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(54)【発明の名称】石炭灰コンクリート及びその調合方法
(57)【要約】
【課題】

コンクリート原料としての石炭灰の大量且つ

有効な利用を可能にする石炭灰コンクリート及びその配
合方法を提供する。
【解決手段】

コンクリートの目標強度に基づいて単位

セメント量及び水セメント比を決定した後、単位セメン
ト量及び単位水量のセメント及び水に対して混合すべき
石炭灰及び骨材の量を決定する。単位セメント量に対し
て、石炭灰を外割調合により配合し、石炭灰量に相当す
る質量の細骨材の配合量を減量する。石炭灰の配合量に
より、コンクリートのフレッシュ性状、強度及び中性化
速度を調整する。
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【特許請求の範囲】

【請求項１０】

【請求項１】

の調合方法により調合された石炭灰コンクリート。

セメント、水、骨材及び石炭灰を混合す

請求項１乃至９のいずれか１項に記載

る石炭灰コンクリートの調合方法において、単位セメン

【発明の詳細な説明】

ト量を決定し、該単位セメント量に対して、石炭灰を外

【０００１】

割調合により配合し、石炭灰量に相当する質量の細骨材

【発明が属する技術分野】本発明は、石炭灰コンクリー

の配合量を減量することを特徴とする石炭灰コンクリー

ト及びその調合方法に関するものであり、より詳細に

トの調合方法。

は、コンクリート原料としての石炭灰の大量且つ有効な

【請求項２】

セメント、水、骨材及び石炭灰を混合す

利用を可能にする石炭灰コンクリート及びその調合方法

る石炭灰コンクリートの調合方法において、コンクリー
トの目標強度に基づいて単位セメント量及び水セメント

に関するものである。
10

【０００２】

比を決定し、単位セメント量及び単位水量のセメント及

【従来の技術】石炭火力発電所の微粉炭燃焼ボイラ等か

び水に対して混合すべき石炭灰及び骨材の量を決定し、

ら副産物として多量に発生する石炭灰は、その６割余り

石炭灰の配合量により、コンクリートのフレッシュ性

がセメント製造時の粘土代替およびフライアッシュセメ

状、強度及び中性化速度を調整することを特徴とする石

ント等のセメント関連原料として利用されているが、残

炭灰コンクリートの調合方法。

りの大半が埋め立て処分されており、コンクリート混和

【請求項３】

コンクリートの流動性が最適となる配合

材としての利用は約3 ％と低率である。全国の火力発電

を調合材料の間隙比より求めることを特徴とする請求項

所等から発生する石炭灰の量は、現在約540 万トンであ

１又は２に記載の石炭灰コンクリートの調合方法。

るが、西暦2010年度には1000万トンを越えるものと予想

【請求項４】

されている。

調合すべき材料の固有の間隙比より理論

最密間隙比及び理論最密組成を求め、流動性が最適とな

20

【０００３】今後、セメント消費の飛躍的な増加は期待

る配合を理論最密間隙比及び理論最密組成に基づいて決

し難く、また、埋め立て処分が年々難しくなりつつある

定することを特徴とする請求項１又は２に記載の石炭灰

現在の状況では、環境保全および資源の有効利用といっ

コンクリートの調合方法。

た観点からも、発生量が増大し続ける石炭灰をコンクリ

【請求項５】

ートに大量且つ有効に利用する方法を確立する必要が生

石炭灰の粗粉及び細粉の混合割合の設定

により、コンクリートの流動性を調節することを特徴と

じている。

する請求項３又は４に記載の石炭灰コンクリートの調合

【０００４】

方法。

【発明が解決しようとする課題】石炭灰をコンクリート

【請求項６】

コンクリートの圧縮強度は、セメント単

に混合する場合、配合設計は、石炭灰を単位セメント量

味の場合に得られる圧縮強度に対して、石炭灰混合によ

に対して内割で混合する内割調合の配合法に従って実施

る強度増大値を加算することにより求められ、該強度増

30

されてきた。内割調合は、下表１に示す如く、セメント

大値は、単位石炭灰量及びコンクリート材齢の関数とし

量及び石炭灰量を一定、即ち、単位結合材量を一定量に

て定義されることを特徴とする請求項１乃至６に記載の

設定する配合設計であり、この調合方法によれば、相対

石炭灰コンクリートの調合方法。

的に高額なセメントの使用量が減少するばかりでなく、

【請求項７】

調合後のコンクリートの空隙量を求め、

良質の石炭灰を使用すれば、コンクリートの流動性を向

コンクリートの圧縮強度を設定する因子として前記空隙

上することができ、しかも、高粉体系のコンクリートに

量を用いることを特徴とする請求項１、２又は６に記載

おいて、水和発熱を低減し得るなどの利点が得られる。

の石炭灰コンクリートの調合方法。

しかしながら、この調合方法では、石炭灰によるセメン

【請求項８】

ト置換率の増大に伴って強度低下が生じたり、耐久性の

50nm以上の空隙径の空隙量を求め、該空

隙量の増大に相応して、コンクリートの圧縮強度を低下
させることを特徴とする請求項６に記載の石炭灰コンク

低下（特に中性化に依る耐久性低下）などの問題が生じ
40

易く、このため、単位石炭灰量の上限値は、コンクリー

リートの調合方法。

ト強度及び耐久性により必然的に決定される傾向があ

【請求項９】

る。

単位石炭灰量の増大に相応して、コンク

リートの中性化速度係数を低減することを特徴とする請

【０００５】

求項１乃至８に記載の石炭灰コンクリートの調合方法。

【表１】

( 3 )
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このような内割調合の場合には、石炭灰置換率の増大と

ッシュ性状、強度及び中性化速度を調整することを特徴

ともに単位セメント量が減少するので、通常は、普通ポ

とする石炭灰コンクリートの調合方法を提供する。

ルトランドセメント単味のコンクリートと比較し、特に

【００１２】他の観点より、本発明は、上記調合方法に

初期材齢における強度が低減する。また、長期材齢にお

より調合された石炭灰コンクリートを提供する。単位セ

ける強度や耐久性は、置換率および調合・養生条件によ

メント量を一定にして石炭灰を混合した場合、ポゾラン

って、普通ポルトランドセメント単味のコンクリートよ

反応とは無関係なメカニズムによるコンクリート組織の

りも向上する場合と、逆に低下する場合とが生じる。

緻密化に起因して、初期材齢よりコンクリートの圧縮強

【０００６】特に耐久性に関しては、セメントの水和反

度及び耐久性が向上する。セメントに対する石炭灰の混

応で生じた水酸化カルシウムが石炭灰のポゾラン反応に
よって消費されるため、普通ポルトランドセメント単味

合は、常に、圧縮強度の増大と、中性化速度の低下とを
10

もたらすので、多量の石炭灰を配合することが可能とな

のコンクリートと比較すると、高置換率のコンクリート

り、これは、コンクリート原料としての石炭灰の大量使

の中性化速度は大きくなる。

用を可能にする。また、ポゾラン反応とは無関係なメカ

【０００７】したがって、内割調合の場合には、置換率

ニズムによりコンクリート組織が緻密化する作用は、低

の増大に伴う単位セメント量の減少に起因して強度及び

粉末度石炭灰でも同様に得られ、しかも、石炭灰の品質

耐久性が低下するので、石炭灰の置換率の上限値は、基

による影響も小さいので、比較的利用率の低い低粉末度

本的に、普通ポルトランドセメント単味のコンクリート

の石炭灰をコンクリート原料として使用することが可能

と対比して強度及び耐久性の低下を許容し得る限界によ

となる。

って定まる。このため、日本建築学会では内割置換率の

【００１３】

上限は30％と定めており、石炭灰の使用量は、制限を受

【発明の実施形態】本発明の好適な実施形態によれば、

ける。また、内割調合では、コンクリートの強度及び耐

20

コンクリートの流動性が最適となる配合が調合材料の間

久性は、使用する石炭灰の品質によって大きく影響され

隙比より求められる。好ましくは、調合すべき材料の固

ると認識されている。

有の間隙比より理論最密間隙比及び理論最密組成が求め

【０００８】本発明は、このような課題に鑑みてなされ

られ、流動性が最適となる配合が理論最密間隙比及び理

たものであり、その目的とするところは、コンクリート

論最密組成に基づいて決定される。

原料としての石炭灰の大量且つ有効な利用を可能にする

【００１４】外割調合では、コンクリートの構成材料に

石炭灰コンクリート及びその調合方法を提供することに

占める石炭灰量の割合が大きいことから、構成材料の粉

ある。

末度、石炭灰の種類の相違等がコンクリートの流動性に

【０００９】

比較的大きく影響する。上記構成によれば、理論上又は

【課題を解決するための手段及び作用】本発明者は、上

実測した間隙比に基づき、或いは、各構成材料固有の間

記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果、セメント及

30

隙比より理論的に求められる理論最密間隙比及び理論最

び水に対して石炭灰を外割で混合する外割配合の場合、

密組成に基づき、コンクリートの流動性（フロー値等）

単位セメント量及び水セメント比を一定に設定した上で

が最適となる配合、或いは、化学混和剤添加量を最小に

石炭灰の使用量を変化させることになるが、この場合に

することができる配合を理論的且つ定量的に決定するこ

は、少なくともコンクリートの目標圧縮強度及び耐久性

とができる。また、このような調合方法によれば、粒度

等を確保することができ、しかも、石炭灰の混合による

分布が相違する石炭灰を比較的容易に調合し得るので、

組織の緻密化により、若材齢から強度増進及び耐久性向

従来は利用可能性が比較的低いと認識されてきた石炭灰

上を期待し得ることを見出し、かかる知見に基づいて本

粗粉を有効に活用することが可能となる。好適には、コ

発明を達成したものである。

ンクリートの流動性は、石炭灰の粗粉及び細粉の混合割

【００１０】即ち、本発明は、セメント、水、骨材及び
石炭灰を混合する石炭灰コンクリートの調合方法におい

合の設定により制御される。細粉と粗粉の混合割合が変
40

化することによりフロー値が極大値となる組成があり、

て、単位セメント量を決定し、該単位セメント量に対し

各調合における単位水量に相当する間隙比（水が充填す

て、石炭灰を外割調合により配合し、石炭灰量に相当す

ることのできる最大間隙比）と混合粉体の間隙比との関

る質量の細骨材の配合量を減量することを特徴とする石

係より、単位水量に相当する余剰水量を予測し、コンク

炭灰コンクリートの調合方法を提供する。

リートの流動性を調節することができる。また、高性能

【００１１】本発明は又、セメント、水、骨材及び石炭

AE減水剤等の添加が不可欠となる限界を間隙比及び単位

灰を混合する石炭灰コンクリートの調合方法において、

水量より設定することも可能である。

コンクリートの目標強度に基づいて単位セメント量及び

【００１５】本発明の他の好適な実施形態において、コ

水セメント比を決定し、単位セメント量及び単位水量の

ンクリートの圧縮強度は、セメント単味の場合に得られ

セメント及び水に対して混合すべき石炭灰及び骨材の量

る圧縮強度に対して、石炭灰混合による強度増大値を加

を決定し、石炭灰の配合量により、コンクリートのフレ

50

算することにより求められ、強度増大値は、単位石炭灰

( 4 )
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量及びコンクリート材齢の関数として定義される。好ま

上で有効である。

しくは、調合後のコンクリートの空隙量が求められ、空

【００１７】

隙量は、コンクリートの圧縮強度を設定する因子として

【実施例】以下、本発明に係る石炭灰コンクリート調合

用いられる。更に好ましくは、50nm以上の空隙径の空隙

方法の実施例について詳細に説明する。外割調合は、下

量が求められ、この空隙量の増大に相応してコンクリー

表２に示す如く、セメント量を一定値に設定した上で、

トの圧縮強度が低減される。

石炭灰量及び骨材量を変化させる調合方法である。単位

【００１６】本発明の更に他の実施形態によれば、単位

セメント量が一定であるため、最低の強度及び耐久性を

石炭灰量の増大に相応して、コンクリートの中性化速度

確保することができる一方、石炭灰使用量の変動によ

係数が低減される。外割調合では、中性化速度係数は、
単位石炭灰量の関数として示すことができる。外割調合

り、水結合材比及び骨材量が大きく変動することから、
10

調合則を確立する必要がある。

によれば、石炭灰の使用量が増大するにつれて、中性化

【００１８】

速度係数が常に低下するので、石炭灰の大量使用は、水

【表２】

セメント比に関わらずコンクリートの中性化を防止する

図１に石炭灰の内割調合と外割調合の違いを示す。同図

は高い。

において横軸は単位セメント量C 、縦軸は単位石炭灰量

【００２２】内割調合では、置換率を増大するとき、同

F である。図中の原点を通る点線は、内割調合の場合の

図において(C+F) 一定の線に沿った斜めの矢印上で調合

置換率Afin=F/(C+F)一定のラインを表し、原点を通る実

を行う。この場合、矢印方向に置換率が増大し、単位セ

線は、外割調合の場合の置換率Afout=F/C 一定のライン

メント量が低下する。このため、条件によって、コンク

を表す。さらに、右下がりの実線上は、単位セメント量

リートの性能が低下する場合と、逆に性能が向上する場

と単位石炭灰量との和が一定のラインであり、単位水量

合とが生じる。即ち、ポテンシャル一定のラインに対し

が一定の場合には水粉体比もこの線上で一定となる。

て、斜めの矢印が普通ポルトランドセメント単味の場合

【００１９】内割調合の場合の単位石炭灰量は、内割置

よりも上側にある場合（例：図中単位セメント量900kg/

3

換率の上限値30％、単位セメント量の下限値270kg/m 、

30

3

m から始まる矢印）、性能が向上し、下側にある場合
3

練混ぜ可能な水粉体比の下限値約20％の各直線で囲まれ

（例：図中単位セメント量500kg/m から始まる矢印）、

る領域（ドットを付した四角形内の領域）の中で定めら

性能が低下する。

れることになる。この領域内で、単純に単位石炭灰量を

【００２３】他方、外割調合では、単位セメント量一定

大きくしようとすると、必然的に単位セメント量を大き

の縦方向矢印に沿って調合を行うので、置換率の増大に

くする必要があるが、その場合でも単位石炭灰量の最大

伴って、矢印は、必ずポテンシャルの高い側に向かう。

3

値は300kg/m 程度である。

これは、置換率の増大により、強度および耐久性等の性

【００２０】一方、外割の場合の単位石炭灰量は、練混

能が向上することを意味する。

ぜ可能な水粉体比の下限値20％（後述する図３参照）、

【００２４】次に、外割調合の方法について説明する。

および単位セメント量の下限値に囲まれる領域、即ち、
内割の領域を含む図中の三角形の中で定められ、コンク

外割調合では、石炭灰使用量に応じて水粉体比が大きく
40

3

変動し、通常と同様のコンクリートから高強度コンクリ

リート１m あたり600kg を超える石炭灰を混合すること

ート、高流動コンクリートまで幅広いコンクリートが調

が可能となる。即ち、外割調合には、単位セメント量が

合の対象となる。また、石炭灰使用量が増大した分だ

小さい場合の方が、単位石炭灰量を大きくすることがで

け、同じ体積の細骨材が減ることになるので、結果とし

きるという特徴がある。

て細骨材体積も大きく変動し、これは、コンクリートの

【００２１】石炭灰を混合したコンクリートの強度や耐

フレッシュ性状に大きく影響する。同時に、単位石炭灰

久性といった性能、即ちポテンシャルに関し、図１に

量の値に応じて、強度及び耐久性状が大きく変化する。

は、これが一定とみなし得るラインとして、等ポテンシ

【００２５】以下に、石炭灰使用量に応じた各材料の使

ャルラインが、（イメージとして）図示されている。な

用量を設定する方法と、この方法により得られるコンク

お、後述する実験データにより具体例を示すように、図

リートの性状を予測する方法について説明する。

１の線図において右上側に移行するほど、ポテンシャル

50

【００２６】(1) 目標とするフレッシュコンクリートの

( 5 )
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8

性状を得るための調合方法

縦軸）、単位粗骨材体積ＶG （図中原点を通る直線）、

コンクリートの構成要素である水W 、セメントC 、石炭

単位細骨材体積ＶS （図中双曲線）、石炭灰を細骨材代

灰F 、細骨材S および粗骨材G の各体積の関係は下式

替とみなした場合の置換率ＶF /(ＶF ＋ＶS ) （図中横
3

(1) で示される。但し式中、air は、コンクリート１m

軸）のうち、いずれか２つ値を与えれば、他の２つ値を

3

中の空気量（ｌ/m )を示す。

定めることができる。理論上可能な調合の領域は、粗骨

【数１】

材の実積率や、練混ぜ可能な水粉体比等の制約から、同
図中のハッチ部に限定される。スランプあるいはスラン
プフローや、分離抵抗性、ポンプ圧送性等のフレッシュ
性状、強度発現性状ならびに耐久性等の条件を満足する
10

調合の解は、この領域内に存在する。式(4) より求めた
水粉体比の下限値と単位石炭灰量の上限値との関係を図
３に示す。水セメント比および単位水量が同じであれ
ば、水粉体比の低下とともに単位石炭灰量の上限Fmaxは
急激に増大する。水セメント比および単位水量はその値

【００２７】式(1) を基礎方程式として、単位石炭灰体

が大きいほどFmaxを大きくするが、その影響は水粉体比

積ＶF と、石炭灰を細骨材に対して置換したとみなした

の場合ほど顕著ではない。

場合の置換率Ｖs ／( ＶF + Ｖs ) との関係を表す下式

【００３２】このような練混ぜ可能領域における最適調

(2)が得られる。

合方法を以下に示す。石炭灰コンクリートの流動性状

【数２】

は、単位水量が他の構成材料により形成される空隙体積
20

に対して不足するか、もしくは、余剰するかによって決
定される。図４は、最密充填理論において、理論上の間

【００２８】また、ＶF /(ＶF + ＶS ) ＝１−ＶS /(Ｖ

隙比の最小値を与える理論最密組成と理論最密間隙比の

+ ＶS ) であるから、単位石炭灰体積ＶF と単位細骨

関係を概念的に示す線図である。同図において、横軸の

F

材体積ＶS との関係は、下式(3) で与えられる。

組成Ｘ（＝Ｖg ／ (Ｖs+Ｖg)（なお、Ｖs 、Ｖg はそれ

【数３】

ぞれ粒子群ｓ、ｇの体積））は、全粒子群に対する粒子
群g の絶対容積比を示しており、Ｘが０および１のとき
は、それぞれ粒子群ｓ単味および粒子群ｇ単味となる。
また、縦軸の間隙比Ｐは、粒子群を容器に充填した際の

【００２９】同様に、単位石炭灰量が最大となるときに
水粉体比が最小となることを示す下式(4) より、単位石

空隙量を全粒子群体積で除した値であり、空隙量の大小
30

を表す指標である。間隙比の理論上の最小値を与える理

炭灰量の最大値と、水粉体比最小値ならびに水セメント

論最密組成Ｘ0 と理論最密間隙比Ｐ0 は、［Ｘ= ０、Ｐ

比の関係を表す下式(5) が導かれる。

＝Ｐs(粒子群ｓの固有間隙比) ］と［Ｘ＝１、Ｐ＝０］

【数４】

とを結んだ直線Ｐ1 と、［Ｘ＝１、Ｐ＝Ｐg(粒子群g の
固有間隙比)］と［Ｘ＝０、Ｐ＝−１］とを結んだ直線
Ｐ2 との交点で表される。実際の混合材料の間隙比曲線
は、粒子が実際には不斉形を有しているため、常に理論

【数５】

値の上側に現れ、最密充填時の間隙比、即ち、曲線の極
小値も、理論最密間隙比Ｐ0 より大きくなる。
【００３３】ここに、単位水量に相当する間隙比、即
40

ち、水が充填可能な最大空隙量が、図４中に示されてい
る。構成材料（混合した粒子群）の間隙比がこれを下回

【００３０】外割調合では、まず水セメント比および単

る場合（図中Case 1）に、構成材料に対して水が余剰

位セメント量を定め、次に、単位石炭灰量や、骨材他の

し、流動性は向上する。他方、間隙比が上側にある場合

材料の使用量を決めることになる。一例として、水セメ

（Case 2）は、構成材料に対して水が不足している状態

3

ント比W/C=65％、単位水量W=185kg/m 、単位セメント量

であり、水だけでは構成材料同士の分散が困難な状態に

3

C=285kg/m 、空気量4.5 ％とした場合について、石炭灰

あると考えられる。したがって、この領域は、高性能AE

をはじめとする各構成材料の使用量の関係を図２に示

減水剤などの分散剤の添加が必要になる領域である。

す。同図に示す値は、式(2) および式(3) を用いて求め

【００３４】下表３および下表４には、使用材料および

たものである。

石炭灰の品質が示されている。

【００３１】同図を用いて、単位石炭灰体積ＶF （図中
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【表3】

( 6 )
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【表4】

3

3

【００３５】本例では、セメントとして、普通ポルトラ

Ｗを185kg/m 、単位セメント量Ｃを285kg/m の一定値と

ンドセメントを使用し、細骨材として、玄海産海砂を2.

している。各表には、コンクリートに換算した場合の値

5mm でふるったものを使用した。また、石炭灰は、分級

が示されている。このうち、表５(a) は、石炭灰体積を

細粉(F40)および粒度調整を行っていない粗粉(F10)とを

20

一定として細粉に粗粉を体積比で0 、20、40、60、80お

使用した。なお、２種の各石炭灰について、以下、単に

よび100%置換したものとした。また表５(b) は、外割混

細粉、粗粉と夫々称する。

合で細骨材に対する細粉の混合率を変化させたものであ

【００３６】下表５(a) および５(b) には、調合条件が

る。

示されている。この調合条件では、コンクリートのペー

【表5】

スト部分およびモルタル部分に関する調合は、単位水量

( 7 )
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【００３７】構成材料の間隙比を算出するために空隙率

でも、組成[F10／(C+F40+F10)]が約55％の調合では、間

の測定を行った。空隙率の測定は、まず試料を手練りで

隙比と水量がほぼ同程度となるため、水粉体比が低いに

十分に混合し、その後、図５に示すように、50φ×100m

も関わらず高性能ＡＥ減水剤の添加なしに練り混ぜが可

m(196.2ml) のステンレス容器に収容し、フローテーブ

能であった。

ルで落下運動を与えて試料を容器内に充填した。試料の

【００４１】次にこれを拡張した粉体と細骨材の混合

充填は、スケールで読み取った試料上面の高さが変化し

系、即ち、コンクリートのモルタル部分を想定した場合

なくなるまで行った。因みに、落下回数は１試料につ

において、石炭灰の細粉及び細骨材の組成が変化する場

き、500 回程度である。その後、試料の上面がステンレ

合について組成とフロー値の関係および組成と間隙比の

ス容器の上面と合うように試料をすり切り、その質量を
測定して実積率を求めた。空隙率および間隙比は、測定

関係を図７(a) および図７(b)に示す。先の細粉と粗粉
10

の場合と同様、フロー値が極大値をとる組成と、間隙比

結果から得られた実積率に基づき、それぞれ下式(6) お

が極小値をとる組成とが、非常によく一致している。さ

よび式(7) により算出した。なお実積率の算出の際に必

らに、構成材料の間隙比が単位水量に相当する間隙比を

要となる混合試料の密度は、調合から算出した値を用い

下回るときには、分散剤なしでも練り混ぜが可能とって

た。

いる。したがって、石炭灰を少量使用する領域では、石

【数６】

炭灰の混合により流動性は向上するが、ある量まで混入
量を増大すると、水だけでは分散させることができず、
高性能AE減水剤の添加が不可欠となる。そして、この境

【数７】

界が間隙比曲線と水量の交点で表される。
【００４２】以上から、外割調合で石炭灰を混合する場
20

合、粗い粒子と細かい粒子の混合系を対象とすると、そ
れぞれの固有の間隙比が既知であれば、それを基に上記

【００３８】ここに、各符号は、以下のとおりである。

の方法で流動性が最適となる組成を求め、また、単位水

ｐ：空隙率

量に相当する間隙比との関係により化学混和剤添加量を

Ｐ：間隙比

最小にできる最適調合設計が可能である。この調合方法

ａ：実績率

では、実測が必要なものは構成材料単体の固有間隙比の

【００３９】図６(a) および図６(b) には、石炭灰の細

みであり、粒度分布特性に関わらず簡便に実務に適用可

粉と粗粉の混合割合を変化させた場合における組成とフ

能な調合方法が提供される。また、本方法によれば、比

ロー値の関係、および組成と間隙比の関係が示されてい

較的利用率が低い粗粉の有効に利用することが可能であ

る。なお、図６(a) および図６(b) の各図には、左から

る。

水と粉体の体積比が93％、78％ならびに63％の場合の結

30

【００４３】次にコンクリートについて調合を行った例
3

3

果が示されており、それぞれの水粉体比は質量比で約35

として、単位水量185kg/m

％、30％、25％の場合に相当する。

合において、スランプ18cmを目標として練混ぜを行った

【００４０】同図から明らかなように、細粉と粗粉の混

コンクリートに関し、単位石炭灰量と高性能ＡＥ減水剤

合割合が変化することによりフロー値が極大値となる組

添加量との関係を図８に示す。下表６には、調合が示さ

成が存在し、このときの組成は間隙比曲線が極小値を示

れ、下表７には、石炭灰の品質が示され、表８には、他

す組成と一致している。また、各調合における単位水量

の使用材料の諸元が示されている。石炭灰は、JIS A 62

に相当する間隙比、すなわち水が充填することのできる

01（コンクリート用フライアッシュ）II種に適合するEP

最大間隙比と混合粉体の間隙比との関係に着目すると、

灰(FA4,000) およびＩ〜IV種のいずれにも適合しない分

水粉体比35% では殆どの組成で間隙比が単位水量に相当
する破線よりも下回るため水が余剰した状態となり、こ

、165kg/m のそれぞれの調

級粗粉(FA1,000) であり、後者を使用する場合は、水粉
40

体比25％および20％の調合において、前者に対して質量

の線よりも間隙比が下回るほど流動性が向上している。

比で40％内割置換して用いた。

したがってこの場合には、目標とする流動性を得るため

【表6】

の調合の自由度が相対的に大きいことになる。一方、水
粉体比が小さくなるに伴い、構成材料の間隙比が水量に
相当する破線よりも上回る場合が多くなり、水が不足し
た状態となっている。特に、水粉体比25％では単位水量
に相当する破線に対して殆どの組成で間隙比が上側にく
るため、粉体量に対して水が不足した状態となり、その
結果、フロー値が低下し、併せて、練り混ぜ不可能な組
成の領域も広くなっている。なお、水粉体比25％の場合

50
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さい場合には、粗粉の使用の影響は小さいが、単位石炭
灰量が大きくなると、その影響が顕在化する傾向がみら
れる。すなわち、4,000 ブレーンの細粉を単独で使用す
るよりも、1,000 ブレーンの粗粉を４割程度混合して用
いた場合の方が、高性能ＡＥ減水剤の必要量が小さくな
った（図９参照）。このことは、図４及び図６に示した
間隙比曲線と水量との関係を裏付けている。
3

3

【００４５】単位水量185kg/m および165kg/m それぞれ
の調合における各構成材料の使用量とフレッシュコンク
10

リートの性状を図10(a) および図10(b) に示す。同図を
用いて、設定した調合から得られるコンクリートの種類
（普通、中流動、高流動コンクリート）の予測、または
目的とするコンクリートの種類を実現するための調合の
範囲を知ることができる。
(2) 目標とする圧縮強度を得るための調合方法
【００４６】表７に示す石炭灰を用い、下表９に示す調
合で練混ぜを行った試験体の圧縮強度と単位石炭灰量の
関係が、図１１に示されている。
【表9】

【表7】

【００４７】図１１には、材齢28日における単位石炭灰
量及び圧縮強度の関係が例示されている。石炭灰を外割
40
【表8】

混合した場合の強度は、セメント単味と比較して全般に
大きく、同時に、単位石炭灰量が増加するにつれて増大
する。単位石炭灰量と圧縮強度には明瞭な相関があり、
両者の関係を下式(8) の如く表すことができる。
【数８】

【００４４】粉末度の影響に関して、単位石炭灰量が小

50

( 9 )

特開２００２−３３８３２２

15

16
2

【００４９】また、式(8) 中第２項のβs (N/mm ) は、
圧縮強度に対する石炭灰の寄与の大きさを表す。図１２
2

に示す実測値との整合により、βs (N/mm ) は、材齢の
3

みの関数として、また、γs (kg/m ) は、材齢や単位石
炭灰量などに無関係に、それぞれ下式(10)及び下式(11)
により定義し得る。
【数１０】
【００４８】式(8) 中の第１項αs は、セメント単味の
2

場合の圧縮強度(N/mm ) であり、圧縮強度は、水セメン

10

【数１１】

20

【数１２】

ト比の関数として、図１２に示す実測値との整合によ
り、下式(9) で表される。
【数９】

【００５０】これらの結果をまとめると、上式(8) は、
以下の式(12)で表すことができる。

これらより、圧縮強度に対する等ポテンシャルラインを

位セメント量が小さい領域においても調合が可能であ

表す関数として、単位石炭灰量と単位セメント量との関

り、単位セメント量200 kg/m
3

係式が得られ、これは、下式(13)で表される。

石炭灰量が100 kg/m

【数１３】

圧縮強度が得られている。

3

の調合であっても、単位
2

を超える領域で、30N/mm 以上の

【００５２】このように、設定した調合のコンクリート
30

強度が、以上の方法により得られる。逆に、目標とする

【００５１】図13〜図15に、材齢7 日、28日、および91

強度を得るための調合が上記方法から定まる。石炭灰外

日における圧縮強度に関する等ポンシャルラインをそれ

割コンクリートの強度発現メカニズムについて、図16に

ぞれ示す。前述のように等ポテンシャルラインは式(12)

は、ポルトランドセメント単味のコンクリートと、石炭

あるいは式(13)中のfcを一定としたときの単位セメント

灰を外割混合したコンクリートとに関する空隙構造モデ

量C と単位石炭灰量F の関係として算定される。各図中

ルが夫々示されている。このモデルは、モルタル中の細

の黒丸は、圧縮強度の実測値である。例えば、材齢28日

骨材粒子１個に対応する空間において、細骨材およびそ

に関して示した図13中で、内割調合を示す斜めの矢印に

の周囲の空間を埋めるセメントや石炭灰などの粉体粒

3

着目すると、単位セメント量740 kg/m から始まる矢印

子、およびこれらの空隙で構成される。ここで、構成粒

の場合には、内割置換率20％程度までは圧縮強度は向上
し、それ以上の置換率では低下する。一方、単位セメン

子は、球形で、それぞれの粒子ごとに平均径に相当する
40

3

単一の大きさを有するものと仮定する。

ト量463 kg/m から始まる調合の場合には置換率の増加

【００５３】図16(a) は、ポルトランドセメント単味

に伴って常に強度が低下している。他の材齢において

（W/C=65% ）の場合で、細骨材以外の空間を埋める粒子

も、内割調合の場合には単位セメント量や材齢によって

はセメントのみである。さらに、その空隙は水が占めて

普通ポルトランドセメント単味と比較して圧縮強度が低

おり、この空隙がセメントの水和反応によって生じる生

下する場合と向上する場合があることがわかる。これに

成物により埋められていくことになる。調合から算定さ

対して、外割調合を示す縦の矢印は、単位石炭灰量の増

れる各構成粒子の体積と、それぞれの粒子径から求めら

加に伴って常にポテンシャルの高い方に向かっており、

れる粒子数に整合させてセメント粒子を配置すると、こ

外割調合の利点が確認される。また、外割調合の場合に

の場合の空隙は図16(a)右側の拡大図のように、４個の

は、材齢初期からセメント単味の場合よりも強度が大き

セメント粒子に囲まれるモデルとなる。その内接円の半

くなっていることが明らかである（図13）。さらに、単

50

径、すなわち空隙径は、セメント粒子の半径をrC とする
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と、0.414rC となる。次に、石炭灰を外割で244kg/m 混
合した場合（水粉体比W/P=35％）、その体積分だけ細骨
材量が減少するため、細骨材１個に対応する空間は相対
的に大きなる。この空間を埋めるのは、セメントおよび
石炭灰粒子である。粉末の総体積が増加したため粒子の
配列が密になり、セメント及び石炭灰の粒径が同程度の
場合、図16(b) の拡大図のように、空隙は３個の粉体粒
子に囲まれなければならない。従って、空隙半径は0.15
5 rC となる。このモデルの特徴は、空隙の総量が単位水
量に等しく、石炭灰外割調合では単位水量が一定である

10

ため、両調合の総細孔量が等しいことである。即ち、石
炭灰を外割混合するコンクリートでは、同一体積内での
3

総空隙量は同じであるが、空隙を構成する粒子の同一体

実証実験では、単位水量を185kg/m 、水セメント比65%

積あたりの個数が異なるため、コンクリート内部の空隙

（単位セメント量=285kg/m３）を一定とし、単位石炭灰

径は、単位粉体量が大きいほど小さくなる。この違いは

量を、0 、85、126 及び332kg/m と変化させ、水粉体比

練り混ぜ直後から成立する。これは、強度発現に関し

W/Pを変化させた。なお、粗骨材は、コンクリートの調

て、セメントの水和生成物が埋める空隙のサイズが練り

合から除かれている。なお、各粉末とも体積比を一定と

混ぜ直後から小さく、従って、初期材齢から緻密な硬化

した。また、いずれの調合においても高性能AE減水剤は

体組織を構成し易いことを意味する。結果的に、石炭灰

使用していない。

外割混合コンクリートの強度は、ポルトランドセメント

3

20

【００５６】試験体はJIS R 5201（セメントの物理試験

単味のコンクリートの強度に比べ、初期材齢から高くな

方法）に従い、寸法40×40×160mmの型枠に成型後、20

る。

℃、90％R.H.の環境下で1 日間湿空養生を行い、脱型し

【００５４】実証実験における使用材料を下表１０に示

て所定材齢（1,3,7,28日）まで水中養生を行った。各材

す。セメントは、JIS R 5210（ポルトランドセメント）

齢ごとに供試体の内部から試料を採取し、試料を直径2

に規定する普通ポルトランドセメントを、細骨材は、壱

〜3mm の粒状に粉砕して、アセトンで水和を停止させ、

岐産海砂を使用した。石炭灰（FA）は、比表面積が100

１日真空乾燥した後、水銀圧入式ポロシメータを用い

2

0、2700、4000、7000 cm /gの４種類を用いた。また、

て、細孔半径6.0 〜90432nm の範囲で細孔径分布を測定

2

比較のため、比表面積が1200cm /g の石粉（GP）を使用

して、細孔容積を求めた。なお強度試験はJIS R5201

した。

（セメントの物理試験方法）に従って行った。

【表10】

30

【００５７】図17に、設定した種々の調合について水銀
圧入式ポロシメータで測定した総細孔量の測定結果を、
材齢1,3,7 日の場合について示す。いずれの材齢におい
ても、単位石炭灰量の違いと無関係に、総細孔量はほぼ
同程度となっている。このことは、石炭灰外割調合では
単位セメント量と単位水量を一定として細骨材の一部を
石炭灰で置換する形となるため、単位石炭灰量が変化し
ても細孔の総量が一定となることを示しており、先に示
したモデルでの検討結果と一致する。なお、図17には、
石炭灰の比表面積が異なる場合や、粉体として石粉を用

40

いた場合の結果も併記しているが、いずれの場合も水粉
体比が一定であれば総細孔量は同程度であることがわか
る。

【００５５】実証実験における調合が、下表１１に示さ

【００５８】図18に、各調合における細孔径分布を、一

れている。

例として材齢3 日の場合について示す。図より明らかな

【表11】

ように、単位粉体量が大きくなるとともに細孔径の分布
がより小さい側に移行していることがわかる。この傾向
は他の材齢においても同様であった。この時期には石炭
灰のポゾラン反応はほとんど進行しないことを考慮する
と、空隙の緻密化は、先に述べたように、粉体量が大き
50

くなることによって空間を埋める粒子の個数が多くなる

( 11 )
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ために、コンクリート内部の空隙径が練り混ぜ直後から

場合と比較して50nm以上の空隙量が材齢初期から減少す

小さいことに起因すると判断し得る。従って、空隙を埋

るため、石炭灰外割コンクリートは、ポゾラン反応のほ

めるセメント水和物の量が同じであっても、単位粉体量

とんど進行しない初期材齢から高い強度を発現すること

の増大につれて、同じ材齢における組織構造がより緻密

が確認された。このことは、図20、図21に併記している

になることは明らかである。図19に単位粉体量と50nm以

ように、反応性を有さない砕石粉(GP)を用いた場合でも

上の空隙量との関係を示す。図より明らかなように、単

同様であり、粉体を外割混合したコンクリートの強度発

位粉体量が大きくなるにしたがって50nm以上の径の空隙

現は、これらの粉体の空隙形成特性に依存し、粉体の反

量が小さくなる傾向がみられる。

応性とは無関係であることが明らかである。また、本方

【００５９】図20に、各調合、ならびに各材齢における
圧縮強度と単位粉体量の関係を示す。先の図11と同様、

法で示した強度発現メカニズムは、有効利用が望まれる
10

石炭灰以外の粉体においても適用できることが明らかで

単位粉体量が大きくなるにしたがって初期材齢から圧縮

ある。

強度が大きくなっている。図21に細孔量と圧縮強度の関

【００６０】(3) 目標とする耐中性化性状を得るための

係を示す。種々の細孔径において強度との相関を検討し

調合方法

た結果、圧縮強度は、50nm以上の空隙量と最も高い相関

中性化速度係数は、硬化体の水酸化カルシウム量と透気

を示しており、50nm以上の空隙量の低減は、圧縮強度の

係数から下式(14)のように表すことができる。

増大をもたらした。図19に示すように、石炭灰(FA)を外

【数１４】

割で混合することにより、ポルトランドセメント単味の

【００６１】また、水酸化カルシウム量Q および透気係
数K は、それぞれ式(15)および式(16)で表すことができ
る。

【００６２】次に、これらを上式(14)に代入すると、中

【数１５】

性化速度式は単位石炭灰量の関数として下式(17)のよう
に表される。
【数１７】

【数１６】

【００６３】圧縮強度と同じ材料、調合の試験体を作成

スで測定し、その平均値を中性化深さとした。

し、温度20℃、相対湿度60％、炭酸ガス濃度5 ％の環境

【００６４】図22に中性化速度係数と単位石炭灰量の関

下で促進中性化試験を行った。試験体は材齢91日で脱型

係を示す。なお、中性化速度係数は各試験材齢における

後、20℃、相対湿度60％の恒温恒湿室で1 週間の乾燥を

実験結果を√t 則により近似して求めたものである。水

行っている。中性化深さの測定はフェノールフタレイン

セメント比90％では、他の水セメント比(65、50、40％)

1 ％溶液を割裂面に噴霧した後、呈色しない部分をノギ

50

と比較して著しく中性化速度が大きくなっている。しか
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しながら、いずれの水セメント比においても、石炭灰の

ても、実測値の傾向をよく示している。ここで、式(17)

使用量が大きくなるに伴って中性化速度係数が小さくな

における実験定数αc , γc 1 およびγc 2 の値は、それぞ

っていることから、水セメント比に関わらず石炭灰の大

れ単位セメント量の関数として、図23に示す実測値との

量使用は、コンクリートの中性化を抑制する上で有効で

整合により、それぞれ下式(18)〜(20)のように表すこと

あることが明らかである。また、図中の実線は、実測値

ができる。

に式(17)を近似した結果であるが、いずれの場合にあっ

【数１８】

【数１９】

【数２０】

【００６５】これらの結果をまとめると、式(17)は、以

【数２１】

下の式(21)で表される。

以上より、中性化速度に関する等ポテンシャルラインを

能となった。

表す単位石炭灰量と単位セメント量の関係式が得られ、

【００６８】

式(22)で表される。

【発明の効果】以上説明した如く、本発明の上記構成に

【数２２】

よれば、、コンクリート原料としての石炭灰の大量且つ
有効な利用を可能にする石炭灰コンクリート及びその配
合方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】石炭灰の内割調合と外割調合との関係及び相違

【００６６】図24には、式(22)から算出される中性化速
度に関する等ポテンシャルラインが示されている。圧縮

を示す線図である。
30

【図２】石炭灰外割コンクリートをにおける各構成材料

強度と同様、等ポテンシャルラインは式(22)中の中性化

の使用量の関係を示す線図である。

速度係数Ａを一定としたときの単位セメント量C と単位

【図３】水粉体比の下限値と単位石炭灰量の上限値との

石炭灰量F の関係として算定される。中性化速度に関し

関係を示す線図である。

ても圧縮強度と同様に、内割調合を示す斜めの矢印で

【図４】理論上の間隙比の最小値を与える理論最密組成

は、置換率の増大に伴い普通ポルトランドセメント単味

と理論最密間隙比の関係を概念的に示す線図である。

と比較して低下する場合と、逆に向上する場合とがみら

【図５】空隙率測定試験の試験方法を示す測定器具の概

れる。ただし、ポテンシャルラインはある置換率を超え

略正面図である。

ると横軸に対して垂直になることから、内割調合では普

【図６】石炭灰の細粉と粗粉の混合割合を変化させた場

通ポルトランドセメント単味と比較して急激に中性化抵
抗性が低下することがわかる。一方、外割調合を示す縦

合にみられる組成とフロー値との関係を示すとともに、
40

組成と間隙比との関係を示す線図である。

の矢印は、単位セメント量に関わらず単位石炭灰量の増

【図７】間隙比の極大値と、フロー値の極大値との対応

加に伴って常にポテンシャルの高い方に向かっているこ

関係を示す線図である。

とから、外割調合の利点が確認される。また単位セメン

【図８】スランプ18cmを目標として混練したコンクリー

3

ト量が200kg/m のように少ない場合においても、石炭灰

トにおける単位石炭灰量及び高性能ＡＥ減水剤添加量の

を使用することで性能が向上することがわかる。

関係を示す線図である。

【００６７】以上の結果より、石炭灰を外割混合するコ

【図９】高性能ＡＥ減水剤添加量に対する粉末度の影響

ンクリートはベースとなるポルトランドセメント単味の

を示す線図である。

コンクリートよりも、任意の材齢、調合において、常に

【図１０】各構成材料の使用量と、フレッシュコンクリ

圧縮強度および耐中性化性状が向上し、また、これらの

ートの性状との関係を示す線図である。

物性、ならびにフレッシュ性状を計画調合段階で予測可

50

【図１１】圧縮強度と単位石炭灰量との関係を示す線図
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24

である。

【図１８】石炭灰外割混合が細孔径分布に及ぼす影響を

【図１２】実験定数、単位セメント量、水セメント比の

示す線図である。

関係を示す線図である。

【図１９】単位粉体量と50nm以上の空隙量との関係を示

【図１３】材齢７日の圧縮強度に関する等ポンシャルラ

す線図である。

インを示す線図である。

【図２０】石炭灰外割混合がコンクリートの圧縮強度に

【図１４】材齢２８日の圧縮強度に関する等ポンシャル

及ぼす影響を示す線図である。

ラインを示す線図である。

【図２１】50nm以上の細孔量とコンクリート圧縮強度と

【図１５】材齢９１日の圧縮強度に関する等ポンシャル

の関係を示す線図である。

ラインを示す線図である。
【図１６】ポルトランドセメント単味のコンクリート

【図２２】中性化速度係数と単位石炭灰量との関係を示
10

す線図である。

と、石炭灰を外割混合したコンクリートとに関する空隙

【図２３】実験定数と単位セメント量との関係を示す線

構造モデルを示す概念図である。

図である。

【図１７】石炭灰外割混合が総細孔量に及ぼす影響を示

【図２４】中性化速度に関する等ポテンシャルラインを

す線図である。

示す線図である。
【図１】

【図１９】
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【図２０】
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