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要旨：本研究は無機化合物による凝結遅延効果についてモルタルを用いて検証を行ったものである。本研
究では、無機化合物として試薬の酸化亜鉛、塩基性炭酸亜鉛、酸化銅（Ⅰ）、酸化銅（Ⅱ）、塩基性炭酸銅を
用いた。その結果、酸化亜鉛と塩基性炭酸銅を質量比で 2 対 1 の割合で同時に添加することによってモ
ルタルの凝結が 10 日程度まで遅延すること、また、凝結遅延させたモルタルを練直すことによって遅延
時間が短縮されることがわかった。凝結遅延剤を添加したモルタルおよびそれらを練直して得たモルタル
の圧縮強度は無添加のものと比較して材齢 7 日までは低いものの、材齢 28 日では同等であった。
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1.　はじめに
　コンクリートの打設においては打継ぎ部を生じさせな
いための連続打設、夜間工事の削減、生コンの長距離輸
送等、コンクリートの凝結時間の調整が必要となる場合
がある。また、年間およそ 9,000 万 m3 出荷されてい
る生コンクリートの内、いったん出荷されたものの、現
場から工場に戻されるコンクリートの量は出荷量の
1.6 ％程度に達している1）。これらのコンクリートに凝
結遅延剤などの混和剤を用いて、その凝結時間を延長す
ることができれば、廃棄物の削減と資源の有効利用が図
れると期待されている。
　凝結遅延剤は有機系と無機系に大別される。既往の研
究では、有機系遅延剤の研究に関するものが多い2～5）。
有機系遅延剤の場合には、凝結を遅延させる研究だけで
なく、水和反応を再開させるための研究も報告されてい
る。例えば、代表的な有機系遅延剤であるグルコン酸を
用いて凝結遅延したセメントペーストに、水和を再開さ
せる効果を有する物質を添加することによって凝結時間
の制御を試みた報告がなされている3, 4）。
　無機系遅延剤としてはリン酸塩やケイフッ化物がその
代表的なものである。また、いわゆる重金属すなわち
鉛、銅および亜鉛についてもその凝結遅延効果が報告さ
れている6～9）。一般に、無機系遅延剤の凝結遅延効果は、
有機系遅延剤よりも低いとされている10）。有機系遅延
剤を用いた場合では 10 日間程度まで凝結を遅延させる
効果があったとの報告がなされているのに対して、無機
系遅延剤を用いた場合は通常は 1～2 日間程度に過ぎな
かった11, 12）。無機系遅延剤を用いた凝結遅延の最も長
い例として、炭酸銅をセメントの 1 ％に相当する量を
添加した場合に凝結の始発時間が 8 日程度にまで遅延

されたとする報告がある程度であった9）。また、無機系
遅延剤を用いて凝結を遅延させたコンクリートの水和反
応を再開させる手段についても尿素の添加という手段し
か報告されていなかった9）。以上のように、無機系遅延
剤を用いたセメントの凝結制御の例は、有機系遅延剤の
それに比べて、少ないのが実情である。
　本研究では、新たな試みとして亜鉛化合物と銅化合物
を合わせて添加することによって、相乗的な凝結遅延効
果を図った。また、凝結が遅延されたモルタルの水和反
応を再開させる手段として、モルタルの練直しという簡
便な手段を検討した。本論文では、酸化亜鉛と塩基性炭
酸銅を合わせて添加することによって最大 10 日まで凝
結を遅延させることが可能であること、凝結遅延したモ
ルタルを練直すことによって凝結を速めることが可能で
あること、凝結を遅延させたモルタルの硬化後の材齢
28 日の圧縮強度は無添加のものと同程度であることを
示す。

2.　実験概要
　実験には、試薬の酸化亜鉛、塩基性炭酸亜鉛、塩基性
炭酸銅、酸化銅（Ⅰ）および酸化銅（Ⅱ）を用いた。いずれ
の試薬も粉末状のものである。セメントには、普通ポル
トランドセメント（密度：3.15g/cm3、ブレーン値：
3,350cm2/g）を、細骨材には、硬質砂岩砕砂（表乾密度：
2.65g/cm3、吸水率：1.70 ％）を、練混ぜ水には、水道
水を用いた。モルタルの配合は、JIS A 1146 のモルタ
ルバーの配合を参考にして、水セメント比を 50 ％、砂
セメント比を 2.25 とした。練混ぜには、ホバート型モ
ルタルミキサーを用いた。モルタルの練混ぜは、セメン
ト、細骨材および試薬を投入後 30 秒の空練りを行い、
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り、銅化合物を添加したモルタルは、無添加のモルタル
に比べ、凝結の終結時間が 1～1.5 時間程度遅延してい
ることが分かる。Fig. 2 は、塩基性炭酸銅の添加量が、
モルタルの凝結に及ぼす影響を示したものである。図中
の▲、●および■は、それぞれ、塩基性炭酸銅を質量比
でセメントの 0.0 ％、0.3 ％および 0.6 ％添加した結果
である。塩基性炭酸銅の添加量が多くなるとともに、凝
結遅延効果が大きくなることが分かる。しかし、塩基性
炭酸銅を質量比でセメントの 0.6 ％添加したものでも、
添加していないものに比べて、凝結遅延効果は約 2 時
間程度であった。
　Fig. 3 は、酸化亜鉛がモルタルの凝結に及ぼす影響を
示したものである。図中の▲、■および●は、それぞ
れ、酸化亜鉛を質量比でセメントの 0.0 ％、0.3 ％およ
び 0.6 ％添加した結果である。これらの図より、酸化
亜鉛は、モルタルの凝結を大幅に遅延させる効果がある
ことが分かる。酸化亜鉛を質量比でセメントの 0.3 ％
添加したものは、練混ぜから 2 日程度まで、凝結が遅
延している。また、Fig. 4 は、塩基性炭酸亜鉛がモルタ

水を投入した後、2分間の本練りを行った。モルタルは、
練混ぜ後、直ちに試験容器に打ち込み、凝結試験を開始
した。練直しを行うものは、ポリエチレン製容器内で、
乾燥を防いだ状態で静置しておき、所定の期間経過後、
ホバート型ミキサーにより練直しを行った。
　凝結試験は、JIS A 1147「コンクリートの凝結時間試
験方法」に従って行った。モルタルの圧縮強度試験には、
φ50×100mm の円柱供試体を用いた。供試体は、脱型
後、試験を行うまで水中養生を行った。

3.　実験結果および考察
3. 1　 1 種類の無機化合物の添加が凝結時間に及ぼす影

響
　Fig. 1 は、種々の銅化合物を添加したモルタルの凝結
試験結果を示したものである。図中の■、□および●
は、それぞれ、酸化銅（Ⅰ）、酸化銅（Ⅱ）および塩基性炭
酸銅を添加した結果である。いずれの銅化合物も、質量
比でセメントの 0.3 ％添加している。図中の▲は、い
ずれの化合物も添加していない結果である。この図よ

Fig. 1　 Effect of copper compounds on setting of mortar Fig. 2　 Effect of CuCO3・Cu（OH）2・H2O on setting of 
mortar

Fig. 3　 Effect of ZnO on setting of mortar Fig. 4　 Effect of 2ZnCO3・3Zn（OH）3・H2O on setting of 
mortar
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　Fig. 6 は、酸化亜鉛と種々の銅化合物を同時に添加し
たモルタルの凝結試験の結果を示したものである。酸化
亜鉛と銅化合物は、それぞれ、質量比でセメントの
0.15 ％ずつ添加した。Fig. 3 に示すように、酸化亜鉛
のみを質量比でセメントの 0.3 ％添加した場合の凝結
の始発時間がおよそ 42 時間であったのに対し、Fig. 6
に示す酸化亜鉛と酸化銅（Ⅰ）を、それぞれ、質量比でセ
メントの 0.15 ％ずつ添加した場合（総添加率で 0.3 ％）
の凝結の始発時間はおよそ 21 時間、酸化亜鉛と酸化銅

（Ⅱ）を、それぞれ、質量比でセメントの 0.15 ％ずつ添
加した場合（総添加率で 0.3 ％）はおよそ 23 時間であっ
た。酸化亜鉛と酸化銅（Ⅰ）または酸化銅（Ⅱ）を同時に
0.15 ％ずつ用いた場合は、酸化亜鉛のみを 0.3 ％添加
した場合よりも凝結の遅延効果が小さいことが分かる。
一方、酸化亜鉛と塩基性炭酸銅を、それぞれ、質量比で
セメントの 0.15 ％ずつ添加した場合（総添加率で
0.3 ％）には、凝結の始発時間がおよそ 42 時間であり、
酸化亜鉛のみで 0.3 ％添加した場合と同等であった。
　Fig. 7 は、酸化亜鉛と塩基性炭酸銅を同時に用いた場

ルの凝結に及ぼす影響を示したものである。塩基性炭酸
亜鉛を添加したものも、酸化亜鉛を添加した場合と同様
に、モルタルの凝結が大幅に遅延していることが分か
る。亜鉛を含む化合物をモルタルの添加した場合には、
銅化合物を添加した場合に比べて、モルタルの凝結を遅
延させる効果が大きいことが分かる。
3. 2　 2 種類の無機化合物の添加が凝結時間に及ぼす影

響
　Fig. 5 は、塩基性炭酸亜鉛と銅化合物を同時に添加し
たモルタルの凝結試験の結果を示したものである。塩基
性炭酸亜鉛と銅化合物は、それぞれ質量比でセメントの
0.15 ％ずつ添加した。図中の■、□および●は、それ
ぞれ、塩基性炭酸亜鉛と酸化銅（Ⅰ）、塩基性炭酸亜鉛と
酸化銅（Ⅱ）および塩基性炭酸亜鉛と塩基性炭酸銅を併用
した結果である。Fig. 4 に示すように、塩基性炭酸亜鉛
のみを質量比でセメントの 0.3 ％添加した場合の凝結
の始発時間がおよそ 40 時間であったのに対し、Fig. 5
に示す塩基性炭酸亜鉛を 0.15 ％と酸化銅（Ⅰ）を 0.15 ％
添加した場合（総添加率で 0.3 ％）の凝結の始発時間は
およそ 27 時間で、塩基性炭酸亜鉛を 0.15 ％と酸化銅

（Ⅱ）を 0.15 ％添加した場合（総添加率で 0.3 ％）の凝結
の始発時間はおよそ 29 時間であった。無機化合物の総
添加率が同じ 0.3 ％であっても、塩基性炭酸亜鉛と酸
化銅（Ⅰ）あるいは塩基性炭酸亜鉛と酸化銅（Ⅱ）を併用し
た場合には、塩基性炭酸亜鉛のみを添加した場合よりも
遅延効果が小さいことが分かる。一方、塩基性炭酸亜鉛
と塩基性炭酸銅を、それぞれ、0.15 ％ずつ添加して総
添加率 0.3 ％とした場合には、凝結の始発時間が 45 時
間程度まで凝結が遅延している。Fig. 4 に示す塩基性炭
酸亜鉛のみを 0.3 ％用いた場合の凝結の始発時間は、
およそ 40 時間、Fig. 2 に示すように塩基性炭酸銅のみ
を 0.3 ％添加した場合は、およそ 6 時間であったこと
と比較すると、塩基性炭酸亜鉛と塩基性炭酸銅を併用し
た場合には、それぞれを単独で 0.3 ％添加した場合よ
りも凝結を遅延させる効果が高いといえる。

Fig. 5　 Effect of 2ZnCO3・3Zn（OH）3・H2O and copper 
compounds on setting of mortar

Fig. 7　 Effect of mixture ratio ZnO and CuCO3・
Cu（OH）2・H2O on setting of mortar

Fig. 6　 Effect of ZnO and copper compounds on setting 
of mortar



Cement Science and Concrete Technology, Vol.67

206

および□は、それぞれ、モルタルを作製後 24 時間およ
び 48 時間、ポリエチレン製容器内に静置した後、再び
ミキサーで練直した後、凝結試験を開始した結果である。
これらのモルタルは、同一の材料を用いて、同一バッチ
から採取して試験に用いた。図中の横軸は、モルタル作
製時からの経過時間を示している。練直しを行わなかっ
たモルタルでは、凝結の始発時間が 10 日程度であるの
に対し、練直しを行ったモルタルでは、4 日程度で硬化
している。練直しを行うことで、モルタルの凝結が速
まっていることが分かる。
　Fig. 11 は、Fig. 10 に示したデータを含めた酸化亜鉛
を 0.4 ％と塩基性炭酸銅を 0.2 ％添加したモルタルの
練直しを行った時間と練直しから凝結の始発までの時間
との関係を示したものである。材齢 24 時間で練直しを
行った場合には、練直しから凝結の始発までに 63 時間
の時間を要したのに対し、材齢 48 時間以降であれば 53
時間程度になっている。材齢 48 時間以降においては、
練直しを行う材齢が練直しから凝結の始発までの時間に
及ぼす影響は小さいと思われる。

合の酸化亜鉛と塩基性炭酸銅の混合比率がモルタルの凝
結に及ぼす影響を調べた結果である。図中の■、●、□
および◇は、それぞれ、酸化亜鉛と塩基性炭酸銅を質量
比 で セ メ ン ト の 0.3 ％ と 0.0 ％、0.2 ％ と 0.1 ％、
0.15 ％と 0.15 ％および 0.1 ％と 0.2 ％添加した結果
を示している。この図より、酸化亜鉛と塩基性炭酸銅の
混合比率によってモルタルの凝結時間が異なることが分
かる。Fig. 8 は、塩基性炭酸銅と酸化亜鉛を同時に添加
した場合の塩基性炭酸銅と酸化亜鉛の混合比率とモルタ
ルの凝結の始発時間および終結時間の関係を示したもの
である。この図には、Fig. 7 に示した結果以外の実験結
果も含んでいる。塩基性炭酸銅を 0.1 ％添加したとき、
すなわち、酸化亜鉛と塩基性炭酸銅を質量比で 2：1 の
割合で用いた場合に、モルタルの凝結が最も遅延してい
ることが分かる。
　Fig. 9 は、酸化亜鉛と種々の銅化合物とを同時に用い
たモルタルの凝結試験結果を示したものである。図中の
■、□および●は、それぞれ、酸化亜鉛を 0.4 ％と、
酸化銅（Ⅰ）を 0.2 ％、酸化銅（Ⅱ）を 0.2 ％および塩基
性炭酸銅を 0.2 ％を同時に添加した結果を示している。
また、図中の▲および◇は、それぞれ、試薬無添加およ
び酸化亜鉛を 0.6 ％のみを添加した結果を示している。
酸化亜鉛と塩基性炭酸銅を質量比で 2：1 の割合で同時
に添加することによって、練混ぜから 10 日程度まで凝
結を遅延させることが可能であることが分かる。しか
し、酸化銅（Ⅰ）や酸化銅（Ⅱ）では、塩基性炭酸銅のよう
な酸化亜鉛との併用による相乗効果は認められなかっ
た。
3. 3　練直しが凝結時間に及ぼす影響
　Fig. 10 は、酸化亜鉛および塩基性炭酸銅を、それぞ
れ、質量比でセメントの 0.4 ％および 0.2 ％添加した
モルタルを、練混ぜ後に、さらに練直しを行った場合の
凝結試験結果を示したものである。図中の●は、モルタ
ルを作製後、直ちに凝結試験を開始した結果である。■

Fig. 8　 Relationship between mixture ratio and setting 
time of mortar

Fig. 9　 Effect of ZnO and copper compounds on setting 
of mortar

Fig. 10　 Effect of remixing on setting of mortar
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経時変化を示したものである。なお、凝結の始発開始時
点では、まだ強度発現していないため、圧縮強度を
0N/mm2 としている。図中の▲、■および●は、ぞれ
ぞれ、酸化亜鉛を質量比でセメントの 0.0 ％、0.3 ％お
よび 0.6 ％添加した結果である。酸化亜鉛を添加した
モルタルの凝結は 3 日程度まで遅延する。しかし、材
齢 7 日では、酸化亜鉛を添加したモルタルの圧縮強度は、
添加していないものと同程度になっていることが分か
る。さらに、材齢 28 日では、酸化亜鉛の添加量が多い
ものほど、圧縮強度は大きくなっていることが分かる。
　Fig. 15 は、酸化亜鉛および塩基性炭酸銅を同時に用
いたモルタルの圧縮強度の経時変化を示したものであ
る。図中の■、○および●は、それぞれ、酸化亜鉛と塩
基性炭酸銅を質量比でセメントの 0.2 ％と 0.1 ％、
0.15 ％と 0.15 ％および 0.1 ％と 0.2 ％を添加した結
果を示している。また、▲は、酸化亜鉛および塩基性炭
酸銅のいずれも用いていないものを示している。この図
より、いずれの混合比率で酸化亜鉛と塩基性炭酸銅を添
加したモルタルの材齢 28 日における圧縮強度は、試薬
を添加していないものと同程度であることが分かる。

　Fig. 12 は、酸化亜鉛および塩基性炭酸銅を、それぞ
れ質量比でセメントの 0.4 ％および 0.2 ％添加したモ
ルタルを、練混ぜ後、1 日後および 2 日後の 2 回、練
直しを行った場合の凝結試験結果を示している。2 回練
直した場合には、3 日後には凝結が始まっている。
　Fig. 13 は、Fig. 10 および Fig. 12 に示した凝結試験
結果を最後の練直しから凝結までの時間を比較できるよ
うに整理したものである。練直し回数が 1 回よりも 2
回の方が凝結開始までの時間が短くなっていることが分
かる。既往の文献によれば、金属塩が凝結に影響するの
はそれによって不溶性物質の皮膜がセメント粒子に生成
して水和を阻害するためであるとの説が報告されてい
る12）。練直しがモルタルに及ぼす影響として考えられ
るのは、粒子同士の擦れ合い、それによる温度上昇およ
び空気との接触面積の増大である。本報告では、それら
の影響の大きさを論じるだけの実験は実施できていない
が、擦れ合いによる不溶性皮膜の剥落によって、凝結時
間が速まるものと思われる。
3. 4　無機系化合物を添加したモルタルの圧縮強度
　Fig. 14 は、酸化亜鉛を添加したモルタル圧縮強度の

Fig. 11　 Relationship between time to initial setting from 
remixing and age at the remixing Fig. 12　 Effect of remixing on setting of mortar

Fig. 13　 Setting time of mortar with remixing Fig. 14　 Compressive strength of mortar with ZnO
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は、練直しを行うことによって凝結までの時間が短縮さ
れた。また、酸化亜鉛および塩基性炭酸銅を添加したモ
ルタルの圧縮強度は、材齢 28 日では添加していないモ
ルタルと同程度であった。
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化亜鉛および塩基性炭酸銅を添加したモルタルは、材齢
10 日程度まで凝結が遅延するが、硬化後の材齢 28 日
の圧縮強度は、混和剤を添加していないモルタルと、ほ
ぼ同程度になっていることが分かる。また、練直しを
行ったモルタルは、いずれも材齢 28 日には、混和剤を
添加していないモルタルや練直しを行っていないモルタ
ルと同程度の圧縮強度になっている。以上のことから、
酸化亜鉛および塩基性炭酸銅は、材齢 28 日であれば、
モルタルの圧縮強度に及ぼす影響は小さいものと思われ
る。

4.　まとめ
　銅化合物に比べて亜鉛化合物の方がモルタルの凝結遅
延効果は大きい。亜鉛化合物の比較において、酸化亜鉛
と塩基性炭酸亜鉛のモルタルの凝結遅延効果の差は小さ
い。銅化合物の中で塩基性炭酸銅、酸化銅（Ⅰ）および酸
化銅（Ⅱ）のモルタルの凝結遅延効果の差は小さかった。
亜鉛化合物のみを用いるよりも亜鉛化合物と塩基性炭酸
銅を併用する方がモルタルの凝結遅延効果は大きくな
る。特に、酸化亜鉛と塩基性炭酸銅を質量比で 2：1 の
割合で同時に添加した場合の遅延効果が最も高く、10
日程度まで凝結が遅延する。
　酸化亜鉛と塩基性炭酸銅を合わせて添加したモルタル

Fig. 15　 Compressive strength of mortar with ZnO and 
CuCO3・Cu（OH）2・H2O

Fig. 16　 Compressive strength of mortar with ZnO and 
CuCO3・Cu（OH）2・H2O after remixing



Cement Science and Concrete Technology, Vol.67

209

11）  山本泰彦：凝結遅延剤の分子構造ならびにセメント
と の 作 用 機 構、 セ メ ン ト 技 術 年 報、Vol. 27、
pp. 148-152（1973）

12）  白須富士男、岩渕俊次：二成分系遅延剤がモルタル
の凝結硬化に及ぼす影響、セメント技術年報、
Vol. 41、pp. 74-77（1987）

on the hydration of tricalcium aluminate, Cement 
and Concrete Research, Vol. 40, pp. 1681-1687

（2010）
9）  吉川寛和、綾野克紀、阪田憲次：炭酸銅を用いたコ

ンクリートの遅延特性に関する研究、コンクリート
工学年次論文集、Vol. 23、No. 2、pp. 91-96（2001）

10）  （社）日本材料学会編：コンクリート混和材料ハンド
ブック、エヌ・ティー・エス、pp. 137-138（2004）

Kazumasa UENAKA*1, Tadashi SAITO*2, Takashi FUJII*1 and Toshiki AYANO*1

*1  OKAYAMA UNIVERSITY, Graduate School of Environmental and Life Science（3-1-1, 
Tsushima-Naka, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-8530, Japan）

*2  OKAYAMA UNIVERSITY, Graduate School of Environmental Science（3-1-1, Tsushima-
Naka, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-8530, Japan）

ABSTRACT：This study relates to retardation effects of some inorganic compounds on a set of 
cement mortar. Zinc oxide, Basic zinc carbonate, Copper（Ⅰ）oxide, Copper（Ⅱ）oxide and Basic 
copper carbonate were used as an inorganic set retarder. Additionally, mixtures of those compounds 
were tested to examine a combination effect. It was found that retardation effect of zinc compounds 
was bigger than that of copper compounds. The difference of retardation effect between the zinc 
compounds was small. And the difference of retardation effect between the copper compounds was 
also small. Using basic copper oxide and zinc oxide together made the retardation effect bigger 
than single use of zinc oxide or basic copper carbonate. Particularly, in the case of using a mixture 
of zinc oxide and basic copper oxide in the ratio of 2：1 by mass, setting of mortar was retarded 
up to about 10th day. Remixing the mortar shortened the set time, that is to say, decreased the 
retardation effect. Compressive strength of the mortar at the 28th day was comparable to that of 
plain mortar. It means those retarders do not affect on the compressive strength at such an age.
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