ
ント）、フライアッシュセメントＡ種（セメント１００質量％中の石炭灰が５質量％を超
え、１０質量％以下であるセメント）、フライアッシュセメントＣ種（セメント１００質
量％中の石炭灰が２０質量％を超え、３０質量％以下であるセメント）のモルタル圧縮強
さのＪＩＳ規格値を表７に示した。
【００４１】
　なお、表３中、高炉スラグ微粉末１は、一般的なセメント混合材用高炉スラグ微粉末で
あり、高炉スラグ微粉末２は徐冷スラグの粉砕品である。表３の高炉スラグ微粉末の２８
日活性度指数は、「ＪＩＳ　Ａ　６２０６　付属書（規定）　（高炉スラグ微粉末のモル
タルによる活性度指数及びフロー値比の試験方法）」に準拠して求めた。
　また、表４中、石炭灰１は、一般的なセメント混合材用石炭灰である、「ＪＩＳ　Ａ　
６２０１（コンクリート用フライアッシュ）」のフライアッシュＩＩ種相当品であり、石
炭灰２は「ＪＩＳ　Ａ　６２０１（コンクリート用フライアッシュ）」のフライアッシュ
ＩＶ種相当品である。表４の石炭灰の２８日活性度指数は、「ＪＩＳ　Ａ　６２０１　付
属書２（規定）　（フライアッシュのモルタルによるフロー値比及び活性度指数の試験方
法）」に準拠して求めた。
【００４２】

【表３】

【００４３】
【表４】

【００４４】
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【表５】

【００４５】
【表６】

【００４６】



(12) JP 6021753 B2 2016.11.9

10

20

30

40

50

【表７】

【００４７】
　表７より、参考例５と比較例１を比較すると、混合セメント１００質量％中、一般的な
高炉スラグ微粉末（表３に示される、高炉スラグ微粉末１）の割合が４０質量％の混合セ
メント（参考例５）は、普通セメント（比較例１）と同等の強度発現性を有することがわ
かる。
　参考例６と比較例４を比較すると、混合セメント１００質量％中、低品質の高炉スラグ
微粉末（表３に示される、高炉スラグ微粉末２）の割合が４０質量％の混合セメント（参
考例６）は、比較例４の通常の高炉セメント（普通セメントに高炉スラグ１を混合したも
の）と同等の初期強度発現性（材齢３日、及び７日のモルタル圧縮強度）を有することが
わかる。
　参考例７～１０、及び参考例１より、混合セメント１００質量％中、低品位の高炉スラ
グ微粉末の割合が、４０又は６０質量％の混合セメント（参考例７～１０）は、「ＪＩＳ
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　Ｒ　５２１１（高炉セメント）」の高炉セメントＢ種のＪＩＳ規格値（参考例１）より
も、優れた初期強度発現性（材齢３日、及び７日のモルタル圧縮強度）を有し、同等の材
齢２８日における強度発現性を有する。
　参考例１１、及び参考例２より、混合セメント１００質量％中、低品位の高炉スラグ微
粉末の割合が７０質量％の混合セメント（参考例１１）は、「ＪＩＳ　Ｒ　５２１１（高
炉セメント）」の高炉セメントＣ種（参考例２）よりも、優れた初期強度発現性（材齢３
日、及び７日のモルタル圧縮強度）を有し、同等の材齢２８日における強度発現性を有す
る。
【００４８】
　参考例１２と比較例１を比較すると、混合セメント１００質量％中、一般的な石炭灰（
表４で示される、石炭灰１）の割合が３０質量％の混合セメント（参考例１２）は、普通
セメント（比較例１）と同等の初期強度発現性（材齢３日、及び７日のモルタル圧縮強度
）を有することがわかる。
　参考例１３～１４、及び参考例３より、混合セメント１００質量％中、低品質の石炭灰
（表４で示される、石炭灰２）の割合が３０質量％の混合セメント（参考例１３～１４）
は、「ＪＩＳ　Ｒ　５２１３（フライアッシュセメント）」のフライアッシュセメントＡ
種の規格値（参考例３）と同等以上の強度発現性を有することがわかる。
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