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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　５０－９８重量％の硫酸カルシウム半水和物、
　０．００２－１重量％の多糖、および
　０．０２－２．５重量％のリグノスルファネート
を含み、ポリカルボン酸塩を含まないことを特徴とする水和してフローリング材を形成す
るスラリーを製造するための水とともに用いられる混合物。
【請求項２】
　前記多糖がキサンタンガム、ジウタンガム、および５×１０６以上の平均分子量を有す
る非イオン性ホモ多糖からなる群の一員を含む請求項１の混合物。
【請求項３】
　前記多糖が、０．０１－０．５％の重量範囲で存在するヘテロ多糖を含む請求項１の混
合物。
【請求項４】
　前記多糖が、０．０２－０．２５％の重量範囲で存在する請求項１の混合物。
【請求項５】
　さらに砂を含んでいる請求項１の混合物。
【請求項６】
　さらに砂を含んでおり、前記砂の含有率が、乾燥混合物のサンプル３６．３ｋｇあたり
の砂の体積比率で０．８：１～２．３：１である請求項１の混合物。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の態様は高い強度のフローリング組成物に関する。いくつかの態様は、石膏およ
び１つ以上の水減少剤を用いて製造されたフローリング組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　石膏およびセメントの両者は、建築用材料として周知である。石膏は、良く知られたウ
ォールボードの主な成分であり、その表面を紙で仕上げられると、強度と滑らかな面とを
もたらす。セメントは、種々の用途で使用され、その水抵抗性および硬さは、例えばコン
クリート構造の場合のように、重要である。セメントは、またその堅さおよび水抵抗性が
重要である建築用パネルにおいて使用される。
　石膏は、また硫酸カルシウム２水和物、白土（ｔｅｒｒａ　ａｌｂａ）、または粉末石
膏（ｌａｎｄｐｌａｓｔｅｒ）として知られている。焼き石膏（ｐｌａｓｔｅｒ　ｏｆ　
Ｐａｒｉｓ）も焼成した石膏、スタッコ（ｓｔｕｃｃｏ）、硫酸カルシウム半水和物（ｓ
ｅｍｉｈｙｄｒａｔｅ、ｈａｌｆｈｙｄｒａｔｅ、ｈｅｍｉｈｙｄｒａｔｅ）として知ら
れている。電力プラントからの煙道ガス脱硫化プロセスの副生物である合成石膏も使用で
きる。採掘されたとき、粗石膏は２水和物の形で見いだされる。この形では、硫酸カルシ
ウムの各分子に結合したほぼ２つの分子の水が存在し、半水和物の形を生成するために、
石膏は焼成されて、以下の式により水和の水のいくらかを追い出す。
　　ＣａＳＯ４・２Ｈ２Ｏ→ＣａＳＯ４・１／２Ｈ２Ｏ＋３／２Ｈ２Ｏ
【０００３】
　水と混合したとき、半水和物は再水和されて２水和物の結晶を連結する相互連結マトリ
ックスを形成する。石膏の水和は、セメントでは数日を要することに比べて、数分または
数時間で生ずる。これは、もし十分な硬さおよび強度が石膏で達成できるならば、フロー
リングの用途に、石膏がセメントの代替物になる。
　石膏フローリング組成物は、典型的な例では、砂添加物を含む。組成物へ添加される砂
の量は、種々のファクターに依存する。一般に、高いレベルの砂が経済的な理由から望ま
しい。それは、砂の添加を多くすれば、石膏の単位量あたりのスラリーの適用範囲を拡げ
ることができるからである。しかし一方、砂の多い組成物は、一般に、仕上がった製品の
強度を低下させる。
【０００４】
　いわゆる「水減少剤」は、石膏および他の材料の単位量あたりの必要な水の量を減少さ
せるのに有用なスラリー添加物である。水減少剤の例は、可塑剤、分散剤および粘度変性
剤を含む。これらの剤は、石膏スラリーの流動性および他の性質を改善する。他の機能の
なかで、それらは、溶液中の分子を分散させ、それによりそれらは互いにさらに容易に移
動し、そのためスラリー全体の流動性を改善する。いわゆる超可塑剤は、一般に、スルホ
ン化ナフタレンホルムアルデヒドまたはスルホン化メラミンホルムアルデヒド、並びに新
しい世代のポリカルボン酸エーテル（ＰＣＥ）を含む。可塑剤は、一般に、静電性反撥に
よって凝集を防ぐように機能する。一方、新しい技術のＰＣＥは、立体安定化により流れ
を増大させるように機能する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明において、フローリングの用途に使用するのに好適なスラリーを製造する混合物
の１つの例は、約５０－約９８重量％の硫酸カルシウム半水和物、約０．００２－約１重
量％の多糖および約０．０２－約２．５重量％のリグニンから製造される。１つの例では
リグノスルファネートであるリグニンと多糖との組み合わせが、強度の増加、良好な流れ
、ブリード（ｂｌｅｅｄ）の低下、砂の濃度の増加および得られるスラリーの他の物理的
性質に関する驚くべきかつ有利な結果をもたらすことが分かった。重要なことは、この態
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様の例が、これらの利点をいわゆる超可塑剤を使用することなく、達成できることである
。従って、コストの節約が達成できる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明において、水和して高い強度のフローリング材を形成するスラリーを製造するた
めに、水とともに使用される混合物の態様の例は、約５０－約９８重量％の硫酸カルシウ
ム半水和物、約０．００２－約１重量％の多糖および約０．０２－約２．５重量％のリグ
ノスルファネートを含む。
【０００７】
　本発明の態様の例を詳細に記述する前に、本発明のいくつかの態様が、水和して高い強
度のフローリング材を形成するスラリーを製造するために水とともに使用される混合物に
関することが理解されるだろう。他の態様は、下張り床の製法に関し、さらに他の態様は
下張り床そのものに関する。本発明の特別の態様を記述するのに、他の関連する態様を記
述することをさらに理解するだろう。例えば、本発明の混合物を記述するのに、当業者は
、その混合物を製造する方法へ適用できることを理解するだろう。
【０００８】
　以下に詳述される態様の例では、組成物のすべての成分が乾燥混合物中の乾いた成分で
記述されることを理解するだろう。これが唯一の可能な態様であること、そして液体の成
分が、乾いた固体基準で測定されるとき、乾いた成分に等しいことが含まれる。それ以外
であると断らない限り、すべての成分は、存在するかもしれないすべての凝集物またはフ
ィラーを除いた、乾いた固体の基準の重量で測定される。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　乾燥混合物の主な成分は、硫酸カルシウム半水和物である。乾燥混合物の組成は、約５
０－約９８重量％の半水和物を含む。他の可能な硫酸カルシウム半水和物の範囲は、乾燥
混合物の約８０－約９８％、約８０－約９５％、または８８－約９５％を含む。
　任意のタイプの半水和物がこの混合物中で有用である。それは、任意の周知のプロセス
、例えばスラリープロセス、ランプ・ロック（ｌｕｍｐ　ｒｏｃｋ）プロセスまたは大気
圧下の焼成プロセスによって製造できる。アルファ焼成硫酸カルシウム半水和物またはベ
ータ硫酸カルシウム半水和物の何れかは、混合物中で有用である。硫酸カルシウム半水和
物結晶のアルファ型は、ベータ型よりもその形状が針状ではない。針状が少ない形状によ
り、水と混合されたとき、結晶は遙かに良く水に浸されそして流れる。アルファ型におい
て水の要求が低いことは、ベータ型の硫酸カルシウム半水和物を利用する硫酸カルシウム
半水和物の得られた相互連結したマトリックスに比べて、より密に充填されかつ密度のよ
り高い複合物を生ずる。当業者において周知であるように、アルファ硫酸カルシウム半水
和物および／またはベータ硫酸カルシウム半水和物の組み合わせは、仕上がった注型モデ
ルの密度をコントロールする、作業可能なスラリーを形成するのに必要な水の量をコント
ロールする。
【００１０】
　任意のアルファまたはベータ－焼成半水和物は、本発明で使用するのに好適である。好
ましいアルファ半水和物は、スラリープロセスから製造されたもの、例えばＵｎｉｔｅｄ
　Ｓｔａｔｅｓ　Ｇｙｐｓｕｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ（シカゴ、ＩＬ）からのＨＹＤＲＯＣＡ
Ｌ　Ｃ－ＢＡＳＥ，Ｊ－ＢＡＳＥまたはＥ－ＢＡＳＥ、ランプ・ロックプロセスにより製
造されたもの例えばＨＹＤＲＯＣＡＬ　Ａ－ＢＡＳＥまたはＢ－ＢＡＳＥ、或いはアルフ
ァ焼成半水和物を製造する任意の他の方法により製造されたものを含む。Ｎｏ．１　Ｍｏ
ｕｌｄｉｎｇプラスターは、Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｇｙｐｓｕｍ　Ｃｏｍｐａｎ
ｙ（シカゴ、ＩＬ）からの好ましいベータ半水和物である。連続して焼成された合成石膏
は、ベータ焼成半水和物と同じである。他の方法から製造されたベータ半水和物も有用で
ある。可溶性の硫酸カルシウム半水和物の添加は、半水和物の５０％以内の好適な代替物
であり、そしてマトリックスへ強度を上げるように働く。硫酸カルシウム２水和物は、フ
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ィラーとして働き、そして小割合の量でのみ、すなわち半水和物の２５重量％より少ない
量で、使用されねばならない。
【００１１】
　ベータ焼成石膏、アルファ焼成石膏またはアルファ焼成石膏およびベータ焼成石膏の組
み合わせの内のどれが、特定の用途に選択されるかは、多数のファクターに依存する。例
えば、ベータ焼成石膏は、コストが主な懸念である場合、大きな程度で使用できる。ベー
タ焼成石膏も、アルファ型よりも作業性が良くそしてブリードが少ない。しかし、さらに
より高い強度が望ましいいくつかの態様では、アルファ半水和物またはアルファ型とベー
タ型との混合物が好ましい。アルファ焼成半水和物およびベータ焼成半水和物の混合物が
使用されるとき、この混合物は少なくとも２５％のベータ半水和物を含まねばならない。
態様のいくつかの例では、ベータ焼成の型の量は、全半水和物の５０％より多いか、また
は９０％より多い。
【００１２】
　本発明のこの態様のいくつかの例で生じた驚くべきかつ予想されなかった結果は、仕上
がった床の高い強度を含み、その強度は、石膏のランプ・ロックプロセスによるアルファ
半水和物の形のみを使用した混合物で得られた。コストのより高いスラリープロセスのア
ルファ半水和物を利用した混合物について典型的に予想されるものと思われるレベルの強
度が達成された。この予想されない結果を生む正確な化学的現象は、確実には分かってい
ないが、多糖とリグノスルファネートとの間の相乗的相互作用によるものと考えられる。
【００１３】
　リグノスルファネートと組み合わされた多糖は、予想されなかったことであるが、砂の
添加を改善して、水の要求量を低下させ、スラリーへの良好なリフトをもたらし、ブリー
ドおよび沈殿を減らし、ポンプによる輸送性および流れ特性を改善しそして仕上がった製
品の強度を改善することが見いだされた。これらの利点は、使用される特定のカルシウム
半水和物に関係なく達成される。
　達成された結果は、単独の成分の何れかの等量（またはより多い量）の使用により再現
されない。また、これらの予想されない結果に関係する特定の化学的メカニズムは、完全
に明らかではないが、それは２つの成分の相乗的組み合わせに関係があると思われる。
【００１４】
　均質な分布が十分に確保されるように結晶マトリックスが形成されるまで、多糖は、懸
濁物中にスラリーの成分を保持するように機能する。砂または他の凝集物が沈殿するのを
防ぐ。スラリーは、粘度が低くそしてポンプで輸送するのが容易であり、それによりエネ
ルギーのコストを低下させる。組成物の作業可能性および表面の潤滑性も増加する。
【００１５】
　多糖は、約０．００２－約１．０％の重量範囲で使用される。他の可能な多糖の重量範
囲は、約０．０１－約０．５％、そして約０．０２－約０．２５％を含む。多くの種々の
多糖が、異なる例の混合物において有用である。本発明で特に有用な多糖のいくつかの例
は、バイオポリマーガムおよびグルカン製品（例えばスクレログルカン、シゾフィランな
ど）を含む。スクレログルカンは、Ｓｃｌｅｒｏｔｉｕｍ属の繊維状かびにより生成され
る。シゾフィランは、Ｓｃｈｎｉｚｏｐｈｙｌｌｕｍ属のかびにより生成される細胞外多
糖である。
【００１６】
　スクレログルカンおよびシゾフィランは、１－３結合Ｄ－グリコシル単位のその直鎖が
、直鎖の約３０－約３５％が１－６結合により付着した単一のＤ－グリコシル単位を含む
多糖である。平均分子量は５×１０６以上である。それらは、非イオン性ホモ多糖である
。その鎖は、三重らせん構造で自己結合している。それらは、水に溶解して、疑可塑性溶
液を形成する。これらの材の追加の性質およびこれらの製法は、本明細書で参考として引
用されるＵＳ４９５４４４０に教示されている。スクレオグルカンの市販されている例の
１つは、商品名ＢＩＯＶＩＳでＳＫＷ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ（Ｋｅｎｎｅｓａｗ、ＧＡ）か
ら販売されている。他の多糖ガム例えばキサンタンガム、ウエランガムおよび他のガムは
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、本発明で使用できる。
【００１７】
　多糖の他の例は、ヘテロ多糖である。これらは、２つ以上の異なる種類の単糖を含む高
分子量のほぼ線状の炭水化物ポリマーである。２つ以上の種類の単糖は、本明細書で参考
として引用されるＵＳ５１７５２７８および６１１０２７１に述べられているＳ－６５７
のような、重合された繰り返し単位を形成する。この多糖は、本発明で特に有用なキサン
タンガムの例である。Ｓ－６５７は、２００万ダルトンより多いと評価される分子量を有
する、延長した絡み合う３重左手二重らせんを形成し、そしてＫｅｌｃｏ　Ｂｉｏｐｏｌ
ｙｍｅｒｓ（Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，ＣＡ）から商品名Ｄｉｕｔａｎ（またはＤｉｕｔａｎ
　Ｇｕｍ）で販売されている。
【００１８】
　本発明の態様のこの例は、約０．０２－約２．５％のリグニンまたは同様な可塑剤をさ
らに含む。他の範囲は、約０．０２５－約１．２５％、そして約０．０２５－約０．６２
５％を含む。特に有用であると考えられる１つのリグニンは、リグノスルホネートである
。リグノスルホネートまたはスルホン化リグニン（ＣＡＳ　Ｎｕｍｂｅｒ　８０６２－１
５－５）は、水溶性のアニオン性高分子電解質であり、そして亜硫酸パルプ法を用いる木
材パルプの製造からの副生物である。それらは、混合物中の他の成分の凝集を防ぐのに有
用であり、それにより混合物の流動性を増大させる。本発明の態様の例では、それらは多
糖と相乗的にしかも予想外に相互作用して、上記の予想されない利点および利益をもたら
すことがさらに分かった。本発明の態様で有用であることが分かったリグニンの例の１つ
は、Ｒｅｅｄ　Ｌｉｇｎｉｎ，Ｇｒｅｅｎｗｉｃｈ、Ｃｏｎｎｅｔｉｃｕｔから市販され
ているＭａｒａｓｐｅｒｓｅ　Ｃ－２１製品である。
【００１９】
　本発明の処方物の例は、他の成分を含み、それらの例は消泡剤、硬化遅延剤、促進剤な
どである。種々の添加物は、特定の用途、プロセスの条件および他の考慮すべき条件に応
じて有用である。
　多くの添加成分は、乾燥混合物を最適にするのに好適である。消泡剤は、乾燥混合物と
水との混合中形成される気泡を減らすのに使用される。使用されるとき、乾燥混合物は、
０．５％以内の消泡剤を含む。ＦＯＡＭＡＳＴＥＲ　ＣＮ（Ａｓｔｒｏ　Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌｓ、Ｋａｎｋａｋｅｅ、ＩＬ）が消泡剤の１例である。硼酸は、随意に乾燥混合物に添
加されて、焼成およびかびの成長を減少させる。典型的な例では、それは１．２５％以内
の量で添加される。硼酸の添加の他の好適な範囲は、１％以内および０．５％以内である
。
【００２０】
　遅延剤は、スラリーの作業時間を延長するのに添加される。目標とする作業時間は変化
し、その例の１つは、使用される組成物、スラリーが適用される場所および方法に応じて
、約１０分から約２時間である。硫酸カルシウム半水和物とともに使用されて有用である
ことが知られている任意の遅延剤は、目標とする範囲と一致する作業時間を生ずる量で好
適である。蛋白系遅延剤例えばＳＵＭＡ、酒石英（重酒石酸カリウム）、クエン酸ナトリ
ウムおよびジエチレントリアミンペンタ酢酸がそれらの例である。
【００２１】
　硬化促進剤は、スラリーの硬化を速めるのに使用される。半水和物の硬化を速めること
が知られている任意の促進剤が使用でき、硫酸塩、酸および硫酸カルシウム２水和物を含
むが、これらに限定されない。有用な量は、選択される促進剤の効力により変化するが、
一般に１重量％より少ない。
【００２２】
　細かく砕かれた硫酸カルシウム２水和物は、促進剤の１つの例である。新しく製造され
たとき、それは高い効力を有し、そしてスラリー中に直ぐに使用するのに適している。し
かし使用前に貯蔵されると、それはその有効性を失う。本明細書で参考として引用される
ＵＳ２０７８１９８は、糖のような材料と混合された硫酸カルシウム２水和物を含む改善
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された促進剤を開示している。この混合物は、硫酸カルシウム２水和物をエージングによ
る劣化を起こすことが少なく、数日間（数週間）以内スラリーで用いられる。ともに砕か
れた糖および硫酸カルシウム２水和物を加熱してカラメル化した糖が硫酸カルシウム２水
和物の上にコーティングを形成することは、本明細書で参考として引用されるＵＳ３５７
３９４７に開示されている。溶融した糖のコーティングは、硫酸カルシウム２水和物をさ
らに安定化し、加熱されていない糖／２水和物の混合物よりも、大きな程度でエージング
の作用を減らす。このやり方で製造された砕いた硫酸カルシウム２水和物は、実施例にお
いて「ＣＳＡ」（Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｇｙｐｓｕｍ　Ｃｏ．Ｃｈｉｃａｇｏ，
ＩＬ）として示される。どんな形でも、砕かれた２水和物は、しばしば、０．５重量％よ
り低い濃度で使用される。
【００２３】
　本発明の組成物は、随意に、特定の用途に応じて多数のさらなる添加物を有する。これ
らの添加物は、当業者に周知の量で、増粘剤、着色剤、保存料および他の添加物を含むこ
とができる。特定の目的のための添加物、および適切な濃度は、当業者にとり周知である
。着色剤例えば顔料、染料またはスティンも、特にフローリングの用途に、添加物として
有用である。任意の周知の着色剤は、本発明で使用できる。二酸化チタンは、組成物を白
くするのに特に有用である。着色剤は、このタイプの組成物について従来用いられる量で
、そして従来使用される方法で添加される。他の添加物は、当業者にとり明らかであろう
。
【００２４】
　本発明の他の態様は、砂および水と本発明の混合物とを組み合わせることにより製造さ
れるスラリーを含む。このようなスラリーは、高い強度のフローリングなどを形成するの
に使用できる。混合は、典型的な例では、作業現場でなされる。乾燥混合物へ添加される
水の量は、用途に応じて変化する。水の含量を減らすことは、乾燥により除かれるべき水
が少ないために、時間とコストとの節約になる。しかし、好適な流れ、混合および乾いた
成分の反応を確実に行うのに十分な水は、提供されねばならない。
【００２５】
　スラリーを製造するのに使用される水は、スラリーおよび硬化したプラスターの両者の
性質を最も良くコントロールするために、実際上できる限り純粋でなければならない。塩
および有機化合物は、周知のようにスラリーの硬化時間を改変し、促進剤から硬化阻害剤
へと広く変化する。いくつかの不純物は、２水和物結晶の相互連結マトリックスが形成さ
れるとき、構造中に不規則性を生じさせ、硬化製品の強度を低下させる。製品の強度およ
びコンシステンシーは、従って、現実的に不純物のない水の使用により増加する。
【００２６】
　最終のスラリーの性質例えば流れ、ブリード、硬化などは、用いる分野における使用可
能性にとり重要である。スラリーが良好な流れ特性を有しなければ、例えば高い労働コス
ト、平らでない仕上がったフローリングおよび／または他の望ましくない結果が生ずる。
過剰なブリードは、同様に、平らでない仕上がった床、仕上がった製品の低い強度などを
生じさせる。本発明の態様は、優れた最終のスラリーの性質をもたらすことが分かってい
る。
【００２７】
　本発明の態様のいくつかの例の特別な利点の１つは、多糖とリグニンとの相乗的な相互
作用が、従来技術で可能であったものより顕著に高い砂の懸濁物を支持できるという発見
である。良好な砂の懸濁物は、乾燥混合物のサンプル８０Ｌｂあたりの砂の立方フィート
の単位（この単位は、８０Ｌｂの乾燥混合物を含む典型的な市販の包装に基づく工業上の
標準であり、そして立方フィートで砂の含量を特定するのは、末端ユーザーにとって好都
合である）で示して０．８：１－２．３：１の砂の比で本発明の態様を用いて達成できた
。本発明で使用して、砂の比が、２．５：１またはそれ以上に拡げられそしてさらに３：
１またはそれ以上に拡げられると考えられる。
【００２８】
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　本発明の種々の態様は、約１．９：１－３．５：１、約１．９：１－２．３：１、約１
．９：１－３：１、少なくとも約２．３：１、少なくとも約２．５：１、少なくとも約３
．１：１および少なくとも約３．５：１の砂の比を用いる処方物を含む。これらの比のい
くつか、そして特に砂の含量の多いものは、従来未知であり、得られる製品の好ましい物
理的性質と組み合わさって、驚くべきかつ有利な結果をもたらす。この結果に関する特別
な理由は、確実には知られていないが、多糖およびリグノスルファネートを含む処方物の
成分間の相乗的な相互作用に、少なくとも一部よるものと考えられる。
【００２９】
　仕上がったフローリング構造の強度が、アルファ半水和物の使用が増えるにつれて増大
すること、そして表面の硬度が予想以上に堅いことも注意する必要がある。これらの仕上
がった製品の性質は予想されなかった。これらの性質は、例えばＰＣＥのようなコストの
より高い可塑剤の使用を必要とすると従来考えられてきた。これらの仕上がった製品の品
質の達成は、コストのより高いＰＣＥを必要とすることがなく、多糖（そして恐らく特に
ジウタンガム）とリグノスルファネートとの間の相乗作用から少なくとも一部生ずると思
われるが、従来技術よりも価値のあるそして重要な利点を示す。
（実施例）
　本発明の態様の例をさらに説明するために、実施例の処方物の範囲が示される。
【００３０】
【表１】

【００３１】
　上記の表１において、ＨＹＤＲＯＣＡＬ（商標）Ｂ－ＢＡＳＥは、コントロールされた
圧力および温度の下のランプ・ロックプロセスにより得られたアルファ水和物である。Ｈ
ＹＤＲＯＣＡＬ（商標）Ｃ－ＢＡＳＥは、結晶変性剤がプロセスに添加された、コントロ
ールされた圧力および温度の下のスラリープロセスにより得られたアルファ半水和物であ
る。ＨＹＤＲＯＣＡＬ製品の両者は、Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｇｙｐｓｕｍ　Ｃｏ
ｒｐ．Ｃｈｉｃａｇｏ，Ｉｌｌｉｎｏｉｓから入手できる。モールディングは、大気圧の
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条件下で石膏から製造されたアリダイ（ａｒｉｄｙｅ）ケトルプラスターまたはベータ半
水和物ベースである。石膏のアルファ半水和物およびベータ半水和物の他のタイプも本発
明にとり有用であると考えられる。
【００３２】
　Ｆｏａｍａｓｔｅｒ　ＣＮは、ＬａＦａｙｅｔｔｅ、ＩｎｄｉａｎａのＧｅｏ　Ｓｐｅ
ｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌからの消泡剤のブランドである。それは、石油ベースの
消泡剤である。他のタイプの消泡剤が使用でき、それらは、シリケートベースの消泡剤例
えば、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇｒｏｕｐ
，Ｂａｓｅｌ、スイスからの商品名ＡＧＩＴＡＮ消泡剤、Ｈｉ－Ｍａｒ　Ｓｐｅｃｉａｌ
ｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ、ＷｉｓｃｏｎｓｉｎからのＨｉ－ＭＡ
Ｒ消泡剤、Ｒｈｏｎｅ－Ｐｏｕｌｅｎｃ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，フランスから入手できる
商品名Ｃｏｌｌｏｉｄ消泡剤、および液状（現場で添加される）または粉末状（乾燥混合
物で提供される）のＳｐａタイプ消泡剤を含むが、これらに限定されない。Ｍａｒａｓｐ
ｅｒｓｅ　Ｃ－２１は、Ｒｅｅｄ　Ｌｉｇｎｉｎ、Ｇｒｅｅｎｗｉｃｈ，Ｃｏｎｎｅｔｉ
ｃｕｔにより製造されるリグノスルホネートタイプ可塑剤の１つのタイプである。Ｓｕｍ
ａ遅延剤は、石膏に基づく製品の処方に通常用いられる蛋白に基づく遅延剤またはアミノ
酸に基づく遅延剤である。この遅延剤は、単独で用いられるか、または他のタイプの周知
の遅延剤例えばロッシェル塩、酒石酸アンモニウム、クエン酸ナトリウム、クエン酸およ
びソーデート（ｓｏｄａｔｅ）遅延剤を含む（しかしこれらに限定されない）とともに使
用される。
【００３３】
　ＣＳＡは、Ｕ．Ｓ．Ｇｙｐｓｕｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｃｈｉｃａｇｏ，Ｉｌｌｉｎｏｉ
ｓにより製造される天候に対し安定な促進剤である。それは石膏に基づく促進剤である。
ＨＲＡすなわち熱抵抗性促進剤および白土は、他の許容できる石膏に基づく促進剤の２つ
の例である。硫酸カリウム、硫酸アルミニウム、硫酸亜鉛も本発明の目的のための有用な
促進剤であり、硬化時間をコントロールし、表面の硬度を改善し、表面の水和と競合する
のを助け、そして硬化した床の膨張を低下させる可能性を有する。
【００３４】
　クラス「Ｃ」セメントは、油井タイプとして分類されそして低いＣ３Ａ含量を有し、そ
してまたタイプ５のセメントに関する分類を満たす。このタイプのセメントは、過剰の水
分および石膏に基づく材料が存在するとき、壊れる可能性のあるエトリンジャイトを生成
する危険を減らすのに有用である。タイプＩ、ＩＩおよびＩＩＩを含む他のタイプのセメ
ントは、またフライアッシュおよび他のタイプのフライアッシュセメントにおけるように
、使用できる。
【００３５】
　ジウタンガムは、上記の例で使用され、そして種々の本発明の態様において特別な有用
性を提供するものと考えられるが、他の多糖も使用できる。これらは、以下のタイプのガ
ム、例えばウエラン、キサンタンガムを含むが、これらに限定されず、そして他の上記の
ものも使用できる。安定剤の組み合わせの使用も有用であるとされる。Ｗｏｌｆｆ　Ｃｅ
ｌｌｕｌｏｓｉｃｓ、Ｗｉｌｌｏｗｂｒｏｃｋ、Ｉｌｌｉｎｏｉｓまたはメソセルロース
エーテルも使用できる。
【００３６】
　表１に示された態様の例により達成された利点および予想外の結果のいくつかをより良
く説明するために、砂および水はこれらの混合物へ添加されて本発明のスラリーを形成し
た。これらのスラリーは、次に硬化かつ乾燥されて本発明の固形体例えば下張り床または
床構造物を形成する。テストに使用される砂は、Ｍｏｈａｗｋ細砂であった。
【００３７】
　床または下張り床が置かれる箇所で、水は、乾いた固体基準での成分の望ましい比で測
定され、そして混合用容器中へ入れられる。もし任意の湿ったまたは液状の成分が使用さ
れるならば、それらは水中へ混合される。乾いた成分は次に水中に混合されて、均一なス
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ラリーを形成する。スラリーを次に適用し、ポンプで送り、基体上に下ろされるかまたは
注がれそして硬化されて床または下張り床を形成する。
　使用される混合またはポンプ器具に応じて、本発明の範囲内で組成を変えるのが、しば
しば有利である。種々のポンプ器具が、適切に流すために必要とされるスラリーの性質の
中の、せん断力を生ずる。いくつかの機械が特定の粒子サイズ分布の凝集物を利用する。
また、他の機械の製造者によれば、組成を僅かに変化させることを勧めている。装置に合
わせるための組成の改変は、このような装置を用いてスラリーを製造する当業者の技能の
範囲内にあると思われる。
【００３８】
　床製品は仕上げを要しないが、表面の仕上げは、当業者に周知であるような環境の下望
ましい。仕上げの技術の選択は、仕上げが、表面の摩耗を含む表面の性質を或る程度コン
トロールすることを可能にする。床は、随意に、セメント仕上げ業者に周知である任意の
技術により仕上げられ、こて均（なら）し、ピンローリング（ｐｉｎｒｏｌｌｉｎｇ）ま
たはスクリードを含むが、これらに限定されない。
　表２は、本発明のスラリーおよび床構造物の実施例に関する結果を要約している。
【００３９】
【表２】

【００４０】
　テストおよび物理的性質の測定法の簡単な説明が、表２のデータをさらに十分に説明す
るために示される（このような記述は、以下の他の表に示される同様なデータのために、
同じく有用であろう）。
　スランプテストは、凝集物例えば砂がスラリー中にいかにうまく懸濁するかを示すのに
有用である。テストは、スラリーが、ホースを経て運ばれ床に注入される条件をシミュレ
ートするのを目的にしている。ときどき、ポンプを止めて、異なるバッチへスイッチする
か、または床の異なる部分へ移動しなければならない。これらの時間中、スラリーは、ポ
ンプによる輸送が再開される前に、数分間ホース中に送られないままに置かれる。スラン
プテストは、これらの条件をシミュレートすることを目的としている。
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【００４１】
　凝集物を含むすべての乾いた成分を計量し、そしてともにドライブレンドした。予定量
の脱イオン水を量り、そして混合ボウル中に注いだ。ドライブレンドされた原料を水へ添
加し、そして硬化時間を計るために、そのときの時間を開始点として記録した。混合ボウ
ルをＨｏｂａｒｔミキサーに置き、そして約５秒間上下動させた。１分間の浸漬後、材料
を２分間低速で混合した。ボウルをミキサーから取り出し、そして内容物を泡立て器によ
り約１５秒間攪拌して、すべての材料を確実に均一に混合した。
【００４２】
　最初のスランプサンプルは、プラスチックシート上に置かれた湿った２インチ×４イン
チ（５ｃｍ×１０ｃｍ）のシリンダー中に注ぎ、シリンダーを僅かに覆った。過剰の材料
を上面からスクリードし、次にシリンダーを穏やかに持ち上げ、スラリーを底部から流れ
させ、パイ状物を作った。互いに９０°離れた２方向でパイ状物を測定し（±１／８イン
チ）、平均をパイ状物の直径とした。残ったサンプル材料を、５分間水差し中で乱される
ことなく硬化させた。すべての材料がなくなるまで、または材料が硬化しそして注ぐこと
ができなくなるまで、攪拌することなく、追加のスランプサンプルを５分間隔で注いだ。
混合物は、スランプサンプルの間には攪拌されなかった。
【００４３】
　ブリード水は、材料が硬化した後、サンプルの表面上の過剰量の水として測定された。
１３０ｍＬのサンプルを２４０ｍＬ容の硬化カップに注ぎ、そしてビカット硬化が達成さ
れるまで、硬化させた。サンプルおよびブリード水を含むカップの重量を計った（±０．
１０ｇ）。次に、ブリード水を流れさせそしてカップを振ってすべての過剰の水を除いた
。カップおよびサンプルを再び計量した。ブリード水は、以下の通り計算された。
　　（最初の重量－最終の重量）／最初の重量＊１００＝ブリード水％
【００４４】
　凝集した２インチの立方体を用いて、密度および圧縮強度をテストした。立方体のモー
ルドは、漏れを防ぐためにワセリンでモールドの底をシールし、そして公認の離型剤例え
ばＷＤ－４０によりモールドを潤滑化することにより作られた。サンプル材料は、ほぼ３
／４満たすまで立方体中に注がれ、もし必要ならば砂の懸濁を保つために攪拌した。小さ
いスパチュラを用いて、サンプル材料を３－５秒間隅から隅へ激しく攪拌して、立方体中
のすべての泡を消した。
【００４５】
　立方体を次に僅かに溢れるまで満たし、そして次のテストのために、残りのサンプル材
料を硬化カップ中に注いだ。ビカット硬化１０分後、過剰のサンプルを立方体のモールド
からスクリードし、そして立方体を約５０分後モールドから注意して取り出した。立方体
が作られた約２４時間後、一定の重量が達成されるまで、それらを８日間華氏１１０度（
４３℃）の強制送風オーブンに入れた。サンプルの密度は、多数の乾燥した立方体を計量
し、そして以下の式を適用することによって測定された。
　　密度（Ｌｂ／ｆｔ３）＝（立方体の重量＊０．４７５９８）／立方体の数
【００４６】
　凝集した立方体を用いて、圧縮強度テスト機を使用して圧縮強度についてテストした。
立方体は、２枚のプレートの間に置かれた。プレートが互いに押されるにつれ、力を立方
体に適用した。機械は、立方体を破砕するのに必要な力（ポンド）を記録した。全部の力
（ポンド）を、サンプルの表面積（この場合４平方インチ）により除すことにより、平方
インチあたりのポンド（ｐｓｉ）に転換した。
【００４７】
　ビカット硬化時間は、材料が水へ添加される時間から、小さい紙カップサンプルで３０
０ｇのビカット針が１／４インチから１／２インチへ材料に進入する時間により測定され
る。
　使用される水は、砂中に存在するかもしれない水分により変化する。湿った砂では必要
な水の量は少なく、乾いた砂ではその量は多くなる。上記のテストのための水の範囲は、
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混合物４０００ｇについて４０ｇの作業水の使用とされ、そして極めて湿った砂に基づく
。この場合、砂は、プラスターの前にミキサーへ添加され、その順序は、処方物の使用に
とり重要である。
　処方物の実施例の追加のセットが、特に有用であると分かった成分の濃度で製造された
。これらは、表３に要約される。
【００４８】
【表３】

　これらの処方物は、砂および水と混合され、そしてフローリング構造を形成するのに使
用された。スラリーおよび仕上がったフローリング構造をテストした。これは、以下の表
４に要約される。
【００４９】
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【表４】

【００５０】
　上記の物理的性質およびテストのデータは、驚くべきかつ予想外の結果を示す。とりわ
け、本発明のスラリーの砂の懸濁物、並びに高濃度のベータ半水和物（約１７：７のアル
ファ半水和物対ベータ半水和物の比をもつ「モールディング例」）を含んだ本発明の処方
物の例を用いて作られた本発明の固形体フローリング構造の強度および表面の性質は、驚
くべき結果を示す。他の驚くべき結果は、１００％ランプ・ロック法のアルファ半水和物
を含む本発明の処方物の例を用いて作られた固形体製品の高い強度を含む。この材料の強
度は、１００％スラリー法のアルファ半水和物から得られた固形体の強度と比べたとき、
驚くべきものがある。本発明の他の態様は、ランプ・ロック法の半水和物からなる石膏少
なくとも約９０重量％で同様な結果を達成するものと思われる。なお驚くべき結果は、得
られた高い砂の懸濁比を含む。
【００５１】
　これらの予想外の結果は、本発明の混合物中の多糖およびリグノスルホネートの間の相
乗的な相互作用から、少なくとも大きな部分で、生ずるものと思われる。これらの予想外
の結果は、また本発明の態様が、超可塑剤例えばＰＣＥにともなうコストなしに、有利な
物理的性質を達成するのに使用できることを確証している。
　本明細書で示された態様および例は、本発明の例示のためのものであり、決して本発明
を制限することを目指していない。組成物の随意の成分は、本発明の任意の態様と有用な
やり方で組み合わせることができる。本発明に関する追加の態様および使用は、当業者に
とり明らかであろう。
　上記の実施形態及びその変形例の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得る
が、以下には限られない。
　［付記１］
　約５０－約９８重量％の硫酸カルシウム半水和物、
　約０．００２－約１重量％の多糖、および
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　約０．０２－約２．５重量％のリグノスルファネート
を含むことを特徴とする水和して高い強度のフローリング材を形成するスラリーを製造す
るための水とともに用いられる混合物。
　［付記２］
　前記多糖がキサンタンガム、ジウタンガム、および５×１０６以上の平均分子量を有す
る非イオン性ホモ多糖からなる群の一員を含む付記１の混合物。
　［付記３］
　前記多糖が、約０．０１－約０．５％の重量範囲で存在するヘテロ多糖を含む付記１の
混合物。
　［付記４］
　前記多糖が、約０．０２－約０．２５％、さらには、約０．０２５－約１．２５％の重
量範囲で存在する付記１の混合物。
　［付記５］
　前記リグノスルファネートが、約０．０２５－約０．６２５％の重量範囲で存在する付
記１の混合物。
　［付記６］
　付記１の混合物、水および砂を含むスラリーであって、前記砂が乾燥混合物に対して約
１．５－２．８リットル／キログラム、さらには、約１．８リットル／キログラムの重量
比（［ｆｔ３（約０．０２８ｍ３）の砂：８０Ｌｂ（約３６．３ｋｇ）の乾燥混合物の単
位で表したときに］前記混合物に対して約１．９：１－３．５：１、さらには、少なくと
も約２．５：１の重量比）で存在するスラリー。
　［付記７］
　付記１の混合物、水および砂を含むスラリーであって、前記砂が乾燥混合物に対して少
なくとも約２．０リットル／キログラム、さらには、少なくとも約２．４リットル／キロ
グラムの重量比（［ｆｔ３（約０．０２８ｍ３）の砂：８０Ｌｂ（約３６．３ｋｇ）の乾
燥混合物の単位で表したときに］前記混合物に対して約２．５：１、さらには、少なくと
も約３．１：１の重量比）で存在するスラリー。
　［付記８］
　前記硫酸カルシウム半水和物がランプ・ロック法アルファ半水和物を少なくとも約９０
％含む付記１の混合物。
　［付記９］
　約５０－約９８重量％の硫酸カルシウム半水和物、
　約０．００２－約１重量％の多糖、および
　約０．０２－約２．５重量％のリグニン
を含む第１の混合物、並びに
前記第１の混合物と混合してスラリーを形成する水および砂を含み、その場合、前記砂は
乾燥混合物に対して少なくとも約２．０リットル／ｋｇ（［ｆｔ３（約０．０２８ｍ３）
の砂：８０Ｌｂ（約３６．３ｋｇ）の乾燥混合物の単位で］少なくとも約２．５：１）の
重量比で存在する
　ことを特徴とする水和して高い強度のフローリング材を形成するスラリー。
　［付記１０］
　前記リグニンがリグノスルファネートである付記９のスラリー。
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