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要旨：本研究では、塩基性炭酸銅、酸化銅（Ⅰ）、酸化銅（Ⅱ）および硫酸銅（Ⅱ）五水和物の 4 種類の銅化
合物と、酸化亜鉛、硝酸亜鉛六水和物、塩基性炭酸亜鉛および硫化亜鉛の 4 種類の亜鉛化合物を用い、
これらがモルタルの凝結特性に与える影響を検討した。その結果、同じ金属であっても塩の種類によって
凝結遅延作用が異なること、塩基性炭酸銅と酸化亜鉛の凝結遅延作用が大きいことが分かった。また、塩
基性炭酸銅と酸化亜鉛を併用することで、凝結の始発が最大で 20 日まで遅延することを示した。

モルタルの凝結に銅化合物および亜鉛化合物が与える影響
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1.　はじめに
　非鉄金属スラグは、鉱石から銅、亜鉛など主産物を精
錬する際に発生する副産物である。非鉄スラグは年間
300 万トン程度排出されている1）。非鉄金属スラグは、
ブラスト材、道路用材料、セメント原料などに利用され
ている。また、非鉄金属スラグの中で、フェロニッケル
スラグおよび銅スラグは、それぞれ、JIS A 5011-2「コ
ンクリート用スラグ骨材-第2 部：フェロニッケルスラ
グ骨材」および JIS A 5011-3「コンクリート用スラグ
骨材-第 3 部：銅スラグ骨材」に規格されており、コン
クリート用材料としての利用が認められている材料であ
る2, 3）。しかし、非鉄金属スラグのコンクリート用骨材
としての利用は少ないのが現状である。
　非鉄金属スラグに含まれる重金属は、セメントの凝結
を遅延させる可能性がある。重金属の中で、鉛、銅およ
び亜鉛について凝結遅延作用があることが報告されてい
る4～7）。JISで規格化されていない亜鉛スラグをコンクリー
ト用細骨材として使用することで、凝結が遅延したとい
う報告がある7）。また、JIS で規格化されている銅スラグ
では、銅スラグに含まれる塩基性炭酸銅が凝結を遅延さ
せるという報告がある8）。銅スラグを製造する過程では、
亜鉛化合物等も銅スラグに含まれる可能性がある9）。亜
鉛や銅等の重金属が複数存在する場合の凝結遅延作用に
ついて、これらの非鉄金属スラグを含め産業副産物を利
用していく上で把握しておく必要があると考えられる。
　本研究では、遅延作用があることが知られており、ス
ラグに含まれる可能性のある物質として、銅化合物およ
び亜鉛化合物についてモルタルの凝結時間に及ぼす影響
を検討した。また、銅化合物および亜鉛化合物を同時に
添加したモルタルの凝結時間についても検討を行った。

2.　実験概要
　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。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：2.64g/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、水を投入した後、
2 分間の本練りを行った。JIS A 1147「コンクリートの
凝結時間試験方法」に従って凝結試験を行った。
　実験に用いた試薬を Table 1 および Table 2 に示
す。いずれの試薬も粉末状のものである。有機化合物
は、凝結遅延効果と減水性を併せ持つといわれているの
に対し、無機系化合物は減水性を持たないといわれてい
る10）。本実験で使用した銅化合物および亜鉛化合物を添
加したモルタルのフレッシュ性状は、それらを添加して
ないものとほぼ同じであった。無機化合物の添加率はセ
メントに対する質量百分率で表記している。

3.　実験結果および考察
3. 1　銅化合物が凝結に及ぼす影響
　Fig. 1 は、酸化銅（Ⅰ）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、質量比でセメントの 0.0 ％、0.6 ％、1.2 ％
および 2.4 ％の酸化銅（Ⅰ）を添加した結果である。この
図より、酸化銅（Ⅰ）を添加したモルタルは、無添加のモ
ルタルに比べて凝結の始発が 1.5 時間程度遅延してい
ることが分かる。Fig. 2 は、酸化銅（Ⅱ）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。この図より、
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酸化銅（Ⅱ）を添加したモルタルは、無添加のモルタルに
比べて凝結の始発が 1 時間程度遅延していることが分
かる。Fig. 3 は、硫酸銅（Ⅱ）五水和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。この図より、硫

酸銅（Ⅱ）五水和物の添加率の増加とともに、凝結の始発
時間が遅延していることが分かる。Fig. 4 は、塩基性炭
酸銅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。この図より、質量比でセメントの 1.2 ％添加し

Table 1　Copper compounds used in this study

Name Chemical formula Formula weight
Copper （Ⅰ） oxide Cu2O 143.09
Copper （Ⅱ） oxide CuO 79.55

Copper （Ⅱ） sulfate pentahydrate CuSO4・5H2O 249.69
Basic copper carbonate CuCO3・Cu（OH）2・H2O 239.13

Table 2　Zinc compounds used in this study

Name Chemical formula Formula weight
Zinc oxide ZnO 81.39

Basic zinc carbonate 2ZnCO3・3Zn（OH）2・H2O 567.03
Zinc nitrate hexahydrate Zn（NO3）2・6H2O 297.49

Zinc sulfide ZnS 91.47

Fig. 1　Effect of Cu2O on setting of mortar Fig. 2　Effect of CuO on setting of mortar

Fig. 4　 Effect of CuCO3・Cu（OH）2・H2O on setting of 
mortar

Fig. 3　Effect of CuSO4・5H2O on setting of mortar
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たモルタルは、無添加のモルタルよりも凝結の始発が 5
時間程度遅延していることが分かる。一方、塩基性炭酸
銅を質量比でセメントの 2.4 ％添加すると、無添加の
モルタルよりも凝結の始発が7日も遅延しており、1.2 ％
までの添加率の場合と比べて著しく凝結が遅延している
ことが分かる。
　Fig. 5 は、Fig. 1～Fig. 4 に示した銅化合物の添加率
とモルタルの凝結の始発時間の関係を示したものであ
る。図中の△、■、□および●は、それぞれ、酸化銅（Ⅱ）、
酸化銅（Ⅰ）、硫酸銅（Ⅱ）五水和物および塩基性炭酸銅を
用いた結果である。酸化銅（Ⅱ）および酸化銅（Ⅰ）は添加
率を増大させても凝結を遅延させる作用は小さいことが
分かる。また、硫酸銅（Ⅱ）五水和物は、添加率の増加に
伴って、遅延時間の増加が見られるが、2.4 ％で凝結の
始発が 20 時間程度である。これに対して、塩基性炭酸
銅を添加したモルタルは、添加率が質量比でセメントの
1.2 ％の場合には5時間程度であった凝結の始発時間が、
1.8 ％以上添加した場合には 8 日程度にまで急激に増大
していることが分かる。これは、酸化銅（Ⅱ）、酸化銅

（Ⅰ）、硫酸銅（Ⅱ）五水和物を添加した場合には見られな
かった凝結特性である。
3. 2　亜鉛化合物が凝結に与える影響
　Fig. 6 は、酸化亜鉛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、質量比でセメントの 0.0 ％、0.6 ％、1.2 ％
および 2.4 ％の酸化亜鉛を添加した結果である。この
図より、酸化亜鉛の添加率が増加すると、モルタルの凝
結が遅延していることが分かる。酸化亜鉛を質量比でセ
メントの 2.4 ％添加したモルタルは、無添加のモルタ
ルに比べ、凝結の始発が 6 日程度遅延している。Fig. 7
は、塩基性炭酸亜鉛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。塩基性炭酸亜鉛を添加したモルタ
ルは、質量比でセメントの 1.2 ％まで添加したもので
は、無添加のモルタルに比べ、凝結の始発が 1 日程度
遅延していることが分かる。一方、質量比でセメントの
2.4 ％添加したモルタルでは、始発時間は、無添加のモ
ルタルと同程度であるが、終結時間は 5 日程度まで遅
延していることが分かる。Fig. 8 は、硝酸亜鉛六水和物

Fig. 5　 Relationship between dosage of copper 
compounds and initial setting of mortar

Fig. 6　 Effect of ZnO on setting of mortar

Fig. 8　 Effect of Zn（NO3）2・6H2O on setting of mortarFig. 7　 Effect of 2ZnCO3・3Zn（OH）2・H2O on setting 
of mortar
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加率との関係を示したものである。図中の△、■、□お
よび●は、それぞれ、塩基性炭酸亜鉛、硝酸亜鉛六水和物、
硫化亜鉛および酸化亜鉛と、塩基性炭酸銅を混合比率が
質量比で 1 対 1 として用いた結果である。塩基性炭酸
銅と酸化亜鉛を質量比でセメントの 0.6 ％添加したモ
ルタルは、凝結の始発が 16 日程度遅延しており、塩基
性炭酸銅と酸化亜鉛を組み合わせたもののみ、遅延させ
る作用が大きいことが分かる。
　一方、Fig. 12 は、酸化亜鉛と種々の銅化合物を併用
して添加したモルタルの凝結の始発時間を示したもので
ある。図中の△、■、□および●は、それぞれ、硫酸銅

（Ⅱ）五水和物、酸化銅（Ⅰ）、酸化銅（Ⅱ）および塩基性炭
酸銅と、酸化亜鉛を混合比率が質量比で 1 対 1 として
用いた結果である。酸化亜鉛と塩基性炭酸銅を併用した
場合のみ凝結が大きく遅延していることが分かる。以上
のことから、酸化亜鉛と塩基性炭酸銅とを組み合わせて
用いた場合のみ、それぞれを単独で用いた場合よりも大
きな遅延作用が生じるといえる。
　Fig. 13 は、塩基性炭酸銅と酸化亜鉛を合わせて質量

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。硝酸亜鉛六水和物を添加したモルタルでは、添加率
が増加するとともに凝結の始発が遅延しており、質量比
でセメントの 2.4 ％添加したモルタルでは、無添加の
モルタルに比べ、20 時間程度まで遅延が生じているこ
とが分かる。Fig. 9 は、硫化亜鉛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。硫化亜鉛を質量比で
セメントの 2.4 ％添加しても、無添加のモルタルと同
程度の凝結時間となっており、硫化亜鉛がモルタルの凝
結時間へ与える影響は小さいと考えられる。
　Fig. 10 は、Fig. 6～Fig. 9 に示した亜鉛化合物の添加
率とモルタルの凝結の始発時間の関係を示したものであ
る。図中の△、■、□および●は、それぞれ、硫化亜鉛、
硝酸亜鉛六水和物、塩基性炭酸亜鉛および酸化亜鉛を添
加した結果である。亜鉛化合物の中では、酸化亜鉛が最
も凝結を遅延させる作用が大きいことが分かる。
3. 3　亜鉛化合物と銅化合物の併用が与える影響
　Fig. 11 は、塩基性炭酸銅と種々の亜鉛化合物を併用
して添加したモルタルの凝結の始発時間と化合物の総添

Fig. 9　 Effect of ZnS on setting of mortar Fig. 10　 Relationship between dosage of zinc compounds 
and initial setting of mortarmortar

Fig. 11　 Relationship between dosage of basic copper 
carbonate and zinc compounds and initial setting

Fig. 12　 Relationship between dosage of zinc oxide 
and copper compounds initial setting
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めて、塩基性炭酸銅と酸化亜鉛を用いた場合の、酸化亜
鉛の添加率と凝結の始発時間の関係を示したものであ
る。図中の▲、■および●は、それぞれ、塩基性炭酸
銅と酸化亜鉛の総添加率が質量比でセメントの 0.3 ％、
0.6 ％および 0.9 ％の結果である。総添加率が 0.9 ％の
場合、酸化亜鉛が 0.3 ％、塩基性炭酸銅が 0.6 ％の組
み合わせの時に最もモルタルの凝結が遅延していること
が分かる。すなわち、いずれの総添加率の場合にも、酸
化亜鉛が 0.3 ％の組み合わせの時に、最も凝結が遅延
していることが分かる。
　Fig. 16 は、塩基性炭酸銅と酸化亜鉛の両者を用いた
場合の塩基性炭酸銅の添加率と凝結の始発時間の関係を
示したものである。図中の▲、△、■、●、□および○は、
それぞれ、酸化亜鉛の添加率が 0.1 ％、0.15 ％、0.2 ％、
0.3 ％、0.45 ％および 0.6 ％の結果を示している。こ
の図より、酸化亜鉛の添加率が 0.1 ％の場合は、塩基
性炭酸銅の添加率を 0.45 ％にまで増大させても遅延さ
せる作用が小さいことが分かる。酸化亜鉛の添加率が
0.15 ％および 0.2 ％の場合は塩基性炭酸銅を 0.3 ％以

比でセメントの 0.3 ％として用いた場合の、塩基性炭
酸銅と酸化亜鉛の混合比率がモルタルの凝結の始発時間
に与える影響を示したものである。酸化亜鉛の添加率が
大きくなるとともに、凝結の始発が遅延している。酸化
亜鉛の添加率が質量比でセメントの 0.3 ％のとき、最
も凝結の始発が遅延しており、総添加率が 0.3 ％の場
合では、それぞれを単独で用いた場合よりも遅延作用は
大きくならないことが分かる。
　一方、Fig. 14 は、塩基性炭酸銅と酸化亜鉛を合わせ
て質量比でセメントの 0.6 ％として用いた場合の、塩
基性炭酸銅と酸化亜鉛の混合比率がモルタルの凝結の始
発時間に与える影響を示したものである。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 0.3 ％
ずつ用いたとき、最もモルタルの凝結の始発が遅延して
いることが分かる。酸化亜鉛または塩基性炭酸銅を、そ
れぞれ単独で 0.6 ％添加した場合よりも、凝結の始発
が遅延しており、単独で用いた場合よりも大きな遅延作
用が生じることが分かる。
　Fig. 15 は、Fig. 13 および Fig. 14 に示した結果も含

Fig. 13　 Relationship between mixture ratio and initial 
setting（Total dosage：C x 0.3 ％）

Fig. 14　 Relationship between mixture ratio and initial 
setting（Total dosage：C x 0.6 ％）

Fig. 15　 Relationship between mixture ratio and initial 
setting

Fig. 16　 Relationship between mixture ratio and initial 
setting
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上添加することによって凝結の始発時間が 10 日以上に
まで増大することが分かる。酸化亜鉛を質量比でセメン
トの 0.3 ％以上添加した場合には、塩基性炭酸銅の添
加が凝結遅延させる作用をとても大きくしている。しか
し、酸化亜鉛の添加率を 0.45 ％、0.6 ％にまで増やし
ても凝結の始発時間は 0.3 ％の場合と同程度でしかな
いことが分かる。塩基性炭酸銅と酸化亜鉛を凝結遅延剤
として用いるならば、酸化亜鉛の添加率は最大で 0.3 ％
として、塩基性炭酸銅の添加率を増大させれば効率的に
凝結を遅延させることが可能と思われる。

4.　まとめ
　本研究で用いたすべての銅化合物は、凝結を遅延させ
る作用を有しており、その中でも塩基性炭酸銅がモルタ
ルの凝結を遅延させる作用が最も高いことが分かった。
一方、本研究で用いた亜鉛化合物のうち、硫化亜鉛以外
の亜鉛化合物には遅延させる作用が認められ、その中で
も、酸化亜鉛がモルタルの凝結を遅延させる作用が最も
高かった。また、塩基性炭酸銅と酸化亜鉛を組み合せる
ことで大きく遅延させる作用があることが認められ、最
大で凝結の始発が 20 日程度遅延した。塩基性炭酸銅と
酸化亜鉛が共存する場合は、スラグ中の塩基性炭酸銅の
含有量が低くても大きく遅延することが考えられる。一
方、この遅延作用を凝結遅延剤として用いるならば、酸
化亜鉛の添加率が質量比でセメントの 0.3 ％までとし
て、塩基性炭酸銅の添加率を増加させることで、効率的
に凝結が遅延することが分かった。
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ABSTRACT：The drying up of the natural aggregate resources becomes the problem. The slag is 
an industrial by-product attracts attention as substitute aggregate. Ferro-nickel slag and copper 
slag are made a standard in Japan Industrial standard（JIS）as concrete aggregate. But the slag is 
hardly used on the construction site. The slag contains many type heavy metals. There is possibility 
that heavy metals in the slag retard cement hydration. Therefore, it is necessary to know the effect 
that heavy metals give on hydration of cement for utilization of slags as concrete aggregate. This 
paper shows retardation effects of four kinds of copper compounds and four kinds of zinc compounds 
on setting of mortar. Basic copper carbonate, copper（Ⅰ）oxide, copper（Ⅱ）oxide, copper（Ⅱ）
sulfate pentahydrate, zinc oxide, zinc nitrate hexahydrate, basic zinc carbonate and zinc sulfide were 
used. It was found that setting retardation effect of each compound was different according to the 
form of the metal salt. Basic copper carbonate had highest effect of setting retardation in four kinds 
of copper compounds. And zinc oxide had highest effect of setting retardation in four kinds of zinc 
compounds. In addition, basic copper carbonate and zinc oxide had more high setting retardation 
effect. In this paper, it was shown that using basic copper carbonate and zinc oxide together caused 
20 days delay of setting times of mortar.
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