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7777----3333    セメントセメントセメントセメント原料原料原料原料のののの組成組成組成組成をををを調整調整調整調整したしたしたした低低低低アルカリアルカリアルカリアルカリ性性性性セメントセメントセメントセメント(7.4.1(7.4.1(7.4.1(7.4.1) ) ) )     

 

1111．．．． はじめにはじめにはじめにはじめに    

第 2 次 TRU レポートでは，セメント系材料の高 pH 間隙水による影響を低減する対策として，

7.4 において，低アルカリ性セメントについて紹介している。ここでは，低アルカリ性セメン

トのうち，セメントの組成を制御した低アルカリ性セメントについてその開発状況を述べる。 

 

2222．．．． 概要概要概要概要    

普通ポルトランドセメントが水和した場合には，Ca(OH)2が生成され，この水和物が長期間に

わたり間隙水の pH を 12.5 程度に維持する。セメント系材料の間隙水の pH を低減する方策とし

ては，別途まとめるポゾラン材料を添加し，Ca(OH)2の生成を抑える方法の他，セメントの組成

を制御し，異なる鉱物組成の水和物を生成させる方法についても検討されている。Boden ら

(2005)は主に岩盤の亀裂をシールするためのグラウト材として用いることを前提に，種々の低

アルカリ性セメントについて検討を加えており，Super Sulphate Cement（以下「SSC」という）

及び，Law Alcalinity Cement（以下「LAC」という）についても検討されている。 

ここでは，国内で検討されている低アルカリ性セメントである LAC についてその開発状況を

述べる。 

 

3333. . . . セメントセメントセメントセメントのののの基本的基本的基本的基本的コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト    

 本セメントの基本的コンセプトは，セメント原料の組成を制御することにより，間隙水が高

pH になる原因鉱物である Ca(OH)2等の鉱物の生成を抑制するものである。このような低アルカ

リ性セメントの例としては，ガラス繊維強化コンクリート中のガラス繊維の腐食を防止する目

的で用いられるセメントなどの例があり，多くはカルシウムアルミネートやカルシウムサルフ

ォアルミネートを主要鉱物とするものが多い（田中ほか，1984；原田ほか，1979；内田ほか，

1983）。LAC は，これらと同様のコンセプトをもとに人工バリア材用セメントとして用いるため

に適した pH となるよう，開発されている低アルカリ性セメントである（坂本ほか，1996）。 

  

 

表-１ アーウィン－ビーライト－フェライト－セッコウを原料としたクリ

ンカーに含まれる鉱物の組成（田熊ほか，1996） 
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間隙水の pH の低い水和物としては，エトリンガイト，ゲーレナイトハイドレート，トバモラ

イト，ハイドロタルサイト及び低 Ca/Si 比の C-S-H ゲルがあげられる（Atkins ほか，1992）。

また，C-S-H ゲルの平衡時の pH は，その Ca/Si 比が小さくなるにつれて低下することが知られ

ている（Fujii ほか，1083；Greenberg ほか，1965）。これらをもとに，表-1 に示すアーウィン

－ビーライト－フェライト－セッコウを原料としたクリンカー（セメント原料を焼成したもの）

に，高炉スラグ（以下，「BFS」という）を加えることにより，セメント材料の組成及び混合比

を変化させることで，間隙水の pH の制御が試みられている（田熊ほか，1996）。 

 図-１に，坂本ら（1996）で得られたセメントの水和物の X 線回折のパターンを示す。図から

わかるように LAC の硬化体に含まれる鉱物は，エトリンガイト，セッコウ等であり，pH の高い

Ca(OH)2や高 Ca/Si 比の C-S-H ゲル等を含まないものであった。また，浸出液の pH は，図-2 に

示すように，BFS 量が少ないほど低かった（坂本ほか，1996）。 

 

 

 

 

 

図-2 LAC の BFS 添加量と浸出液の pH との関係（坂本ほか，1996） 

図-1 種々の BFS 添加量の LAC 水和物の XRD パターン（坂本ほか，1996） 
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また，LAC には，目的とする pH 領域ごとに異なる組成を持つものがある。ここでは，比較的

pH の低い LAC-C と，LAC-C にシリカフュームを添加し，さらに低アルカリ性化した LAC-S（藤

田ほか，1998）を中心に，その性質について述べる。 

    

4.4.4.4.    LACLACLACLAC のののの特性特性特性特性    

4.14.14.14.1    浸漬液浸漬液浸漬液浸漬液のののの pHpHpHpH のののの変化変化変化変化    

 図-3にLAC-C及びLAC-Sの浸漬液のpHの変化を示す。LAC-C及びLAC-Sのいずれにおいても，

OPC 及び Ca(OH)2の pH と比較して低い pH で推移しており，セメント原料組成の調整による低ア

ルカリ性化の効果が示されている。 

  

4.24.24.24.2 機械的特性機械的特性機械的特性機械的特性    

 図-4 に OPC 及び LAC-S の材令に伴う圧縮強度の変化を示す。LAC-S の強度は初期の材令にお

いては OPC のそれと比較して低い値となっているが，材令を増すことにより，OPC のそれを上

回ることがわかっている（藤田ほか，1998）。したがって，初期強度を必要とする吹付けコンク

リート等の用途以外への適用は強度の面から問題はないものと考えられる。また，構造部材へ
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図-3 OPC,LAC-C 及び LAC-S の浸漬液の pH の変化（藤田ほか，1998） 
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図-4 OPC 及び LAC-S の圧縮強度の変化（藤田ほか，1998） 
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の適用においてはひび割れ発生等の抑制の観点から，硬化時及び硬化後の寸法安定性も必要と

考えられる。図-5 に藤田ら（2005）の測定した LAC-S の施工後の長さ変化を示す。LAC-S の施

工後の寸法変化は OPC のそれと比較して大きいが，長さ変化率は 3×10-4程度であり，構造物の

構築上問題とならないものと考えられる。 

 

4.34.34.34.3 発熱特性発熱特性発熱特性発熱特性    

    セメント系材料は硬化時に水和熱を発生する。そのため，水和熱によって生じる温度差や温

度応力によるひび割れの原因になるとともに，坑道内の温度上昇の原因にもなる。図-6 に藤田

ら（2005）の測定した OPC 及び LAC-S の断熱温度上昇曲線を示す。LAC-S では，OPC と比較して

低い温度上昇量で推移しており，発熱特性の面からは OPC を適用可能な部材，構造物に対する

LAC-S の適用可能性が示されている。 

  

 

4.44.44.44.4    熱物性熱物性熱物性熱物性    

 TRU 廃棄物の地層処分にあたっては，セメント系材料の変質を抑制する観点から，その温度

上限値を 80℃としている。そのため，処分坑道の設計においてもその上限を超えないように材

料及び構成が検討されている。セメント系材料の熱特性，とくに熱伝導率及び比熱は，廃棄物

の発熱に伴う温度上昇を考える上で重要な物性である。 

表-2 に藤田ら（2005）の，OPC 及び LAC-S の熱特性を示す。LAC-S の躯体コンクリートは， 
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図-5 OPC 及び LAC-S の施工後の長さ変化（藤田ほか，2005） 

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20

材齢（日）

断
熱

温
度

上
昇

（℃
）

  OPC普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

　LAC-S

単位セメント量：300kg/m3

39.3℃（21日）

図-6  OPC 及び LAC-S の断熱温度上昇曲線（藤田ほか，2005） 
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OPC のそれと比較して，熱伝導率及び比熱ともに大きく，内部の温度が上昇しにくいことが示

されており，温度上昇の観点からも，その適用可能性が示されている。 

    

4.54.54.54.5    亀裂亀裂亀裂亀裂へのへのへのへの充填性充填性充填性充填性    

 処分場建設時及び閉鎖後の止水性を確保する目的で，岩盤等の亀裂部のセメント系のグラウ

ト材の注入も考えられるが，岩盤を構成する鉱物と高アルカリ成分との反応等，評価上の不確

実性を考慮した設計が必要となっている。そのため，種々の低アルカリ性セメントについて，

グラウトとして用いるための基礎的な試験が行われている（Boden at al. 2005）。 

 その中で，LAC についても試験が行われており，その pH の変化等について示されている。 

 注入材として用いるためには，高い流動性とともに，可使時間(練り混ぜから打設までの許容

時間)の長さ等が要求される。そのため LAC についてはシュウ酸等の遅延材の使用が必要である

が，Boden et al.(2005)においては，有機物の影響を抑制する目的から遅延材の使用量を制限

したため，良好な結果を得ることができておらず，材料の改良が必要であると結論づけている。 

 

5.5.5.5.    結論結論結論結論    

 セメント原料の組成を制御した低アルカリ性セメントの例として，国内で開発されている LAC

について，その諸特性についてまとめた。浸出液の pH の変化及び機械的特性，熱特性からは，

LAC の適用可能性が示されたが，グラウト用途に関しては材料の改良が必要との知見が示され

た。 

熱拡散率

kcal/(m･h･℃） W/(m･K) m
2
/h kcal/(kg･℃） J/(kg･K)

LAC-S躯体 1.82 2.12 3.12×10
-3 0.256 1072

OPC普通 1.3～3.1 － 2～6×10
-3 0.22～0.24 －

コンクリート種類
熱伝導率 比熱

表-2 LAC-S 及び OPC の熱物性値（藤田ほか,2005） 
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