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(54)【発明の名称】セメント系組成物の製造方法
(57)【要約】
【課題】

（修正有）

石炭火力発電所の副産物である石炭灰をコン

クリート原料として大量に有効利用するとともに、コン
クリート原料として石炭灰の大量消費を可能にするセメ
ント系組成物の製造方法を提供する。
【解決手段】

石炭灰を混合攪拌機で水と混合してスラ

リー化した後、所定の配合比でセメント、水及び骨材と
混合し、セメントモルタル又はコンクリートを調合す
る。好適には１日（２４時間）以上の間、石炭灰の混水
攪拌を連続的に実施する。連続的な混水攪拌工程により
均一化した石炭灰スラリーは、攪拌停止後直ちに、或い
は、静置時間を経た後、セメント、水及び骨材と混合さ
れる。石炭灰スラリーを配合したセメント系組成物は、
著しく高い流動性を示し、膨張性及び強度低下は、抑制
される。
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【特許請求の範囲】

で、ワーカビリティ、コンシステンシー、プラスティシ

【請求項１】

ティー、フィニッシャビリティ等のコンクリートのフレ

石炭灰、セメント、水及び骨材を配合し

てセメントモルタル又はコンクリートを調合するセメン

ッシュ性状を改善し得る混和材として知られている。

ト系組成物の製造方法において、

【０００４】また、セメントの水和反応の際には、水酸

石炭灰を所定時間、混水攪拌してスラリー化し、かくし

化カルシウムが生成するが、石炭灰に含まれる可溶性シ

て得られた石炭灰スラリーをセメント、水及び骨材と混

リカは、可溶性水酸化カルシウムとポゾラン反応して珪

合し、セメントモルタル又はコンクリートを調合するこ

酸カルシウムを生成し、コンクリートの硬化組織を緻密

とを特徴とするセメント系組成物の製造方法。

化する性質を有するので、長期強度の増大、水密性の向

【請求項２】

石炭灰は、２４時間以上混水攪拌される

ことを特徴とする請求項１に記載のセメント系組成物の

上、化学薬品に対する抵抗性の向上、更には、水和熱の
10

製造方法。
【請求項３】

低減など、硬化時又は硬化後のコンクリートの性状を改
善する石炭灰の作用が既に認められている。

石炭灰は、７２時間以上混水攪拌される

【０００５】

ことを特徴とする請求項１に記載のセメント系組成物の

【発明が解決しようとする課題】このように高流動性コ

製造方法。

ンクリートの原料として有利な性質を備える石炭灰は、

【請求項４】

石炭灰の混水攪拌は、連続的に実行され

大量利用可能なリサイクル材として、近年殊に注目され

ることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記

ている。

載のセメント系組成物の製造方法。

【０００６】しかしながら、石炭灰を使用したコンクリ

【請求項５】

混水攪拌により生成した石炭灰スラリー

ートの製造においては、石炭灰中の未燃カーボンが化学

を半日以上静置した後、セメント、水及び骨材と混合す

混和剤（ＡＥ剤、減水剤、ＡＥ減水剤、高性能ＡＥ減水

ることを特徴とする請求項２乃至４のいずれか１項に記

20

剤）を吸着することから、例えば、石炭灰を含まないコ

載のセメント系組成物の製造方法。

ンクリートと同一量のＡＥ剤（空気連行剤）を配合した

【請求項６】

石炭灰の混水攪拌時間を制御することに

場合、コンクリートの目標空気量を所望の如く達成し難

より、セメント系組成物のフレッシュ性状を制御するこ

く、このため、多量のＡＥ剤をコンクリート原料に混入

とを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の

して、所要の空気量を確保する必要が生じるので、セメ

セメント系組成物の製造方法。

ント系組成物の製造コストが高額化してしまう。また、

【請求項７】

石炭灰の混水攪拌時間を制御することに

減水剤又は高性能AE減水剤は、主として、セメント系組

より、セメント系組成物の硬化時又は硬化後の物性を制

成物の流動性付与を目的とした化学混和剤として知られ

御することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項

ているが、石炭灰の灰種によっては、所期の流動性を確

に記載のセメント系組成物の製造方法。

保すべく、減水剤又は高性能AE減水剤等の化学混和剤を

【発明の詳細な説明】

30

大量に添加しなければならない場合がある。しかし、こ

【０００１】

の種の化学混和剤の多量混合は、一般に、セメント系組

【発明の属する技術分野】本発明は、セメント系組成物

成物の製造コスト増大、凝結時間の遅延等につながる。

の製造方法に関するものであり、より詳細には、石炭灰

かくして、多量の化学混和剤（ＡＥ剤、減水剤、ＡＥ減

をセメント及び骨材と混合してセメントモルタル又はコ

水剤、高性能ＡＥ減水剤）の使用は、凝結遅延、初期強

ンクリートを製造するセメント系組成物の製造方法に関

度低下、低温時の強度発現の遅延等の諸問題を生じさせ

するものである。

るなど、コンクリートの施工性及び強度を損なう結果を

【０００２】

招くので、望ましくない。

【従来の技術】石炭火力発電所の微粉炭燃焼ボイラ等か

【０００７】同時に、石炭灰は、酸化カルシウム（CaO)

ら副産物として多量に発生する石炭灰は、セメント混合
材、コンクリート混和材、コンクリート用骨材等の用途

及び二酸化硫黄(SO3 ) 等の膨張成分を比較的多量に含有
40

するので、石炭灰を混合したコンクリートにおいては、

に有効利用され、残余の石炭灰は、埋立て処分等により

膨張ひび割れに起因するコンクリート組織の部分破壊

廃棄処理されている。近年では、約３０〜４０％程度の

が、硬化時又は硬化後に発生する懸念がある。

石炭灰がリサイクル材料として有効利用されているが、

【０００８】このような事情より、現状では、コンクリ

約６０〜７０％の石炭灰は、破棄処分されており、石炭

ート原料としての石炭灰の大量消費は実現しておらず、

灰の有効利用率は、依然として低率である。現状では、

石炭灰をコンクリート原料として使用する上で、何らか

石炭灰の有効利用率を高めることができたとしても、５

の対策が必要であると一般に把握されている。例えば、

０％程度の利用率が、その限界であろうと一般に認識さ

特開平１０−３１０４５７号公報に開示されたコンクリ

れている。

ート製造方法では、石炭灰、セメント及び水を混合し且

【０００３】石炭灰は、その平滑且つ球状の粒子形状に

つ硬化した硬化体を粉砕して骨材を製造し、かくして製

より、コンクリートの流動性を向上する性質を備えるの

50

造した骨材を更にセメント及び水と混合してコンクリー
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トを製造しており、また、特開平１１−２２８２０３号

物（セメントモルタル又はコンクリート）は、乾燥状態

公報に開示されたコンクリート製造方法においては、膨

の石炭灰や、単に加水後静置した石炭灰を配合したセメ

張抑制材として短繊維をコンクリート内に混入し、短繊

ント系組成物に比べて、著しく高い流動性を示す。ほぼ

維により膨張成分の膨張エネルギーを吸収するととも

１日（２４時間）以上の連続的な混水攪拌工程により生

に、コンクリートの全域にケミカルプレストレスを導入

成した石炭灰スラリーは、均一且つ安定した物性を既に

している。しかしながら、このようなコンクリート製造

備え、その後の静置時間の長短は、セメント系組成物の

方法は、コンクリート製造工程を極端に煩雑化したり、

流動性に大きく影響しない。

膨張抑制材等の補強材料を混入する必要を生じさせるな

【００１３】本発明に従って石炭灰スラリーを配合した

ど、容易に実現し難い工程を要することから、現状で
は、実用化するには至っていない。

セメント系組成物によれば、化学混和剤（ＡＥ剤、減水
10

剤、ＡＥ減水剤、高性能ＡＥ減水剤）の使用量を増大す

【０００９】本発明は、かかる事情に鑑みてなされたも

ることなく、コンクリートの所望の流動性を達成し得

のであり、その目的とするところは、石炭火力発電所の

る。３日以上の混水攪拌工程を経た石炭灰スラリーを使

副産物である石炭灰をコンクリート原料として大量に有

用した場合、化学混和剤の添加量又は添加率は、乾燥状

効利用するとともに、コンクリート原料としての石炭灰

態の石炭灰を使用したセメント系組成物に比べて、灰種

の諸問題、即ち、化学混和剤の多量使用による製造コス

によっては、１／２以下に大幅削減することが可能とな

トの高額化、凝結の遅延、初期強度の低下等の問題や、

る。

石炭灰中の膨張成分による膨張ひび割れの問題を解決

【００１４】また、本発明に係る製造方法によれば、乾

し、産業副産物である石炭灰の大量消費を可能にするセ

燥状態の石炭灰をセメント、水及び骨材と混合する従来

メント系組成物の製造方法を提供することにある。

の製造方法における問題点、即ち、石炭灰を配合したセ

【００１０】

20

メント系組成物の膨張性及び強度低下の問題を少なくと

【課題を解決するための手段及び作用】本発明者は、上

も部分的に解消することができる。

記目的を達成すべく、鋭意研究を重ねた結果、石炭灰を

【００１５】３日以内の混水攪拌を行った石炭灰スラリ

混合攪拌機内で混水攪拌してスラリー化した後にセメン

ーを配合した場合、セメント系組成物は、攪拌時間の増

ト及び骨材等と混合にすることにより、上記課題を解決

大に相応して、膨張性及び強度低下傾向を喪失し、３日

し得ることを見い出し、かかる知見に基づき、本発明を

以上の混水攪拌時間を確保した石炭灰スラリーを配合し

達成したものである。即ち、本発明は、石炭灰、セメン

た場合、セメント系組成物の膨張性及び圧縮強度低下

ト、水及び骨材を配合してセメントモルタル又はコンク

は、概ね解消した。これは、石炭灰の混水攪拌により、

リートを調合するセメント系組成物の製造方法におい

石炭灰中の遊離石灰（CaO)が概ね消化し尽くしたことに

て、石炭灰を所定時間、混水攪拌してスラリー化し、か

起因すると考えられる。

くして得られた石炭灰スラリーをセメント、水及び骨材

30

【００１６】

と混合し、セメントモルタル又はコンクリートを調合す

【発明の実施の形態】本発明の好適な実施形態によれ

ることを特徴とするセメント系組成物の製造方法を提供

ば、石炭灰は、２４時間（１日）以上、更に好ましく

する。

は、７２時間（３日）以上の間、連続的に混水攪拌され

【００１１】本発明の製造方法によれば、石炭灰は、混

る。２４時間（１日）以上の連続混水攪拌により生成し

合攪拌機により水と一緒に攪拌され、スラリー化した

た石炭灰スラリーは、安定したスラリー性状を示すの

後、所定の配合比でセメント、水及び骨材と混合され、

で、攪拌停止後に半日以上静置した石炭灰スラリーをセ

セメントモルタル又はコンクリートに調合される。石炭

メント系組成物の配合に使用することができる。

灰の混水攪拌は、好適には半日、更に好適には１日（２

【００１７】本発明の好適な実施形態において、石炭灰

４時間）以上の間、連続的に実施される。混水攪拌工程
により均一化した石炭灰スラリーは、攪拌停止後直ち

及び水は、強制練りパン型の混合攪拌機（ミキサー）に
40

投入され、混合攪拌機は、２４時間（１日）以上の所定

に、或いは、静置時間を経た後、セメント、水及び骨材

時間、連続的に作動し、石炭灰をスラリー化する。他の

と混合される。なお、２４時間以内の混水攪拌であって

混和剤及び骨材は、混合攪拌機内に添加又は投入され

も、或いは、非連続攪拌又は断続的攪拌であっても、同

ず、石炭灰及び水のみが混練され、この結果、石炭灰が

等の効果が認めれるが、２４時間以上の連続混水攪拌に

均等に分散した石炭灰スラリーが混合攪拌機内に生成す

より石炭灰スラリーの品質ないし性状が安定する現象が

る。所望により、石炭灰スラリーは、半日以上の時間、

認められたので、スラリーの分散性又は安定性の観点か

混合攪拌機内に静置される。一般には、石炭灰として、

らは、連続攪拌を行うことが望ましいと考えられる。所

石炭火力発電所の副産物である廃棄石炭灰が使用され、

望により、石炭灰は、３日（７２時間）以上連続の混水

混練水として、上水道水、地下水、工業用水等の一般的

攪拌工程によりスラリー化される。

な練混ぜ水が、使用される。

【００１２】石炭灰スラリーを配合したセメント系組成

50

【００１８】石炭灰スラリーは、所定の配合に従って、

( 4 )
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セメント、水、化学混和剤及び骨材と更に混合され、セ

性及び強度等を可変設定し又は調節することが可能とな

メントモルタル又はコンクリートが調合される。化学混

る。

和剤として、ＡＥ剤、減水剤、ＡＥ減水剤及び/又は高

【００２１】

性能ＡＥ減水剤が使用される他、所望の化学混和剤が任

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいて更に詳細に

意に使用される。セメントとして、普通ポルトランドセ

説明する。以下の実施例１及び２において使用した石炭

メント（ＪＩＳ

灰は、「ＪＩＳ

Ｒ

５２１０）を好適に使用し得る

Ａ

６２０１−１９９９」に規定され

が、他の種類のセメント、例えば、早強セメント等を使

たII種の石炭灰である。第１実施例として１日（２４時

用しても良い。骨材として、一般的に使用される粗骨材

間）、第２実施例として３日（７２時間）の時間、石炭

及び細骨材を使用することができる。粗骨材として、砕
石又は川砂利等を使用し、細骨材として、川砂等の天然

灰及び水を強制練りパン型の混合攪拌機（ミキサー）に
10

投入して連続的に攪拌し、石炭灰をスラリー化した。図

砂又は砕砂等の人工砂を使用し得る。

１は、混合攪拌機による石炭灰及び水の攪拌状態を示す

【００１９】本発明の石炭灰スラリーを使用したコンク

図（写真）である。ＡＥ剤等の化学混和剤、砂等の骨材

リート又はセメントモルタルでは、化学混和剤、例え

の如く、他のモルタル原料又はコンクリート原料は、混

ば、高性能ＡＥ減水剤の添加量又は添加率は、好ましく

合攪拌機内の流動体に一切混入せず、石炭灰及び水のみ

は、従来の配合の１／２以下に配合設計され、例えば、

を混合攪拌したが、石炭灰は、水に良好に分散し、均一

3

２kg/m

以下又は０．５％( 重量比) 以下に設定され

な石炭灰スラリーが攪拌機内に生成した。

る。

【００２２】１日（２４時間）又は３日（７２時間）の

【００２０】他の観点より、本発明によれば、石炭灰の

時間、石炭灰及び水を混合攪拌機で連続攪拌した後、混

混水攪拌時間を制御することにより、セメント系組成物

合攪拌機を完全に停止し、石炭灰スラリーを静置した。

のフレッシュ性状、或いは、硬化時又は硬化後の物性を

20

スラリー化した石炭灰を約半日の間、混合攪拌機内に静

制御することが可能となる。例えば、石炭灰の混水時間

置した後、混合攪拌機内の任意の数箇所において試料を

を２４時間〜７２時間の範囲内で適切に設定することに

採取し、石炭灰スラリーの含水率を測定した。含水率の

より、石炭灰スラリーを混合したセメントモルタル又は

測定結果が、表１に示されている。

コンクリートのフロー値、或いは、コンクリートの膨張

【表１】

【００２３】表１に示す如く、各試料の含水率は、各実

に示されている。なお、セメントとして、普通ポルトラ

施例において均等な値を示しており、採取位置による実
質的差異は、観られない。この結果、少なくとも１日程

ンドセメントを使用した。
40

度の混水攪拌によって石炭灰及び水が混合攪拌機内の全
域に良好に分散し、実質的に均一な石炭灰スラリーが生
成することが確認された。
【００２４】コンクリートのフレッシュ性状に対する石
炭灰スラリー化の影響を考察すべく、石炭灰スラリーを
使用してセメントモルタルを調合し、セメントモルタル
のフロー値試験を行った。比較例として、浸水後、未攪
拌状態に静置した石炭灰を使用してセメントモルタル調
合し、セメントモルタルのフロー値試験を行った。フロ
ー値試験に使用したセメントモルタルの配合表が、表２
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【表２】

( 5 )

特開２００２−２３４０２４

7

8

【００２５】図２は、表２の配合表に示す配合比で調合

る。スラリー化後に約２日間静置した石炭灰スラリーを

したセメントモルタルのフロー値試験結果を示す線図で

使用したセメントモルタルにおいては、フロー値（Ｃ

ある。図２には、乾燥状態の石炭灰を使用して調合した

値）は、約３００mmであり、スラリー化後に約６日間静

セメントモルタルのフロー値（Ａ値）、混水攪拌後のス

置した石炭灰スラリーを使用したセメントモルタルにお

ラリー化石炭灰（第１実施例に相当）を使用して調合し

いても、ほぼ同様な値のフロー値（Ｄ値＝約２９０mm）

たセメントモルタルのフロー値（Ｂ：Ｃ：Ｄ値）、更に

が測定されており、攪拌停止後の静置に伴うフロー値の

は、比較例として用意した石炭灰（単に含水静置した石

低下は、観られなかった。このような試験結果によれ

炭灰）を使用して調合したセメントモルタルのフロー値

ば、２４時間混水攪拌により、概ね安定した石炭灰スラ

（ａ：ｂ：ｃ：ｄ：ｅ：ｆ値）が示されている。フロー
値試験は、「ＪＩＳ

Ｒ

５２０１」（セメントの物理

試験方法）に従って行われた。なお、「ＪＩＳ

Ｒ

リーが得られると考えられる。前述の如く、混水攪拌の
10

長期化によりセメントモルタルのフロー値（Ｅ値）が更

５

に増大する点を考慮した上で、混水攪拌停止後の静置時

２０１」の試験方法では、フロー値の測定基盤（フロー

間の長短がセメントモルタルのフロー値向上又フロー値

テーブル）の直径が３００mmであるので、３００mmを超

低下に大きく影響していない現象を考察すると、セメン

えるフロー値は、測定不能である。

トモルタルの流動性向上の主要因は、混水攪拌による石

【００２６】乾燥した石炭灰（加水前の石炭灰）をその

炭灰のスラリー化行為自体にあると考えられる。

まま使用し、表２の配合比に従ってセメント、水及び細

【００２８】比較例として、石炭灰を水に浸漬し、混水

骨材（砂）と混合した場合、セメントモルタルのフロー

攪拌を全く行わずに所定時間、静置した石炭灰を用意

値（Ａ値）は、１８０mmの値を示すにすぎなかった。こ

し、この石炭灰を使用して、表２に示す配合のセメント

れに対し、加水後に２４時間（１日間）の連続混合攪拌

モルタルを調合し、上記試験方法によるセメントモルタ

（混水攪拌）を行って得られた石炭灰スラリー（上記第

20

ルのフロー値試験を実施した。図２に示す如く、浸水時

１実施例に相当する石炭灰スラリー）を使用し、上記配

間が２日以内の石炭灰を使用したセメントモルタルで

合表のセメントモルタルを調合した場合、セメントモル

は、２００〜２１０mm（ａ値、ｂ値）のフロー値が測定

タルのフロー値（Ｂ値）は、２８０mmに達した。加水後

され、乾燥状態の石炭灰を使用したセメントモルタル

２日以上の連続混合攪拌を行って得られた石炭灰スラリ

（フロー値＝１８０mm（Ａ値））よりも若干高い値のフ

ーを使用し、上記配合表のセメントモルタルを調合した

ロー値が測定されたが、以下に示す如く、７日以上の浸

場合、セメントモルタルの流動性は更に向上した。セメ

水・静置時間を経た石炭灰を使用した場合、セメントモ

ントモルタルのフロー値（Ｅ値）は、顕著に増大し、図

ルタルのフロー値（ｄ、ｅ、ｆ値）は、乾燥状態の石炭

２に二点鎖線矢印で示す如く、「ＪＩＳ

灰を使用したセメントモルタルのフロー値（約１８０mm

Ｒ

５２０

１」の試験方法による測定可能限界（３００mm）を超え
たことから、もはや測定不能であった。これらの試験結

（Ａ値））と同等、若しくは、それ以下の値に低下して
30

おり、長時間に亘って浸水・静置した石炭灰を配合した

果によれば、石炭灰をスラリー化した後にセメント、水

セメントモルタルのフロー値は、却って低下すると判明

及び細骨材（砂）と混合したセメントモルタルでは、乾

した。

燥状態の石炭灰を使用したセメントモルタルに比べて、

加水静置後３日経過の石炭灰使用：フロー値＝約１８０

フロー値が著しく増大するとともに、石炭灰の混水攪拌

mm（ｃ値）

時間を長時間に設定すればするほど、セメントモルタル

加水静置後７日経過の石炭灰使用：フロー値＝約１７０

が高フロー値を示しており、この結果、石炭灰のスラリ

mm（ｄ値）

ー化がセメントモルタルの流動性向上に大きく寄与する

加水静置後14日経過の石炭灰使用：フロー値＝約１７０

と判明した。

mm（ｅ値）

【００２７】更に、混合攪拌後の石炭灰スラリーの安定
性を考察すべく、攪拌停止後に石炭灰スラリーを所定時

加水静置後28日経過の石炭灰使用：フロー値＝約１４０
40

mm（ｆ値）

間静置し、静置時間経過後の石炭灰スラリーを使用して

【００２９】即ち、石炭灰をスラリー化せず、単に未攪

セメントモルタルを調合し、セメントモルタルのフロー

拌の浸水状態に保持するだけでは、長時間の浸水時間を

値を測定した。図２には、２４時間混水攪拌してスラリ

確保しても、流動性向上の効果は得られず、逆に、浸水

ー化した石炭灰スラリーに関し、攪拌停止後に２日間静

後の静置時間の長期化は、却って、セメントモルタルの

置した石炭灰スラリーを使用して上記配合表のセメント

流動性を低下させる要因となり得る。

モルタルを調合し、セメントモルタルのフロー値を測定

【００３０】以上のフロー値試験の結果より、以下の現

した試験結果（Ｃ値）が示されている。同様に、攪拌停

象が判明した。

止後に６日間静置した石炭灰スラリーを用いて上記配合

(1) 約２４時間程度の連続攪拌によって、安定したスラ

表のセメントモルタルを調合し、セメントモルタルのフ

リー性状の石炭灰スラリーが得られるとともに、加水後

ロー値を測定した試験結果（Ｄ値）が図２に示されてい

50

の混合攪拌時間（スラリー化時間）を更に長期化するこ

( 6 )

特開２００２−２３４０２４

9

10

とによって、セメントモルタルの流動性を更に向上し得

したセメントモルタルの供試体が、「ＪＩＳ

る。

２」（コンクリートの強度試験用供試体の作り方）に従

(2) 単に加水・静置した石炭灰、即ち、スラリー化して

って作製され、２０℃（20±３℃）の水中で水中養生さ

いない石炭灰を使用してセメントモルタルを調合するだ

れた。水中養生後の材齢７日の供試体が長さ変化試験及

けでは、セメントモルタルの流動性を所望の如く向上す

び圧縮強度試験に使用された。なお、長さ変試験の試験

ることができないのに対し、石炭灰を加水・混合攪拌し

結果は、供試体の寸法をノギスで実測したものであり、

てスラリー化した後に、石炭灰スラリーを配合したセメ

また、圧縮強度試験は、「ＪＩＳＡ

ントモルタルを調合することにより、セメントモルタル

クリート圧縮強度試験方法）に準じた測定方法により実

の流動性を大きく向上することができる。

Ａ１１３

１１０８」（コン

施された。

【００３１】更に、セメントモルタルが１８０mm（１８

10

【表３】

０±１０mm）のフロー値を示すように石炭灰スラリー、
セメント、水、骨材及び高性能ＡＥ減水剤を調合し、高
性能ＡＥ減水剤の添加量及び添加率に関する実験を行っ
た。図３は、混水攪拌時間（スラリー化時間）と、高性
能ＡＥ減水剤の添加量及び添加率との関係を示す線図で
3

ある。図３には、高性能ＡＥ減水剤の添加量（kg/m )が
実線で示され、高性能ＡＥ減水剤の添加率（％）が破線
で示されている。
【００３２】上記石炭灰スラリーを使用したセメントモ
ルタルに関し、高性能ＡＥ減水剤を使用して単位水量及

20

び単位セメント量を適度に配合設計した上で目標フロー

【表４】

値＝１８０mmを達成するように調合した結果、フロー値
＝１８０mmを達成する上で必要な高性能ＡＥ減水剤の添
加量(h〜j値)又は添加率(H 〜J値)は、図３に示す如
く、石炭灰の混水攪拌時間の増大に伴って徐々に低下す
ることが判明した。３日以上の混水攪拌を行った石炭灰
スラリーを使用したセメントモルタルにあっては、高性
能ＡＥ減水剤の添加量(j値)又は添加率(J値)は、乾燥状
態の石炭灰を使用したセメントモルタルの場合における
添加量(g値)又は添加率(G値)に比べて、約１／３に低減

30

することが可能であった。
【００３３】更に他の実験として、石炭灰スラリーを配
合したセメントモルタルに関し、長さ変化率（％）及び

【００３５】長さ変化試験の結果、乾燥状態の石炭灰を

3

圧縮強度（N/m ) を測定した。図４は、長さ変化率

配合したセメントモルタルは、約０．４５％の長さ変化

3

（％）及び圧縮強度（N/m ) の測定結果を示す線図であ

(k値)を示すのに対し、３日未満の混水攪拌時間により

る。前述の如く、多量の石炭灰をコンクリートに混合し

スラリー化した石炭灰を配合したセメントモルタルで

た場合、石炭灰の膨張成分が硬化時又は硬化後のコンク

は、混水攪拌時間の増大に伴って、長さ変化率(l値)が

リート内で膨張し、コンクリートに膨張ひび割れが発生

低下するものの、セメントモルタルは、ある程度の膨張

するとともに、コンクリートの圧縮強度が低下する事態
が憂慮される。これに対し、スラリー化後の石炭灰を混

傾向を示した。これに対し、３日以上の混水攪拌時間を
40

経た石炭灰を配合したセメントモルタルにあっては、長

合したコンクリートにおいては、このような膨張ひび割

さ変化率が全く計測できなかった(m,n値)。これは、３

れ及び圧縮強度低下の現象は、観られなかった。

日未満の混水攪拌時間（スラリー化時間）では、石炭灰

【００３４】このようなスラリー化石炭灰の膨張抑制作

中の遊離石灰（CaO)が完全に消化しきれずに、遊離石灰

用及び強度低下防止効果を実証すべく行われたセメント

（CaO)の消化、即ち、ＣａＯ＋Ｈ2 Ｏ→Ｃａ（ＯＨ）2

モルタルの長さ変化試験及び圧縮強度試験の試験結果

の反応が養生期間中に進行し、この結果、セメントモル

が、図４に示されている。試験に使用したセメントモル

タルが膨張したのに対し、３日以上の混水攪拌時間を確

タルの配合は、表３に示すとおりであり、図４に示す試

保した場合、石炭灰中の遊離石灰（CaO)が混水攪拌中に

験結果の各数値（長さ変化率（％）及び圧縮強度（N/

ほぼ消化し、遊離石灰（CaO)の消化反応に伴う膨張現象

3

m ) ）は、表４に示すとおりである。なお、長さ変化試
験及び圧縮強度試験においては、石炭灰スラリーを配合

が養生期間中のセメントモルタルに顕れなかったことに
50

起因すると考えられる。

( 7 )

特開２００２−２３４０２４

11

12

【００３６】また、圧縮強度試験の試験結果によれば、

（５）スラリー化時間の増大に伴って、所要の化学混和

乾燥状態の石炭灰を配合したセメントモルタルは、約２

剤の添加量又は添加率は漸減する。

3

５N/m の圧縮強度(K値)を発現するにすぎないのに対

（６）石炭灰のスラリー化により、石炭灰を配合したセ

し、スラリー化時間が３日以下の石炭灰を使用したセメ

メント系組成物の膨張性を抑制するとともに、セメント

ントモルタルにあっては、石炭灰の混水攪拌時間が増大

系組成物の強度低下を規制することができる。

するにつれて、相対的に高い圧縮強度(L値)を発現し

（７）３日以上のスラリー化時間を確保することによ

た。図４には、表３に示す配合のセメントモルタルを封

り、石炭灰を配合したセメント系組成物の膨張性及び強

緘養生した供試体の圧縮強度試験結果が、基準線（一点

度低下の現象を実質的に解消することができる。

鎖線で示す）として図示されている。なお、封緘養生し
た供試体は、外部からの水分供給を遮断され、遊離石灰

【００３９】以上、本発明の好適な実施例について詳細
10

に説明したが、本発明は上記実施例に限定されるもので

（CaO)の消化反応（ＣａＯ＋Ｈ2 Ｏ→Ｃａ（ＯＨ）2 ）

はなく、特許請求の範囲に記載された本発明の範囲内で

が養生期間中に進行しないことから、遊離石灰の消化に

種々の変形又は変更が可能であり、該変形例又は変更例

伴う膨張現象が発生せず、従って、セメントモルタルの

も又、本発明の範囲内に含まれるものであることは、い

圧縮強度低下は、実質的に生じない。このため、封緘養

うまでもない。例えば、化学混和剤として、セメント系

2

生の供試体の圧縮強度を基準値（約３５Ｎ／mm ）とし

組成物の使用目的に応じた任意の化学混和剤、例えば、

て、水中養生の共試体の圧縮強度低下を判定することが

凝結遅延剤、増粘剤等を石炭灰スラリー、セメント及び

できる。

骨材と一緒に混合しても良い。また、混合攪拌機の速度

【００３７】乾燥状態の石炭灰を使用した場合（スラリ

又は攪拌能力の向上や、攪拌機の構造の改良等により、

ー化時間＝０）、前述の如く、セメントモルタルが膨張

スラリー化時間を短縮したり、或いは、混合攪拌機の非

2

するばかりでなく、基準値（約３５Ｎ／mm ）と対比す
2

ると、圧縮強度が約１０Ｎ／mm

20

低下しており、かな

連続攪拌、非定常的運転又は断続的運転により、連続攪
拌と同等の良好な分散性を有する石炭灰スラリーを生成

りの圧縮強度低下が観られた(K値)。これに対し、石炭

することも可能である。

灰スラリーを使用した場合、供試体の圧縮強度(L値)

【００４０】

と、基準値との差は、スラリー化時間が増大すればする

【発明の効果】以上説明したとおり、本発明の上記構成

程、縮小した。加水後に３日以上の時間、連続的に混合

によれば、石炭火力発電所の副産物である石炭灰をコン

攪拌した石炭灰スラリーを配合した場合、セメントモル

クリート原料として大量に有効利用するとともに、コン

タルの強度低下は測定されなかった(M,N値)。即ち、セ

クリート原料としての石炭灰の諸問題、即ち、化学混和

メントモルタルは、石炭灰のスラリー化により膨張性を

剤の多量使用による製造コストの高額化、凝結の遅延、

喪失するとともに、圧縮強度低下を抑制され、３日以上

初期強度の低下等の諸問題、更には、石炭灰中の膨張成

のスラリー化時間を確保した場合、実質的に完全に膨張
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分による膨張ひび割れの問題を解決し、産業副産物であ

性を喪失するとともに、基準値と同等の圧縮強度(M,N

る石炭灰の大量消費を可能にするセメント系組成物の製

値)を発現し、圧縮強度低下の傾向を示さなかった。こ

造方法が提供される。

の結果、石炭灰の使用に伴うセメントモルタルの強度低

【図面の簡単な説明】

下現象は、石炭灰のスラリー化により、防止することが

【図１】混合攪拌機による石炭灰のスラリー化工程を示

できると判明した。

す図（写真）である。

【００３８】これらの試験結果より、以下の技術的事項

【図２】石炭灰スラリー、セメント、水及び骨材を調合

が確認された。

したセメントモルタルのフロー値試験の試験結果を示す

（１）加水後に１日（２４時間）の連続的な混合攪拌を

線図である。

行うことにより、実質的に均一且つ安定した石炭灰スラ
リーが得られる。

【図３】石炭灰スラリー、セメント、水、骨材及び高性
40

能ＡＥ減水剤を調合した所定フロー値のセメントモルタ

（２）スラリー化時間（混水攪拌時間）の増大により、

ルにおける高性能ＡＥ減水剤の所要添加量及び添加率を

セメント系組成物の流動性を漸増することができる。

示す線図である。

（３）スラリー化後の静置時間は、セメント系組成物の

【図４】石炭灰スラリー、セメント、水及び骨材を調合

流動性に実質的に影響しない。

したセメントモルタルに関する長さ変化試験及び圧縮強

（４）石炭灰のスラリー化により、化学混和剤の添加量

度試験の試験結果を示す線図である。

又は添加率を低減することができる。

( 8 )
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【図１】

【図２】

【図３】

( 9 )
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