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(57)【要約】
【課題】従来の普通シラスの整粒方法の改良を図り、密
度が２．５ｇ／ｃｍ３以上の細骨材の収率を高めること
ができる火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法を提供する
。
【解決手段】　火山噴出物堆積鉱物から粒径５ｍｍ超の
礫分を除去し、残部を常温又は高温の気流に搬送させ、
循環する気流経路に接続された少なくとも２個のサイク
ロン分級機を有する粗粒回収用のサイクロン分級機群と
、このサイクロン分級機群に連結した細粒回収用のサイ
クロン分級機と、このサイクロン分級機に連結した微粉
回収用のバグフィルタとを有する気流分級装置により、
粗粒回収用サイクロン分級機群にて粗粒を、細粒回収用
サイクロン分級機にて細粒を、微粉回収用バグフィルタ
にて微粉を回収し、回収された粗粒から細骨材を回収す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　火山噴出物堆積鉱物から粒径５ｍｍ超の礫分を除去し、残部を常温又は高温の気流に搬
送させ、循環する気流経路に接続された少なくとも２個のサイクロン分級機を有する粗粒
回収用のサイクロン分級機群と、このサイクロン分級機群に連結した細粒回収用のサイク
ロン分級機と、このサイクロン分級機に連結した微粉回収用のバグフィルタとを有する気
流分級装置により、粗粒回収用サイクロン分級機群にて粗粒を、細粒回収用サイクロン分
級機にて細粒を、微粉回収用バグフィルタにて微粉を回収し、
　回収された粗粒から細骨材を回収することを特徴とする火山噴出物堆積鉱物の乾式分離
方法。
【請求項２】
　前記粗粒回収用のサイクロン分級機群のうちの一つのサイクロン分級機は、上部が円錐
形状を有し、この円錐形状の頂部で管路と接続する請求項１記載の火山噴出物堆積鉱物の
乾式分離方法。
【請求項３】
　前記粗粒回収用のサイクロン分級機群の上流側に、サイクロン解砕機を有する請求項１
又は２記載の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法。
【請求項４】
　火山噴出物堆積鉱物から粒径５ｍｍ超の礫分を除去し、残部を水平方向から所定の角度
で傾斜させた多孔板を振動させつつ下方から多孔板に向けて送風するエアテーブル式の比
重差選別装置に供給して、重比重分と、軽比重分と、集塵分と、多孔板落下分とに選別し
て、
　選別された重比重分から細骨材を回収することを特徴とする火山噴出物堆積鉱物の乾式
分離方法。
【請求項５】
　火山噴出物堆積鉱物から粒径５ｍｍ超の礫分を除去し、残部を水平方向から所定の角度
で傾斜させた多孔板を振動させつつ下方から多孔板に向けて送風するエアテーブル式の比
重差選別装置に供給して、重比重分と、軽比重分と、集塵分と、多孔板落下分とに選別し
て、
　選別された重比重分及び多孔板落下分から細骨材を回収することを特徴とする火山噴出
物堆積鉱物の乾式分離方法。
【請求項６】
　前記エアテーブル式の比重差選別装置により選別された多孔板落下分を、作業条件が異
なる同一又は別のエアテーブル式の比重差選別装置に供給して、重比重分と、軽比重分と
、集塵分と、多孔板落下分とに更に選別して、
　更に選別された重比重分から細骨材を回収する請求項４又は５記載の火山噴出物堆積鉱
物の乾式分離方法。
【請求項７】
　前記エアテーブル式の比重差選別装置により選別された多孔板落下分を、作業条件が異
なる同一又は別のエアテーブル式の比重差選別装置に供給して、重比重分と、軽比重分と
、集塵分と、多孔板落下分とに更に選別して、
　更に選別された重比重分及び多孔板落下分から細骨材を回収する請求項４又は５記載の
火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法。
【請求項８】
　前記エアテーブル式の比重差選別装置により選別された多孔板落下分を、作業条件が異
なる同一又は別のエアテーブル式の比重差選別装置に供給して、重比重分と、軽比重分と
、集塵分とに更に選別して、
　更に選別された重比重分から細骨材を回収する請求項４又は５記載の火山噴出物堆積鉱
物の乾式分離方法。
【請求項９】
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　前記エアテーブル式の比重差選別装置により選別された軽比重分を、作業条件が異なる
同一又は別のエアテーブル式の比重差選別装置に供給して、重比重分と、軽比重分と、集
塵分と、多孔板落下分とに更に選別して、
　更に選別された軽比重分から軽量骨材用の軽石を回収する請求項４又は５記載の火山噴
出物堆積鉱物の乾式分離方法。
【請求項１０】
　前記エアテーブル式の比重差選別装置により選別された軽比重分を、作業条件が異なる
同一又は別のエアテーブル式の比重差選別装置に供給して、重比重分と、軽比重分と、集
塵分とに更に選別して、
　更に選別された軽比重分から軽量骨材用の軽石を回収する請求項４又は５記載の火山噴
出物堆積鉱物の乾式分離方法。
【請求項１１】
　前記エアテーブル式の比重差選別装置により選別された集塵分を、作業条件が異なる同
一又は別のエアテーブル式の比重差選別装置に供給して、重比重分と、軽比重分と、集塵
分と、多孔板落下分とに更に選別して、
　更に選別された集塵分から火山ガラス材を回収する請求項４又は５記載の火山噴出物堆
積鉱物の乾式分離方法。
【請求項１２】
　前記エアテーブル式の比重差選別装置により選別された集塵分を、作業条件が異なる同
一又は別のエアテーブル式の比重差選別装置に供給して、重比重分と、軽比重分と、集塵
分とに更に選別して、
　更に選別された集塵分から火山ガラス材を回収する請求項４又は５記載の火山噴出物堆
積鉱物の乾式分離方法。
【請求項１３】
　火山噴出物堆積鉱物から粒径５ｍｍ超の礫分を除去し、残部を常温又は高温の気流に搬
送させ、循環する気流経路に接続された少なくとも２個のサイクロン分級機を有する粗粒
回収用のサイクロン分級機群と、このサイクロン分級機群に連結した細粒回収用のサイク
ロン分級機と、このサイクロン分級機に連結した微粉回収用のバグフィルタとを有する気
流分級装置により、粗粒回収用のサイクロン分級機群にて粗粒を、細粒回収用のサイクロ
ン分級機にて細粒を、微粉回収用のバグフィルタにて微粉を回収し、
　回収された粗粒を水平方向から所定の角度で傾斜させた多孔板を振動させつつ下方から
多孔板に向けて送風するエアテーブル式の比重差選別装置に供給して、重比重分と、軽比
重分と、集塵分と、多孔板落下分とに選別して、
　選別された重比重分から細骨材を回収することを特徴とする火山噴出物堆積鉱物の乾式
分離方法。
【請求項１４】
　火山噴出物堆積鉱物から粒径５ｍｍ超の礫分を除去し、残部を常温又は高温の気流に搬
送させ、循環する気流経路に接続された少なくとも２個のサイクロン分級機を有する粗粒
回収用のサイクロン分級機群と、このサイクロン分級機群に連結した細粒回収用のサイク
ロン分級機と、このサイクロン分級機に連結した微粉回収用のバグフィルタとを有する気
流分級装置により、粗粒回収用のサイクロン分級機群にて粗粒を、細粒回収用のサイクロ
ン分級機にて細粒を、微粉回収用のバグフィルタにて微粉を回収し、
　回収された粗粒を水平方向から所定の角度で傾斜させた多孔板を振動させつつ下方から
多孔板に向けて送風するエアテーブル式の比重差選別装置に供給して、重比重分と、軽比
重分と、集塵分と、多孔板落下分とに選別して、
　選別された重比重分及び多孔板落下分から細骨材を回収することを特徴とする火山噴出
物堆積鉱物の乾式分離方法。
【請求項１５】
　前記粗粒回収用のサイクロン分級機群のうちの一つのサイクロン分級機は、上部が円錐
形状を有し、この円錐形状の頂部で管路と接続する請求項１３又は１４記載の火山噴出物
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堆積鉱物の乾式分離方法。
【請求項１６】
　前記粗粒回収用のサイクロン分級機群の上流側に、サイクロン解砕機を有する請求項１
３～１５のいずれか一項に記載の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法。
【請求項１７】
　前記エアテーブル式の比重差選別装置により選別された多孔板落下分を、作業条件が異
なる同一又は別のエアテーブル式の比重差選別装置に供給して、重比重分と、軽比重分と
、集塵分と、多孔板落下分とに更に選別して、
　更に選別された重比重分から細骨材を回収する請求項１３～１６のいずれか一項に記載
の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法。
【請求項１８】
　前記粗粒の粒径が０．３０～５ｍｍであり、前記細粒の粒径が０．０５～０．３０ｍｍ
であり、前記微粉の粒径０．０５ｍｍ以下である請求項１～３、１３～１７のいずれか一
項に記載の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法。
【請求項１９】
　前記重比重分を密度２．５ｇ／ｃｍ３以上で選別する請求項４～１８のいずれか１項に
記載の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法。
【請求項２０】
　前記軽比重分及び前記細粒の少なくとも一方をふるい分けして、ふるい上とふるい下と
に分級する請求項１～１９のいずれか１項に記載の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法。
【請求項２１】
　循環する気流経路に接続された少なくとも２個のサイクロン分級機を有する粗粒回収用
のサイクロン分級機群と、このサイクロン分級機群に連結した細粒回収用のサイクロン分
級機と、このサイクロン分級機に連結した微粉回収用のバグフィルタとを有する気流分級
装置を備えることを特徴とする火山噴出物堆積鉱物の乾式分離装置。
【請求項２２】
　前記粗粒回収用のサイクロン分級機群のうちの一つのサイクロン分級機は、上部が円錐
形状を有し、この円錐形状の頂部で管路と接続する請求項２１記載の火山噴出物堆積鉱物
の乾式分離装置。
【請求項２３】
　前記粗粒回収用のサイクロン分級機群の上流側に、サイクロン解砕機を有する請求項２
１又は２２記載の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離装置。
【請求項２４】
　前記粗粒回収用のサイクロン分級機群のうちの一つのサイクロン分級機及び前記細粒回
収用のサイクロン分級機の少なくとも一方が吸気調整手段を備え、この吸気調整手段によ
り気流上昇速度を調整する請求項２１～２３のいずれか一項記載の火山噴出物堆積鉱物の
乾式分離装置。
【請求項２５】
　更に水平方向から所定の角度で傾斜させた多孔板を振動させつつ下方から多孔板に向け
て送風する１又は２以上のエアテーブル式の比重差選別装置を備える請求項２１～２４の
いずれか一項に記載の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離装置。
【請求項２６】
　請求項１～２０のいずれか１項に記載の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法により得ら
れた細骨材。
【請求項２７】
　請求項１～２０のいずれか１項に記載の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法により細骨
材を分離して得られた残余の火山ガラス材であって、粒径０．３ｍｍ以上に分離された火
山ガラス材からなる軽量骨材用の軽石。
【請求項２８】
　請求項１～２０のいずれか一項に記載の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法により細骨
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材を分離して得られた残余の火山ガラス材であって、粒径０．０５ｍｍ未満に分離された
火山ガラス材。
【請求項２９】
　請求項１～２０のいずれか一項に記載の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法により細骨
材を分離して得られた残余の火山ガラス材であって、分離された粒径０．０５ｍｍ～０．
３ｍｍの火山ガラス材、０．０５ｍｍ未満の火山ガラス材及び粒径０．３ｍｍ以上の火山
ガラスからなる軽石のうちの少なくとも一つを粉砕して得られたポゾラン効果を有する混
和材用の火山ガラス材。
【請求項３０】
　請求項２８又は２９記載の火山ガラス材に、ポルトランドセメントを混合または混合し
たあと粉砕して製造したポゾラン効果を有する混合セメント。
【請求項３１】
　請求項１～２０のいずれか一項に記載の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法により細骨
材を分離して得られた残余の火山ガラス材であって、分離された粒径０．０５ｍｍ以上の
火山ガラス材をそのまま又は粉砕した後、焼成膨張させて得られたパーライト。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、火山噴出物堆積鉱物、例えば普通シラスを乾式分離する乾式分離方法、乾式
分離装置、乾式分離方法により分離された細骨材及び火山ガラス材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コンクリート用細骨材としては、川砂、海砂のような天然砂が用いられていたが
、川砂は、長年にわたる乱掘の結果、枯渇をきたしているし、また海砂の採取が環境破壊
につながるためその採取が制限され、一部を輸入に頼らざるを得ない事態が生じている。
海砂の依存度の高い西日本では、特に深刻であり、天然砂に代わるべき原料の入手が緊急
の課題となっている。
【０００３】
　ところで、シラスは、南九州に広く分布する火山噴出物堆積鉱物の１種であって、大量
に入手可能な資源であることから、シラスをコンクリート用の骨材として活用できれば天
然砂の代りになり得る。特に、川砂などの無塩砂は、コンクリート、特に鉄筋コンクリー
トの長寿命化に寄与するため、塩分の混入が避けられない海砂よりも付加価値が高いが、
川砂の採取は、淡水生物や水生植物などの生態系の破壊をもたらし、環境負荷が大きい。
シラスは、陸上にある約３万年前の火砕流堆積物であり無塩なので、シラスから取り出さ
れた細骨材は、無塩砂として付加価値が高い。
【０００４】
　コンクリート用細骨材として、普通シラス、すなわち、南九州のシラス台地を形成する
もので、天然のままで加工されていないシラスを用いる場合の最大の課題は、鹿児島県土
木部が監修した「シラスを細骨材として用いるコンクリートの施工マニュアル（案）」（
２００６年発行）によれば、シラス中に極めて多くの微粒分が含まれていることにある。
普通シラス中の粒径０．１５０ｍｍ以下の微粒分の含有量は、２０～４０％の範囲であり
、平均で３０％程度と、天然砂に比べて異常に多くなっている。微粒分が多いのは、水に
よる淘汰作用を受けた川砂などと異なり、普通シラスが水の淘汰作用を受けていない巨大
な火砕流堆積物であるということに由来する。土木学会「コンクリート標準示方書」には
、普通砂の場合は粒径０．１５０ｍｍ以下の粒子含有量を１０％以下とし、砕砂及び高炉
スラグ砕砂については同含有量を１５％以下とすることができるとしているから、普通シ
ラスをそのままでは普通砂に用いることはできない。仮に、粒径０．１５０ｍｍ以下の微
粒分を大量に含む細骨材を用いた場合は、まだ固まらないフレッシュコンクリートの流動
性が阻害され、単位水量の増大につながる。このため、粒径０．１５０ｍｍ以下の微粒分
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を、望ましくは砕砂と同じ１５％以下、少なくとも１５％未満にまで除去する必要がある
が、その除去には多大の経費を要し、コスト高になるために、これまで実現できなかった
。
【０００５】
　すなわち、シラスから粒径０．１５０ｍｍ以下の微粒分を除去するには、乾式ふるい分
け法と湿式ふるい分け法があるが、前者をシラスが未乾燥のままで行うと、含まれる水分
が粒子同士の接着を保持する働きをしたり、ふるい過程で振動により水分がしみ出してく
る場合があることから、微粒分は凝集したり粗粒子に付着したまま、ふるいの網にも付着
してしまい、ふるいが目詰まりを起こして微粒分の除去が不可能となる。そのため、ふる
い分けに先立って乾燥する必要があるが、それには多大のエネルギー消費を伴う上に長い
処理時間を必要とし、実用化の上で大きな障害となるのを免れない。また、後者の湿式ふ
るい分け法は、大量の水を用いなければならない上に、整粒後に乾燥処理を行う必要があ
るため、前者と同様の不利を伴う。
【０００６】
　シラスを整粒する際のもう一つの課題として、除去された粒径０．１５０ｍｍ以下の微
粒分、すなわち不要残分の処分の問題がある。ＪＩＳ－Ａ１２０４「土の粒度試験方法」
によれば、粒径２～４．７５ｍｍが細礫分、粒径０．８５０～２ｍｍが粗砂分、粒径０．
２５０～０．８５０ｍｍが中砂分、粒径０．０７５～０．２５０ｍｍが細砂分、粒径０．
００５～０．０７５ｍｍがシルト分、粒径０．００５ｍｍ以下が粘土分と規定されている
。したがって、粒径０．１５０ｍｍ以下の微粒分は、粒度分布が広く、細砂分の一部とシ
ルト分と粘土分とが混在していることになり、付加価値も低く、その用途が無い。そのシ
ルト分と粘土分のうち、特に粘土分は、粒子が細かく水中で沈降し難いので、濁ったまま
川や海に流すことができず、ため池でコストのかさむ凝集剤を使って沈降速度を高めて沈
殿分離したものを廃棄処分しなければならず、その処分費用も無視できない。また、その
上澄液の排水も凝集剤の成分が混入しているので、自然環境への放流は、環境上も好まし
くない。一度、水に浸された粘土分やシルト分と粘土分の凝集体は、乾燥過程で、凝固し
てしまい、利用する場合に、単粒子に分散させて用いたくても、単粒子に分散しにくいの
で、たとえ混和材などに用いようとしても凝集構造が邪魔をして、本来有する可能性のあ
るポゾラン効果を発現し難い。更に、凝集剤の成分が混入している場合には、混和材とし
ての効果が低減する。
【０００７】
　所望の粒度に整えることを整粒というが、普通シラスを整粒して上記のように粒径０．
１５０ｍｍを基準に２分割した場合に、その一方が製品として有用であっても、他方の不
要残分が発生して、その処分費用を製品に転嫁することになるため、価格競争で不利にな
る。また、整粒による分割数が少ないと、自ずと粒度幅が広いものとなり、付加価値が低
くなるので、採算が合わなかった。
【０００８】
　したがって、吉田シラスや加久藤シラスのような、水による天然の淘汰作用を受けて粒
度が細かく揃っている資源量の極めて少ないシラスは例外として、シラス台地を形成する
普通シラスについては、工業的には整粒すると採算がとれないのが現状であった。
【０００９】
　普通シラスの整粒方法に関して、第一サイクロンないし第四サイクロンとバグフィルタ
とを組み合わせて、第一サイクロンで細骨材、第二サイクロンで粗砂分及び中砂分、第三
サイクロンで中砂分及び細砂分、第四サイクロンで細砂分及びシルト分、バグフィルタで
粘土分を、それぞれ回収する方法がある（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１０－２６９９５１号公報（特許請求の範囲その他）
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　特許文献１に記載の整粒方法は、煩雑で多量の熱エネルギーの消費を伴う原料シラス又
は製品の乾燥処理や、大量の水を使用する水簸処理を行うことなく、火山噴出物堆積鉱物
から所望の粒度に整えられた付加価値の高い整粒物を、簡単かつ効率的に、多種類にて同
時に大量生産することが可能である。しかしながら、普通シラスを原料に、第一サイクロ
ンで回収される細骨材は、そのままではＪＩＳ　Ａ５３０８の「砂」で規定する密度２．
５ｇ／ｃｍ３以上のものの収率が低く、収率を高めるために更なる改良が求められていた
。
【００１２】
　本発明は、従来の普通シラスの整粒方法の改良を図り、密度が２．５ｇ／ｃｍ３以上の
細骨材の収率を高めることができる火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法を提供することを
目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者らは、火山噴出物堆積鉱物、例えば普通シラスから、粒径５ｍｍ以上の礫分を
取り除いたのち、特定の気流分級装置、特定の比重差選別装置又は両者を組み合わせた装
置により乾式分離することで、密度が２．５ｇ／ｃｍ３以上の細骨材の収率を高めること
ができることを見出し、この知見に基づいて本発明をなすに至った。
【００１４】
　本発明の一側面は、火山噴出物堆積鉱物から粒径５ｍｍ超の礫分を除去し、残部を常温
または高温の気流に搬送させ、循環する気流経路に接続された少なくとも２個のサイクロ
ン分級機を有する粗粒回収用のサイクロン分級機群と、このサイクロン分級機群に連結し
た細粒回収用のサイクロン分級機と、このサイクロン分級機に連結した微粉回収用のバグ
フィルタとを有する気流分級装置により、粗粒回収用のサイクロン分級機群にて粗粒を、
細粒回収用のサイクロン分級機にて細粒を、微粉回収用のバグフィルタにて微粉を回収し
、
　回収された粗粒から細骨材を回収することを特徴とする火山噴出物堆積鉱物の乾式分離
方法である。
【００１５】
　上記発明において、粗粒回収用のサイクロン分級機群のうちの一つのサイクロン分級機
は、上部が円錐形状を有し、この円錐形状の頂部で管路と接続することが好ましく、また
、粗粒回収用のサイクロン分級機群の上流側に、サイクロン解砕機を有することが好まし
い。
【００１６】
　本発明の別の側面は、火山噴出物堆積鉱物から粒径５ｍｍ超の礫分を除去し、残部を水
平方向から所定の角度で傾斜させた多孔板を振動させつつ下方から多孔板に向けて送風す
るエアテーブル式の比重差選別装置に供給して、重比重分と、軽比重分と、集塵分と、多
孔板落下分とに選別して、
　選別された重比重分から細骨材を回収することを特徴とする火山噴出物堆積鉱物の乾式
分離方法である。
　上記発明において、細骨材は、選別された重比重分ばかりでなく多孔板落下分からも回
収することができる。
【００１７】
　上記発明において、エアテーブル式の比重差選別装置により選別された多孔板落下分を
、作業条件が異なる同一又は別のエアテーブル式の比重差選別装置に供給して、重比重分
と、軽比重分と、集塵分と、多孔板落下分とに更に選別して、更に選別された重比重分か
ら細骨材を回収することが好ましい。
　複数の比重差選別装置を用いる上記発明において、細骨材は、更に選別された重比重分
ばかりでなく、更に選別された多孔板落下分からも回収することができる。
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　また、複数の比重差選別装置を用いる上記発明において、下流側の比重差選別装置では
、多孔板落下分を選別することなく、重比重分と、軽比重分と、集塵分とに選別すること
もできる。
　また、複数の比重差選別装置を用いる上記発明において、上流側の比重差選別装置で選
別された軽比重分を下流側の比重差選別装置に供給して、重比重分と、軽比重分と、集塵
分と、多孔板落下分とに更に選別して、更に選別された軽比重分から軽量骨材用の軽石を
回収することができ、この場合、下流側の比重差選別装置では、多孔板落下分を選別する
ことなく、重比重分と、軽比重分と、集塵分とに選別して、更に選別された軽比重分から
軽量骨材用の軽石を回収することもできる。
　更に、複数の比重差選別装置を用いる上記発明において、上流側の比重差選別装置で選
別された集塵分を下流側の比重差選別装置に供給して、重比重分と、軽比重分と、集塵分
と、多孔板落下分とに更に選別して、更に選別された集塵分から火山ガラス材を回収する
ことができ、この場合、下流側の比重差選別装置では、多孔板落下分を選別することなく
、重比重分と、軽比重分と、集塵分とに選別して、更に選別された集塵分から火山ガラス
材を回収することもできる。
【００１８】
　本発明の別の側面は、火山噴出物堆積鉱物から粒径５ｍｍ超の礫分を除去し、残部を常
温または高温の気流に搬送させ、循環する気流経路に接続された少なくとも２個のサイク
ロン分級機を有する粗粒回収用のサイクロン分級機群と、このサイクロン分級機群に連結
した細粒回収用のサイクロン分級機と、このサイクロン分級機に連結した微粉回収用のバ
グフィルタとを有する気流分級装置により、粗粒回収用のサイクロン分級機群にて粗粒を
、細粒回収用のサイクロン分級機にて細粒を、微粉回収用のバグフィルタにて微粉を回収
し、
　回収された粗粒を水平方向から所定の角度で傾斜させた多孔板を振動させつつ下方から
多孔板に向けて送風するエアテーブル式の比重差選別装置に供給して、重比重分と、軽比
重分と、集塵分と、多孔板落下分とに選別して、
　選別された重比重分から細骨材を回収することを特徴とする火山噴出物堆積鉱物の乾式
分離方法である。
　上記発明において、細骨材の回収は、選別された重比重分ばかりでなく多孔板落下分か
らも回収することができる。
【００１９】
　上記発明において、粗粒回収用のサイクロン分級機群のうちの一つのサイクロン分級機
は、上部が円錐形状を有し、この円錐形状の頂部で管路と接続することが好ましく、粗粒
回収用のサイクロン分級機群の上流側に、サイクロン解砕機を有することが好ましく、エ
アテーブル式の比重差選別装置により選別された多孔板落下分を、作業条件が異なる同一
又は別のエアテーブル式の比重差選別装置に供給して、重比重分と、軽比重分と、集塵分
と、多孔板落下分とに更に選別して、更に選別された重比重分から細骨材を回収すること
が好ましい。
【００２０】
　上記気流分級装置を備える上記発明において回収された粗粒の粒径が０．３０～５ｍｍ
であり、細粒の粒径が０．０５～０．３０ｍｍであり、微粉の粒径が０．０５ｍｍ以下で
あることが好ましい。
　上記比重差選別装置を備える上記発明において、重比重分を密度２．５ｇ／ｃｍ３以上
で選別し、それ未満を軽比重分として選別することが好ましい。
　上記気流分級装置及び上記比重差選別装置のうちの少なくとも一方を備える上記発明に
おいて、軽比重分及び細粒の少なくとも一方をふるい分けして、ふるい上とふるい下とに
分級することが好ましい。ふるい上は軽量骨材として回収することができ、特に火山噴出
物堆積鉱物がシラスである場合に、軽比重分及び細粒の少なくとも一方をふるい分けして
、ふるい下をパーライト原料又はシラスバルーン原料として回収したりすることが好まし
い。このふるい分けに用いられるふるいの網目は、７５μｍ以上であることが好ましい。
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【００２１】
　本発明の一側面は、循環する気流経路に接続された少なくとも２個のサイクロン分級機
を有する粗粒回収用のサイクロン分級機群と、このサイクロン分級機群に連結した細粒回
収用のサイクロン分級機と、このサイクロン分級機に連結した微粉回収用のバグフィルタ
とを有する気流分級装置を備えることを特徴とする火山噴出物堆積鉱物の乾式分離装置で
ある。
【００２２】
　上記発明において、粗粒回収用のサイクロン分級機群のうちの一つのサイクロン分級機
は、上部が円錐形状を有し、この円錐形状の頂部で管路と接続することが好ましく、粗粒
回収用のサイクロン分級機群の上流側に、サイクロン解砕機を有することが好ましく、粗
粒回収用のサイクロン分級機群のうちの一つのサイクロン分級機及び細粒回収用のサイク
ロン分級機の少なくとも一方が吸気調整手段を備え、この吸気調整手段により気流上昇速
度を調整することが好ましい。
　上記発明において、更に水平方向から所定の角度で傾斜させた多孔板を振動させつつ下
方から多孔板に向けて送風する１又は２以上のエアテーブル式の比重差選別装置を備える
ことが好ましい。
　また、エアテーブル式の比重差選別装置では、重比重分を密度２．５ｇ／ｃｍ３以上と
し、それ未満を軽比重分として選別することが好ましい。
　更に、軽比重分及び細粒の少なくとも一方を粒径０．３ｍｍでふるい分けして、ふるい
上を軽量骨材として回収することができる。火山噴出物堆積鉱物がシラスである場合には
、ふるい分けして、ふるい下をパーライト（ＪＩＳ　Ａ５００７相当）原料又はシラスバ
ルーン原料又は混和材原料として回収することができる。このふるい分けに用いられるふ
るいの網目は、７５μｍ以上であることが好ましい。
【００２３】
　本発明の一側面は、上記本発明の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法により得られた細
骨材である。
　本発明の一側面は、上記本発明の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法により細骨材を分
離して得られた残余の火山ガラス材であって、粒径０．３ｍｍ以上に分離された火山ガラ
ス材からなる軽量骨材用の軽石である。
【００２４】
　本発明の一側面は、上記本発明の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法により細骨材を分
離して得られた残余の火山ガラス材であって、粒径０．０５ｍｍ未満に分離された火山ガ
ラス材である。この粒径０．０５ｍｍ未満に分離された火山ガラス材は、ポゾラン効果を
有する混和材とすることができる。また、粒径０．０５ｍｍ未満の火山ガラス材、０．０
５ｍｍ～０．３ｍｍの火山ガラス材及び０．３ｍｍ以上の火山ガラスからなる軽石の少な
くとも一つを粉砕することで、粉砕していない火山ガラス材より優れたポゾラン効果を有
する混和材とすることができる。
　また、この残余の火山ガラス材及び粉砕した火山ガラス材の少なくとも一方に、ポルト
ランドセメントを混合してポゾラン効果を有する混合セメントとすることができる。
【００２５】
　本発明の一側面は、上記本発明の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法により細骨材を分
離して得られた残余の火山ガラス材であって、分離された粒径０．０５ｍｍ以上の火山ガ
ラス材をそのまま又は粉砕した後、焼成膨張させて得られたパーライトである。
【００２６】
　本発明によれば、例えば、普通シラスを乾式分離することにより、重比重分を細骨材と
して、軽比重分及び細粒のふるい上を軽量骨材として、軽比重分及び細粒のふるい下をパ
ーライト、パーライト原料又はシラスバルーン原料として、微粉を混和材原料またはポゾ
ラン効果を有する混和材またはポゾラン効果を有する混合セメント原料として、付加価値
の高いものをそれぞれ回収することができ、普通シラスの有効活用が図られる。換言すれ
ば、本発明は、普通シラス等の火山噴出物堆積鉱物を乾式分離することにより細骨材や、
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軽量骨材や、パーライトや、パーライト原料又はシラスバルーン原料や、混和材原料また
はポゾラン効果を有する混和材またはポゾラン効果を有する混合セメント原料を製造する
ことができる製造方法である。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によると、従来の整粒方法に比べて密度が２．５ｇ／ｃｍ３以上の細骨材の収率
を高めることができ、しかも、大量の原料を処理して、所望の粒度、密度に整えられた高
品位の回収物を、多種類にて得ることができるという効果が奏される。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の乾式分離方法を実施する乾式分離装置の一例の概略図である。
【図２】本発明の乾式分離方法に用いて好適な乾式分離装置の一例を示す概略図である。
【図３】図１の変形例である。
【図４】図２の変形例である。
【図５】図３の変形例と図４の変形例との組み合わせの例である。
【図６】本発明の乾式分離方法に用いられる乾式分離装置の一例を示す概略図である。
【図７】比重差選別装置の原理を説明する模式図である。
【図８】図６の変形例である。
【図９】本発明の乾式分離方法に用いられる乾式分離装置の一例を示す概略図である。
【図１０】図９の変形例である。
【図１１】本発明の乾式分離方法に用いられる乾式分離装置の一例を示す概略図である。
【図１２】本発明の乾式分離方法に用いられる乾式分離装置の一例を示す概略図である。
【図１３】本発明の乾式分離方法に用いられる乾式分離装置の一例を示す概略図である。
【図１４】実施例５により得られた重比重分の粒度分布を示すグラフである。
【図１５】実施例６～１１の圧縮強度を比較例と共に示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、図面に従って、本発明の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法、乾式分離装置、細
骨材及び火山ガラス材の実施形態を、火山噴出物堆積鉱物の一種である普通シラスを原料
に用いた例で説明する。
【００３０】
（実施形態１）
　本発明の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法及び装置の一実施形態を説明する。
　図１は、本発明の乾式分離方法に用いて好適な乾式分離装置の一例を示す概略図である
。
　図１に示す乾式分離装置は、気流分級装置１０を備えている。この気流分級装置１０は
、粗粒回収用のサイクロン分級機群１２～１４と、細粒回収用のサイクロン分級機１５と
、サイクロン分級機に連結した微粉回収用のバグフィルタ１６とを有している。
【００３１】
　図示した乾式分離装置において、普通シラスは、ベルトフィーダ３からふるい４に供給
され、ふるい４により、粒径５ｍｍ超の礫分が、ふるい上として除去され、残部がふるい
下として気流分級装置１０に供給される。図示した例では、粒径５ｍｍ超の礫分の除去の
ためにふるい４を用いているが、ふるい４の代わりに、原料である普通シラスの粒径を５
ｍｍ以下に粉砕する機械を用いることもできる。また、５ｍｍ以下に粉砕する機械を用い
て粉砕することにより、普通シラスに含まれる軽石の内部が露出し、分離されて回収され
た軽石製品の白色度が向上するという利点もある。粉砕された軽石が回収された、小さな
軽石や火山ガラス粒子は、軽石粒子内部のガラス表面が露出しており、焼成して膨張発泡
させて製造した発泡軽石や、概ね０．１５ｍｍ以上のパーライト同等品や、概ね０．１５
ｍｍ以下のシラスバルーンの白色度が、粉砕工程を経ていない軽石や火山ガラス粒子起源
の発泡軽石やパーライト相当品やシラスバルーン相当品に比べて白色度が高くなるという
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利点がある。
【００３２】
　気流分級装置１０は、複数のサイクロン解砕機１１Ａ、１１Ｂ、１１Ｃと複数のサイク
ロン分級機１２～１５と、バグフィルタ１６とを備えるとともに、これらを接続する管路
１７Ａ～１７Ｉを備えている。
【００３３】
　気流分級装置１０において、ふるい下として分級された粒径５ｍｍ以下の普通シラスを
、まずサイクロン解砕機１１Ａに導き、サイクロン解砕機１１Ａから管路１７Ａを経由し
てサイクロン解砕機１１Ｂに導き、サイクロン解砕機１１Ｂから管路１７Ｂを経由してサ
イクロン解砕機１１Ｃに導く。サイクロン解砕機１１Ａの投入口では、排気ブロワ１８に
起因する管路１７Ａ～１７Ｉへの吸引力が働き、大量の吸気Ｇが、サイクロン解砕機１１
Ａの最外周に設置された角パイプの引き込み口から導入されて下方向への螺旋状の旋回流
となり、上方から少量の吸気と共にシラス原料が投下されると、螺旋状の下方向への気流
の流れに乗って凝集体が分散されて配管内壁をなぞるようにして次のサイクロン解砕機１
１Ｂに送られ、詰まりのないスムーズな、大量の原料投入が可能となっている。原料の搬
送及び乾燥、単粒子化、分離に必要な主なエネルギーは、排気ブロワ１８の吸引力を動力
源としており、サイクロン解砕機とサイクロン分級機を立体的に組み合わせて、コンパク
トながら経路の直線距離以上に原料粒子の移動距離を最大化する構造を有しており、原料
と空気の接触が多くなることにより、気流乾燥と粒子の単粒子化を効率よく発現できる。
【００３４】
　サイクロン解砕機１１Ａ～１１Ｃは、普通シラス粒の凝集を遠心力により分散するため
のサイクロンである。サイクロン解砕機１１Ａ～１１Ｃを経て分散された普通シラスを、
管路１７Ｃを経てサイクロン分級機１２に導く。１１Ａ～１１Ｃを経るサイクロン解砕機
とそれらを繋ぐ管路内では、付着粒子や凝集粒子のサイクロン解砕機内壁面や管路内壁へ
の衝突、摩擦、接触やそれら粒子同士の衝突、摩擦、接触が強制的に働き、粗粒に付着し
た細粒や微粉の剥離、解離と凝集体の解砕が促進され、粒子に付着した水分や粒子間に介
在している水分が空気との接触により空気へ移動し、粒子の乾燥が進む。したがって、原
料の普通シラスが概ね４パーセント以上の水分を含んでいる場合には、サイクロン解砕機
１１Ａ～１１Ｃを有しサイクロン解砕機１１Ａ～１１Ｃにて乾燥させる本実施形態の乾式
分離装置を用いることが好ましい。
【００３５】
　サイクロン解砕機１１Ａ～１１Ｃによる剥離、解砕、乾燥の相乗効果により、粗粒、細
粒及び微粉の単粒子化が促進する。サイクロン解砕機１１Ｃに接続しているサイクロン分
級機１２は、普通シラスから粗粒と、粗粒以外とに分級する。粗粒、細粒及び微粉の単粒
子化を促進するため、図３や図５に示すようにサイクロン解砕機を合計４個や５個やそれ
を超える数のサイクロン解砕機を設けてもよい。
【００３６】
　サイクロン分級機１２により粗粒はサイクロン分級機１２の下方に接続する管路から回
収される。粗粒は、粒径が０．３０～５ｍｍであり、ベルトフィーダ５を経由して後述す
る比重差選別装置２１に供給される。サイクロン分級機１２による粗粒の回収量に比べて
比重差選別装置２１の選別能力が大きい場合、サイクロン分級機１２による粗粒を一旦貯
蔵し、比重差選別装置２１にバッチ式で供給することもできる。なお、サイクロン分級機
１２により分級された粗粒の粒径の値０．３０～５ｍｍは、概略値である。また、後述す
るように吸気調整手段としてサイクロン分級機１２の下側の管路に備えられた開口１２ａ
の大きさを調整することにより、粗粒の粒径の値又は回収率は調整可能である。
【００３７】
　サイクロン分級機１２の上部は円錐形状を有し、この円錐形状の頂部で管路１７Ｄと接
続している。サイクロン分級機１２の上部は円錐形状を有していることにより、サイクロ
ン分級機１２から上方へ上昇する旋回気流の流れをスムーズにして、所定の粒径の粗粒を
サイクロン分級機１２の下方に落下させ、粗粒よりも小さな粒径のものはサイクロン分級
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機１２から上方へ上昇する気流に乗って管路１７Ｄに搬送されるようにしている。
　サイクロン分級機１２の下方に接続する管路には、開口１２ａを備えている。この開口
１２ａは吸気調整手段であり、開口１２ａの大きさを調整することにより、開口１２ａを
備える管路内の上昇気流の流速を調整することができる。より具体的には開口１２ａを大
きくしてサイクロン分級機１２の下方から上方に向かう上昇気流の流速を速くすることに
より、ひいては粗粒中における密度２．５ｇ／ｃｍ３以上のものの割合を向上させること
ができる。開口１２ａは、例えばフランジ継手の間の隙間であり、この隙間の間隔を厚さ
の異なるワッシャー等で調整することにより、開口１２ａから取り込まれる吸気Ｈの空気
量を調整し、サイクロン分級機１２の下方から上方に向かう上昇気流の流速を調整するこ
とができる。
　サイクロン分級機１２の下方に接続する管路には、開口１２ａよりも下方に、２個の開
閉弁１２ｂを有している。図示した乾式分離装置の作業中に、粗粒はサイクロン分級機１
２の下方に接続する管路内に堆積する。この粗粒を作業中に回収するために、まず上側の
開閉弁１２ｂを開いて下側の開閉弁１２ｂを閉じ、これにより粗粒を上側の開閉弁１２ｂ
と下側の開閉弁１２ｂとの間に落下させ、次に上側の開閉弁１２ｂを閉じて下側の開閉弁
１２ｂを開き、これにより上側の開閉弁１２ｂと下側の開閉弁１２ｂとの間の粗粒を回収
する。ここで、開閉弁１２ｂの代わりに同じ機能を有するロータリーバルブを用いること
もできる。
【００３８】
　単粒子化した粗粒の収率を高めるために、サイクロン分級機１３及び管路１７Ｄ、管路
１７Ｅを設け、サイクロン分級機１２のオーバーフロー分を、管路１７Ｄを経由してサイ
クロン分級機１３に導き、このサイクロン分級機１３のアンダーフロー分を、管路１７Ｃ
に接続した管路１７Ｅを経由してサイクロン分級機１２に導く一番目の循環経路を形成し
ている。また、単粒子化した粗粒の収率を更に高めるために、サイクロン分級機１４及び
管路１７Ｆ、管路１７Ｇを設け、サイクロン分級機１３のオーバーフロー分を、管路１７
Ｆを経由してサイクロン分級機１４に導き、このサイクロン分級機１４のアンダーフロー
分を、管路１７Ｄに接続した管路１７Ｇを経由してサイクロン分級機１３に導く二番目の
循環経路を形成している。これらの気流の循環経路内を循環することにより、付着粒子や
凝集粒子のサイクロン分級機内壁面や管路内壁への衝突、摩擦、接触やそれら粒子同士の
衝突、摩擦、接触が強制的に働き、粗粒に付着した細粒や微粉の剥離と凝集体の解砕が促
進され、粒子に付着した水分や粒子間に介在している水分が空気との接触により空気へ移
動し、粒子の乾燥が進む。これらの剥離、解砕、乾燥の相乗効果により、粗粒、細粒及び
微粉の単粒子化が促進する。以上の効果により、管路内及びサイクロン分級機内が常温の
気流であっても普通シラスは水分が低減されて乾燥する。サイクロン解砕機１１Ａに導入
される吸気Ｇが、乾燥した空気又は温風であれば、更にシラスの乾燥と単粒子化が促進す
る。
【００３９】
　図１に示した本実施形態では、２つの循環経路を形成するためにサイクロン分級機１３
及びサイクロン分級機１４を設けているが、循環経路を３個や４個やそれを超える数で形
成し、そのために図４や図５に示すように合計３個や４個やそれを超える数のサイクロン
分級機を設けてもよい。
【００４０】
　サイクロン分級機１４のオーバーフロー分を、管路１７Ｈを経由してサイクロン分級機
１５に導く。サイクロン分級機１５は、サイクロン分級機１４のオーバーフロー分から細
粒と、細粒以外の微粉とに分級する。細粒は、粒径が０．０５～０．３０ｍｍであり、後
述するふるいに供給される。なお、サイクロン分級機１５により分級された細粒の粒径の
値０．０５～０．３０ｍｍは、概略値である。また、吸気調整手段としてサイクロン分級
機１５の下側の管路に備えられた開口１５ａの大きさを調整することにより、細粒の粒径
の値又は回収率は調整可能である。
【００４１】
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　サイクロン分級機１５の下方に接続する管路には、開口１５ａを備えている。この開口
１５ａは吸気調整手段であり、開口１５ａの大きさを調整することにより、開口１５ａを
備える管路内の上昇気流の流速を調整することができ、ひいては細粒の粒度分布又は平均
粒径又は回収率を調整することができる。開口１５ａは、例えばフランジ継手の隙間であ
り、この隙間の間隔を厚さの異なるワッシャー等で調整することにより、開口１５ａから
取り込まれる吸気Ｉの空気量を調整し、サイクロン分級機１５の下方から上方に向かう上
昇気流の流速を調整することができる。
【００４２】
　サイクロン分級機１５の下方に接続する管路には、開口１５ａよりも下方に、２個の開
閉弁１５ｂを有している。図示した乾式分離装置の作業中に、細粒はサイクロン分級機１
５の下方に接続する管路内に堆積する。この細粒を作業中に回収するために、まず上側の
開閉弁１５ｂを開いて下側の開閉弁１５ｂを閉じ、これにより細粒を上側の開閉弁１５ｂ
と下側の開閉弁１５ｂとの間に落下させ、次に上側の開閉弁１５ｂを閉じて下側の開閉弁
１５ｂを開き、これにより上側の開閉弁１５ｂと下側の開閉弁１５ｂとの間の細粒を回収
する。ここで、開閉弁１５ｂの代わりに同じ機能を有するロータリーバルブを用いること
もできる。
【００４３】
　回収された細粒を、ふるい１９によりふるい分けする。ふるいの網目は３００μｍであ
り、粒径０．３ｍｍを超える細粒はふるい上に、粒径０．３ｍｍ以下の細粒はふるい下に
分離される。サイクロン分級機１５のアンダーフロー分として分級された細粒は、主に火
山ガラスであり、粒径０．３ｍｍ以上の軽石を含んでいる。この粒径０．３ｍｍ以上の軽
石は、軽量骨材として有用である。そこで、ふるい１９により粒径０．３ｍｍでふるい分
けすることで、軽量骨材を回収することができる。
【００４４】
　また、ふるい１９のふるい下は、粒径０．３ｍｍ未満の火山ガラス材である。特に火山
噴出物堆積鉱物が本実施形態のようにシラスである場合には、粒径０．３ｍｍ未満の火山
ガラス材は、加熱により発泡するので、パーライト原料又はシラスバルーン原料として有
用である。また、粒径０．３ｍｍ未満の火山ガラス材を粉砕することにより混和材として
用いることができる。本実施形態の乾式分離方法は、粒径が０．０５ｍｍ以下の微粉をサ
イクロン分級機１５のオーバーフロー分として分級していることから、ふるい１９のふる
い下は微粉をほとんど含んでいない。したがって、ふるい１９のふるい下は粒径が概略０
．０５ｍｍ～０．３ｍｍの、粒径が整った火山ガラス材Ｂ２を得ることができる。
【００４５】
　サイクロン分級機１５のオーバーフロー分として、細粒以外の微粉を、管路１７Ｉを経
由してバグフィルタ１６に導く。バグフィルタ１６は、微粉Ｃを回収する。微粉Ｃは、粒
径が０．０５ｍｍ以下である。なお、微粉Ｃの粒径の値０．０５ｍｍ以下は、概略値であ
る。微粉Ｃは、主に火山ガラスよりなり、ポゾラン効果を有する混合セメント原料、より
具体的には混和材又はその原料として有用である。ここで、バグフィルタ１６の部分は、
電気集塵装置に取り替えても同様に機能する。
【００４６】
　バグフィルタ１６には排気ブロワ１８が接続され、バグフィルタ１６のろ布を通過した
気流は、排気ブロワ１８で排気Ｊが排出される。また、サイクロン解砕機１１Ａ、１１Ｂ
、１１Ｃ及びサイクロン分級機１２～１５は、この排気ブロワ１８により駆動され、搬送
気流は排気ブロワ１８より外部に排出される。
　図１に示した本実施形態の乾式分離方法及び乾式分離装置によれば、普通シラスを粗粒
Ａと細粒Ｂと微粉Ｃとに分離することができ、更に細粒Ｂを粒径０．３ｍｍ超え（Ｂ１）
と粒径０．３ｍｍ以下（Ｂ２）に分離することができる。密度２．５ｇ／ｃｍ３以上の細
骨材は粗粒Ａ中に含まれているから、粗粒Ａを回収することにより密度が２．５ｇ／ｃｍ
３以上の細骨材の収率を高めることができる。
【００４７】
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（実施形態２）
　火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法及び装置の別の実施形態を説明する。
　図２は、本発明の乾式分離方法に用いて好適な乾式分離装置の一例を示す概略図である
。なお、図２において、図１と同一部材については同一符号を付している。したがって、
本実施形態において、先に実施形態１で説明したのと同一の部材についての重複する説明
は省略する。また、図示したふるい４の代わりに、原料である普通シラスの粒径を５ｍｍ
以下に粉砕する機械を用いることもできる。
【００４８】
　図２に示した乾式分離装置が図１に示した乾式分離装置と相違する点は、粗粒回収用の
サイクロン分級機群１２～１４に普通シラスを供給するロータリーフィーダ２０を有して
いる点である。原料の普通シラスの水分が概ね４パーセント未満である場合には、サイク
ロン解砕機１１Ａ～１１Ｃを経由して乾燥させなくても、粗粒回収用のサイクロン分級機
群１２～１４内をスムーズに循環させることができ、粗粒回収用のサイクロン分級機群１
２～１４内を循環する過程で乾燥させることができる。そこで、定量的に供給が可能なロ
ータリーフィーダ２０により普通シラスを、サイクロン分級機１３の頂部に供給する。
【００４９】
　ロータリーフィーダ２０は、密閉性が高く、空気による搬送を必要とせずにシラス原料
を定量的に供給できる。ロータリーフィーダ２０からサイクロン分級機１３の上部に投入
された普通シラスは、管路１７Ｆから気流に乗って、サイクロン分級機１４に送られる。
サイクロン分級機１４で遠心分離により単粒子化した微粉は、オーバーフロー分として上
方の管路１７Ｈに搬送される。細粒と微粉が分離しきれず、それらが付着した粗粒や凝集
体は、解砕した単粒子とともに管路１７Ｄを経て、サイクロン分級機１３で遠心分離され
る。サイクロン分級機１３において、下方に落下した粗粒は、サイクロン解砕機１１Ａの
吸気口から導入されてサイクロン解砕機１１Ａ～１１Ｃを経て流れてきた気流と接触し、
管路１７Ｃを経て、サイクロン分級機１２に送られる。その後は、実施形態１で述べたの
と同様に、サイクロン分級機の循環経路システムにより、管路中で普通シラスの解砕と分
離を繰り返してサイクロン分級機１２から細骨材が分離される。
【００５０】
　原料の普通シラスの水分が概ね４パーセント未満である場合に、普通シラスの供給はロ
ータリーフィーダ２０に限るものではない。普通シラスの一部又は全部を、サイクロン解
砕機群１１Ａ～１１Ｃを経由させることもできる。また、原料の普通シラスの水分が概ね
４パーセント以上である場合に、普通シラスはサイクロン分級機群１２～１４を経由させ
ることに限るものではない。普通シラスの一部をロータリーフィーダ２０から供給するこ
ともできる。
【００５１】
　図２に示した本実施形態の乾式分離方法及び乾式分離装置によれば、図１に示した実施
形態１の乾式分離方法及び乾式分離装置と同様に、普通シラスを粗粒と細粒と微粉とに分
離することができ、更に細粒を粒径０．３ｍｍ超えと粒径０．３ｍｍ以下に分離すること
ができる。
【００５２】
　図３は、図１の変形例であり、サイクロン解砕機を、サイクロン解砕機１１Ａ、１１Ｂ
、１１Ｃ、１１Ｄ及び１１Ｅの合計５個を有する例である。図１及び図３から分かるよう
に本発明の乾式分離装置において、サイクロン解砕機の個数は問わない。
【００５３】
　図４は、図２の変形例であり、サイクロン分級機を、サイクロン分級機１２、１３、１
４、３１及び３２の合計５個を有する例である。図２及び図４から分かるように本発明の
乾式分離装置において、サイクロン分級機の個数は２個以上であれば問わない。
【００５４】
　図５は、図３の変形例と図４の変形例との組み合わせの例であり、サイクロン解砕機を
、サイクロン解砕機１１Ａ、１１Ｂ、１１Ｃ、１１Ｄ及び１１Ｅの合計５個を有し、サイ
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クロン分級機を、サイクロン分級機１２、１３、１４、３１及び３２の合計５個を有する
例である。
【００５５】
（実施形態３）
　本発明の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法の一実施形態を説明する。
　図６は、本発明の乾式分離方法に用いられる乾式分離装置の一例を示す概略図である。
図６において、先に図面を用いて説明したのと同じ部材については同一符号を付しており
、以下では重複する説明を省略する。
【００５６】
　図６に示す乾式分離装置は、エアテーブル式の比重差選別装置２１を備えている。比重
差選別装置２１は、多孔板２１ａ及び振動装置２１ｇを有し、水平方向から所定の角度で
傾斜させた多孔板２１ａを振動装置２１ｇにより振動させつつ下方から多孔板２１ａに向
けて風胴２１ｈ内の送風ファン２１ｂにより送風するエアテーブル式の比重差選別装置で
ある。比重差選別装置２１の原理を図７に示す模式図を用いて説明する。
【００５７】
　多孔板２１ａは、水平方向から所定の角度で傾斜している。また多孔板２１ａの上面は
断面が鋸刃状の凹凸を有し、その凹凸の高低差は、おおよそ３～１０ｍｍである。また多
孔板２１ａには所定形状の孔を多数有している。多孔板２１ａは、偏心クランクによる振
動装置２１ｇにより下手側から上手側に向けてサイクロイド又はそれに近似した曲線状に
送り出してすぐ引っ込めるような独特の前後長±３～７ｍｍの独特な振動運動が可能であ
り、鋸刃状の凹部に引っかかった重比重分を上方に押し出す力を加えることが可能になっ
ている。振動装置２１ｇにより多孔板２１ａを振動させつつ多孔板２１ａの孔に向けて風
胴２１ｈ内の送風ファン２１ｂにより送風可能になっている。多孔板２１ａの上面に複数
比重粉の混合物が供給されると、比重の重たい粉（図７中黒丸印で示す）、多孔板２１ａ
の上面の鋸刃状の凹凸に引っ掛かりつつ、振動装置２１ｇによる多孔板２１ａの振動によ
り多孔板２１ａの上手に向かって移動する。比重の軽い粉は多孔板２１ａの孔を通した気
流により舞い上がる。舞い上がった比重の軽い粉のうち、比較的比重が重たい粉（図７中
白丸印で示す）は多孔板２１ａの下手に向かって移動する。舞い上がった比重の軽い粉の
うち、比較的比重が軽い粉（図７中点で示す）は気流に乗って比重差選別装置２１外に搬
送される。
【００５８】
　したがって、比重差選別装置２１に、普通シラスを供給して、多孔板２１ａを振動させ
つつ下方から多孔板２１ａに向けて送風することにより、多孔板２１ａの上手側に重比重
分を、下手側に軽比重分を選別することができる。また、多孔板２１ａに供給された普通
シラスのうちの粒度が小さいもの（以下「集塵分」という。）は、送風により多孔板２１
ａから浮上する。また、多孔板２１ａに供給された普通シラスの一部は多孔板２１ａの孔
を通って落下する。
【００５９】
　多孔板２１ａは、普通シラスのうち密度２．５ｇ／ｃｍ３以上のものを重比重分として
選別するように作業条件を設定する。作業条件の設定は、例えば時間当たりの原料供給量
、送風量、多孔板２１ａの傾斜角度、多孔板２１ａの孔の大きさ、孔の形状、孔の数、多
孔板の凹凸の形状、多孔板２１ａの振動数、排出口２１ｅに係る吸出風量等の少なくとも
一つを調整することにより行う。
【００６０】
　多孔板２１ａで選別された重比重分を、比重差選別装置２１の排出口２１ｃから排出さ
せて回収する。回収された重比重分は、密度２．５ｇ／ｃｍ３以上である。この重比重分
は、ＪＩＳ　Ａ５３０８の「砂」で規定する密度２．５ｇ／ｃｍ３以上を満たし、そのま
ま細骨材として使用することができる。
【００６１】
　多孔板２１ａで選別された多孔板落下分は、排出口２１ｆから排出させて回収する。回
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収された多孔板落下分は、原料や作業条件によって密度２．５ｇ／ｃｍ３以上とすること
ができる。この多孔板落下分は、ＪＩＳ　Ａ５３０８の「砂」で規定する密度２．５ｇ／
ｃｍ３以上を満たす場合には、そのまま細骨材として使用することができる。
【００６２】
　多孔板２１ａで選別された多孔板落下分が、密度２．５ｇ／ｃｍ３以下である場合には
、ＪＩＳ　Ａ５３０８の「砂」で規定する細骨材として使用することはできない。この場
合には、後述するように、多孔板落下分を更に比重差選別装置で比重分離を行うことがで
きる（図９、１０参照）。
【００６３】
　多孔板２１ａで選別された軽比重分を、比重差選別装置２１の排出口２１ｄから排出さ
せる。排出された軽比重分は、ベルトコンベア６及びベルトフィーダ９を経由して後述す
るふるい２３にかけられる。
【００６４】
　多孔板２１ａから浮上した集塵分を、比重差選別装置２１の排出口２１ｅに接続する管
路７Ａを経てサイクロン分級機２２に導く。サイクロン分級機２２は、集塵分から、より
軽量な微粉をオーバーフロー分として分級する。アンダーフロー分のサイクロン回収分を
、シラスバルーン原料または混和材原料として回収する。また、サイクロン分級機２２の
オーバーフロー分の微粉を、管路７Ｉを経てバグフィルタ１６に導いて回収する。バグフ
ィルタ１６については、既に説明したとおりである。
【００６５】
　ふるい２３は、所定の網目の大きさを有している。ふるい２３の網目は例えば３００μ
ｍとすることができる。ふるい２３に、比重差選別装置２１の軽比重分を導いて、ふるい
上とふるい下とに分ける。
【００６６】
　比重差選別装置２１の軽比重分は粒径０．３ｍｍ以上の軽石を含んでいる。この粒径０
．３ｍｍ以上の軽石は、軽量骨材として有用である。そこで、ふるい２３により粒径０．
３ｍｍでふるい分けすることで、軽量骨材を回収することができる。
【００６７】
　また、ふるい２３のふるい下は、粒径０．３ｍｍ未満の火山ガラス材である。特に火山
噴出物堆積鉱物が本実施形態のようにシラスである場合には、粒径０．３ｍｍ未満の火山
ガラス材は、加熱により発泡するので、パーライト原料又はシラスバルーン原料として有
用である。本実施形態の乾式分離方法は、比重差選別装置２１により粒径が０．０５ｍｍ
以下の微粉を予め分級していることから、ふるい２３のふるい下は微粉をほとんど含んで
いない。したがって、ふるい２３のふるい下は発泡性が良好なシラスバルーン原料を得る
ことができる。
【００６８】
　比重差選別装置２１の軽比重分における粒径０．３ｍｍ未満の火山ガラスを活用するに
当たり、必ずしもふるい２３にかけることを要しない。図８は、図６の変形例である。図
８に示す乾式分離装置は、ふるい２３を有してない。
　図８に示すように、軽比重分は、ふるい２３により粒径０．３ｍｍでふるい分けしなく
ても、ＪＩＳ　Ａ５００２「構造用軽量コンクリート骨材」の規格に適合する場合には、
ふるい２３を省いて、簡素化して軽量骨材を回収することができる。
【００６９】
　図６及び図８に示した本実施形態の乾式分離方法によれば、比重差選別装置２１を用い
て普通シラスを重比重分Ｄと軽比重分Ｅとを微粉Ｆとに分離することができ、更に軽比重
分をふるい２３により例えば粒径０．３ｍｍ超え（Ｅ１）と粒径０．３ｍｍ以下（Ｅ２）
に分離することができる。密度２．５ｇ／ｃｍ３以上の細骨材は重比重分Ｄ中に含まれて
いるから、重比重分Ｄを回収することにより密度が２．５ｇ／ｃｍ３以上の細骨材の収率
を高めることができる。
【００７０】
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　本実施形態の乾式分離方法及び乾式分離装置は、実施形態１や実施形態２の乾式分離方
法で用いたサイクロン解砕機やサイクロン分級機を有していないため、サイクロン解砕機
やサイクロン分級機による原料の乾燥は期待できない。もっとも、原料をふるい４で礫分
を分離する前に、乾燥機による強制乾燥により多大なコストを費やして含水率を概ね２％
未満に乾燥させなくても、太陽光の差し込む屋内に数ｃｍ敷き詰めて数日以上放置して、
一定間隔をおいて天地返しをして乾燥させるなど、別の経済的な乾燥手段により原料をあ
る程度乾燥させ、原料の普通シラスの含水率を概ね２％以下に低減することにより、本実
施形態の乾式分離方法及び乾式分離装置を効率よく実施することができる。ここで、原料
の普通シラスの含水率が２％を超す場合でも、本実施形態の乾式分離方法及び乾式分離装
置を実施することができるが、十分に乾燥した普通シラスの原料に比べて、分離効率は低
減し、原料の普通シラスの含水率が多いほど、それらの分離効率は低減する。
【００７１】
（実施形態４）
　本発明の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法の一実施形態を、図９を用いて説明する。
　図９は、本発明の乾式分離方法に用いられる乾式分離装置の一例を示す概略図である。
図９において、先に図面を用いて説明したのと同じ部材については同一符号を付しており
、以下では重複する説明を省略する。
【００７２】
　図９に示す乾式分離装置は、一段目のエアテーブル式の比重差選別装置２１Ａと二段目
のエアテーブル式の比重差選別装置２１Ｂとの合計２台の比重差選別装置を備えている。
一段目の比重差選別装置２１Ａは実施形態３で説明した比重差選別装置２１と同じ構造及
び作業条件とすることができる。
【００７３】
　一段目の比重差選別装置２１Ａの多孔板２１ａの孔を通って落下した粗粒は、その孔径
以下に粒径制御されているが、密度２．５ｇ／ｃｍ３以上の重鉱物を含む重比重分を主成
分とする場合が多く、火山ガラス分と若干の軽石分と微粉を含んでいるので、原料や分離
条件によって密度２．５ｇ／ｃｍ３以下となる場合がある。
　この場合、この多孔板落下分から密度２．５ｇ／ｃｍ３以上の重鉱物を選別するために
、二段目のエアテーブルで比重選別する。
【００７４】
　一段目の比重差選別装置２１Ａの多孔板２１ａから落下した多孔板落下分を、ベルトフ
ィーダ８を経由して二段目の比重差選別装置２１Ｂに供給して選別する。二段目の比重差
選別装置２１Ｂの多孔板２１ａは、普通シラスのうち密度２．５ｇ／ｃｍ３以上のものを
重比重分として選別するように作業条件を設定する。もっとも、二段目の比重差選別装置
２１Ｂは、一段目の比重差選別装置２１Ａとは、作業条件を異ならせることができる。例
えば時間当たりの原料供給量、送風量、多孔板２１ａの傾斜角度、多孔板２１ａの孔の大
きさ、孔の形状、孔の数、多孔板の凹凸の形状、多孔板２１ａの振動数、排出口２１ｅに
係る吸出風量等の少なくとも一つを一段目の比重差選別装置２１Ａとは異ならせることが
できる。具体的に、本実施形態では一段目の多孔板の孔径を１ｍｍ（１ｍｍメッシュ）と
しているのに対して、二段目の多孔板の孔径を１０５μｍ（１５０メッシュ）としている
。
【００７５】
　ただし、一段目の多孔板に関しては、１ｍｍの孔径に限定されるものでなく、２～０．
５ｍｍの孔径を選択することができる。また、二段目の多孔板の孔径に関しても、１０５
μｍに限定されるものでなく、７５～５００μｍの孔径を選択することができる。
【００７６】
　本実施形態の乾式分離方法は、二段目の比重差選別装置２１Ｂの多孔板２１ａで選別さ
れた重比重分を、比重差選別装置２１Ｂの排出口２１ｃから排出させて回収する。回収さ
れた重比重分は、密度２．５ｇ／ｃｍ３以上である。この重比重分は、ＪＩＳ　Ａ５３０
８の「砂」で規定する密度２．５ｇ／ｃｍ３以上を満たし、そのまま細骨材として使用す
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ることができる。
【００７７】
　二段目の比重差選別装置２１Ｂの多孔板２１ａで選別された軽比重分を、比重差選別装
置２１Ｂの排出口２１ｄから排出させる。排出された軽比重分は、ベルトフィーダ９を経
由して後述するふるい２３にかけられる。
【００７８】
　二段目の比重差選別装置２１Ｂの多孔板２１ａから浮上した集塵分を、比重差選別装置
２１Ｂの排出口２１ｅに接続する管路７Ｂを経てサイクロン分級機２２に導く。サイクロ
ン分級機２２は、既に説明したとおりである。
【００７９】
　二段目の比重差選別装置２１Ｂの多孔板２１ａの孔を通って落下した細粒を、比重差選
別装置２１Ｂの排出口２１ｆから排出させて、シラスバルーン原料または混和材原料とし
て回収する。二段目の比重差選別装置２１Ｂの多孔板２１ａの孔径などの作業条件の違い
や原料の種類によっては、多孔板２１ａの孔を通って落下し、排出口２１ｆから排出した
細粒が、ＪＩＳ　Ａ５００２「構造用軽量コンクリート骨材」の規格に適合する場合があ
り、この場合には、当該細粒を軽量骨材として回収することができる。
【００８０】
　二段目の比重差選別装置２１Ｂの多孔板２１ａの孔を通って排出口２１ｆから排出され
た多孔板落下分は、原料や作業条件によっては、密度２．５ｇ／ｃｍ３以上のものが回収
される場合がある。この場合は、多孔板落下分を細骨材Ｄに混ぜて使用することができる
。
【００８１】
　ふるい２３は、所定の網目の大きさを有している。ふるい２３の網目は例えば３００μ
ｍとすることができる。ふるい２３に、一段目の比重差選別装置２１Ａの軽比重分と、二
段目の比重差選別装置２１Ｂの軽比重分とを導いて、ふるい上とふるい下とに分ける。
【００８２】
　一段目の比重差選別装置２１Ａの軽比重分及び二段目の比重差選別装置２１Ｂの軽比重
分は粒径０．３ｍｍ以上の軽石を含んでいる。この粒径０．３ｍｍ以上の軽石は、軽量骨
材として有用である。そこで、ふるい２３により粒径０．３ｍｍでふるい分けすることで
、軽量骨材を回収することができる。
【００８３】
　また、ふるい２３のふるい下は、粒径０．３ｍｍ未満の火山ガラスである。特に火山噴
出物堆積鉱物が本実施形態のようにシラスである場合には、粒径０．３ｍｍ未満の火山ガ
ラスは、加熱により発泡するので、パーライト原料又はシラスバルーン原料として有用で
ある。本実施形態の乾式分離方法は、一段目の比重差選別装置２１Ａと二段目の比重差選
別装置２１Ｂの排出口２１ｅにより粒径が概ね０．０５ｍｍ以下の微粉を予め多く分級し
ていることから、ふるい２３のふるい下は微粉をほとんど含んでいない。したがって、ふ
るい２３のふるい下は発泡性が良好なパーライト原料又はシラスバルーン原料を得ること
ができる。
【００８４】
　一段目の比重差選別装置２１Ａの軽比重分及び二段目の比重差選別装置２１Ｂの軽比重
分における粒径０．３ｍｍ未満の火山ガラスを活用するに当たり、必ずしもふるい２３に
かけることを要しない。図１０は、図９の変形例である。図１０に示す乾式分離装置は、
ふるい２３を有してない。
　図１０に示すように、軽比重分は、ふるい２３により粒径０．３ｍｍでふるい分けしな
くても、ＪＩＳ　Ａ５００２「構造用軽量コンクリート骨材」の規格に適合する場合には
、ふるい２３を省いて、簡素化して軽量骨材を回収することができる。
【００８５】
　図９及び図１０に示した本実施形態の乾式分離方法によれば、図６、図８で示した実施
形態３の効果を有するばかりでなく、一段目の比重差選別装置２１Ａ及び二段目の比重差
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選別装置２１Ｂを使用することにより、収率及び選別能力を高めることができる。よって
回収された重比重分Ｄの割合を向上させることができ、ひいては密度が２．５ｇ／ｃｍ３

以上の細骨材の収率をより高めることができる。
【００８６】
　二段目の比重差選別装置２１Ｂは、必ずしも別個の装置である場合に限られない。一段
目の比重差選別装置２１Ａを用いて所定量の乾式分離作業を行ったのち、その比重差選別
装置２１Ａの多孔板を交換して、二段目の比重差選別装置２１Ｂの代わりに用いることも
できる。
【００８７】
（実施形態５）
　本実施形態の乾式分離方法に用いられる乾式分離装置は、図９に示した例では一段目の
比重差選別装置２１Ａの多孔板２１ａから浮上した集塵分と二段目の比重差選別装置２１
Ｂの多孔板２１ａから浮上した集塵分を、排出口２１ｅに接続する管路７Ａ及び７Ｂを経
て一つのサイクロン分級機２２に導き、火山ガラス材細粒Ｅ２を分離回収し、バグフィル
タ１６により火山ガラス材微粉Ｆを分離回収している。
【００８８】
　一段目の比重差選別装置２１Ａと二段目の比重差選別装置２１Ｂは、同じ性能の装置を
図９のように２段連結して用いる場合もあるが、投入する原料の性質や装置として多孔板
２１ａの傾斜角度、多孔板２１ａの孔の大きさ、孔の形状、孔の数、多孔板の凹凸の形状
、多孔板２１ａの振動数、排出口２１ｅに係る吸出風量等の少なくとも１つ以上の作業条
件を変更して用いる場合が多い。そのため、二段式の比重差選別装置からなる比重分離を
より高精度に行うためには、上記の作業条件を細かく高精度に制御する必要がある。
【００８９】
　比重差選別装置における分離性能は、排出口２１ｅに係る吸出風量にも影響を受けるこ
とが分かっている。図９における排出口２１ｅに係る管路７Ａと管路７Ｂに係る吸出風量
は、サイクロン分級機２２とバグフィルタ１６及び排気ブロワ１８の性能と運転条件によ
り、配管内に設置されたバタフライバルブなどで７Ａまたは７Ｂに係る吸出風量をいずれ
か調整しようとするとお互いに影響してしまい、一段目と二段目の吸出風量の微調整が困
難な場合がある。そこで、一段目と二段目でそれぞれ独立してサイクロン分級機とバグフ
ィルタ及び排気ブロワが操作できれば、高精度な比重分離が可能となる。そこで、図９の
二段式の比重分離装置に、サイクロン分級機２２とバグフィルタ１６と排気ブロワ１８を
１セット追加した本実施形態の変形例を図１０に示す。
【００９０】
　図１０において、一段目の比重差選別装置を２１Ｄ、二段目の比重差選別装置を２１Ｅ
としている。一段目の比重差選別装置２１Ｄの軽比重分及び二段目の比重差選別装置２１
Ｅの軽比重分は、粒径０．３ｍｍ以下の火山ガラスを含んでいるが、図１０においては、
ふるい２３によるふるい分けをしていない。ふるい２３により粒径０．３ｍｍでふるい分
けしなくても、ＪＩＳ　Ａ５００２「構造用軽量コンクリート骨材」の規格に適合する場
合には、ふるい２３を省いて、図１０に示した変形例のように簡素化して軽量骨材Ｅ１を
回収することができる。もっとも、図１０において、ふるい２３により例えば粒径０．３
ｍｍでふるい分けをしてもよい。
【００９１】
　また、図９、図１０において、二段目の比重差選別装置２１Ｅの作業条件によっては、
排出口２１ｆから排出される多孔板落下分の排出量をゼロにすることも可能であり、この
場合、二段目の比重差選別装置２１Ｅでは多孔板落下分を選別する必要がなく、二段目の
比重差選別装置２１Ｅとそれに連結させたサイクロン分級機２２Ｂとバグフィルタ１６Ｂ
により、重比重分、軽比重分、集塵分（サイクロン回収分、バグフィルタ回収分）の合計
４分割の選別にして簡素化することができる。
【００９２】
（実施形態６）
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　本発明の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法の一実施形態を、図１１を用いて説明する
。
　図１１は、本発明の乾式分離方法に用いられる乾式分離装置の一例を示す概略図である
。図１１において、先に図面を用いて説明したのと同じ部材については同一符号を付して
おり、以下では重複する説明を省略する。
【００９３】
　図１１に示す乾式分離装置は、一段目のエアテーブル式の比重差選別装置２１Ｄと二段
目のエアテーブル式の比重差選別装置２１Ｅとの合計２台の比重差選別装置を備えている
。一段目の比重差選別装置２１Ｄは実施形態３で説明した比重差選別装置２１と同じ構造
及び作業条件とすることができる。
【００９４】
　原料や作業条件によって、一段目の比重差選別装置２１Ｄの排出口２１ｄから排出され
る軽比重分に、密度２．５ｇ／ｃｍ３以上の細骨材が混入している場合がある。この場合
には、図１１に示した本実施形態のように、一段目の比重差選別装置２１Ｄで選別された
軽比重分を、二段目の比重差選別装置２１Ｅに供給して、当該比重差選別装置２１Ｅで、
重比重分、多孔板落下分、軽比重分、集塵分（サイクロン回収分、バグフィルタ回収分）
に分離回収することができる。
【００９５】
　また、図１１において、二段目の比重差選別装置２１Ｅの作業条件によっては、排出口
２１ｆから排出される多孔板落下分の排出量をゼロにすることも可能であり、この場合、
二段目の比重差選別装置２１Ｅでは多孔板落下分を選別する必要がなく、二段目の比重差
選別装置とそれに連結させたサイクロン分級機２２Ｂとバグフィルタ１６Ｂにより、重比
重分、軽比重、集塵分（サイクロン回収分、バグフィルタ回収分）の合計４分割の選別に
して簡素化することができる。
　ここで、二段目の比重差選別装置２１Ｅは実施形態３で説明した比重差選別装置２１と
同じ構造及び作業条件とすることができる。
【００９６】
（実施形態７）
　本発明の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法の一実施形態を、図１２を用いて説明する
。
　図１２は、本発明の乾式分離方法に用いられる乾式分離装置の一例を示す概略図である
。図１２において、先に図面を用いて説明したのと同じ部材については同一符号を付して
おり、以下では重複する説明を省略する。
【００９７】
　図１２に示す乾式分離装置は、一段目のエアテーブル式の比重差選別装置２１Ｄと二段
目のエアテーブル式の比重差選別装置２１Ｅとの合計２台の比重差選別装置を備えている
。一段目の比重差選別装置２１Ｄは実施形態３で説明した比重差選別装置２１と同じ構造
及び作業条件とすることができる。
【００９８】
　原料や作業条件によって、一段目の比重差選別装置２１Ｄの排出口２１ｅから排出され
るサイクロン回収分に、粒径０．３ｍｍ以上の軽石が混入している場合がある。この場合
には、図１２に示した本実施形態のように、一段目の比重差選別装置２１Ｄで選別された
集塵分のうちサイクロン分級機で回収されたサイクロン回収分を、二段目の比重差選別装
置２１Ｅに供給して、当該二段目の比重差選別装置２１Ｅで、重比重分、多孔板落下分、
軽比重分、集塵分（サイクロン回収分、バグフィルタ回収分）に分離回収することができ
る。
【００９９】
　また、二段目の比重差選別装置２１Ｅの作業条件によっては、排出口２１ｆから排出さ
れる多孔板落下分の排出量をゼロにすることも可能であり、二段目の比重差選別装置とそ
れに連結させたサイクロン分級機２２Ｂとバグフィルタ１６Ｂにより、重比重分、軽比重
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、集塵分（サイクロン回収分、バグフィルタ回収分）の合計４分割の選別にして簡素化す
ることができる。
【０１００】
　本実施形態の乾式分離方法に用いられる乾式分離装置は、図９に示した例では一段目の
エアテーブル式の比重差選別装置２１Ａと二段目のエアテーブル式の比重差選別装置２１
Ｂとの合計２台の比重差選別装置２１を備えている。
　図１０から図１２に示した例では一段目のエアテーブル式の比重差選別装置２１Ｄと二
段目のエアテーブル式の比重差選別装置２１Ｅとの合計２台の比重差選別装置２１を備え
ている。
　もっとも、本実施形態の乾式分離方法及び乾式分離装置は、比重差選別装置が合計２台
に限定されず、合計３台以上であってもよい。例えば、１段目の比重差選別装置による重
比重分Ｄの密度が２．５ｇ／ｃｍ３以上にならなかった場合や、２段目の比重差選別装置
による重比重分Ｄまたは多孔板落下分の密度が２．５ｇ／ｃｍ３以上にならなかった場合
等においては、３段目の比重差選別装置によって重比重分Ｄの密度を２．５ｇ／ｃｍ３を
確実にすることができるので好ましい。また、原料の水分が多い場合や、１段目又は２段
目の比重差選別装置において重比重分と軽比重分との分離が不十分な場合や、原料の鉱物
組成（結晶質と火山ガラス質の比率）が実施例と大きく異なる場合等においても、３段目
の比重差選別装置又はそれ以上の比重差選別装置を備える乾式分離装置を用いて乾式分離
方法を行うことができる。
【０１０１】
（実施形態８）
　本発明の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法及び乾式分離装置の一実施形態を説明する
。図１３は、本発明の乾式分離方法に用いられる乾式分離装置の一例を示す概略図である
。図１３において、先に図面を用いて説明したのと同じ部材については同一符号を付して
おり、以下では重複する説明を省略する。
【０１０２】
　図１３に示す乾式分離装置は、気流分級装置１０を備えている。この気流分級装置１０
は、粗粒回収用のサイクロン分級機群１２～１４と、細粒回収用のサイクロン分級機１５
と、サイクロン分級機に連結した微粉回収用のバグフィルタ１６とを有している。より詳
しくは、気流分級装置１０は、複数のサイクロン解砕機１１Ａ、１１Ｂ、１１Ｃと複数の
サイクロン分級機１２～１５と、バグフィルタ１６とを備えるとともに、これらを接続す
る管路１７Ａ～１７Ｉを備えている。この乾式分離装置は、更に一段目のエアテーブル式
の比重差選別装置２１Ａと二段目のエアテーブル式の比重差選別装置２１Ｂとの合計２台
の比重差選別装置２１を備えている。
【０１０３】
　図１３に示した気流分級装置１０は、実施形態１及び実施形態２で説明した気流分級装
置１０と同じである。なお、サイクロン解砕機の個数は図示した３個に限られず、また、
粗粒回収用のサイクロン分級機群のサイクロン分級機の個数も図示した３個に限られない
。
【０１０４】
　気流分級装置１０は、ロータリーフィーダ２０を有していて、普通シラスの水分に応じ
て、ロータリーフィーダ２０からサイクロン分級機１３に普通シラスを供給するか、サイ
クロン解砕機１１Ａに普通シラスを供給するか、又は両方から普通シラスを供給するかを
選択できるようにしている。普通シラスは乾燥させない場合、２０％程度の水分を有して
いる。原料の普通シラスが１０～２０％程度の水分を有する場合には、サイクロン解砕機
１１Ａに普通シラスを供給して、サイクロン解砕機１１Ａ～１１Ｃで解砕及び乾燥させる
のが好ましい。原料の普通シラスが１０～４％程度の水分を有する場合には、サイクロン
解砕機１１Ａ～１１Ｃを用いたり、ロータリーフィーダ２０とサイクロン解砕機１１Ａ～
１１Ｃとを併用したりすることができる。原料の普通シラスが４％未満の水分を有する場
合には、ロータリーフィーダ２０から普通シラスを供給してサイクロン分級機１３に供給
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することができる。
【０１０５】
　図示したふるい４により粒径５ｍｍ超の礫分が、ふるい上として除去され、残部がふる
い下として気流分級装置１０に供給される。ふるい４の代わりに、原料である普通シラス
の粒径を５ｍｍ以下に粉砕する機械を用いることもできる。
【０１０６】
　気流分級装置１０による普通シラスの分級は、実施形態１及び実施形態２で説明した気
流分級装置１０と同じであり、サイクロン分級機１２により粒径０．３～５ｍｍ程度（平
均粒径０．４ｍｍ程度）の粗粒を回収し、サイクロン分級機１５により粒径が０．０５～
０．３ｍｍ程度（平均粒径０．１ｍｍ程度）の細粒を回収し、バグフィルタ１６により粒
径０．０５ｍｍ以下（平均粒径０．０３３ｍｍ程度）の微粉を回収する。
【０１０７】
　粗粒は、一段目の比重差選別装置２１Ａに供給する。一段目の比重差選別装置２１Ａと
二段目の比重差選別装置２１Ｂは、実施形態４で説明した一段目の比重差選別装置２１Ａ
及び二段目の比重差選別装置２１Ｂと同様の構造及び作業条件とすることができる。
【０１０８】
　本実施形態の乾式分離方法に用いられる乾式分離装置は、図１３に示した例では一段目
のエアテーブル式の比重差選別装置２１Ａと二段目のエアテーブル式の比重差選別装置２
１Ｂとの合計２台の比重差選別装置２１を備えている。もっとも、本実施形態の乾式分離
方法及び乾式分離装置は、比重差選別装置が合計２台に限定されず、合計３台以上であっ
てもよい。例えば、１段目の比重差選別装置による重比重分Ｄの密度が２．５ｇ／ｃｍ３

以上にならなかった場合や、２段目の比重差選別装置による重比重分Ｄの密度が２．５ｇ
／ｃｍ３以上にならなかった場合等においては、３段目の比重差選別装置によって重比重
分Ｄの密度を２．５ｇ／ｃｍ３を確実にすることができるので好ましい。また、原料の水
分が多い場合や、１段目又は２段目の比重差選別装置において重比重分と軽比重分との分
離が不十分な場合や、原料の鉱物組成（結晶質と火山ガラス質の比率）が実施例と大きく
異なる場合等においても、３段目の比重差選別装置又はそれ以上の比重差選別装置を備え
る乾式分離装置を用いて乾式分離方法を行うことができる。
【０１０９】
　一段目の比重差選別装置２１Ａの多孔板２１ａで選別された重比重分を、比重差選別装
置２１Ａの排出口２１ｃから排出させて回収する。回収された重比重分Ｄは、密度２．５
ｇ／ｃｍ３以上である。この重比重分Ｄは、ＪＩＳ　Ａ５３０８の「砂」で規定する密度
２．５ｇ／ｃｍ３以上を満たし、そのまま細骨材として使用することができる。
【０１１０】
　一段目の比重差選別装置２１Ａの多孔板２１ａで選別された軽比重分を、比重差選別装
置２１Ａの排出口２１ｄから排出させる。排出された軽比重分は、ベルトコンベア６及び
ベルトフィーダ９を経由して後述するふるい２３にかけられる。
【０１１１】
　一段目の比重差選別装置２１Ａの多孔板２１ａから浮上した集塵分を、比重差選別装置
２１Ａの排出口２１ｅに接続する管路７Ａを経てサイクロン分級機２２に導く。サイクロ
ン分級機２２は、集塵分から、より軽量な微粉をオーバーフロー分として分級する。アン
ダーフロー分のサイクロン回収分を、シラスバルーン原料又は混和材原料Ｅ２として回収
する。また、サイクロン分級機２２のオーバーフロー分の微粉を、管路１７Ｉに接続する
管路７Ｃを経てバグフィルタ１６に導いて回収する。バグフィルタ１６については、既に
説明したとおりである。
【０１１２】
　一段目の比重差選別装置２１Ａの多孔板２１ａから落下した普通シラスを、二段目の比
重差選別装置２１Ｂに供給して選別する。
　二段目の比重差選別装置２１Ｂの多孔板２１ａで選別された重比重分Ｄを、比重差選別
装置２１Ｂの排出口２１ｃから排出させて回収する。回収された重比重分Ｄは、密度２．
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５ｇ／ｃｍ３以上である。この重比重分は、ＪＩＳ　Ａ５３０８の「砂」で規定する密度
２．５ｇ／ｃｍ３以上を満たし、そのまま細骨材として使用することができる。
【０１１３】
　二段目の比重差選別装置２１Ｂの多孔板２１ａで選別された軽比重分を、比重差選別装
置２１Ｂの排出口２１ｄから排出させる。排出された軽比重分は、ベルトフィーダ９を経
由して後述するふるい２３にかけられる。
【０１１４】
　二段目の比重差選別装置２１Ｂの多孔板２１ａから浮上した集塵分を、比重差選別装置
２１Ｂの排出口２１ｅに接続する管路７Ｂを経てサイクロン分級機２２に導く。サイクロ
ン分級機２２は、既に説明したとおりである。サイクロン分級機２２のオーバーフロー分
の微粉を、管路１７Ｉに接続する管路７Ｃを経てバグフィルタ１６に導き、バグフィルタ
１６により微粉Ｆを回収する。微粉Ｆは、主に火山ガラスよりなり、ポゾラン効果を有す
る混合セメント原料、より具体的には混和材又はその原料として有用である。
【０１１５】
　二段目の比重差選別装置２１Ｂの多孔板２１ａの孔を通って落下した細粒を、比重差選
別装置２１Ｂの排出口２１ｆから排出させて、シラスバルーン原料又は混和材原料Ｅ２と
して回収する。二段目の比重差選別装置２１Ｂの多孔板２１ａの孔径によっては、多孔板
２１ａの孔を通って落下し、排出口２１ｆから排出した細粒が、ＪＩＳ　Ａ５００２「構
造用軽量コンクリート骨材」の規格に適合する場合があり、この場合には、当該細粒を軽
量骨材として回収することができる。
【０１１６】
　ふるい２３は、所定の網目の大きさを有している。ふるい２３の網目は例えば３００μ
ｍとすることができる。ふるい２３に、気流分級装置１０のサイクロン分級機１５のアン
ダーフロー分の細粒と、一段目の比重差選別装置２１Ａの軽比重分と、二段目の比重差選
別装置２１Ｂの軽比重分とを導いて、ふるい上とふるい下とに分ける。
【０１１７】
　気流分級装置１０のサイクロン分級機１５のアンダーフロー分として分級された細粒は
、主に火山ガラスであり、粒径０．３ｍｍ以上の軽石を含んでいる。この粒径０．３ｍｍ
以上の軽石は、軽量骨材Ｅ１として有用である。また、一段目の比重差選別装置２１Ａの
軽比重分及び二段目の比重差選別装置２１Ｂの軽比重分もまた、粒径０．３ｍｍ以上の軽
石を含んでいる。この粒径０．３ｍｍ以上の軽石は、軽量骨材Ｅ１として有用である。そ
こで、ふるい２３により粒径０．３ｍｍでふるい分けすることで、軽量骨材Ｅ１を回収す
ることができる。
【０１１８】
　また、ふるい２３のふるい下は、粒径０．３ｍｍ未満の火山ガラスである。特に火山噴
出物堆積鉱物が本実施形態のようにシラスである場合には、粒径０．３ｍｍ未満の火山ガ
ラスは、加熱により発泡するので、パーライト原料又はシラスバルーン原料又は混和材原
料Ｅ２として有用である。本実施形態の乾式分離方法は、気流分級装置１０により粒径が
０．０５ｍｍ以下の微粉を予め分級していることから、ふるい２３のふるい下は微粉をほ
とんど含んでいない。したがって、ふるい２３のふるい下は発泡性が良好なシラスバルー
ン原料Ｅ２を得ることができる。パーライト原料又はシラスバルーン原料Ｅ２は、更に粉
砕して微粉Ｆにして、混和材に使用することができる。
【０１１９】
　本実施形態の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法は、普通シラスを気流分級装置１０に
より粗粒と、細粒と、微粉とに分級し、次いで当該粗粒をエアテーブル式の一段目の比重
差選別装置２１Ａにより重比重分と、軽比重分と、多孔板落下分と集塵分とに選別し、次
いで二段目の比重差選別装置２１Ｂにより重比重分と、軽比重分と、多孔板落下分と集塵
分とに選別し、細粒とに軽比重分とをふるい分けすることにより、普通シラスを重比重分
Ｄと、ふるい上Ｅ１と、ふるい下Ｅ２と、微粉Ｆとの４つに分離することができる。重比
重分Ｄは、主に結晶鉱質よりなり、火山ガラスをほとんど含んでいない。したがって、重
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比重分Ｄは、密度が高く、２．５ｇ／ｃｍ３を超える。また、ふるい上Ｅ１と、ふるい下
Ｅ２と、微粉Ｆとは、主に火山ガラスよりなり、結晶鉱質をほとんど含んでいない。した
がって、重比重分となり得る結晶鉱質が、ふるい上Ｅ１と、ふるい下Ｅ２と、微粉Ｆとに
、ほとんど混入していない。よって、本実施形態の乾式分離方法によれば、密度が２．５
ｇ／ｃｍ３以上の細骨材の収率を高めることができる。また、重比重分は、粒径０．１５
０ｍｍ以下の集塵分の含有量が少なく、ＪＩＳ　Ａ５３０８の「砂」に規定された、０．
１５ｍｍ～５ｍｍの幅広い粒度分布の要求を満たしている。更に、重比重分は、吸水率の
高い軽石のような多孔質粒子をほとんど含んでいないので、吸水率が細骨材として求めら
れるＪＩＳ　Ａ５３０８の「砂」の基準を満たしている。
【０１２０】
　また、本実施形態の乾式分離方法によれば、重比重分Ｄは、細骨材として、ふるい上Ｅ
１は火山ガラスのうちの軽量骨材として、ふるい下Ｅ２は火山ガラスのうちのパーライト
原料又はシラスバルーン原料として、微粉Ｆは火山ガラスのうちの混和材又はポゾラン効
果を有する混合セメント原料として、それぞれ有効活用でき、換言すれば、不要残分がな
い。
【０１２１】
　本実施形態の乾式分離方法によれば、比重差選別装置２１で選別する前に、予め気流分
級装置１０により表面乾燥した粗粒と、細粒と、微粉とに分級していることから、比重差
選別装置２１に供給する粗粒には、多孔板２１ａの目詰まりを招く微粉がほとんど含まれ
ておらず、よって目詰まりによる操業トラブルの発生を抑制することができる。また、比
重差選別装置２１による比重差選別は、選別する粉粒物の粒度分布幅が狭いほど選別し易
いところ、本実施形態の乾式分離方法によれば、予め気流分級装置１０により分級された
粗粒のみを当該比重差選別装置２１による比重差選別で選別することから、比重差選別装
置２１の選別能を高めることができる。
【０１２２】
　従来技術では、普通シラスの整粒に関して、２００６年発行の「シラスを細骨材として
用いるコンクリートの施工マニュアル（案）」でも、実用上、普通シラスの整粒が困難で
ある理由が記載され、粒径０．１５ｍｍ以下の集塵分を除去しない普通シラスの利用方法
を提案していることからも、普通シラスの整粒は採算が合わないものであることが半ば常
識化していたが、本発明により、低コストで高付加価値の整粒物を同時に多種類生産でき
た。
【０１２３】
（細骨材）
　本発明の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法により得られた粗粒Ａ又は重比重分Ｄは、
密度が２．５ｇ／ｃｍ３以上であり、細骨材に使用することができる。
　なお、本発明の方法により得られた粗粒Ａ又は重比重分Ｄが、細骨材として従来公知の
川砂や海砂と相違する点は、粗粒Ａ又は重比重分Ｄは、水棲生物の痕跡が無いことである
。指標生物の水生植物またはプランクトン、微生物、貝類、両生類、甲殻類、魚の卵、鱗
などの痕跡が全くないのが、本発明で得られる細骨材（砂）であり、水棲生物や植物の生
態系の環境を破壊せずに環境負荷が少ないという利点を有している。シラスは、山砂の一
種であるが、火砕流堆積物が天然の水で移動せず、入戸火砕流の発生した約３万年間前か
ら陸上に整然と堆積し、一度も水の淘汰作用を受けていない、乱されていない状態で750
億立方メートルという莫大な量存在している。これに対して鹿児島の川砂や海砂は、シラ
ス台地が水の作用で、淘汰されてシラス中の磁鉄鉱、長石、石英、角閃石、輝石などの重
鉱物粒子を中心に川底または海底に堆積したものであり、粘土分や微粉分は流失して環境
に拡散してしまっている。よって起源は一緒であるが、生態系の環境負荷への影響が異な
る。このような痕跡が有るか無いかを、生物学的又は植物学的に判定すれば、違いが明確
である。
【０１２４】
　また、従来公知の海砂は、軽石を少し含む場合があり、塩分を含んでいるのに対して、
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本発明の方法により得られた細骨材（砂）は、約３万年前に地表に堆積した火砕流堆積物
を乾式分離して得た重比重分である塩分を含まない無塩砂であり、塩分の有無でも海砂と
の違いは明確である。
　更に、従来公知の川砂との違いは、淡水生物、淡水植物の痕跡があるかないかで、本発
明の「砂」か否かの違いは明確である。
　本発明の方法で得られた細骨材だけでなく、軽石や火山ガラス、微粉も同様な違いで判
別できる。
【０１２５】
（火山ガラス材）
　また、本発明の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法により細骨材を分離して得られた残
余の火山ガラス材は、ふるい分け及び集塵によって粒径別に０．３ｍｍ超え、０．０５ｍ
ｍ～０．３ｍｍ、０．０５ｍｍ未満の３種に分離することができる。このうち０．３ｍｍ
超えのものは軽量骨材として使用でき、０．０５ｍｍ～０．３ｍｍのものはパーライト原
料又はシラスバルーン原料として又は更に粉砕して混和材として使用でき、０．０５ｍｍ
未満のものは、混和材として又は更に粉砕して超微細な混和材して使用できる。０．０５
ｍｍ～０．３ｍｍのものを更に粉砕した混和材や、０．０５ｍｍ未満のものを更に粉砕し
た混和材は、よりポゾラン効果を有している。これらの粒径の火山ガラス材の粉砕をする
装置は、振動ミルを例示することができる。振動ミルの他、ローラミル、ＪＥＴミルなど
の各種ミルを用いることもできる。
　火山ガラス材のうち微粉回収用のバグフィルタによって回収された粒径０．０５ｍｍ未
満のものは、密度が２．３０ｇ／ｃｍ３以上であり、かつ、強熱減量が３．５％以下であ
る。
【０１２６】
　また、上述した混和材、すなわち、火山噴出物堆積鉱物を本発明に従う乾式分離方法に
より分離して得られた粒径０．０５ｍｍ未満のもの、分離して得られた粒径０．０５ｍｍ
～０．３ｍｍのものを粉砕したもの、得られた粒径０．０５ｍｍ未満のものを更に粉砕し
て超微細にしたものと、ポルトランドセメントを混合した混合セメントは、普通セメント
より耐海水性、耐温泉性、耐化学薬品性、緻密性、長期耐久性に優れ、また、ポゾラン効
果を有している。混合セメントは、火山ガラス材とポルトランドセメントを混合したもの
を粉砕して製造した方が、２種類の粒子同士が均一に混合して乾燥し、更に、メカノケミ
カル反応と微粉末化の効果により反応性が高まり、より高強度を発現する混合セメントと
なる。混合セメントに用いるために、粒径０．０５ｍｍ～０．３ｍｍの火山ガラス材を粉
砕したり、粒径０．０５ｍｍ未満の火山ガラス材を更に粉砕して超微細にしたりするとき
の粉砕をする装置は、振動ミルを例示することができる。振動ミルの他、ローラミル、Ｊ
ＥＴミルなどの各種ミルを用いることもできる。
【０１２７】
　本発明の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法により細骨材を分離して得られた残余の火
山ガラス材であって、分離された粒径０．０５ｍｍ以上の火山ガラス材を、そのまま又は
粉砕した後、焼成膨張させてパーライトを得ることができる。粒径０．０５ｍｍ以上の火
山ガラス材は、火山ガラス材のうちバグフィルタ１６により回収された粒径０．０５ｍｍ
以下の微粉を除いた分であり、具体的には、気流分級装置１０により回収された細粒や、
比重差選別装置２１により選別された軽比重分などである。かかるパーライト原料は、前
述したふるい２３のふるい下Ｅ２に限られず、ふるい上Ｅ１の「軽石」を、ふるい下Ｅ２
とは別途に又はふるい下Ｅ２と一緒に、用いることができる。ふるい上Ｅ１の「軽石」を
焼成発泡することにより、軽量骨材よりも軽量化した、大粒のＪＩＳ　Ａ５００７相当の
軽石「パーライト」になる。
【０１２８】
　この粒径０．０５ｍｍ以上の火山ガラス材は、ふるい２３によりふるい上とふるい下と
にふるい分けしてもよいし、ふるい分けをしなくてもよい。また、粒径０．０５ｍｍ以上
の火山ガラス材は、必要に応じて粉砕してもよい。更に、０．１０５ｍｍ以上のものを原
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料に使用してパーライトを得るように、０．１０５ｍｍ以上と０．１０５ｍｍ未満とを、
ふるい分け等の選別手段により選別してもよい。
【０１２９】
　分離された粒径０．０５ｍｍ以上の火山ガラス材をそのまま、又は粉砕した後、焼成す
ることにより膨張させて、パーライトが得られる。火山ガラス材は、火炎中または高温雰
囲気下の焼成で膨張・発泡し、平均粒径が１．５倍ほど増加する。例えば、０．１０５ｍ
ｍの火山ガラス材は焼成により膨張して粒径０．１５ｍｍ程になる。焼成により得られた
パーライトは、ＪＩＳ　Ａ５００７に規定する粒度を満たしたパーライトである。
　パーライトを得る際の焼成は、静置式竪型炉や水平回転炉（ロータリーキルン）を用い
ることができる。
【０１３０】
　本発明の火山噴出物堆積鉱物の乾式分離方法により細骨材を分離して得られた残余の火
山ガラス材のうちの粒径０．０５ｍｍ以上のものを、そのまま又は粉砕した後、焼成膨張
させて得られたパーライトは、発泡しない重比重分の結晶質（磁鉄鉱、長石、石英、輝石
、角閃石など）が、取り除かれた高純度火山ガラスであるため、不良品となる無駄な結晶
質に焼成時にエネルギーを加えるロスを無くして、化石燃料を効率よく使って無駄のない
パーライトが製造できる。また、不良品の混入が最小限なので、ＪＩＳ　Ａ５００７相当
の「パーライト」製品としての品質が向上する。更に、焼成炉として例えば移動が容易で
、構造が簡単で、低コストである静置式竪型炉を用いることができ、この静置式竪型炉の
直下バーナーの火炎の上から、高純度火山ガラス材（０．１０５ｍｍ以上＋軽石）を直接
流し込むだけの簡単な方法で、ＪＩＳ　Ａ５００７相当のパーライトが製造できる。また
更に、僅かに含まれる重比重物（結晶鉱物）や未発泡（発泡の程度が小さい）の火山ガラ
ス原料などの不良品は、焼成炉の直火バーナーの下に重力分離されるので、排気ガスとと
もにサイクロンで回収されるシラスパーライト製品の品質が向上する竪型炉との組み合わ
せ効果が、より発揮できる。
【実施例】
【０１３１】
　次に、実施例により、本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例によっ
てなんら限定されるものではない。
【０１３２】
（実施例１）
　図１に示した実施形態１の装置及び方法を用い、原料の火山噴出物堆積鉱物である普通
シラスとしては、鹿児島県鹿屋市串良町に産出する串良シラス（含水率４．６％）を目の
開き５ｍｍのふるい４で選別したものを用いた。普通シラスである串良シラスの５ｍｍふ
るい下は、密度が２．３７ｇ／ｃｍ３であった。
【０１３３】
　ふるい４で選別した串良シラスを、サイクロン解砕機１１Ａの投入口から２７．３ｋｇ
／ｈの投入速度で投入したところ、投入口では排気ブロワ１８に起因する管路１７Ａ～１
７Ｉへの吸引力が働き、詰まりのないスムーズかつ大量の原料投入が可能であった。
【０１３４】
　普通シラスはサイクロン解砕機１１Ａ～１１Ｃを経て、サイクロン分級機１２で粗粒Ａ
を回収した。粗粒Ａの平均粒径は１．５２ｍｍ、含水率は３．５％、比重は２．５０であ
った。乾式分離装置に投入前の普通シラスに対する密度２．５０ｇ／ｃｍ３以上の粗粒Ａ
の質量百分率は１２．０％であった。これは、細骨材に使用できる密度２．５０ｇ／ｃｍ
３以上の粗粒の収率が１２．０％であったことを意味する。
【０１３５】
　粗粒以外はサイクロン分級機１３、１４及び管路１７Ｄ～１７Ｈを経てサイクロン分級
機１５に送られた。サイクロン分級機１５において、細粒を回収した。細粒を網目３００
μｍのふるい１９によりふるい分けした。ここで、開口１２ａのフランジ継手の間の隙間
は１．８ｍｍ、開口１５ａのフランジ継手の間の隙間は０ｍｍとした。細粒のうち、ふる
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い上の部分Ｂ１は、含水率は２．３％、密度は１．５４ｇ／ｃｍ３であった。乾式分離装
置に投入前の普通シラスに対するふるい上の部分Ｂ１の質量百分率は８．４％であった。
【０１３６】
　また、ふるい下の部分Ｂ２は、平均粒径は０．１６ｍｍ、含水率は１．２％、比重は２
．４０ｇ／ｃｍ３であった。乾式分離装置に投入前の普通シラスに対するふるい下の部分
Ｂ２の質量百分率は７４．４％であった。
【０１３７】
　細粒以外の微粉は、気流に搬送されて、管路１７Ｉを経てバグフィルタ１６において、
微粉Ｃを回収した。バグフィルタ１６のろ布を通過した搬送気流は、排気ブロワ１８で排
出された。
【０１３８】
　この微粉Ｃの平均粒径は０．００３３ｍｍ、含水率は３．０％、密度は２．４８ｇ／ｃ
ｍ３であった。乾式分離装置に投入前の普通シラスに対する微粉Ｃの質量百分率は２．４
％であった。
【０１３９】
　なお、粗粒Ａの質量百分率と、ふるい上の部分Ｂ１の質量百分率と、ふるい下の部分Ｂ
２の質量百分率と、微粉Ｃの質量百分率を合計しても１００％にならないのは、装置内に
２．８％が残留したからである。
【０１４０】
（実施例２）
　図２に示した実施形態２の装置及び方法を用い、原料の火山噴出物堆積鉱物である普通
シラスとしては、鹿児島県鹿屋市串良町に産出する串良シラスを乾燥させたもの（含水率
２．３％）を目の開き５ｍｍのふるい４で選別したものを用いた。普通シラスである串良
シラスの５ｍｍふるい下は、密度が２．３７ｇ／ｃｍ３であった。
【０１４１】
　ふるい４で選別した串良シラスを、ロータリーフィーダ２０からサイクロン分級機１３
に２０．４ｋｇ／ｈの投入速度で投入した。この普通シラスは含水率が低かったためサイ
クロン解砕機群を経なくてもサイクロン分級機で分級できた。ここで、開口１２ａのフラ
ンジ継手の間の隙間は１．８ｍｍ、開口１５ａのフランジ継手の間の隙間は０ｍｍとした
。
【０１４２】
　普通シラスはサイクロン分級機１２で粗粒Ａを回収した。粗粒Ａの密度は２．５１ｇ／
ｃｍ３であった。乾式分離装置に投入前の普通シラスに対する密度２．５０ｇ／ｃｍ３以
上の粗粒Ａの質量百分率は１１．０％であった。これは、細骨材に使用できる密度２．５
０ｇ／ｃｍ３以上の粗粒の収率が１１．０％であったことを意味する。
【０１４３】
　粗粒以外はサイクロン分級機１３、１４及び管路１７Ｄ～１７Ｈを経てサイクロン分級
機１５に送られた。サイクロン分級機１５において、細粒を回収した。細粒を網目３００
μｍのふるい１９によりふるい分けした。細粒のうち、ふるい上の部分Ｂ１は、含水率は
１．７％、密度は１．５３ｇ／ｃｍ３であった。乾式分離装置に投入前の普通シラスに対
するふるい上の部分Ｂ１の質量百分率は８．６％であった。
【０１４４】
　また、ふるい下の部分Ｂ２は、平均粒径は０．１７３ｍｍ、含水率は０．８％、密度は
２．４０ｇ／ｃｍ３であった。乾式分離装置に投入前の普通シラスに対するふるい下の部
分Ｂ２の質量百分率は７５．１％であった。
【０１４５】
　細粒以外の微粉は、気流に搬送されて、管路１７Ｉを経てバグフィルタ１６において、
微粉Ｃを回収した。バグフィルタ１６のろ布を通過した搬送気流は、排気ブロワ１８で排
出された。
【０１４６】
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　この微粉Ｃの平均粒径は０．００３６ｍｍ、含水率は１．８％、密度は２．４７ｇ／ｃ
ｍ３であった。乾式分離装置に投入前の普通シラスに対する微粉Ｃの質量百分率は３．０
％であった。
【０１４７】
　なお、粗粒Ａの質量百分率と、ふるい上の部分Ｂ１の質量百分率と、ふるい下の部分Ｂ
２の質量百分率と、微粉Ｃの質量百分率を合計しても１００％にならないのは、装置内に
２．３％が残留したからである。
【０１４８】
（実施例３）
　図６に示した実施形態３の装置及び方法を用い、原料の火山噴出物堆積鉱物である普通
シラスとしては、鹿児島県鹿屋市串良町に産出する串良シラスを１０５℃で２４時間乾燥
させたもの（含水率０．１％）を目の開き５ｍｍのふるい４で選別したものを用いた。
【０１４９】
　この普通シラスをエアテーブル式の比重差選別装置２１により重比重分と、軽比重分と
、集塵分と、多孔板落下分とを選別した。作業条件は、普通シラスの供給速度が２４０ｋ
ｇ／ｈ、多孔板の孔径が１ｍｍ（１ｍｍメッシュ）、振動装置による振動の振幅が±５ｍ
ｍで、振動させる偏心クランクの回転速度が４９５ｒｐｍ、送風ファンの流量を３７ｍ３

／ｍｉｎ、多孔板の傾きを１２．５°とした。また多孔板２１ａの上面は断面が鋸刃状の
凹凸を有し、その凹凸の高低差は５ｍｍである。
【０１５０】
　比重差選別装置２１の重比重分は、排出口２１ｃから排出され、そのまま回収した。そ
の乾式分離装置に投入前の普通シラスに対する密度２．５０ｇ／ｃｍ３以上の重比重分の
その質量百分率は０．６％であった。また、多孔板２１ａから落下した分は、排出口２１
ｆより排出され、重比重分に加えた。多孔板２１ａから落下した分は、乾式分離装置に投
入前の普通シラスに対する密度２．５０ｇ／ｃｍ３以上の質量百分率は１９．３％であっ
た。この重比重分に多孔板落下分を合わせた重比重分Ｄの、乾式分離装置に投入前の普通
シラスに対する質量百分率は１９．９％であった。これは、細骨材に使用できる密度２．
５０ｇ／ｃｍ３以上の粗粒の収率が１９．９％であったことを意味する。
【０１５１】
　比重差選別装置２１の軽比重分は、排出口２１ｄから排出された。乾式分離装置に投入
前の普通シラスに対する軽比重分の質量百分率は３５．８％であった。軽比重分はふるい
２３にかけてふるい上Ｅ１とふるい下Ｅ２とにふるい分けした。ふるいの網目は３００μ
ｍであった。
【０１５２】
　ふるい上の部分Ｅ１は、密度は１．４３ｇ／ｃｍ３であった。乾式分離装置に投入前の
普通シラスに対するふるい上の部分Ｅ１の質量百分率は７．６％であった。
　また、ふるい下の部分Ｅ２は、密度は２．３３ｇ／ｃｍ３であった。乾式分離装置に投
入前の普通シラスに対するふるい下の部分Ｅ２の質量百分率は２８．２％であった。
【０１５３】
　比重差選別装置２１の集塵分は、排出口２１ｅから排出された。集塵分は管路７Ａを経
てサイクロン分級機２２により分級してから、オーバーフロー分を、管路７Ｉを経てバグ
フィルタ１６に導いて微粉Ｆを回収した。サイクロン分級機２２のアンダーフロー分のサ
イクロン回収分はふるい下Ｅ２に加えた。微粉Ｆは、密度２．４１ｇ／ｃｍ３であった。
乾式分離装置に投入前の普通シラスに対する微粉Ｆの質量百分率は４０．９％であった。
【０１５４】
　なお、重比重分Ｄの質量百分率と、ふるい上の部分Ｅ１の質量百分率と、ふるい下の部
分Ｅ２の質量百分率と、微粉Ｆの質量百分率を合計しても１００％にならないのは、装置
内に３．４％が残留したからである。
【０１５５】
（実施例４）
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　図９に示した実施形態４の装置及び方法を用い、原料の火山噴出物堆積鉱物である普通
シラスとしては、鹿児島県鹿屋市串良町に産出する串良シラスを１０５℃で２４時間乾燥
させたもの（含水率０．１％）を目の開き５ｍｍのふるい４で選別したものを用いた。
【０１５６】
　この普通シラスを一段目の比重差選別装置２１Ａにより重比重分と、軽比重分と、集塵
分と、多孔板落下分とを選別した。作業条件は、普通シラスの供給速度が３５５ｋｇ／ｈ
、多孔板の孔径が１ｍｍ（１ｍｍメッシュ）、振動装置による振動の振幅が±５ｍｍで、
振動させる偏心クランクの回転速度が５０５ｒｐｍ、送風ファンの流量を３６ｍ３／ｍｉ
ｎ、多孔板の傾きを１３．５°とした。また多孔板２１ａの上面は断面が鋸刃状の凹凸を
有し、その凹凸の高低差は７ｍｍである。
【０１５７】
　比重差選別装置２１Ａの重比重分は、排出口２１ｃから排出され、そのまま回収した。
その乾式分離装置に投入前の普通シラスに対する密度２．５０ｇ／ｃｍ３以上の重比重分
のその質量百分率は６．１％であった。
【０１５８】
　比重差選別装置２１Ａの軽比重分は、排出口２１ｄから排出された。乾式分離装置に投
入前の普通シラスに対する軽比重分の質量百分率は２２．９％であった。軽比重分はベル
トコンベア６及びベルトフィーダ９を経由してふるい２３にかけてふるい上Ｅ１とふるい
下Ｅ２とにふるい分けした。ふるいの網目は３００μｍであった。
【０１５９】
　比重差選別装置２１Ａの集塵分は、排出口２１ｅから排出された。集塵分は管路７Ａを
経てサイクロン分級機２２により分級してから、オーバーフロー分を、管路７Ｉを経てバ
グフィルタ１６に導いて微粉Ｆを回収した。サイクロン分級機２２のアンダーフロー分は
ふるい下Ｅ２に加えた。微粉Ｆは、密度２．４０ｇ／ｃｍ３であった。乾式分離装置に投
入前の普通シラスに対する微粉Ｆの質量百分率は１７．９％であった。
　比重差選別装置２１Ａの多孔板落下分は、排出口２１ｆより排出された。乾式分離装置
に投入前の普通シラスに対する多孔板落下分の質量百分率は４３．１％であった。
　なお、比重差選別装置２１Ａに供給された粗粒に対して、比重差選別装置２１Ａ内に１
０．０％が残留した。
【０１６０】
　多孔板２１ａから落下した分を、ベルトフィーダ８を経由して二段目の比重差選別装置
２１Ｂに供給し、この二段目の比重差選別装置２１Ｂにより重比重分と、軽比重分と、集
塵分と、多孔板落下分とを選別した。作業条件は、原料（多孔板落下分）の供給速度が１
５３ｋｇ／ｈ、多孔板の孔径が１０５μｍ（１５０メッシュ）の金属ワイヤー製の織網、
振動装置による振動の振幅が±５ｍｍ、振動させる偏心クランクの回転速度が４９３ｒｐ
ｍ、送風ファンの流量を２８ｍ３／ｍｉｎ、多孔板の傾きを９°とした。
【０１６１】
　比重差選別装置２１Ｂの重比重分は、排出口２１ｃから排出され、一段目の比重差選別
装置２１Ａより選別された重比重分Ｄに加えた。比重差選別装置２１Ｂに供給された多孔
板落下分１００％に対する比重差選別装置２１Ｂの重比重分の質量百分率は５４．８％で
あった。
　比重差選別装置２１Ｂの軽比重分は、排出口２１ｄから排出された。比重差選別装置２
１Ｂに供給された多孔板落下分１００％に対する軽比重分の質量百分率は１１．４％であ
った。
　この軽比重分は排出口２１ｄから排出され、ベルトフィーダ９を経由して一段目の軽比
重分と共にふるい２３にかけてふるい上Ｅ１とふるい下Ｅ２とにふるい分けした。ふるい
の網目は３００μｍであった。
　比重差選別装置２１Ｂの集塵分は、排出口２１ｅから排出された。集塵分は管路７Ｂを
経てサイクロン分級機２２により分級してから、オーバーフロー分を、管路７Ｉを経てバ
グフィルタ１６に導いて微粉Ｆを回収した。比重差選別装置２１Ｂに供給された多孔板落
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下分１００％に対する微粉Ｆの質量百分率は１５．６％であった。
　サイクロン分級機２２のアンダーフロー分はふるい下Ｅ２に加えた。二段目の比重差選
別装置２１Ｂの多孔板落下分は、排出口２１ｆより排出され、ふるい下Ｅ２に加えた。比
重差選別装置２１Ｂに供給された多孔板落下分１００％に対する比重差選別装置２１Ｂの
多孔板落下分の質量百分率は０．３％であった。
　なお、比重差選別装置２１Ｂに供給された多孔板落下分１００％に対して、比重差選別
装置２１Ｂ内に１７．９％が残留した。
【０１６２】
　一段目の比重差選別装置２１Ａの重比重分と二段目の比重差選別装置２１Ｂの重比重分
とを合わせた重比重分Ｄの密度は２．５３ｇ／ｃｍ３であった。乾式分離装置に投入前の
普通シラスに対する比重２．５０ｇ／ｃｍ３以上の重比重分Ｄの質量百分率は２９．８％
であった。これは、細骨材に使用できる比重２．５０ｇ／ｃｍ３以上の重比重分の収率が
２９．８％であったことを意味する。
【０１６３】
　ふるい上の部分Ｅ１は、密度は１．４４ｇ／ｃｍ３であった。乾式分離装置に投入前の
普通シラスに対するふるい上の部分Ｅ１の質量百分率は８．８％であった。
　また、ふるい下の部分Ｅ２は、密度は２．２９ｇ／ｃｍ３であった。乾式分離装置に投
入前の普通シラスに対するふるい下の部分Ｅ２の質量百分率は１９．０％であった。
【０１６４】
　微粉Ｆは、密度２．４０ｇ／ｃｍ３であった。乾式分離装置に投入前の普通シラスに対
する微粉Ｆの質量百分率は２４．７％であった。
　なお、重比重分Ｄの質量百分率と、ふるい上の部分Ｅ１の質量百分率と、ふるい下の部
分Ｅ２の質量百分率と、微粉Ｆの質量百分率を合計しても１００％にならないのは、装置
内に１７．７％が残留したからである。
【０１６５】
（実施例５）
　図１３に示した実施形態８の装置及び方法を用い、原料の火山噴出物堆積鉱物である普
通シラスとしては、鹿児島県鹿屋市串良町に産出する串良シラス（含水率４．７％）を目
の開き５ｍｍのふるい４で選別したものを用いた。普通シラスである串良シラスの５ｍｍ
ふるい下は、密度が２．３７ｇ／ｃｍ３であった。
【０１６６】
　ふるい４で選別した串良シラスの一部を、サイクロン解砕機１１Ａの投入口から６５．
０ｋｇ／ｈの投入速度で投入したところ、投入口では排気ブロワ１８に起因する管路１７
Ａ～１７Ｉへの吸引力が働き、詰まりのないスムーズかつ大量の原料投入が可能であった
。ここで、開口１２ａのフランジ継手の間の隙間は０ｍｍ、開口１５ａのフランジ継手の
間の隙間は０．８ｍｍとした。
【０１６７】
　普通シラスはサイクロン分級機１２で粗粒Ａを回収した。粗粒以外はサイクロン分級機
１２、１３、１４及び管路１７Ｄ～１７Ｈを経てサイクロン分級機１５に送られた。サイ
クロン分級機１５において、細粒Ｂを回収した。細粒Ｂ以外の微粉は、気流に搬送されて
、管路１７Ｉを経てバグフィルタ１６において、微粉Ｃを回収した。バグフィルタ１６の
ろ布を通過した搬送気流は、排気ブロワ１８で排出された。
　粗粒Ａの回収率は、７１．２％、細粒Ｂの回収率は１８．９％、微粉Ｃの回収率は９．
９％であった。細粒Ｂは、ベルトフィーダ９を通じて、２段式のエアテーブル式の比重差
選別装置における軽比重分と合わされて３００μｍのふるい２３で、選別される。細粒Ｂ
の１８．９％に限ってのふるい２３によるふるい選別の内割は、その粒径０．３ｍｍ以上
の軽石の回収率は２．５％、粒径０．３ｍｍ以下の火山ガラスの回収率は１６．４％であ
った。
【０１６８】
　粗粒Ａを一段目の比重差選別装置２１Ａにより重比重分と、軽比重分と、集塵分と、多
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孔板落下分とを選別した。作業条件は、粗粒Ａの供給速度が３００ｋｇ／ｈ、多孔板の孔
径が１ｍｍ（１ｍｍメッシュ）、振動装置による振動の振幅が±５ｍｍ、振動させる偏心
クランクの回転速度が５０５ｒｐｍ、送風ファンの流量を２８ｍ３／ｍｉｎ、多孔板の傾
きを１３°とした。また多孔板２１ａの上面は断面が鋸刃状の凹凸を有し、その凹凸の高
低差は７ｍｍである。
【０１６９】
　比重差選別装置２１Ａの重比重分は、排出口２１ｃから排出され、そのまま回収した。
比重差選別装置２１Ａに供給された粗粒に対する重比重分のその質量百分率は１０．４％
であった。
【０１７０】
　比重差選別装置２１Ａの軽比重分は、排出口２１ｄから排出された。比重差選別装置２
１Ａに供給された粗粒に対する軽比重分の質量百分率は１８．４％であった。軽比重分は
ベルトコンベア６及びベルトフィーダ９を経由してふるい２３にかけてふるい上Ｅ１とふ
るい下Ｅ２とにふるい分けした。ふるいの網目は３００μｍであった。
【０１７１】
　比重差選別装置２１Ａの集塵分は、排出口２１ｅから排出された。集塵分は管路７Ａを
経てサイクロン分級機２２により分級してから、オーバーフロー分を、管路７Ｃを経てバ
グフィルタ１６に導いて微粉Ｆを回収した。サイクロン分級機２２のアンダーフロー分は
ふるい下Ｅ２に加えた。微粉Ｆは、密度２．４６ｇ／ｃｍ３であった。比重差選別装置２
１Ａに供給された粗粒Ａに対する微粉Ｆの質量百分率は１４．０％であった。
【０１７２】
　比重差選別装置２１Ａの多孔板落下分は、排出口２１ｆより排出された。比重差選別装
置２１Ａに供給された粗粒Ａに対する多孔板落下分の質量百分率は４６．４％であった。
　なお、比重差選別装置２１Ａに供給された粗粒Ａに対して、比重差選別装置２１Ａ内に
１０．８％が残留した。
【０１７３】
　多孔板２１ａから落下した分を、ベルトフィーダ８を経由して二段目の比重差選別装置
２１Ｂに供給し、この二段目の比重差選別装置２１Ｂにより重比重分と、軽比重分と、集
塵分と、多孔板落下分とを選別した。作業条件は、原料（多孔板落下分）の供給速度が１
６０ｋｇ／ｈ、多孔板の孔径が１０５μｍ（１５０メッシュ）の金属ワイヤー製の織網、
振動装置による振動の振幅が±５ｍｍ、振動させる偏心クランクの回転速度が４９３ｒｐ
ｍ、送風ファンの流量を２８ｍ３／ｍｉｎ、多孔板の傾きを９°とした。
【０１７４】
　比重差選別装置２１Ｂの重比重分は、排出口２１ｃから排出され、一段目の比重差選別
装置２１Ａの重比重分Ｄに加えた。比重差選別装置２１Ｂに供給された多孔板落下分１０
０％に対する比重差選別装置２１Ｂの重比重分の質量百分率は７３．１％であった。
　比重差選別装置２１Ｂの軽比重分は、排出口２１ｄから排出された。比重差選別装置２
１Ｂに供給された多孔板落下分１００％に対する軽比重分の質量百分率は６．３％であっ
た。
　この軽比重分は排出口２１ｄから排出され、ベルトフィーダ９を経由してサイクロン分
級機１５からの細粒及び一段目の軽比重分と共にふるい２３にかけてふるい上Ｅ１とふる
い下Ｅ２とにふるい分けした。ふるいの網目は３００μｍであった。
　比重差選別装置２１Ｂの集塵分は、排出口２１ｅから排出された。集塵分は管路７Ｂを
経てサイクロン分級機２２により分級してから、オーバーフロー分を、管路７Ｃを経てバ
グフィルタ１６に導いて回収した。比重差選別装置２１Ｂに供給された多孔板落下分１０
０％に対する微粉Ｆの質量百分率は４．５％であった。
　サイクロン分級機２２のアンダーフロー分はふるい下Ｅ２に加えた。二段目の比重差選
別装置２１Ｂの多孔板落下分は、排出口２１ｆより排出され、ふるい下Ｅ２に加えた。比
重差選別装置２１Ｂに供給された多孔板落下分１００％に対する比重差選別装置２１Ｂの
多孔板落下分の質量百分率は０．８％であった。
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　なお、比重差選別装置２１Ｂに供給された多孔板落下分１００％に対して、比重差選別
装置２１Ｂ内に１５．３％が残留した。
　比重差選別装置２１Ｂに供給された多孔板落下分１００％に対する比重差選別装置２１
Ｂの重比重分の質量百分率は７３．１％であった。
【０１７５】
　サイクロン分級機１２により回収した粗粒Ａに対する一段目の比重差選別装置２１Ａの
重比重分と二段目の比重差選別装置２１Ｂの重比重分とを合わせた重比重分Ｄの質量百分
率は４４．３％であった。
　サイクロン分級機１２により回収した粗粒Ａを１００％に対する、サイクロン分級機１
５からの細粒と一段目の軽比重分と二段目の軽比重分とを合わせたふるい上Ｅ１の質量百
分率は８．２％であった。
　サイクロン分級機１２により回収した粗粒Ａを１００％に対する、サイクロン分級機１
５からの細粒と一段目の軽比重分と二段目の軽比重分とを合わせたふるい下Ｅ２の質量百
分率は１３．１％であった。
　サイクロン分級機１２により回収した粗粒Ａを１００％に対する、バグフィルタ１６で
回収した微粉Ｆの質量百分率は１６．１％であった。
　なお、サイクロン分級機１２により回収した粗粒Ａを１００％に対する、一段目の比重
差選別装置２１Ａと二段目の比重差選別装置２１Ｂとに残留した合計の質量百分率は１８
．３％であった。
【０１７６】
　一段目の比重差選別装置２１Ａの重比重分と二段目の比重差選別装置２１Ｂの重比重分
とを合わせた重比重分Ｄの密度は２．５３ｇ／ｃｍ３であった。乾式分離装置に投入前の
普通シラスに対する比重２．５０ｇ／ｃｍ３以上の重比重分Ｄの質量百分率は３１．６％
であった。これは、細骨材に使用できる比重２．５０ｇ／ｃｍ３以上の重比重分の収率が
３１．６％であったことを意味し、投入シラス原料の含水率が４．７％と他に比べて水分
を多く含んだ原料であったにも係わらず、他の実施例に比べて最も優れた収率であった。
【０１７７】
　この重比重分Ｄの密度は２．５３ｇ／ｃｍ３であり、２．５０ｇ／ｃｍ３を超えていた
。ＪＩＳ　Ａ１１０９による吸水率は１．８５％であった。実施例５により得られた重比
重分Ｄの、ふるいを通るものの質量分率を図１４にグラフで示す。本実施例で得られた重
比重分は、ＪＩＳ　Ａ５３０８の「砂」で規定する標準粒度分布の範囲内に含まれていた
。これらの特性から、重比重分は、細骨材として適切であることが分かった。
【０１７８】
　ふるい上の部分Ｅ１は、密度は１．４５ｇ／ｃｍ３であった。乾式分離装置に投入前の
普通シラスに対するふるい上の部分Ｅ１の質量百分率は８．４％であった。
　また、ふるい下の部分Ｅ２は、密度は２．３３ｇ／ｃｍ３であった。乾式分離装置に投
入前の普通シラスに対するふるい下の部分Ｅ２の質量百分率は３７．１％であった。
【０１７９】
　微粉Ｆは、比重２．４６ｇ／ｃｍ３であった。乾式分離装置に投入前の普通シラスに対
する微粉Ｆの質量百分率は９．９％であった。
【０１８０】
　なお、重比重分Ｄの質量百分率と、ふるい上の部分Ｅ１の質量百分率と、ふるい下の部
分Ｅ２の質量百分率と、微粉Ｆの質量百分率を合計しても１００％にならないのは、装置
内に１３．０％が残留したからである。この装置内に残留した割合は、未使用の気流分級
装置、未使用の一段目の比重差選別装置２１Ａ、未使用の二段目の比重差選別装置２１Ｂ
で初めて作業したときの値であって、これらの装置に残留する量はそれぞれ一定であるた
め、最初に使用した時以外は既に装置内に一定量が残留しているため、装置に供給した普
通シラスからの減分は問題とならない。
　実施例１～５の原料、作業条件及び分離結果について表１及び表２に示す。
【０１８１】
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【表１】

【０１８２】



(34) JP 2016-209868 A 2016.12.15

10

20

30

40

50

【表２】

【０１８３】
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（実施例６～１１）
　実施例５で得られた微粉Ｆと、この微粉Ｆを更に粉砕して得られた粉砕微粉Ｆ２を普通
ポルトランドセメントに混合した混合セメントの強度を測定した。
　微粉Ｆは平均粒径０．０３３ｍｍであった。粉砕微粉Ｆ２は、微粉Ｆを中央化工機製の
ＢＭＣ－１５型の振動ミルにより４．４ｋｇ／ｈで供給して粉砕したものであり、平均粒
径０．０１２ｍｍであった。
【０１８４】
　比較例として、普通ポルトランドセメントと標準砂と水との重量比が１：３：１のセメ
ント材４５ｇを用意した。実施例６～１１として、混合セメントの原料として上記の微粉
Ｆ及び／又は粉砕微粉Ｆ２を用いたもの（各試料４５ｇ）を用意した。
【０１８５】
　比較例及び実施例６～１１は、原料をペーストミキサーにて混合した。ペーストミキサ
ーはジャパンユニックス社製のＵＭ１０２であった。混合条件は直径８ｍｍのアルミナボ
ールを混合媒体として投入して回転速度２０００ｒｐｍで３０秒間混練した。
　混合後、生モルタルの各試料を非接触赤外線温度計で温度測定した。その後、油を薄く
塗布した２ｃｍ角のプラスティック型の３個にそれぞれ流し込んで成形した。
　成形後、飽和水蒸気デシケータにて４週間経過させた後、室温で乾燥させ、３日後にプ
ラスティック型から脱型して室温で放置した。その後、端面仕上加工して圧縮試験用試料
を作製し、圧縮試験を行った。
　比較例及び実施例６～１１の組成及び圧縮試験の結果を表３に示す。また、図１５に圧
縮結果を棒グラフで示す。
【０１８６】
【表３】

【０１８７】
　表３及び図１５から、微粉Ｆ及び／又は粉砕微粉Ｆ２を添加することにより、圧縮強度
が向上した。本発明の分級により得られた微粉Ｆよりも、この微粉Ｆを粉砕した粉砕微粉
Ｆ２の方が、圧縮強度が、より向上した。微粉Ｆと粉砕微粉Ｆ２を等量ずつ普通ポルトラ
ンドセメントに混合した混合セメントを用いたモルタルが、最大の平均圧縮強度を発現し
た。
【０１８８】
（実施例１２）
　図８に示した実施形態３の装置及び方法を用い、原料の火山噴出物堆積鉱物である普通
シラスとしては、鹿児島県鹿屋市串良町に産出する串良シラス（含水率５．７％）を目の
開き５ｍｍのふるい４で選別したものを用いた。
【０１８９】
　この普通シラスを一段目の比重差選別装置２１Ｄにより重比重分と、軽比重分と、集塵
分と、多孔板落下分とを選別した。作業条件は、普通シラスの供給速度が９３．４ｋｇ／
ｈ、多孔板の孔径１ｍｍ（一辺１ｍｍの角の丸いルーローの三角形）、振動装置による振
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動の振幅が±５ｍｍで、振動させる偏心クランクの回転速度が３０４ｒｐｍ、送風ファン
の流量を１６ｍ３／ｍｉｎ、多孔板の傾きを１２．６°とした。また多孔板２１ａの上面
は断面が鋸刃状の凹凸を有し、その凹凸の高低差は１０ｍｍである。
【０１９０】
　比重差選別装置２１Ｄの重比重分は、２１ｃから排出され、回収された。重比重分の質
量百分率は１１．９％であり、密度２．６２ｇ／ｃｍ３、含水率０．３％であった。２１
ｆから排出された多孔板落下分は、質量百分率は２０．９％であり、密度２．５２ｇ／ｃ
ｍ３、含水率０．５％であった。この多孔板落下分は、ＪＩＳ　Ａ５３０８の「砂」で規
定する密度２．５ｇ／ｃｍ３以上を満たすため、そのまま細骨材として使用できた。これ
らの重比重分と多孔板落下分を合わせた細骨材の質量百分率は３２．８％であった。
【０１９１】
　比重差選別装置２１Ｄの軽比重分は、２１ｄから排出された。軽比重分の質量百分率は
１９．２％であり、密度１．５４ｇ／ｃｍ３、含水率０．９％であった。
【０１９２】
　比重差選別装置２１Ｄの集塵分は、２１ｅから排出された。集塵分は管路７Ａを経てサ
イクロン分級機２２により分級してから、オーバーフロー分を、管路７Ｉを経てバグフィ
ルタ１６に導いて微粉Ｆを回収した。サイクロン分級機２２のアンダーフロー分の質量百
分率は４６．２％であり、密度２．３５ｇ／ｃｍ３、含水率０．３％であった。
　バグフィルタ１６に回収された微粉Ｆの質量百分率は１．８％であり、密度２．３７ｇ
／ｃｍ３、含水率３．５％あった。
【０１９３】
　なお、比重分離のサンプリングを行う前に、同じシラス原料と同じ比重分離条件で平衡
状態に達するまで予備運転させてから、測定用のシラス原料供給を開始した。これは、測
定用のシラス原料投入前に多孔板２１ａの上に残留する細骨材相当分などからなる数ｃｍ
厚さのベッド層を予め形成させておくことで、シラス原料投入初期からの分離効率を向上
させることができることと、投入量と回収量の差分となる装置内残留分のロスを最小限に
することを目的として行った。
【０１９４】
（実施例１３）
　図１０に示した実施形態４の装置及び方法を用い、原料の火山噴出物堆積鉱物である普
通シラスとしては、鹿児島県鹿屋市串良町に産出する串良シラス（含水率５．７％）を目
の開き５ｍｍのふるい４で選別したものを用いた。
【０１９５】
　この普通シラスを一段目の比重差選別装置２１Ｄにより重比重分と、軽比重分と、集塵
分と、多孔板落下分とを選別した。作業条件は、普通シラスの供給速度が９６．９ｋｇ／
ｈ、多孔板の孔径１ｍｍ（一辺１ｍｍの角の丸いルーローの三角形）、振動装置による振
動の振幅が±５ｍｍで、振動させる偏心クランクの回転速度が３０４ｒｐｍ、送風ファン
の流量を１２ｍ３／ｍｉｎ、多孔板の傾きを１２．６°とした。また多孔板２１ａの上面
は断面が鋸刃状の凹凸を有し、その凹凸の高低差は１０ｍｍである。
【０１９６】
　比重差選別装置２１Ｄの重比重分は、２１ｃから排出され、回収された。重比重分の質
量百分率は１７．８％であり、密度２．５４ｇ／ｃｍ３、含水率０．９％あった。
【０１９７】
　比重差選別装置２１Ｄの軽比重分は、２１ｄから排出された。軽比重分の質量百分率は
８．６％であり、密度１．３８ｇ／ｃｍ３、含水率１．３％であった。この軽比重分は、
ＪＩＳ　Ａ５００２「構造用軽量コンクリート骨材」の規格に適合するものであった。
【０１９８】
　比重差選別装置２１Ｄの集塵分は、２１ｅから排出された。集塵分は管路７Ａを経てサ
イクロン分級機２２Ａにより分級してから、オーバーフロー分を、管路７Ｉを経てバグフ
ィルタ１６Ａに導いて微粉Ｆを回収した。サイクロン分級機２２Ａのアンダーフロー分の
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質量百分率は４５．５％であり、密度２．３１ｇ／ｃｍ３、含水率０．６％であった。
　バグフィルタ１６Ａに回収された微粉Ｆの質量百分率は１．９％、密度２．３６ｇ／ｃ
ｍ３、含水率３．５％であった。
　なお、比重分離のサンプリングを行う前に、同じシラス原料と同じ比重分離条件で平衡
状態に達するまで予備運転させてから、測定用のシラス原料供給を開始した。これは、実
施例１２で述べた同じ理由による。
【０１９９】
　排出口２１ｆから排出された多孔板落下分は、質量百分率は２６．２％であり、密度２
．３６ｇ／ｃｍ３、含水率０．７％であった。
　この多孔板落下分を、ベルトフィーダ５を経由して二段目の比重差選別装置２１Ｅに供
給し、この二段目の比重差選別装置２１Ｅにより重比重分と、多孔板落下分と、軽比重分
と、集塵分（サイクロン回収分、バグフィルタ回収分）とに選別した。作業条件は、原料
（多孔板落下分）の供給速度が２３．９ｋｇ／ｈ、多孔板の孔径が１０５μｍ（１５０メ
ッシュ）の金属ワイヤー製の織網、振動装置による振動の振幅が±５ｍｍ、振動させる偏
心クランクの回転速度が３０３ｒｐｍ、送風ファンの流量を３９ｍ３／ｍｉｎ、多孔板の
傾きを１０．８°とした。
【０２００】
　比重差選別装置２１Ｅの重比重分は、２１ｃから排出され、一段目の比重差選別装置２
１Ｄより選別された重比重分Ｄに加えた。この重比重分の質量百分率は４４．６％であっ
た。比重差選別装置２１Ｅの軽比重分は、２１ｄから排出された。軽比重分の質量百分率
は５２．６％、密度１．７９ｇ／ｃｍ３、含水率０．５％であった。この軽比重分は、Ｊ
ＩＳ　Ａ５００２「構造用軽量コンクリート骨材」の規格に適合するものであった。
　比重差選別装置２１Ｅの集塵分は、２１ｅから排出された。集塵分は管路７Ｂを経てサ
イクロン分級機２２Ｂにより分級してから、オーバーフロー分を、管路７Ｄを経てバグフ
ィルタ１６Ｂに導いて微粉Ｆを回収した。サイクロン分級機２２Ｂで分離されたサイクロ
ン回収分は、１．９％であった。微粉Ｆの質量百分率は０．８％であった。
　二段目の比重差選別装置２１Ｅの多孔板２１ａから落下した多孔板落下分は、ごく僅か
回収され０．１％であった。
【０２０１】
　一段目の比重差選別装置２１Ｄの重比重分と二段目の比重差選別装置２１Ｅの重比重分
とを合わせた重比重分Ｄの一段目に投入した普通シラスに対する質量百分率は２９．５％
であった。これは、比重２．５０ｇ／ｃｍ３以上の細骨材の収率が２９．５％であったこ
とを意味する。
【０２０２】
　軽比重分Ｅ１の一段目に投入した普通シラスに対する質量百分率は２２．４％であった
。これは、軽量骨材の収率が２２．４％であったことを意味する。
　また、火山ガラス材細粒Ｅ２の一段目に投入した普通シラスに対する質量百分率は４６
．０％であった。これは、シラスバルーン原料または混和材原料の収率が４６．０％であ
ったことを意味する。
【０２０３】
　火山ガラス材微粉Ｆの一段目に投入した普通シラスに対する質量百分率は２．１％であ
った。これは、混和材または混合セメント原料の収率が２．１％であったことを意味する
。
（実施例１４）
　図１１に示した実施形態６の装置及び方法を用い、原料の火山噴出物堆積鉱物である普
通シラスとしては、鹿児島県鹿屋市串良町に産出する串良シラス（含水率５．５％）を目
の開き５ｍｍのふるい４で選別したものを用いた。
【０２０４】
　この普通シラスを一段目の比重差選別装置２１Ｄにより重比重分と、軽比重分と、集塵
分と、多孔板落下分とを選別した。作業条件は、普通シラスの供給速度が９８．３ｋｇ／
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ｈ、多孔板の孔径１ｍｍ（一辺１ｍｍの角の丸いルーローの三角形）、振動装置による振
動の振幅が±５ｍｍで、振動させる偏心クランクの回転速度が３０４ｒｐｍ、送風ファン
の流量を２０ｍ３／ｍｉｎ、多孔板の傾きを１２．６°とした。また多孔板２１ａの上面
は断面が鋸刃状の凹凸を有し、その凹凸の高低差は１０ｍｍである。
【０２０５】
　比重差選別装置２１Ｄの重比重分は、２１ｃから排出され、回収された。重比重分の質
量百分率は０．８％であり、密度２．６５ｇ／ｃｍ３であった。２１ｆから排出された多
孔板落下分は、質量百分率は７．９％であり、密度２．５８ｇ／ｃｍ３であった。この多
孔板落下分は、ＪＩＳ　Ａ５３０８の「砂」で規定する密度２．５ｇ／ｃｍ３以上を満た
すため、そのまま細骨材として使用できた。
【０２０６】
　比重差選別装置２１Ｄの集塵分は、２１ｅから排出された。集塵分は管路７Ａを経てサ
イクロン分級機２２Ａにより分級してから、オーバーフロー分を、管路７Ｉを経てバグフ
ィルタ１６Ａに導いて微粉Ｆを回収した。サイクロン分級機２２Ａのアンダーフロー分で
あるサイクロン回収分の質量百分率は６０．５％であり、密度２．３６ｇ／ｃｍ３であっ
た。
　バグフィルタ１６Ａに回収された微粉Ｆの質量百分率は１．９％であった。
　なお、比重分離のサンプリングを行う前に、同じシラス原料と同じ比重分離条件で平衡
状態に達するまで予備運転させてから、測定用のシラス原料供給を開始した。これは、実
施例１２で述べた同じ理由による。
【０２０７】
　比重差選別装置２１Ｄの軽比重分は、２１ｄから排出された。軽比重分の質量百分率は
２８．９％であり、密度１．９４ｇ／ｃｍ３であった。
【０２０８】
　この軽比重分を、ベルトフィーダ５を経由して二段目の比重差選別装置２１Ｅに供給し
、この二段目の比重差選別装置２１Ｅにより重比重分と、軽比重分と、多孔板落下分、集
塵分（サイクロン回収分、バグフィルタ回収分）とに選別した。作業条件は、原料（軽比
重分）の供給速度が９６．７ｋｇ／ｈ、多孔板の孔径１ｍｍ（一辺１ｍｍの角の丸いルー
ローの三角形）、振動装置による振動の振幅が±５ｍｍで、振動させる偏心クランクの回
転速度が３０４ｒｐｍ、送風ファンの流量を１６ｍ３／ｍｉｎ、多孔板の傾きを１２．６
°とした。また多孔板２１ａの上面は断面が鋸刃状の凹凸を有し、その凹凸の高低差は１
０ｍｍである。
【０２０９】
　比重差選別装置２１Ｅの重比重分は、２１ｃから排出され、一段目の比重差選別装置２
１Ｄより選別された重比重分Ｄに加えた。この重比重分の質量百分率は４４．２％であっ
た。比重差選別装置２１Ｅの軽比重分は、２１ｄから排出された。軽比重分の質量百分率
は４５．７％、密度１．７３ｇ／ｃｍ３であった。
　比重差選別装置２１Ｅの集塵分は、２１ｅから排出された。集塵分は管路７Ｂを経てサ
イクロン分級機２２Ｂにより分級してから、オーバーフロー分を、管路７Ｄを経てバグフ
ィルタ１６Ｂに導いて微粉Ｆを回収した。サイクロン分級機２２Ｂで分離されたサイクロ
ン回収分は、１．２％であった。微粉Ｆの質量百分率は０．４％であった。
　二段目の比重差選別装置２１Ｅの多孔板２１ａから落下した多孔板落下分の質量百分率
は８．５％、密度２．６７ｇ／ｃｍ３であった。
【０２１０】
　一段目の比重差選別装置２１Ｄの重比重分と多孔板落下分及び二段目の比重差選別装置
２１Ｅの重比重分と多孔板落下分を合わせた重比重分Ｄの一段目に投入した普通シラスに
対する質量百分率は２４．０％であった。これは、比重２．５０ｇ／ｃｍ３以上の細骨材
の収率が２４．０％であったことを意味する。
【０２１１】
　二段目の比重差選別装置２１Ｅの軽比重分Ｅ１の一段目に投入した普通シラスに対する
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質量百分率は１３．２％であった。これは、軽量骨材の収率が１３．２％であったことを
意味する。
　また、火山ガラス材細粒Ｅ２の一段目に投入した普通シラスに対する質量百分率は６０
．８％であった。
【０２１２】
　火山ガラス材微粉Ｆの一段目に投入した普通シラスに対する質量百分率は２．０％であ
った。これは、混和材または混合セメント原料の収率が２．０％であったことを意味する
。
【０２１３】
（実施例１５）
　図１２に示した実施形態７の装置及び方法を用い、原料の火山噴出物堆積鉱物である普
通シラスとしては、鹿児島県鹿屋市串良町に産出する串良シラスを室内乾燥させたもの（
含水率１．６％）を目の開き５ｍｍのふるい４で選別したものを用いた。
【０２１４】
　この普通シラスを一段目の比重差選別装置２１Ｄにより重比重分と、軽比重分と、集塵
分と、多孔板落下分とを選別した。作業条件は、普通シラスの供給速度が１０３ｋｇ／ｈ
、多孔板の孔径１ｍｍ（一辺１ｍｍの角の丸いルーローの三角形）、振動装置による振動
の振幅が±５ｍｍで、振動させる偏心クランクの回転速度が３０４ｒｐｍ、送風ファンの
流量を１６ｍ３／ｍｉｎ、多孔板の傾きを１２．６°とした。また多孔板２１ａの上面は
断面が鋸刃状の凹凸を有し、その凹凸の高低差は１０ｍｍである。
　ここで、排気ブロワの能力を高めて管路７Ａの吸出風量を実施例１２よりも多い１２０
ｍ３／ｍｉｎにして、サイクロン回収物の回収率向上を図った。
【０２１５】
　比重差選別装置２１Ｄの重比重分は、２１ｃから排出され、回収された。重比重分の質
量百分率は０．４％であり、密度２．６９ｇ／ｃｍ３であった。２１ｆから排出された多
孔板落下分は、質量百分率は１１．１％であり、密度２．６４ｇ／ｃｍ３であった。この
多孔板落下分は、ＪＩＳ　Ａ５３０８の「砂」で規定する密度２．５ｇ／ｃｍ３以上を満
たすため、そのまま細骨材として使用できた。
【０２１６】
　比重差選別装置２１Ｄの軽比重分は、２１ｄから排出された。軽比重分の質量百分率は
１１．８％であった。
【０２１７】
　比重差選別装置２１Ｄの集塵分は、２１ｅから排出された。集塵分は管路７Ａを経てサ
イクロン分級機２２Ａにより分級してから、オーバーフロー分を、管路７Ｉを経てバグフ
ィルタ１６Ａに導いて微粉Ｆを回収した。サイクロン分級機２２Ａのアンダーフロー分で
あるサイクロン回収分の質量百分率は７３．８％であり、密度２．３２ｇ／ｃｍ３であっ
た。
　バグフィルタ１６Ａに回収された微粉Ｆの質量回収率は、２．９％であり、密度２．３
８ｇ／ｃｍ３あった。
　なお、比重分離のサンプリングを行う前に、同じシラス原料と同じ比重分離条件で平衡
状態に達するまで予備運転させてから、測定用のシラス原料供給を開始した。これは、実
施例１２で述べた同じ理由による。
【０２１８】
　サイクロン分級機２２Ａのアンダーフロー分であるサイクロン回収分には、０．３ｍｍ
以上の軽石分などが含まれており、このサイクロン回収分を、ベルトフィーダ５を経由し
て二段目の比重差選別装置２１Ｅに供給し、この二段目の比重差選別装置２１Ｅにより重
比重分と、多孔板落下分と、軽比重分と、集塵分（サイクロン回収分、バグフィルタ回収
分）とに選別した。作業条件は、原料（サイクロン回収分）の供給速度が２１．８ｋｇ／
ｈ、多孔板の孔径が１０５μｍ（１５０メッシュ）の金属ワイヤー製の織網、振動装置に
よる振動の振幅が±５ｍｍ、振動させる偏心クランクの回転速度が３０３ｒｐｍ、送風フ
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ァンの流量を３９ｍ３／ｍｉｎ、多孔板の傾きを１０．８°とした。
【０２１９】
　比重差選別装置２１Ｅの重比重分は、２１ｃから排出され、一段目の比重差選別装置２
１Ｄより選別された重比重分Ｄに加えた。この重比重分の質量百分率は５．１％であった
。比重差選別装置２１Ｅの軽比重分は、２１ｄから排出された。軽比重分の質量百分率は
３１．３％であった。
　比重差選別装置２１Ｅの集塵分は、２１ｅから排出された。集塵分は管路７Ｂを経てサ
イクロン分級機２２Ｂにより分級してから、オーバーフロー分を、管路７Ｄを経てバグフ
ィルタ１６Ｂに導いて微粉Ｆを回収した。サイクロン分級機２２Ｂのアンダーフロー分と
して分離されたサイクロン回収分は、６０．２％、密度２．３５ｇ／ｃｍ３であった。微
粉Ｆの質量百分率は３．４％であった。
　二段目の比重差選別装置２１Ｅの多孔板２１ａから落下した多孔板落下分は、ごく僅か
回収され０．０５％未満であった。
【０２２０】
　二段目のサイクロン分級機２２Ｂで回収された火山ガラス材細粒Ｅ２の一段目に投入し
た普通シラスに対する質量百分率は４４．４％であった。これは、シラスバルーン原料ま
たは混和材原料の収率が４４．４％であったことを意味する。
【０２２１】
　火山ガラス材微粉Ｆの一段目に投入した普通シラスに対する質量百分率は２．９％であ
った。これは、混和材または混合セメント原料の収率が２．９％であったことを意味する
。
　実施例１２～１５の原料供給量及び分離結果については、表４に示す。
【０２２２】
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【表４】

【０２２３】
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（実施例１６～１８）
　実施例１２で得られた微粉Ｆ３と、実施例１２で得られた火山ガラス材細粒Ｅ２を更に
粉砕して得られた粉砕微粉Ｆ４と、実施例５で得られた微粉Ｆを更に粉砕して得られた粉
砕微粉Ｆ５とを、それぞれ普通ポルトランドセメントに混合した混合セメントの強度を測
定した。
　微粉Ｆ３は、平均粒径０．００４１ｍｍであった。粉砕微粉Ｆ４は、微粉Ｆ３をＩＨＩ
製のＩＳ－１５０型のローラミルにより５ｋｇ／ｈで供給して粉砕したものであり、平均
粒径０．００５１ｍｍであった。粉砕微粉Ｆ５は、実施例５で得られた微粉Ｆを日本ニュ
ーマチック製のＤＳＦ－２型のＪＥＴミルに５ｋｇ／ｈで供給して粉砕したものであり、
平均粒径０．００１１ｍｍであった。
【０２２４】
　比較例２として、宇部三菱セメント製の普通ポルトランドセメントと標準砂と水との重
量比が１：１．４：０．６のセメント材６０ｇを用意した。実施例１６～１８として、混
合セメントの原料として上記の微粉Ｆ３又は粉砕微粉Ｆ４又は粉砕微粉Ｆ５を用いたもの
（各試料６０ｇ）を用意した。
【０２２５】
　比較例２及び実施例１６～１８は、原料をペーストミキサーにて混合した。ペーストミ
キサーはジャパンユニックス社製のＵＭ１０２であった。混合条件は直径８ｍｍのアルミ
ナボールを混合媒体として投入して回転速度２０００ｒｐｍで３０秒間混練した。
　混合後、生モルタルの各試料を非接触赤外線温度計で温度測定した。その後、油を薄く
塗布した２ｃｍ角のプラスティック型の３個にそれぞれ流し込んで成形した。
　成形後、飽和水蒸気デシケータにて半日放置し、湿布を被せてから更に１日放置後、プ
ラスティック型から脱型して、水中にて４週間経過させた後、端面仕上加工して圧縮試験
用試料を作製し、圧縮試験を行った。その結果を表５に示す。
【０２２６】
【表５】

【０２２７】
　表５の普通ポルトランドセメントの１０％を微粉Ｆ３又は粉砕微粉Ｆ４又は粉砕微粉Ｆ
５で置換した圧縮強度を比較すると、実施例１６では比較例２に比べて普通ポルトランド
セメントが１０％少ないにも係わらず１．５ＭＰａの強度低下に収まっており、実施例１
７では０．３ＭＰａとごく僅かな低下で、実施例１８では３．３ＭＰａも上回る結果とな
った。
【０２２８】
　これらの混和材の普通ポルトランドセメントに対する圧縮強度発現率を比較した。実施
例１６から実施例１８は、比較例２に比べて普通ポルトランドセメント配合比が９０％で
あるので、普通ポルトランドセメント９０％の圧縮強度として、５６．５ＭＰａの９０％
に相当する５０．８５ＭＰａを基底値とする。また、普通ポルトランドセメント１０％当
たり圧縮強度発現効果は、５６．５ＭＰａの１０％である５．６５ＭＰａとする。
　実施例１６から実施例１８の圧縮強度から基底値５０．８５ＭＰａを差し引いた値を、
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５．６５ＭＰａで除して百分率とした値を、普通ポルトランドセメントに対する混和材の
圧縮強度発現率とする。
【０２２９】
　その結果、圧縮強度発現率は、微粉Ｆ３が７３．５％、粉砕微粉Ｆ４が９４．７％、粉
砕微粉Ｆ５が１５８．４％となる。本発明の高純度の火山ガラス材は、混合セメントの原
料となる混和材として、粉砕することによって、強度発現率が高くなり、平均粒径０．０
０１ｍｍ程度にまで粉砕すると普通ポルトランドセメントを大きく上回る強度発現率を示
した。
　また、本発明のこれらの混和材は、普通ポルトランドセメントと異なり自硬性は無いの
で、ポゾラン効果を発現したものと考えられ、４週強度の向上に寄与するだけでなく、長
期強度発現や耐水性、塩害抵抗性、耐酸性などの優れた効果が期待できる。
【０２３０】
（実施例１９）
　実施例１２で得られた火山ガラス材細粒Ｅ２は、平均粒径０．０７８９ｍｍ、かさ比重
１．１３であった。この火山ガラス材細粒Ｅ２を、県工業技術センターで開発した炉内径
１３０ｍｍの媒体流動層炉において、ムライト粒子を熱媒体として、原料供給量２０ｋｇ
／ｈにて１０５０℃で焼成した。炉に直結したサイクロン分級機により分離回収した結果
、平均粒径０．０９８５ｍｍ、かさ比重０．３４の焼成発泡体が得られた。
【産業上の利用可能性】
【０２３１】
　重比重分は、密度が２．５ｇ／ｃｍ３以上であり、粒度分布もＪＩＳ　Ａ５３０８の「
砂」の規定に準ずる分布であるので、コンクリート用細骨材として利用できる。
　ふるい上は、粒径０．３ｍｍ以上の主に軽石よりなり、天然軽量骨材として利用できる
。この粒径０．３ｍｍ以上の主に軽石からなる火山ガラス材は、粉砕すれば、ポゾラン効
果を有する混和材やポゾラン効果を有する混合セメントの原料として利用できる。
　ふるい下は、粒径０．３ｍｍ未満、０．０５ｍｍ以上の主に火山ガラスよりなり、パー
ライト原料又はシラスバルーン原料として利用できる。粉砕すれば、ポゾラン効果を有す
る混和材やポゾラン効果を有する混合セメント原料として利用できる。微粉は、粒径０．
０５ｍｍ未満の主に火山ガラスよりなり、混和材又は粉砕することで、より優れたポゾラ
ン効果を有する混和材になり、また粉砕したものをポルトランドセメントと混合した混合
セメントの原料として利用できる。
【０２３２】
　本発明の特徴は、微粒子と粗粒子とが混在する比重分離が困難な未乾燥あるいは乾燥し
た原料を低コストで比重選別できることにあり、普通シラスのような火砕流堆積物や鹿沼
土、鹿屋土のような降下軽石、加久藤シラス、吉田シラスのような火山噴出物の天然淘汰
物などの世界中に大量に且つ広く分布している火山噴出物堆積鉱物の他、砕石、砂、土壌
はもちろん真珠岩、黒曜岩、松脂岩、石灰岩などの天然物及び人工物の破砕物や凝集物及
び建築廃材やコンクリート廃材などの産業廃棄物の乾式比重分離が可能となっている。
　また、パーライトやシラスバルーンやバーミキュライトなどの人工の焼成発泡体に含ま
れる未発泡の火山ガラスまたはひる石などの重比重の原料又はセラミックスなどの熱媒体
や錆などの異物を分離して、軽比重で高付加価値の焼成発泡体を精製することが可能とな
っている。
【符号の説明】
【０２３３】
３、５、８、９　ベルトフィーダ
６　ベルトコンベア
４、１９、２３　ふるい
７Ａ～７Ｃ、７Ｄ、７Ｉ　管路
１０　気流分級装置
１１Ａ～１１Ｅ　サイクロン解砕機
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１２～１５、２２、３１、３２　サイクロン分級機
１２ａ、１５a　開口
１２ｂ、１５ｂ　開閉弁
１６、１６Ａ、１６Ｂ　バグフィルタ
１７Ａ～１７Ｏ　管路
１８　排気ブロワ
２０　ロータリーフィーダ
２１、２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｄ、２１Ｅ　比重差選別装置
２１ａ　多孔板
２１ｂ　送風ファン
２１ｃ、２１ｄ、２１ｆ、２１ｅ　排出口
２１ｇ　振動装置
２１ｈ　風胴
２２、２２Ａ、２２Ｂ　サイクロン分級機
Ａ　粗粒
Ｂ１　細粒のふるい上（軽石）
Ｂ２　細粒のふるい下（火山ガラス）
Ｃ　微粉
Ｄ　重比重分
Ｅ１　ふるい上の軽比重分または軽比重分
Ｅ２　ふるい下の軽比重分及び／又はサイクロン回収分
Ｆ　微粉
Ｇ、Ｈ、Ｉ　吸気
Ｊ　排気

【図１】 【図２】
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