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(57)【 要 約 】
【課題】常温にて放置することにより、硬化して、高い圧縮強度（８Ｎ／ｍｍ

２

以上）を

有するコンクリート固化体になり得る、コンクリート固化体組成物およびその製造方法お
よびコンクリート固化体を提供する。
【解決手段】「（Ａ）生コンクリートスラッジ１００重量部、（Ｂ）回収砂５０〜１５０
重量部および（Ｃ）セメント５〜５０重量部からなることを特徴とする、コンクリート固
化体組成物」および「（Ａ）生コンクリートスラッジ１００重量部、（Ｂ）回収砂５０〜
１５０重量部および（Ｃ）セメント５〜５０重量部をコンクリートミキサに投入し、混練
することを特徴とする、コンクリート固化体組成物の製造方法」および「前記コンクリー
ト固化体組成物を型枠に充填し、成型後、得られた成型物を水中にて養生し硬化させるこ
とを特徴とする、コンクリート固化体。」
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）生コンクリートスラッジ１００重量部、（Ｂ）回収砂５０〜１５０重量部および
（Ｃ）セメント５〜５０重量部からなることを特徴とする、コンクリート固化体組成物。
【請求項２】
（Ａ）成分の含水率が１０〜６０重量％であることを特徴とする請求項１に記載の組成
物。
【請求項３】
（Ａ）成分の分離槽存置時間が７２時間以内であることを特徴とする、請求項１または
請求項２に記載の組成物。
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【請求項４】
（Ｂ）成分が骨材回収装置または骨材分級機により分級した細骨材であることを特徴と
する請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
（Ｂ）成分の含水率が１０〜６０重量％であることを特徴とする、請求項１または請求
項４に記載の組成物。
【請求項６】
（Ｃ）成分が普通ポルトランドセメントであることを特徴とする請求項１に記載の組成
物。
【請求項７】
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（Ａ）生コンクリートスラッジ１００重量部、（Ｂ）回収砂５０〜１５０重量部および
（Ｃ）セメント５〜５０重量部をコンクリートミキサに投入し、混練することを特徴とす
る、コンクリート固化体組成物の製造方法。
【請求項８】
（Ａ）成分の含水率が１０〜６０重量％であることを特徴とする請求項７に記載の製造
方法。
【請求項９】
（Ａ）成分の分離層存置時間が７２時間以内であることを特徴とする、請求項７または
請求項８に記載の製造方法。
【請求項１０】
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（Ｂ）成分が骨材回収装置または骨材分級機により分級した細骨材であることを特徴と
する請求項７に記載の製造方法。
【請求項１１】
（Ｂ）成分の含水率が１０〜６０重量％であることを特徴とする、請求項７または請求
項１０に記載の製造方法。
【請求項１２】
（Ｃ）成分が普通ポルトランドセメントであることを特徴とする請求項７に記載の製造
方法。
【請求項１３】
コンクリートミキサが２軸形強制練りミキサである請求項７に記載の製造方法。
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【請求項１４】
請求項１に記載のコンクリート固化体組成物を型枠に充填し、成型後、得られた成型物
を水中にて養生し硬化させることを特徴とする、コンクリート固化体。
【請求項１５】
固化体が平板状物であることを特徴とする請求項１４に記載の固化体。
【請求項１６】
固化体が円柱状物であることを特徴とする請求項１４に記載の固化体。
【請求項１７】
固化体がインターロッキングブロックであることを特徴とする、請求項１４または請求
項１５に記載の固化体。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はコンクリート固化体組成物およびその製造方法およびコンクリート固化体に関
し、詳しくは、生コンクリート工場等において、廃棄物として取り扱われている生コンク
リートスラッジ（生コンスラッジ）を主材とする固化体組成物およびその製造方法および
コンクリート固化体に関する。
【背景技術】
【０００２】
生コンクリート（生コン）を製造している工場（生コン工場）では、ミキサやベルトコ
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ンベア等の製造設備や生コン運搬車等の洗浄時とか、戻りコンクリートからの粗骨材回収
時に、多量の生コンクリートスラッジ（生コンスラッジ）が発生する。この生コンスラッ
ジは、産業廃棄物として取扱われており、管理型処理場あるいは安定型処理場にて廃棄さ
れている。しかしながら、産業廃棄物としての処分は、多大の費用を要し、また処分場所
を確保することが容易でない等の問題点があった。そのため、これらの生コンスラッジを
廃棄するのではなく、これらを再利用する方法の開発が望まれていた。
【０００３】
生コンスラッジの多くが再利用されずに廃棄されている理由は、その固結力の低さにあ
ると言われている。即ち、生コンスラッジケーキの固結力が圧縮強度で８Ｎ／ｍｍ

２

未満

であれば、廃棄する処理場が管理型処理場に限定され、廃棄費が高くなり、処分場所を確
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保することも容易ではなくなる。この生コンスラッジの固結力が低い原因の一つは、生コ
ンスラッジ中のセメント成分の水和の進行があげられる。即ち、生コンスラッジは、粗骨
材と細骨材が取り除かれた汚泥として、一旦、分離槽に貯留され、ある程度まとまった量
が溜められる。その後、脱水されてケーキ状の固形物（生コンスラッジケーキ）として排
出されるため、分離槽に溜められていた時間（分離槽存置時間）が、生コンスラッジ中の
セメント分の水和の進行に大きく関わる。したがって、分離槽存置時間が長い生コンスラ
ッジケーキは固結力が低くなる傾向にある。
【０００４】
また、生コンスラッジと同様に生コン工場から排出される細骨材を主たる成分とする回
収砂についても、その多くが再利用されずに廃棄されている。これは、回収砂に付着した
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セメント分を完全に取り除くことが困難であることに起因する。この付着したセメント分
の水和が進行すると、生コンスラッジにおけるセメント分の水和の進行と同様に、回収砂
においても固結力が低下するため、再利用手段が限定される。また、回収砂にはセメント
分が残存していることにより、強アルカリ性による土壌汚染の観点から、廃棄および利用
手段が限定される。
【０００５】
そのため、従来、生コンスラッジを再利用する方法と安定して廃棄をする方法が数多く
提案されている。例えば、特開２００２−２７４９１７号公報（特許文献１）では、遠心
成形コンクリート製造過程で発生した生コンスラッジを、水和活性のある凝結終了前にコ
ンクリートに添加して混練してコンクリートブロックを製造する方法が提案されている。
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また、特開昭５２−１１１９２１号公報（特許文献２）では生コンスラッジをオートクレ
ーブ養生により固化させて、コンクリートブロックを製造する方法が提案されている。ま
た、特開平６−３０５７９４号公報（特許文献３）では生コンスラッジを乾燥固化して破
砕することにより骨材として再利用する方法が提案されている。また、特開平７−１３６
６９８号公報（特許文献４）では生コンスラッジの脱水までに存置する時間を大幅に短縮
して、極めて高い圧縮強度を有する脱水生コンスラッジケーキを得る方法が提案されてい
る。また、特開２００１−１９１０９５号公報（特許文献５）では、生コンスラッジと高
炉スラグ微粉末を混練し、固化体を得る方法が提案されている。また、特開平６−１２１
９７６号公報（特許文献６）では、生コンスラッジと砂とアルミナ型固化材を配合し、固
化体を得る方法が提案されている。また、特開２０００−２３７７１４号公報（特許文献
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７）では、廃棄生コンクリートから粗骨材を取り除いたものを固化し破砕して、堤防の内
込材等に利用する方法が提案されている。また、特開２０００−２３７７１４号公報（特
許文献８）では、生コンスラッジと高炉スラグ微粉末体と廃石膏からなる加工廃棄物が提
案されている。しかしながら、これらの方法は、生コンスラッジのみの利用または廃棄を
目的とするものであり、回収砂の利用を考慮したものではなかった。
【特許文献１】特開２００２−２７４９１７号公報
【特許文献２】特開昭５２−１１１９２１号公報
【特許文献３】特開平６−３０５７９４号公報
【特許文献４】特開平７−１３６６９８号公報
【特許文献５】特開２００１−１９１０９５号公報
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【特許文献６】特開平６−１２１９７６号公報
【特許文献７】特開２０００−２３７７１４号公報
【特許文献８】特開平１５−３０００９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明者らは、上記問題点を解消するために研究した結果、本発明に到達した。即ち、
本発明の目的は、常温にて放置することにより、硬化して、高い圧縮強度（８Ｎ／ｍｍ

２

以上）を有するコンクリート固化体になり得る、コンクリート固化体組成物およびその製
造方法およびコンクリート固化体を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
前記目的は、「（Ａ）生コンクリートスラッジ１００重量部、（Ｂ）回収砂５０〜１５
０重量部および（Ｃ）セメント５〜５０重量部からなることを特徴とする、コンクリート
固化体組成物」および「（Ａ）生コンクリートスラッジ１００重量部、（Ｂ）回収砂５０
〜１５０重量部および（Ｃ）セメント５〜５０重量部をコンクリートミキサに投入し、混
練することを特徴とする、コンクリート固化体組成物の製造方法」および「前記コンクリ
ート固化体組成物を型枠に充填し、成型後、得られた成型物を水中にて養生し硬化させる
ことを特徴とする、コンクリート固化体。」により、達成される。
【発明の効果】
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【０００８】
本発明のコンクリート固化体組成物は、（Ａ）成分〜（Ｃ）成分各所定量からなり、特
に、産業廃棄物として廃棄されている（Ａ）生コンクリートスラッジと（Ｂ）回収砂を主
成分としているため、環境汚染を引き起こす産業廃棄物の量を低減でき、かつ、製造コス
トが低いという特徴を有する。
また、得られた固化体は環境汚染を引き起こす産業廃棄物の量を低減できる製品（エコ
製品）であるという特徴を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
これについて説明すると、本発明に使用される（Ａ）成分の生コンクリートスラッジ（
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生コンスラッジ）は、コンクリートミキサやアジテータ車などの洗い水等から粗骨材と細
骨材を分離して残った汚泥状物（水とセメント粒子）等であり、当業界おいて生コンスラ
ッジと呼称されているものがすべて含まれる。これらの中でも、この汚泥状物を一定時間
分離槽に存置し、分離した固形物から脱水装置により水を搾り取ったものが好ましい。こ
の生コンスラッジの性状を表すものに含水率があり、この含水率は本発明の硬化体の圧縮
強度に大きく影響する。本発明においては（Ａ）成分の含水率は１０〜６０重量％である
ことが好ましい。また、（Ａ）成分の分離槽存置時間は３日７２時間以内であることが好
ましく、４８時間以内であることがより好ましい。
【００１０】
（Ｂ）成分の回収砂は、戻り生コンクリート、洗い水等で発生した生コンスラッジから
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骨材回収装置または骨材分級機により回収された骨材であり、通常は細骨材と称される粒
径５ｍｍ以下の骨材を主たる成分とし、この他に、細骨材に付着したセメント分および水
を含むものである。この回収砂は、乾燥が進まないうちに使用することが好ましく、７２
時間以内に使用することが好ましい。その含水率は１０〜６０重量％が好ましい。（Ｂ）
成分の配合量は（Ａ）成分１００重量部に対して５０〜１５０重量部の範囲であり、好ま
しくは９０〜１１０重量部の範囲である。これは、配合量が５０重量部未満では配合物が
流動性を失い、１５０重量部を超えると混練物の材料分離が発生する等の不都合が生じる
ためである。
【００１１】
（Ｃ）成分のセメントは本発明の特徴をなす成分である。（Ｃ）成分としては普通ポル
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トランドセメント、早強ポルトランドセメント、超早強ポルトランドセメント、中庸熱ポ
ルトランドセメント、低熱ポルトランドセメント、高炉セメント、シリカセメント、フラ
イアッシュセメント等が例示される。これらの中でも、ポルトランドセメントが好ましく
、ポルトランドセメントの中でも普通ポルトランドセメントが好ましい。この（Ｃ）成分
の配合量は（Ａ）成分１００重量部に対して５〜５０重量部の範囲であり、好ましくは１
０〜３０重量部の範囲である。これは、配合量が５重量部未満では混練物の固結力が低下
し、固化体の高い圧縮強度を得ることが困難であり、５０重量部を超えると、コスト的に
不利になるからである。
【００１２】
本発明の固化体組成物は、前記した（Ａ）成分〜（Ｃ）成分からなるが、（Ａ）成分〜
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（Ｃ）成分に加えて、（Ｄ）成分として高炉スラグとか石炭灰を配合することは、本発明
の目的を損なわない限り差し支えない。
【００１３】
本発明の固化体組成物は、前記した（Ａ）成分〜（Ｃ）成分をコンクリートミキサに投
入し、混練することにより製造できる。ここで、混練終了は各成分が均等に混じり合うこ
とを基準とし、例えば、肉眼により判断できる。コンクリートミキサとしては、１軸形強
制練りミキサ、２軸形強制練りミキサ、パン形強制練りミキサ、低胴形重力式ミキサが挙
げられるが、これらの中でも２軸形強制練りミキサと呼称されているコンクリートミキサ
が好ましい。混練時間は、例えば、６０リットルの容量の２軸形強制練りミキサでは、３
分間位が好ましい。
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【００１４】
以上のような本発明の固化体組成物は、これを所定の形状に設計した成型用型枠に詰め
、常温にて放置しておくと、徐々に硬くなり変形できなくなる（凝結過程）。その後、脱
型して、養生すると、水和反応によって、生成した水和物が３次元的に結合し合いながら
綿密になって強度の高い固化体になる（硬化過程）。養生は水中養生が一般的であり、好
ましい。養生条件は、固化体の形状、大きさ、によって適宜設計される。例えば、φ１０
０×２００ｍｍの円柱体では、型枠詰めから２日後の脱型が好ましく、脱型後４週以上の
水中養生が好ましい。得られた固化体は、高い圧縮強度（８Ｎ／ｍｍ

２

以上）を有する固

化体になり得る。固化体の形状としては、円柱状、板状が一般的である。固化体の用途と
しては、道路の分離帯とか路肩に使用されるインターロッキングブロック、ガーデニング
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用砂止めブロック、加工廃棄用成形体等が挙げられる。
【００１５】
以下、本発明を実施例にて説明する。実施例中、部とあるのは重量部であり、％とある
のは重量％である。
実施例にて使用した原料は次に示したものを使用した。
生コンスラッジ：ミキサやアジテーター車などの洗い水から粗骨材と細骨材を分離し、
残った汚泥状物（水とセメント粒子）を一定時間分離槽に存置し、分離した固形物から脱
水装置により水を搾り取ることにより得たものである。
回収砂：ミキサやアジテーター車などの洗い水から骨材回収装置により分級した粒径５
ｍｍ以下の細骨材が主たる成分であり、細骨材に付着したセメント分と水分を含む混合物
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である。
セメント：普通ポルトランドセメント（密度３．１５ｇ／ｃｍ
ｍ

２

３

、比表面積３３９０ｃ

／ｇ）である。

【００１６】
また、実施例中、含水率の測定および圧縮強度の測定は次のようにして行った。
○含水率の測定：試料を１０００ｇ採取し、乾燥炉に２４時間入れて絶乾状態にし、乾
燥前後の重量を下記式に代入、計算して求めた。
含 水 率 （ %） ＝ ｛ （ Ｗ １ − Ｗ ２ ） ／ Ｗ １ ｝ × １ ０ ０
Ｗ１：採取した試料の重量（ｇ）、Ｗ２：絶乾状態の試料の重量（ｇ）
○圧縮強度の測定：ＪＩＳ

Ａ

１１０８「コンクートの圧縮強度試験方法」に規定す
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る方法に従って測定した。材齢は４週間とした。
【実施例１】
【００１７】
生コンクリートスラッジ（分離槽存置時間４時間）（含水率２１％）１００部、回収砂
（含水率４５％）１００部および普通ポルトランドセメント２０部を強制２軸練りミキサ
に投入し、練り混ぜ水を加えることなく、３分間混練してコンクリート固化体組成物を製
造した。この組成物の含水率は３０％であった。次いで、この組成物を円柱体の型枠（φ
１００×２００ｍｍ）に流し込み、１０秒間バイブレータをかけた後、常温にて静置した
。２日後、脱型して成型物を取り出した。次いで、この成型体を水槽の中に入れ、４週間
静置して養生した。得られたコンクリート固化体の圧縮強度を測定したところ、３４Ｎ／
ｍｍ

２

20

であった。これらの結果を後記する表１に示した。

【実施例２】
【００１８】
生コンクリートスラッジ（分離槽存置時間６６時間）（含水率５５％）１００部、回収
砂（含水率５５％）１００部および普通ポルトランドセメント２０部を強制２軸練りミキ
サに投入し、練り混ぜ水を加えることなく、３分間混練してコンクリート固化体組成物を
製造した。この組成物の含水率は５０％であった。次いで、この組成物を円柱体の型枠（
φ１００×２００ｍｍ）に流し込み、１０秒間バイブレータをかけた後、常温にて静置し
た。２日後、脱型して成型物を取り出した。次いで、この成型体を水槽の中に入れ、４週
間静置して養生した。得られたコンクリート固化体の圧縮強度を測定したところ、２０Ｎ
／ｍｍ

２

30

であった。これらの結果を後記する表１に示した。

【実施例３】
【００１９】
生コンクリートスラッジ（分離槽存置時間２時間）（含水率１１％）１００部、回収砂
（含水率１１％）１００部および普通ポルトランドセメント１５部を強制２軸練りミキサ
に投入し、練り混ぜ水を加えることなく、３分間混練してコンクリート固化体組成物を製
造した。この組成物の含水率は１０％であった。次いで、この組成物を円柱体の型枠（φ
１００×２００ｍｍ）に流し込み、１０秒間バイブレータをかけた後、常温にて静置した
。２日後、脱型して成型物を取り出した。次いで、この成型体を水槽の中に入れ、４週間
静置して養生した。得られたコンクリート固化体の圧縮強度を測定したところ、２０Ｎ／
ｍｍ

２

40

であった。これらの結果を後記する表１に示した。

【実施例４】
【００２０】
生コンクリートスラッジ（分離槽存置時間４８時間）（含水率２７％）１００部、回収
砂（含水率２９％）１００部および普通ポルトランドセメント１５部を強制２軸練りミキ
サに投入し、練り混ぜ水を加えることなく、３分間混練してコンクリート固化体組成物を
製造した。この組成物の含水率は２６％であった。次いで、この組成物を円柱体の型枠（
φ１００×２００ｍｍ）に流し込み、１０秒間バイブレータをかけた後、常温にて静置し
た。２日後、脱型して成型物を取り出した。次いで、この成型体を水槽の中に入れ、４週
間静置して養生した。得られたコンクリート固化体の圧縮強度を測定したところ、１０Ｎ

50

(7)
／ｍｍ

２
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であった。これらの結果を後記する表１に示した。

【実施例５】
【００２１】
生コンクリートスラッジ（分離槽存置時間２時間）（含水率１０％）１００部、回収砂
（含水率１１％）１００部および普通ポルトランドセメント１０部を強制２軸練りミキサ
に投入し、練り混ぜ水を加えることなく、３分間混練してコンクリート固化体組成物を製
造した。この組成物の含水率は１０％であった。次いで、この組成物を円柱体の型枠（φ
１００×２００ｍｍ）に流し込み、１０秒間バイブレータをかけた後、常温にて静置した
。２日後、脱型して成型物を取り出した。次いで、この成型体を水槽の中に入れ、４週間
静置して養生した。得られたコンクリート固化体の圧縮強度を測定したところ、１３Ｎ／
ｍｍ

２

10

であった。これらの結果を後記する表１に示した。

【００２２】
（比較例１）
生コンクリートスラッジ（分離槽存置時間１８時間）（含水率２０％）１００部、回収
砂（含水率３６％）１００部を強制２軸練りミキサに投入し、練り混ぜ水を加えることな
く、３分間混練してコンクリート固化体組成物を製造した。この組成物の含水率は２８％
であった。次いで、この組成物を円柱体の型枠（φ１００×２００ｍｍ）に流し込み、１
０秒間バイブレータをかけた後、常温にて静置した。２日後、脱型して成型物を取り出し
た。次いで、この成型体を水槽の中に入れ、４週間静置して養生した。得られたコンクリ
ート固化体の圧縮強度を測定したところ、３Ｎ／ｍｍ

２

であった。これらの結果を後記す

20

る表１に示した。
【００２３】
（比較例２）
生コンクリートスラッジ（分離槽存置時間２０時間）（含水率２５％）１００部、回収
砂（含水率３２％）１００部および普通ポルトランドセメント３部を強制２軸練りミキサ
に投入し、練り混ぜ水を加えることなく、３分間混練してコンクリート固化体組成物を製
造した。この組成物の含水率は２８％であった。次いで、この組成物を円柱体の型枠（φ
１００×２００ｍｍ）に流し込み、１０秒間バイブレータをかけた後、常温にて静置した
。２日後、脱型して成型物を取り出した。次いで、この成型体を水槽の中に入れ、４週間
静置して養生した。得られたコンクリート固化体の圧縮強度を測定したところ、６Ｎ／ｍ
ｍ

２

30

であった。これらの結果を後記する表１に示した。

【００２４】
【表１】
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