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コンクリー トへの石炭灰混合量の最大化 に関す る研究

Maximization of Coal Ash Content into Concrete

松 藤 泰 典*,小 山智 幸*,小 山 田英 弘*,伊 藤 是 清*

Yasunori MATSUFUJI, Tomoyuki KOYAMA, 

 Hidehiro KOYAMADA and Korekiyo ITO

In this study, it was investigated that the relationship between the amount of void ratio composed of powder, 

such as coal ash and cement particles, and mixing water affects to the consistency and the maximum coal ash 

content of concrete using large quantity of coal ash. The main conclusions are as follows. 

1) Effect of the relationship between the amount of void ratio and mixing water on consistency of mortar or 

 paste using coal ash was quantitatively discussed, and it is possible to estimate the content of coal ash to 
 obtain the optimum consistency of concrete on the mix design. 

2) It was substantiated that the maximum content of coal ash into concrete is approximately 900kg/m3.
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1.序

我が国では,石 炭火力発電所から発生する石炭灰の

発生量は,石 炭火力発電所の新 ・増設 に伴い,現 在の

600万 トンから2010年 には1000万 トン/年 に増加す

ると予想 されてお り1),今 後も石炭火力発電への依存

度を高めざるを得ない我が国のエネルギー事情を考慮

すると,石炭灰の有効活用は極めて重要な問題である.

このような背景のもと筆者 らは,石 炭灰 の大量有効

利用用途を開発す るために,石 炭灰をコンクリー ト混

和材 として大量混合する技術についてこれまでに検討

を行ってきた2).同 技術における石炭灰のコンクリー

トへの混合方法は,石 炭灰 をスラ リー化 し,コ ンク リ
ー トに使用す る際に有害 となる未燃カーボンや遊離

CaOな どの含有成分の除去 ・安定化および有価物であ

るフライアッシュマグネタイ トの回収を行い,こ れを

外割調合によってコンク リー トに大量混合するもので

ある.現 在,こ れまでに得 られた知見をもとに,21

世紀COEプ ログラム(材 料再生)で は,さ ら発展 させ
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た研究に取 り組んでお り,本 研究はその一環 として行

ったものである.

石炭灰を外割混合 した コンク リー トでは,混 合する

石炭灰の体積分だけ単位細骨材量を減 じるため,単 位

石炭灰量の増大に伴 って水粉体比や細骨材率が大きく

変動する.こ のようなコンク リー トの調合においては

通常のコンクリー トとは異なった調合方法が要求され

る.

図1に は,理 論上練混ぜ可能な水粉体比の下限値 と

混合可能な石炭灰量の上限値を示 している.昨 今,水

粉体比が15%程 度まで低減可能な製品が市販 されて

お り,こ の場合,同 図によれば,900kg/m3程 度の石炭

灰の混合が可能 となる.た だし,コ ンクリー トが練混

ぜ可能か否かは,基 本的に石炭灰 をは じめとする構成

材料が形成する間隙量 と単位水量のバランスによって

決定されるものである.
一方

,外 割調合ではコンクリー トの構成材料に占め

る石炭灰量の割合が大きくなるため,石 炭灰の品質,

特に粉末度などがコンクリー トの流動性に及ぼす影響

は大きくなる.例 えば,図2に 示すように,細 粉単味



の場合 よりも細粉灰に対 して有効利用率が低い粗粉灰

を置換 した場合が同一の流動性 を得 るための高性能

AE減 水剤の使用量を低減できることが明 らかになっ

ている2).こ の結果は,石 炭灰の粒度分布,粒 子形状

の違いにより,あ る量の石炭灰を混合する場合におい

て流動性が最適 となる石炭灰の混合条件が存在するこ

とを示唆 している.つ ま り,こ の現象 も,上 述 した最

大混合量と同 じように,構 成材料が形成する間隙量 と

単位水量のバランスによって説明が可能と考えられる.

そこで本研究は,石 炭灰 を外割混合するコンクリー

トの合理的な調合方法を確立 し,石 炭灰の更なるコン

クリー トへの大量混合を可能にすることを目的として,

セメン ト,石 炭灰お よび細骨材などのコンク リー トの

構成粒子が形成する間隙量と単位水量の関係に着 目し,

これ らがコンクリー トの流動性に及ぼす影響,な らび

に石炭灰のコンクリー トへの練混ぜ可能な最大混合量

について検討 した.な お,本 研究でいう最適な流動性

とは,実 用的な流動性が得 られる範囲とする.

図1練 混ぜ可能な水粉体比の下限値 と混合可能な

石炭灰の上限値の関係

2.基 本仮定

2.1構 成材料が形成する間隙量と単位水量の関係

がコンクリー トの流動性および練混ぜに及ぼす影響

本研究では,コ ンクリー トの流動性が最適 となる構

成材料の混合条件は構成材料 をある空間に充填 した時

の充填状態が最密充填 となる場合 とし,さ らにその流

動性状お よび練混ぜ可能な石炭灰の量は,単 位水量 と

他の構成材料により形成 され る間隙体積 との関係によ

って決定 され ると仮定 した.こ れを模式化 したものが

図3で ある.同 図には,大 きさが異なる粒子の混合割

合を変化 させた状態で容器に充填 した場合の間隙比と

組成の関係3)を示す.同 図おいて,粒 子径はX1粒 子よ

りもX2粒 子が大きく,ま たPx1お よびPx2は それぞれ

の粒子を充填 した時に得 られ る間隙比であり固有間隙

比 と呼ばれる.こ こでX1粒 子 とX2粒 子の大小関係が

十分に保たれている場合では間隙比は仮想間隙比直線

上に存在 し,そ の最小値が理論上の最密点(図 中Po,

図2細 粉のみ を用 いた場合と粗粉 を併用使用 した

場合の高性能AE減 水剤添加量の差2) 図3間 隙比と組成の関係の概念図3)



Xo)と な る.た だ し実 際の粒 子 は不斉 形 を有 してい る

た め,間 隙比 は常に理論値 の上側 に現れ,図 に示す よ う

な曲線 とな ることが知 られ ている3).

ここで,単 位 水量 に相 当す る間隙比Pwを 図3中 の破

線 に,ま た両者 の関係の模式 図を図4a)か らc)に 示

す.構 成材 料が形成す る間隙比がPwを 下回 る場合(図

3Case1,図4a))で は構成材料 に対 して水 が余 剰す

るた めに流動性 は向上す る.次 に間隙比が一致す る場

合(図3Case2,図4b))で は,Pwは 粒 子 を分散 させ

るた めに必要 な最低限の水量 であ り,そ のま までは流

動 しないが,振 動な どの外力 に よ り流動す る状態 であ

る.す なわち,コ ンク リー トの練 混ぜ 可能な限界状態

と して位置付 け るこ とがで きる.一 方,間 隙比 が上側

にある場合(図3Case3,図4c))で は構 成材料 に対

して水が不足 している状態,す なわち練混ぜが困難な

状態 となる.

本研究では石炭灰の細粉と粗粉の組成な らびに石炭

灰 と細骨材の組成を変化 させた調合により,以 上の仮

定を実験的に検証 した.さ らに本研究では間隙比曲線

を仮想間隙比直線に漸近す る双曲線 として式(1)の よ

うに仮定した.こ こでa以 外の定数は固有間隙比によ

って一義的に定まる.ま た,図5に 示すように,aが0

では間隙比は理論値 と一致し,aが 大きくなるに した

がって理論値 との差が大きくなる.理 論上,間 隙比の

理論値 と実際の値 との差は混合する粒子の粒径比に依

存する4)こ とから,aを 構成材料の粒径比 と関連付け

て検討 した.

構成材料に対 して水が

余剰 している状態

こ こ に, P:間 隙比

X:組 成

X0,P0,A,B:混 合す る粒子 の固有間隙比

PX1お よびPx2か ら定ま る定数

a:混 合 す る粒子 の粒径比 か ら定 まる定数

構成材料の空隙が水で

満たされている状態

図5aの 値の変化に伴 う間隙比曲線の変化

構成材料に対 して水が

不足している状態

図4Pwと 間隙比の関係の違いによる液相中での粒

子の存在状態

2.2練 混ぜ可能 な石炭灰の混合量 に関す る条件 式

コンク リー トが所 定の調合で練混ぜ られ てい る場合

であ る図3中 のCase1か らCase2に 相 当す る場合の条

件式 を以下の式(2)の よ うに仮 定 した.す な わち,セ メ

ン トペ ース トが他 の粉粒 体の間隙 を充填 してい る状態

とした.

V(C,W)≧P(F,S,G)(2)

こ こ に,V(C,W):セ メ ン ト(C)と 水(W)の 混 合 物



(セ メン トペ ース トの体積)

P(F,S,G):石 炭灰(F)

細骨材(S)

粗骨材(G)の 混合物 が構 成す る全 間隙

こ こ で,V(C,W)=V(C)+V(W)で あ り,ま た,rF《rS

《rG(例 え ばrFは 石 炭 灰 粒 子 の 半 径)よ り,P(F,S,G)

≒P(F)と み な す こ と が で き る.よ っ て,式(1)は 以 下 の

式(3)で 表 さ れ る.

V(C)+V(W)≧P(F)(3)

ただ し,石 炭灰 とセ メン トの粒径 は 同程度(rF≒rC)

であ るこ とを考慮す ると,式(2)は 必要 条件 であ るもの

の,石 炭灰が構成す る間隙 をセ メン トペ ース トが充填

す ることを保証す るものでは ない.こ こで,石 炭灰 が

構 成す る間隙 をセ メン トペース トが充填 した状態で は,

石 炭灰粒 子間 にセ メ ン トペ ース ト粒子 が均 一に分散 し,

かつその間隙 を水 が満 た した状態 となってい るはず で

あ り,こ の状態 は以 下の式(4)で 表現 され る.

調合条件を表2お よび表3に 示す.調 合は石炭灰を

外割混合 したコンクリー トのペース ト部分とモルタル

部分を対象 とし,ペ ース トでは同一水粉体比で細粉 と

粗粉の混合割合を変え,ま たモルタルでは細粉 と細骨

材の混合割合を変えた.

間隙比は,図8に 示す器具により,試 料 をフローテ
ーブルで容器に密に充填 し,得 られた空隙率をもとに

式(6)か ら求めた.ペ ース トおよびモルタルの流動性は

フロー試験で評価 した.

P=P/(1-P)(6)

こ こ に,P:間 隙 比,p:空 隙 率(%)

表1使 用材料

V(W)≧P(C,F)(4)

石炭灰 とセ メン ト混合物 の間隙比Pが 求 まれ ば,式(3)

は以下 の式(4)で 表す ことがで きる.

V(W)≧{V(C)+V(F)}P(5)

以下,式(5)を 満 たせ ば コンク リー トは練 混ぜ られた

状態で ある と仮 定 し,構 成粒 子間 の間 隙比を実験か ら

求 め,式(5)を 適用す る ことに よ り石炭灰 の コンク リー

トへの最大混合量 について検討 した.

3.実 験概要

3.1最 適混合条件 に関す る実験(実 験1)

使 用材 料 を表1に 示す.石 炭灰 はJISに 適合 す る細

粉 とJISに 適合 しない粗粉 の2種 類 を使用 した.図6

に石炭灰 のSEM写 真 を示す.細 粉 の形状 は石 炭灰 の特

徴 であ る球形 を有 してい るのに対 して,粗 粉 は比較的

歪な形状で あるこ とがわか る.し たが って,細 粉 は コ

ンク リー トに混合 した場合 にボールベ ア リング効果 に

より流 動性 の向上 に寄与す るが,粗 粉 には この よ うな

効果 は期 待で きない.ゆ えに粗 粉の コンク リー トへの

有効利 用率は低い もの となってい る.図7に は,使 用

材料 の粒 度分布 を示 してい るが,細 粉 とセ メ ン トの粒

度分布 は比較的類似 いてい ることか ら,本 研 究では こ

れ らを同一粒 子 として取 り扱 った.ま た,粗 粉の粒 度

分布 は,細 粉お よびセ メ ン トと細骨材 の中間に位 置 し

ている ことがわ かる.セ メ ン トは普通 ボル トラン ドセ

メン トを,細 骨材 は海砂 を2.5㎜ のふ るいでふ るった

ものを使 用 した. 図6石 炭灰のSEM写 真



図7使 用材料の粒度分布

表2調 合 条 件(C+(F40--FIO))混 合 系:ペ ー ス ト)

3.2最 大混合量 に関す る実験(実験Ⅱ)

使用材料 を表4に,調 合条件 を表5に 示す.調 合 は,

単位水 量 を185kg/m3,単 位 セ メ ン ト量 を285kg/m3

で一定 とし,上 記仮定 よ り,石 炭灰 を外割混合 した コ

ンク リー トのペー ス ト部 分 と した.な お,図9に 示 す

よ うに,セ メン トと細粉 の粒 度分布 は比較 的近い こと

か ら,本 研 究で は これ らを同一粒 子 として扱 った.間

隙比 を求 めるにあた り,試 料の状態 に応 じて表6に 示

す4種 類 の測定方法 を適用 した.方 法1お よび方 法4

では式(6)よ り,ま た,方 法2お よび方法3で は式(7)

よ りそれぞれ間隙比 を求 めた.こ の うち,方 法4に 関

しては,粒 子 同士 の凝集 の影響が ない,1次 粒 子 に分

散 した理想的 な状態 におけ る混合試料 の間隙比 を求 め

ることを 目的 としてい る.そ こで,試 料 としてアル ミ

ナ ボール を用 い,粉 体の粒 度分布 と相似 とな るよ うに

アル ミナボール の混合割 合 を調整 した.図10に 粉体

の粒度 分布 曲線 と,粒 度 調整 したアル ミナボールの粒

度 分布 曲線 を示す.い ず れの組成 にお いて も,ア ル ミ

ナボールの粒度分布 は粉 体の粒度分布 とほぼ一致 して

お り,両 者 の粒度分布 は相似関係 にある とみなす こ と

がで きる.

P=Vw/(Vc+VF40'+VFIO')(7)

表3調 合条件(C+(F40-S))混 合 系:モ ル タル)

こ こ に, P:間 隙 比,

p:空 隙 率

Vw:単 位 水 量(e/m3)

Vc:単 位 セ メ ン ト量(e/m3)

VF40',VF10':各 組 成 に お け る 練 混 ぜ 可 能 な 単

位 石 炭 灰 量(l/m3)

表4使 用材料

表5調 合 条件(コ ンク リー ト換 算)

図8空 隙率試験の概要



表6間 隙比の測定方法 4.実 験結果および考察

4.1間 隙比およびフロー値 と組成の関係(実 験1)

図11お よび図12に 一例としてペース トシ リーズ

の水粉体比35%お よびモルタルにおける間隙比お よ

びフロー値 と組成の関係を示す.こ こで図中の曲線は

間隙比の実測値に対 して式(1)を 近似 したものである.

図からも明 らかなように間隙比が最小値を示す組成 と

フロー値が最大値を示す組成は一致 してお り,ま た間

隙比がPwを 下回 るほどフロー値が向上 していること

がわかる.こ の傾向をわか り易 くするために図13に

はPwと 間隙比の差 とフロー値の関係を示 しているが,

両者の差が大きくなるほど直線的にフロー値が大きく

なっていることが明らかである.し たがって,流 動性

を最適 とする組成は間隙比曲線が極小値を示す付近に

存在す るものと考えられる.ま た一方で間隙比がPw

を上回る領域では練混ぜが不可能(図12中 白抜き)

であった.す なわち以上の実験結果から本研究の仮定

が検証できた.

図9使 用材料の粒度分布

図10粉 体 とアル ミナボールの粒度分布曲線

図11間 隙 比および フロー値 と組 成の関係

(ペー ス ト)



図13フ ロー値 とPw-P(混 合粒子内において移動

可能な水量に相当する間隙比)と の関係

図12間 隙比およびフロー値と組成の関係

(モルタル)

4.2間 隙比曲線 の定式化(実 験1)

図14に は図11お よび図12で 示 した間隙比 曲線

におけ るaの 値 と粒径 比の関係 を示 してい る.こ こで

粒径 比dは 大径粒子(粗 粉,細 骨材)に 対す る小径粒

子(セ メ ン トと細粉 の混合物)の 平均粒径 比で ある.

前述 した よ うに,dの 値 が理論値 の よ うに0の 近づ く

ほ どaの 値 も0に 近づ くた め,両 者 の関係 を原点 を通

る直線 式で近似 し,aを 粒径比 の関数 で表 した.よ っ

て,間 隙比曲線 は式(8)の よ うに表す こ とができ,大 小

粒 子の混合系 を対象 とす る と,そ れ ぞれの固有間隙 比,

な らび に平均粒 径 が既知 で あれ ば,そ れ を基 に式(8)

か ら流動性 が最適 とな る組成,す なわ ち石炭灰 の混合

条件 を定量的 に求め るこ とが可能 となった.

こ こ に,

(8)

P:間 隙 比

X:組 成,Xo,Po,A,B:固 有 間 隙 比PX1・Px2か

ら定 ま る 定 数

d:平 均 粒 径 比

図14aの 値 と粒 径比dの 関係

4.3石 炭灰の最大混 合量(実 験Ⅱ)

図15に 組成 と各測 定方法 による間隙比の関係 を示

す.乾 燥状態 の混合試料 か ら得 られ た間隙比(図 中方法

1)で は,粒 子 同士 の凝集 が生 じてい ると考 え られ るた

め間隙比が最 も大 き くな ってい る.こ れ に対 し,方 法

1の 試 料 を水 で 練混 ぜ る こ とに よ り得 られ た 間隙 比

(図中方法2)は,方 法1の 場合 よ り小 さ く,混 和剤 を

添加 した場合 の間隙比(図 中方 法3)は さ らに小 さくな

った.こ れ は,混 合試 料の状態 が方法1か ら方 法3に

な るにつれ て,粒 子同士 の分散 が容易 とな り,凝 集 度

合が低下 した ことに起因す る もの と考 え られ る.ま た,



図15組 成と間隙比の関係

図16石 炭灰とセメン トが構成する間隙量 と単位水

量の関係

粒子同士の凝集が無視できると考えられる場合の間隙

比(図 中方法4)は,方 法3と ほぼ同 じ値が得 られた.

したがって,混 和剤を使用 した方法3で は,石 炭灰や

セメン ト粒子は一次粒子の状態で分散 していることが

確認できた.

図16に 単位石炭灰量を増加 させた場合における,

セメン トと石炭灰が形成する間隙量 と単位水量の関係

を示す.セ メン トと石炭灰が形成する間隙量は,図1

5で 示 した各測定方法か ら得 られ る最小間隙比を用い

て求めている.図 中の方法3お よび方法4に おける最

小間隙比か ら得 られる間隙量と単位石炭灰量の関係か

ら,両 者 とも900kg/m3付 近 で,構 成粒 子 間の間隙量が

単位水 量 を超 える ことが分 かる.す なわ ち,式(5)の 基

本仮 定を満 た さない条件 とな り,石 炭灰 の コンク リー

トへの最 大混合 量 は900kg/m3程 度 で ある ことが検 証

で きた.

5.ま とめ

本研究は,石 炭灰やセメン ト粒子が形成する間隙量

と単位水量 との関係 に着 目し,こ れ らがコンクリー ト

の流動性に及ぼす影響,な らびに石炭灰のコンクリー

トへの最大混合量について検討 した.本 研究で得 られ

た成果は以下の通 りである.

1)石 炭灰の細粉 と粗粉の混合割合を変化 させること

で,間 隙比は最小値を示 し,こ れに伴いモルタルやペ

ース トの流動性 も最大値をとることが確認できた.す

なわち,コ ンク リー トの流動性は単位水量と他の構成

材料により形成 される間隙量 との関係によって説明で

きることを検証 した.こ れ をもとに,石 炭灰 の細粉 と

粗粉,も しくは石炭灰 と細骨材か ら形成 される間隙比

と混合割合の関係 を定式化 した.こ れにより流動性が

最適 となる石炭灰の混合条件の設定が可能となった.

2)高 性能AE減 水剤を使用 した場合に得 られたペース

トの間隙比は,粒 子の凝集の影響が無視できると考え

られるアル ミナボールを用いた場合の間隙比 とほぼ同

じ値となったことか ら,高性能AE減 水剤 を使用 したペ
ース トでは石炭灰やセメン ト粒子は一次粒子の状態で

分散 していることが確認できた.次 にこの場合に得 ら

れる最小間隙比を用いて,間 隙量 と単位水量の関係 に

ついて検討 した結果,石 炭灰のコンクリー トへの最大

混合量は1m3当 た り900kg程 度が上限であることが検

証できた.

今後は間隙比をさらに最小にす るような粒度分布の

設定方法ついて詳細な検討を行い,石 炭灰をはじめと

する無機粉体系混和材のコンクリー トへの極限混合量

を明らかにする予定である.

謝 辞

本研究 を遂行す るにあた り,本 学技術職員川 口勝氏

お よび脇坂 大輔氏(鹿 島建設)に ご協力 を頂 きま した.

末尾 なが らここに記 して謝意 を表 します.

参考文献

1)総 合 資源 エネル ギー調査会:今 後のエネル ギー政策

について報告書(案),p。27,2001.6.

2)例 えば松藤泰典他:石 炭灰 を外割大量使 用す るコン

リー トの調合 に関す る研 究,コ ンク リー ト工学論文集,

第12巻 第2号,pp.51-60,2001.

3)村 田二郎,岩 崎 訓明,児 玉和 巳:コ ン ク リー トの科

学 と技術,山 海 堂,1996.

(受理:平 成16年6月17日)


