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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高ビーライト系セメントと、シリカフュームと、ポリアルキレングリコール鎖を有する
ポリカルボン酸系高分子化合物を主成分とするセメント分散剤と、石灰系混和材もしくは
有機系収縮低減剤のいずれか又はこれらの両方と、発泡剤と、比重が３．４以上で吸水率
が０．５～１．５％である細骨材とを含有するセメント組成物であって、
　このセメント組成物の水との混練物が２００ｍｍ以上のフロー値を混練後６０分以上保
持することができ、かつ該混連物の水和硬化体は、材齢２８日の圧縮強度が１２０ＭＰａ
以上で、材齢７日までの膨張率が０～１％となることを特徴とするセメント組成物。
【請求項２】
　上記セメント組成物が鉄筋継手の充填材用である請求項１に記載のセメント組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、セメント組成物に関し、詳しくは、鉄筋継手用モルタル充填材などに利用でき
る、強度発現性、流動性および無収縮性に優れたセメント組成物に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、セメント組成物の強度を向上させるためには、減水剤を用いて水／セメント比を低
減する方法がとられている。しかし、水／セメント比が概ね３０重量％以下になると充分
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な流動性が得られず作業性の低下が生じる。そのため、水硬性セメントに予め少量の水を
保持させることにより低水量でも高い流動性を有し、圧縮強度８０ＭＰａ以上の高強度を
発現できるグラウト材組成物（特開平０９－２６３４３８号公報）が提案されている。ま
た、超微粉（シリカフューム）、高性能減水剤および重量骨材を用いて、１００ＭＰａ程
度の圧縮強度を確保したグラウトモルタル組成物（特開平０６－２９３５４９号公報）や
、早強セメントを用いて、１００ＭＰａ程度の圧縮強度を確保したグラウト材（特開平１
１－４９５４９号公報）が提案されている。
【０００３】
しかしながら、例えば、鉄筋継手に使用される充填モルタルなどでは、近年の鉄筋コンク
リート構造物の大型化、耐震性能向上に伴い、所定の流動性を確保しつつ、圧縮強度１２
０ＭＰａ以上の高強度が望まれるようになっている。そのため、いずれも充分な性能とは
いえない。また、高性能減水剤としてナフタレンスルホン酸ホルマリン高縮合物を使用し
た場合は、良好な流動性を長時間保持することが困難であったため、満足できる作業性が
得られなかった。
【０００４】
更に、減水性能が高い水溶性ビニル共重合体を主成分とする減水剤を使用して、圧縮強度
１２０ＭＰａ以上の高強度コンクリートを製造する技術（特開平０６－１９１９１８号公
報）も提案されている。しかし、この技術におけるように、水／結合材比が極めて低いセ
メント組成物にシリカフュームのような超微粉を配合すると、硬化収縮量が大幅に増大す
るため、無収縮性を確保することが困難になるという問題があった。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、前記の問題点に鑑み、良好で安定した流動性と、高い圧縮強度と、良好な無収
縮性とを有することにより鉄筋継手の充填材として好適であり、かつ、水以外の材料をプ
レミックスの形態でも供給できるセメント組成物を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決する手段】
　上記目的を達成するため、本発明のセメント組成物は、高ビーライト系セメントと、シ
リカフュームと、ポリアルキレングリコール鎖を有するポリカルボン酸系高分子化合物を
主成分とするセメント分散剤と、石灰系混和材もしくは有機系収縮低減剤のいずれか又は
これらの両方と、発泡剤と、比重が３．４以上で吸水率が０．５～１．５％である細骨材
とを含有するセメント組成物であって、該セメント組成物の水との混練物が２００ｍｍ以
上のフロー値（ＪＩＳ　Ｒ　５２０１規定のフローコーンを用いた静置フロー）を混練後
６０分以上保持することができ、かつ該混連物の水和硬化体は、材齢２８日の圧縮強度（
ＪＩＳ　Ｒ　５２０１に準拠）が１２０ＭＰａ以上で、材齢７日までの膨張率（ＪＳＣＥ
－Ｆ５３３に準拠）が０～１％となることを特徴とする。
【００１０】
なお、上記本発明に係るセメント組成物は、いずれも鉄筋継手の充填材に好適である。
【００１１】
【発明の実施の形態】
１．　性能について
〔流動性〕
本発明のセメント組成物は、水との混練後に、２００ｍｍ以上のフロー値を混練後６０分
以上保持することを必須とする。本発明のセメント組成物の主たる目的である鉄筋継手の
充填においては、鉄筋と継手の間の狭い間隙に充填モルタルを完全に充填する必要がある
ため、充填モルタル（セメント組成物）には所定の流動性（２００ｍｍ以上のフロー値）
が要求される。更に、充填作業は通常複数の鉄筋継手に対して行われるため、充填モルタ
ル（セメント組成物）は所定量まとめて製造された後、複数の鉄筋継手に対する充填作業
が終了するまで、所定の流動性（２００ｍｍ以上のフロー値）を保持することが必要であ
り、概ね混練後６０分以上の流動性保持時間が確保できれば支障なく充填作業を行うこと
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ができる。
【００１２】
〔強度〕
本発明のセメント組成物は、水和硬化体の材齢２８日の圧縮強度が１２０ＭＰａ以上であ
ることを必須とする。近年、鉄筋コンクリート構造物においては高強度鉄筋の採用などに
よる高耐久化（耐震化）や軽量化（鉄筋量の低減）が図れており、構造上の弱点となり易
い鉄筋の継手部分の高強度化は極めて重要な課題である。今後さらに鉄筋コンクリート構
造物の高耐久化や軽量化を進めるためには、圧縮強度１２０ＭＰａ以上の高強度を有する
充填モルタルが望まれている（従来の充填モルタルは圧縮強度が６０ＭＰａ程度、最大で
も１００ＭＰａ程度）。
【００１３】
〔無収縮性〕
本発明のセメント組成物は、材齢７日までの膨張率が０～１％であることを必須とする。
鉄筋継手においては、鉄筋と充填モルタル又は継手と充填モルタルとの間に空隙が生じる
と連結強度が低下するため好ましくない。仮に充填状態が良好であっても、充填モルタル
が水和硬化過程で収縮すると結果的に空隙を生じて連結強度が低下するため、充填モルタ
ルは無収縮（膨張率０％以上）である必要がある。更には、充填モルタルとしては若干の
膨張性を有するものが好ましいが、過剰な膨張は強度低下の原因となり得るため、膨張率
は概ね１％以下が好ましい。
【００１４】
２．使用材料について
本発明においては、高ビーライト系セメントを必須の成分として含有する。高ビーライト
系セメントとは、普通ポルトランドセメントの主成分であるエーライトの含有量を減らし
、中庸熱ポルトランドセメントより更にビーライト含有量を多くしたセメントをいう。高
ビーライト系セメントとしてはビーライト（２ＣａＯ・ＳｉＯ2）を４０重量％以上含有
するものが好適に使用できる。特にビーライト含有量が５０重量％以上であり、ブレーン
比表面積が４５００ｃｍ2／ｇ以下のものが好ましい。水／結合材比が低い場合に良好な
流動性を長時間確保するために好適だからである。
【００１５】
　本発明において、低い水／結合材比で良好な流動性を確保するために、シリカフューム
を使用する。シリカフュームとしては中でも、平均粒径が０．２０μｍ以下であり、カー
ボン含有量は１．５重量％未満のものが好適に使用できる。平均粒径が０．２０μｍ以下
の場合、水／結合材比が極めて低い場合（概ね２４％以下）でも良好な流動性が確保し易
くなる。また、カーボン含有量が１．５重量％未満の場合、このような低い水／結合材比
でも良好な流動性を安定して長時間確保し易くなる。
【００１６】
　また、良好な流動性を安定して得るために、ポリアルキレングリコール鎖を有するポリ
カルボン酸系高分子化合物を主成分としたセメント分散剤を使用する。ポリカルボン酸系
高分子化合物を主成分とするセメント分散剤は、ナフタレンスルホン酸ホルマリン高縮合
物やメラミンスルホン酸ホルマリン高縮合物を主成分とする分散剤に比べ、流動化性能お
よび流動性の保持性が高いからである。
【００１７】
上記ポリアルキレングルコール鎖を有するポリカルボン酸系高分子化合物を主成分とする
セメント分散剤は、分散剤溶液を乾燥粉末化することにより粉末状で用いることもできる
。このような高分子化合物としては、基－ＣＯＯＭ（Ｍは水素原子、アルカリ金属、アル
カリ土類金属、アンモニウム又は有機アミンを示す）及びポリアルキレングリコール鎖を
有する（メタ）アクリル酸系共重合体、またはポリアルキレングリコールアルケニルエー
テル－無水マレイン酸系共重合体（但し、多価金属塩を除く）等が好ましい。ポリアルキ
レングリコール鎖としては、炭素数２～４のポリアルキレングリコール鎖が好ましく、よ
り好ましくは、－Ｏ（ＣＨ2ＣＨ（Ｒa）Ｏ）b－で示されるものである。ここでＲaは水素
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原子又はメチル基を示し、ｂは２～２００が好ましい。また、乾燥粉末化する前に、上記
の液に、亜硝酸塩などの還元性無機化合物と、アミン系化合物などの還元性有機化合物と
を添加することが好ましい。これらの各添加量（固形分）は、ポリカルボン酸系高分子化
合物の固形分含有量の０．０１～２．５重量％とすることが好ましい。また、上記の液は
ｐＨ７～９に調整しておくことが好ましい。乾燥粉末化の方法は特に限定されないが、混
練攪拌を行いながら実施することが好ましい。（特開２００１－００２７８８号公報に記
載の粉末状水硬性組成物用分散剤は、本発明のセメント分散剤として用いることができる
）。このように、セメント分散剤として粉末状のものを使用することによって、水以外の
材料をプレミックスの形態で供給できる取り扱い易いセメント組成物を得ることができる
。
【００１８】
　本発明に係るセメント組成物は、無収縮性を得るために、石灰系混和材もしくは有機系
収縮低減剤のいずれか、又はこれらの両方を含有する。
　石灰系混和材は、自己収縮を抑制し無収縮性を向上させるとともに、密実で高強度の硬
化体を形成するために使用できる。石灰系混和材としては、一般にモルタルコンクリート
用として使用されている石灰系膨張材や、コンクリート製品を製造する際に硬化促進材と
して使用されている石灰系混和材を用いることができるが中でも、ＣａＯ結晶を含有する
クリンカーと石膏との混合粉砕物が好ましい。クリンカーはＣａＯを総量で５０～９２重
量％含有するものが好ましい。またクリンカーは、主要鉱物組成として、３ＣａＯ・Ｓｉ
Ｏ2－２ＣａＯ・ＳｉＯ2－ＣａＯ－間隙質、３ＣａＯ・ＳｉＯ2－ＣａＯ－間隙質、２Ｃ
ａＯ・ＳｉＯ2－ＣａＯ－間隙質からなる群から選ばれた１種または２種以上を含むもの
が好ましい。石膏は、無水石膏、半水石膏、二水石膏のいずれも使用することができる。
クリンカーと石膏の混合割合は、クリンカー１００重量部に対して石膏５～５０重量部を
混合することが好ましい（特開２００１－３９７４８公報に記載のものを含む）。
【００１９】
有機系収縮低減剤は、自己収縮を抑制し無収縮性を向上させるとともに、密実で高強度の
硬化体を形成するために使用できる。有機系収縮低減剤を構成する有機系収縮低減成分と
しては、以下の式（１）で表されるアルキレンオキシド重合物を化学構造の骨格に有する
ものなどがある。
Ｒ1Ｏ（ＡＯ）nＲ

2　　・・・（１）
式中、Ｒ1及びＲ2は、互いに独立して、水素基、アルキル基、フェニル基、シクロアルキ
ル基等であり、Ａは炭素数２～３の１種のアルキレン基又はランダム若しくはブロック重
合させた２種のアルキレン基であり、ｎは２～２０の整数である。特にＲ2が水素基であ
る有機系収縮低減剤が好適に使用できる（特公告昭５９－３４３０号公報に記載のものを
含む）。
【００２０】
有機系収縮低減剤としては、吸油性を有する無機系又は有機系の粉状体に、例えば上記成
分の液状の有機系収縮低減剤成分を予め含浸させ、粉末状の形態にした粉状物を使用する
ことにより、取り扱い易いプレミックス品が得られる。無機系の粉状体としては繊維状マ
グネシウムオキサイド等、有機系の粉状体としてはフェノール樹脂等を用いることができ
る（特開平２－１６４７５４号公報に記載のものを含む）。
【００２１】
上記有機系収縮低減剤は、一般的には通常セメント硬化体の乾燥収縮を低減するために使
用する。セメント硬化体の乾燥収縮は、一般に乾燥によるメニスカスの形成により硬化体
の毛細管中に引張応力が生じ、これが硬化体に弾性的な体積収縮を引き起こすと考えられ
ている。有機系収縮低減剤は、硬化体空隙中の水の表面張力を低下させる作用があり、こ
れにより毛細管中の引張応力が低下し、収縮量が低減する。一方、自己収縮の発生機構は
、水和の進行に伴なう自己乾燥により、硬化体の毛細管中に引張応力が生じて体積が収縮
すると考えられているため、有機系収縮低減剤の添加は自己収縮の低減にも効果がある。
【００２２】
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　本発明に係るセメント組成物は、初期材齢での無収縮性を確保するため、発泡剤を含有
する。本発明では、上記説明したように石灰系混和材や有機系収縮低減剤などを用いるこ
とにより収縮低減を図っているが、これだけでは特に初期材齢で充分な無収縮性を確保す
ることができない。そこで、材齢７日までの膨張率（ＪＳＣＥ－Ｆ５３３）を０～１％に
するため、発泡剤を使用する。発泡剤をセメント組成物に配合させると、水和時において
、セメント組成物の内部で生成した気体が硬化の進展に伴なって内部に閉じ込められる。
この気体の量が増大すると共に内圧となって、高ビーライト系セメントの水和反応に起因
する収縮現象の対抗力となり、収縮をより効果的に抑制することができ、初期材齢におい
ても極めて高い無収縮性を確保することができる。発泡剤としては、例えば、アルミ粉末
等の金属粉末や、石油化学の副産物であるフルイドコークス等の炭素系化合物を加熱処理
して得られる粒状材料（特公告昭６０－４１５０号公報）などを使用することができる。
【００２３】
　本発明のセメント組成物は、無収縮性を確保することにより、例えば鉄筋継手の充填材
として用いた場合、収縮に起因する連結強度低下の危険性を解消することができる。
【００２４】
本発明のセメント組成物においては、特定の細骨材を必須の成分として含有する。即ち、
細骨材としては、セメント組成物と水との混練物が２００ｍｍ以上のフロー値を混練後６
０分以上保持することができ、かつ混練物の水和硬化体が１２０ＭＰａ以上の圧縮強度（
材齢２８日）を有するような性状が得られ易いものを使用する。このような細骨材として
は、比重が３．４以上、好ましくは３．７～７で、吸水率が０．５～１．５％、好ましく
は０．６～１．４％であるものが好適に使用できる。比重を３．４以上にすることで、水
／結合材比が低い場合であっても、経時的に安定した流動性が得られるとともに、高い圧
縮強度を得ることができる。また、吸水率を１．５％以下にすることで、同様に水／結合
材比の低い場合でも経時的に安定した流動性を得ることができる。一方、吸水率を０．５
以上にすることで、強度発現性を向上させることができる。ここで吸水率とは、骨材の吸
水量（表乾状態骨材中に含まれる水分量）を絶乾状態の骨材質量で除し、百分率で示した
値である。なお、吸水率の試験方法はＪＩＳ　Ａ　１１０９「細骨材の比重及び吸水率試
験方法」に準じて行った。
細い骨材は、上記比重と吸水率を満足するものであればいずれも使用することができる。
一般に川砂、海砂、陸砂、砕砂、珪砂、磁鉄鉱砂、砂鉄および金属骨材などの細骨材は、
単独では上記比重と吸水率の範囲外であるものが多いが、これらの細骨材を複数使用して
、上記比重と吸水率を満足するように調整した混合砂については好適に使用することがで
きる。また、本発明のセメント組成物を鉄筋継手の充填材として用いた場合に良好な充填
性を得るために、細骨材の最大粒径は３ｍｍ未満とすることが好ましい。
【００２５】
本発明のセメント組成物は、請求項１に示す特性が確保されるのであれば、上記成分以外
の他の成分、例えば、増粘剤、消泡剤、防錆剤などを必要に応じて適宜含むものであって
も良い。
【００２６】
３．好ましい材料におけるそれらの配合割合について
以下に、配合割合の一例を示すため、本目的を達成するための好ましい系として、高ビー
ライト系セメントとシリカフュームと細骨材とセメント分散剤、更には石灰系混和材と有
機系収縮低減剤と発泡剤をとり上げ、それらの配合割合を示す。
（１）高ビーライト系セメントとシリカフュームの配合割合
本発明において、高ビーライト系セメントとシリカフュームを併用する場合の配合割合は
、重量比でセメント／シリカフューム＝９０／１０～９８／２の割合で配合することが好
ましく、この配合割合であれば、水結合材比が極めて低い場合（概ね２６％以下）でも、
比較的低い粘性の混練物が得られるため、良好な流動性（２００ｍｍ以上のフロー値「Ｊ
ＩＳ　Ｒ　５２０１規定のフローコーンを用いた静置フロー」を６０分以上保持）と良好
な強度発現性（材齢２８日の圧縮強度「ＪＩＳ　Ｒ　５２０１」が１２０ＭＰａ以上）が
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確保し易くなる。より好ましい配合割合は、重量比で高ビーライト系セメント／シリカフ
ューム＝９２／８～９７／３である。
【００２７】
（２）セメント分散剤の配合割合
ポリアルキレングリコール鎖を有するポリカルボン酸系高分子化合物を主成分とする分散
剤を用いる場合の配合割合は、有効成分量として、高ビーライト系セメントとシリカフュ
ームの合計１００重量部に対し、通常０．１～２重量部、好ましくは０．５～１．５重量
部である。この分散剤の配合量を０．１重量部以上にすることで、水結合材比が極めて低
い場合（概ね２６％以下）でも良好な流動性を確保することができる。また、２重量部以
下にすることで硬化遅延等を生じることがなく、良好な流動性を確保することができる。
【００２８】
（３）石灰系混和材、有機系収縮低減剤の配合割合
石灰系混和材の配合割合は高ビーライト系セメントとシリカフュームの合計１００重量部
に対し、通常１～１０重量部、好ましくは３～８重量部である。石灰系混和材を用いた場
合の配合量を１重量部以上にすることで、シリカフュームを配合したセメント組成物にお
いて、水結合材比が低い場合に顕著になる自己収縮を効果的に低減することができる。ま
た、１０重量部以下にすることで、流動性の悪化や過大な膨張による強度低下の危険性を
極めて少なくすることができる。
【００２９】
有機系収縮低減剤を用いる場合の配合割合は、有効成分量として、高ビーライト系セメン
トとシリカフュームの合計１００重量部に対し、通常０．５～５重量部、好ましくは１～
３重量部である。有機系収縮低減剤の配合量を０．５重量部以上にすることで、シリカフ
ュームを配合したセメント組成物において、水結合材比が低い場合に顕著になる自己収縮
を効果的に低減することができる。また、５重量部以下にすることで、凝結遅延による強
度低下の危険性を極めて少なくすることができる。
【００３０】
石灰系混和材と有機系収縮低減剤は併せて使用することもでき、その場合、各々の配合割
合は特に限定されず、上記の範囲でそれぞれ添加することができるが、単独で使用する場
合の配合割合に比べ、併用する割合に応じて減少させることができる。
【００３１】
（４）発泡剤の配合割合
　発泡剤の配合割合は、金属粉末の場合は高ビーライトセメントとシリカフュームの合計
１００重量部に対して０．０００１～０．００２重量部が好ましく、フルイドコークス等
の炭素系化合物を加熱処理して得られる粒状材料の場合は０．１～５重量部が好ましい。
この範囲であれば過大膨張による強度低下などを生じることなく、本例の材料の組み合わ
せによるセメント組成物において、良好な無収縮性が確保できる。また、発泡剤は、２種
類以上を併用することもでき、その場合、各々の配合割合は特に限定されず、上記の範囲
でそれぞれ添加することができるが、単独で使用する場合の配合割合に比べ、併用する割
合に応じて減少させることができる。
【００３２】
（５）細骨材の配合割合
細骨材の配合割合は、高ビーライト系セメントとシリカフュームの合計１００重量部に対
し４０～１２０重量部が好ましい。この範囲内であれば水量を低減した場合でもセメント
組成物を容易に混練することができ、混練後の粘性増加が少ないため、良好な流動性を確
保することができる。より好ましい配合割合は６０～１００重量部である。
【００３３】
本発明では、高い圧縮強度と良好で安定した流動性を両立させるために、添加する水量は
、例えば、上記配合例においては、高ビーライト系セメントとシリカフュームの合計１０
０重量部に対して１６～２４重量％が好ましく、１８～２２重量％がより好ましい。
【００３４】
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４．製造方法その他について
本発明のセメント組成物は、例えば、工場で上記材料を従来通りの方法で既調合（プレミ
ックス）して、通常袋詰めなどの形態で施工現場に供給され、施工現場でミキサを用いて
水と混練して使用される。混練方法は特に限定されない。また、混練に用いる装置も特に
限定されるものではなく、ハンドミキサ、パン型ミキサ、二軸練りミキサ、傾胴ミキサ等
の慣用のミキサなどを使用することができる。本発明のセメント組成物の用途も特に限定
されないが、鉄筋継手の充填材のために使用することが好ましい。使用方法は従来の鉄筋
継手用モルタル充填材と同じであり特に限定されない。
【００３５】
【実施例】
以下、実施例及び比較例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらに限定
されるものではない。なお、実施例及び比較例に使用した材料は以下の通りである。
【００３６】
〔使用材料〕
（１）セメント
実施例及び比較例に使用したセメントの化学成分及び比表面積を表１に示す。
【００３７】
【表１】

【００３８】
（２）シリカフューム
平均粒径０．１４μｍで、カーボン含有量０．５０％のシリカフュームを実施例及び比較
例に使用した。
【００３９】
（３）セメント分散剤
（Ａ）ポリカルボン酸系高分子化合物を主成分とする粉末状セメント分散剤（略号：Ａ）
メタクリル酸ナトリウム５４モル％、メタリルスルホン酸ナトリウム７モル％、メチルア
クリレート８モル％、メトキシポリ（ｎ＝４０）エチレングリコールメタクリルレート１
６モル％並びにメトキシポリ（ｎ＝２３）エチレングリコールメタクリルレート１５モル
％を重合させてなる分子量１１９００の高分子化合物を主成分とする固形分濃度４５％の
水溶液各８００ｇに、ｐＨ調整のために１０重量％濃度の水酸化ナトリウム水溶液７５．
２ｇを加えて常温で約３分間撹拌し、次いで、亜硫酸ソーダ及びトリエタノールアミンを
、高分子化合物の固形分１００重量部に対して各０．５重量部添加し３分間撹拌した。こ
れを処理容積が１Ｌのニーダー型混練撹拌機に入れて温度９０℃、３０ｔｏｒｒの減圧下
で混練しながら濃縮・乾燥を行った。得られた粉粒体を粉砕機で粉砕し、分級して粒径５
０～５００μｍの粉末（Ａ）を製造した。なお、該粉末の含水率は２．１重量％であった
。
【００４０】
（Ｂ）従来の粉末状セメント分散剤（略号：Ｂ）
比較例には、ナフタレンスルホン酸ホルマリン高縮合物（花王（株）製マイティー１００
）を使用した。
【００４１】
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（４）石灰系混和材
実施例及び比較例に使用した石灰系混和材の主要な化学成分及び比表面積を表２に示す。
【００４２】
【表２】

【００４３】
（５）有機系収縮低減剤
有機系収縮低減剤として、商品名：テトラガードＰＷ（有効成分６０％の粉末状有機系収
縮低減剤、主成分：オキシアルキレンアルキルエーテル）（太平洋マテリアル株式会社製
）（略号：ＴＧ）を使用した。
【００４４】
（６）発泡剤
　発泡剤として、商品名：PERMANENT LIFE AGGREGATE（炭素系化合物を加熱処理して得ら
れる粒状材料を主成分とする炭素系発泡剤）（INTERNATIONAL CONSTRUCTION PRODUCTS RE
SEARCH INC. 製）（略号：ＰＬ）を使用した。
【００４５】
（７）細骨材
比較例に使用した細骨材の平均粒径、比重及び吸水率を表３に示す。また、これらの細骨
材を混合して得られた混合砂の細骨材を、実施例及び比較例に使用した。これらの平均粒
径、比重及び吸水率を表４に示す。
【００４６】
【表３】

【００４７】
【表４】
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〔セメント組成物の作製方法〕
上記の各材料を表５に表す配合量となるように、あらかじめプレミックスし、水を基材１
００重量部に対して所定量加えハンドミキサー（回転数１１００ｒ．ｐ．ｍ．）を用いて
３分間混練してセメント組成物を作製した。
【００４９】
【表５】
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【００５０】
〔試験方法〕
▲１▼流動性：「ＪＩＳ　Ｒ　５２０１（セメントの物理試験方法）」に規定のフローコ
ーンを用い、テーブルの落下運動を伴なわない静置フローを混練直後から６０分経過後ま
で測定した。測定結果を表６に示す。
▲２▼圧縮強度：「ＪＩＳ　Ｒ　５２０１（セメントの物理試験方法）」に準じて、材齢
２８日の圧縮強度を測定した。測定結果を表６に示す。
▲３▼膨張率：土木学会基準「ＰＣグラウト試験方法（容器方法）（ＪＳＣＥ－Ｆ５３３
）」に準じて、材齢７日までの膨張率を測定した。測定結果を表６に示す。
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【００５１】
【表６】

【００５２】
表６に示すように、実施例１～１３は、２００ｍｍ以上のフロー値を混練後６０分以上保
持し、安定して高い流動性を得ることができた。また、材齢２８日の圧縮強度が１２０Ｍ
Ｐａ以上であり、高い強度を得ることができた。さらに、材齢７日までの膨張率が０～０
．５％であり、良好な無収縮性を得ることができた。
【００５３】
一方、比重３．３以下の細骨材を用いた比較例１４、１５、１９及び２１は、混練後６０
分のフロー値が１８０ｍｍ以下で、安定して高い流動性を得ることができず、かつ、圧縮
強度も１２０未満であり、高い強度を得ることができなかった。また、比重が３．４以上
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であるが、吸水率が０．５未満である細骨材を用いた比較例１６～１８及び２０は、混練
後６０分のフロー値が２１０ｍｍ以上で、安定して高い流動性を得ることができたが、圧
縮強度が１２０未満であり、高い強度を得ることはできなかった。
【００５４】
また、発泡剤等を使用しなかった比較例２２は、膨張率が－０．５％以下となり、無収縮
性を得られなかった。また、石灰系混和材も有機系収縮低減剤も使用しなかった比較例２
３は、膨張率が０％以下で無収縮性が得られなかったとともに、圧縮強度も１２０未満で
、高い強度も得られなかった。さらに、ポリカルボン酸系高分子化合物を主成分とするセ
メント分散剤を使用しなかった比較例２４、シリカフュームを使用しなかった比較例２５
、及び高ビーライト系セメントを使用しなかった比較例２６は、混練後６０分のフロー値
が１４０ｍｍ未満であり、安定して高い流動性を得ることはできなかった。
【００５５】
【発明の効果】
上記説明したように、本発明によれば、良好な流動性と、高い圧縮強度と、良好な無収縮
性とを有し、かつ、水以外の材料をプレミックスの形態で供給することもできるセメント
組成物を提供することができる。
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