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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
１．ブレーン比表面積２５００～５０００ｃｍ２／ｇのセメント粒子１００質量部と、
２．ＢＥＴ比表面積５～２５ｍ２／ｇの微粒子１０～４０質量部と、
３．ブレーン比表面積５０００～３００００ｃｍ２／ｇの無機粒子Ａ１０～５０質量部と
４．ブレーン比表面積２５００～５０００ｃｍ２／ｇの無機粒子Ｂ５～３５質量部と、
５．減水剤と、
６．水と、
７．長さ５ｍｍ未満の有機質繊維、および、長さ５～３０ｍｍの有機質繊維を含有する配
合物を混練し成形し硬化させることを特徴とする耐爆裂性高強度セメント質硬化体の製造
方法。
【請求項２】
配合物に、細骨材を含有する請求項１記載の耐爆裂性高強度セメント質硬化体の製造方法
。
【請求項３】
長さ５ｍｍ未満の有機質繊維と長さ５～３０ｍｍの有機質繊維の割合（体積比）が０．１
～２０：１である請求項１又は２記載の耐爆裂性高強度セメント質硬化体の製造方法。
【請求項４】
前記有機質繊維が、直径０．００５～０．４ｍｍである請求項１～３のいずれかに記載の
耐爆裂性高強度セメント質硬化体の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、打設時の施工作業を容易かつ迅速に行うことができ、さらに、火災時において
高強度セメント質硬化体に生じる爆裂を改良した高強度セメント質硬化体を製造できる耐
爆裂性高強度セメント質硬化体の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、セメント質硬化体（モルタル・コンクリート）を緻密化して圧縮強度を改良（高
強度化）した場合、耐摩耗性、中性化、クリープなど他の特性をも向上させる。
そのようなセメント質硬化体を用いて、
・建築物を現場打ちで施工した場合：セメント質硬化体層の厚さを薄くできるので、打設
量が減少し、材料の使用量の低減（コスト削減）、利用可能な空間の増大、作業量の軽減
など、
・プレキャスト部材を製造した場合：部材の厚さを薄くすることができるので、材料の使
用量の低減（コスト削減）、軽量化、運搬・施工作業の軽減など、
のメリットが生じる。
【０００３】
しかしながら、前記高強度セメント質硬化体では、該硬化体が緻密質であるために、その
周辺で火災が発生し高熱状態になり、該硬化体内部の水が水蒸気に変化し体積を膨張させ
ても、外部へ飛散できず蓄積されて膨張圧が高まり、ついには爆裂を起こし該硬化体自体
を部分的・全体的に破壊する、という現象が生じる。
このように、高強度セメント質硬化体は、高強度を具備する一方で、火災安全性に対する
信頼性が低い、という問題点を有していた。
【０００４】
セメント質硬化体に対する火災時の爆裂防止手段として、圧縮強度105N/mm2のコンクリー
ト製プレハブ部材について、火災暴露したときに、150～300℃の温度で軟化、収縮、溶融
、または分解して毛細管孔を形成できる材料として、直径が0.003～0.35mm、長さ5～35mm
の有機繊維（例；ポリプロピレン繊維）をコンクリート1m3について0.05～1容量％含有さ
せることにより、耐スポーリング性を改良する方法が知られている（例えば、特許文献１
）。
【０００５】
【特許文献１】
特許第２６２０９１０号公報（第３頁）
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来技術は、圧縮強度が比較的低い105N/mm2以下のセメント質硬化体を対象として、
その原材料に有機繊維を混入することにより、該硬化体の耐スポーリング性を改良するも
のである。
しかし、この方法では、105N/mm2を越える高強度を期待して設計された原材料に該有機繊
維を添加し製造された硬化体は、緻密過ぎて火災熱による毛細管孔の形成が不十分なため
に爆裂する、という問題を有していた。また、有機繊維を混入することにより、流動性や
打設時の施工作業性が低下する、という問題も有していた。
【０００７】
本発明は、上記従来技術の問題点、知見に鑑みなされたものであって、その目的は、圧縮
強度が105MPaを越える高強度セメント質硬化体について、打設時の施工作業を容易かつ迅
速に行うことができ、さらに、火災時において高強度セメント質硬化体に生じる爆裂を改
良（爆裂防止）した高強度セメント質硬化体を製造できる製造方法を提供することにある
。
【０００８】
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【課題を解決するための手段】
本発明者等は、上記課題を解決するために鋭意研究した結果、特定の材料と長さの異なる
有機質繊維を組み合わせることにより、流動性や打設時の施工作業性、硬化後の爆裂性を
改良（爆裂防止）することができることを見いだし、本発明を完成させたものである。
【０００９】
即ち、本発明は、１．ブレーン比表面積２５００～５０００ｃｍ２／ｇのセメント粒子１
００質量部と、２．ＢＥＴ比表面積５～２５ｍ２／ｇの微粒子１０～４０質量部と、３．
ブレーン比表面積５０００～３００００ｃｍ２／ｇの無機粒子Ａ１０～５０質量部と、４
．ブレーン比表面積２５００～５０００ｃｍ２／ｇの無機粒子Ｂ５～３５質量部と、５．
減水剤と、６．水と、７．長さが異なる有機質繊維とを含有する配合物を混練し成形し硬
化させることを特徴とする耐爆裂性高強度セメント質硬化体の製造方法である。また、本
発明においては、前記配合物に、細骨材を含有することができる。さらに、本発明では、
前記有機質繊維は、長さ５ｍｍ未満のもの、および、５～３０ｍｍのもので構成され、か
つ、それらの割合（体積比）が０．１～２０：１であることが好ましく、直径が０．００
５～０．４ｍｍであることが好ましい。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明について詳細に説明する。
本発明で使用するセメント粒子としては、普通ポルトランドセメント、早強ポルトランド
セメント、中庸熱ポルトランドセメント、低熱ポルトランドセメント等の各種ポルトラン
ドセメントが挙げられる。
本発明において、セメント質硬化体の早期強度発現性を向上しようとする場合は、早強ポ
ルトランドセメントを使用することが好ましく、配合物の流動性や打設時の施工作業を向
上させようとする場合は、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメントを使
用することが好ましい。
セメント粒子のブレーン比表面積は、2500～5000cm2/g、好ましくは3000～4700cm2/gであ
る。該値が2500cm2/g未満では、水和反応が不活発になって強度が低下する等の欠点があ
り、5000cm2/gを越えると、セメントの粉砕に時間がかかり、また、配合物の流動性や打
設時の施工作業性が低下する等の欠点がある。
【００１１】
本発明で使用する微粒子としては、シリカフューム、シリカダスト、フライアッシュ、ス
ラグ、火山灰、シリカゾル、沈降シリカ等が挙げられる。一般に、シリカフュームやシリ
カダストは、そのＢＥＴ比表面積が5～25m2/gであり、粉砕等をする必要がないので、本
発明の微粒子として好適である。
微粒子のＢＥＴ比表面積は5～25m2/g、好ましくは8～22m2/gである。該値が5m2/g未満で
は、強度が低下する等の欠点があり、25m2/gを越えると、配合物の流動性や打設時の施工
作業性が低下する等の欠点がある。
【００１２】
微粒子の配合量は、セメント100質量部に対して10～40質量部、好ましくは20～40質量部
である。配合量が10質量部未満では、強度が低下するとともに、配合物の流動性や打設時
の施工作業性が低下する。一方、配合量が40質量部を越えると、配合物の流動性や打設時
の施工作業性が低下する。
【００１３】
本発明で使用する無機粒子Ａ及び無機粒子Ｂは、セメント以外の無機粒子であり、具体的
には、スラグ、石灰石粉末、長石類、ムライト類、アルミナ粉末、石英粉末、フライアッ
シュ、火山灰、シリカゾル、炭化物粉末、窒化物粉末等が挙げられる。中でも、スラグ、
石灰石粉末、石英粉末は、コストの点や硬化後の品質安定性の点で好ましく用いられる。
なお、無機粒子Ａ及び無機粒子Ｂは、同じ種類の粉末を使用してもよいし、異なる種類の
粉末を使用してもよい。
【００１４】



(4) JP 4045175 B2 2008.2.13

10

20

30

40

50

無機粒子Ａは、ブレーン比表面積が５０００～３００００ｃｍ２／ｇのものである。無機
粒子Ａのブレーン比表面積が５０００ｃｍ２／ｇ未満では、配合物の流動性や打設時の施
工作業性が低下する等の欠点があり、３００００ｃｍ２／ｇを越えると、粉砕に手間がか
かるため材料が入手し難くなったり、配合物の流動性や打設時の施工作業性が低下する等
の欠点がある。本発明においては、無機粒子Ａは、セメント粒子及び無機粒子Ｂよりもブ
レーン比表面積が大きいことが好ましく、その差（無機粒子Ａと、セメント粒子と無機粒
子Ｂのうちブレーン比表面積が大きい方とのブレーン比表面積の差）は、配合物の流動性
や打設時の施工作業性、硬化後の強度発現性等から、１０００ｃｍ２／ｇ以上が好ましく
、２０００ｃｍ２／ｇ以上がより好ましい。
【００１５】
無機粒子Ａの配合量は、セメント100質量部に対して10～50質量部、好ましくは15～40質
量部である。配合量が10質量部未満または50質量部を越えると、配合物の流動性や打設時
の施工作業性が低下する。
【００１６】
無機粒子Ｂのブレーン比表面積は、2500～5000cm2/gである。
無機粒子Ｂのブレーン比表面積が2500cm2/g未満では、配合物の流動性や打設時の施工作
業性が低下する等の欠点があり、5000cm2/gを越えると、ブレーン比表面積の数値が無機
粒子Ａに近づくため、配合物の流動性や打設時の施工作業性が低下する等の欠点がある。
本発明においては、無機粒子Ｂは、配合物の流動性や打設時の施工作業性、硬化後の強度
発現性等から、セメント粒子とのブレーン比表面積の差が100cm2/g以上が好ましく、200c
m2/g以上がより好ましい。
【００１７】
無機粒子Ｂの配合量は、セメント100質量部に対して5～35質量部、好ましくは10～30質量
部である。配合量が5質量部未満または35質量部を越えると、配合物の流動性や打設時の
施工作業性が低下する。
無機粒子Ａと無機粒子Ｂの合計量は、セメント100質量部に対して15～55質量部、好まし
くは25～50質量部である。合計量が15質量部未満または55質量部を越えると、配合物の流
動性や打設時の施工作業性が低下する。
【００１８】
減水剤としては、リグニン系、ナフタレンスルホン酸系、メラミン系、ポリカルボン酸系
の減水剤、ＡＥ減水剤、高性能減水剤又は高性能ＡＥ減水剤を使用することができる。本
発明においては、これらのうち、減水効果の大きなポリカルボン酸系の高性能減水剤又は
高性能ＡＥ減水剤を使用することが好ましい。
減水剤の配合量は、セメント100重量部に対して、固形分換算で0.1～4.0質量部が好まし
く、より好ましくは固形分換算で0.2～1.5質量部である。配合量が0.1質量部未満では、
混練が困難になるとともに、配合物の流動性や打設時の施工作業性が低下する。配合量が
4.0質量部を超えると、著しい凝結遅延が生じ、また、硬化後の強度発現性が低下するこ
ともある。
なお、減水剤は、液状又は粉末状どちらでも使用可能である。
【００１９】
水量は、セメント100質量部に対して10～30質量部が好ましく、より好ましくは12～25質
量部である。セメント100質量部に対して、水量が10質量部未満では、混練が困難になる
とともに、配合物の流動性や打設時の施工作業性が低下する。水量が30質量部を超えると
、硬化後の強度発現性が低下する。
【００２０】
本発明においては、細骨材を使用することができる。
細骨材としては、川砂、陸砂、海砂、砕砂、珪砂又はこれらの混合物を使用することがで
きる。
細骨材の配合量は、配合物の流動性や打設時の施工作業性、硬化後の強度発現性から、セ
メント100質量部に対して250質量部以下が好ましく、自己収縮や乾燥収縮の低減、水和発
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熱量の低減等から、40～180質量部がより好ましい。
【００２１】
本発明においては、長さが異なる有機質繊維を使用する。なお、「長さが異なる」とは、
該繊維を適当な長さで群分け（グループ分け）することを意味する。長さが異なる有機質
繊維の組み合わせは、該繊維の入手のし易さ、流動性や打設時の作業性、混練時における
ファイバーボール形成の防止などの観点から、繊維長さが▲１▼5mm未満のもの、および
、▲２▼5～30mmのものを組み合わせることが好ましい。前者（▲１▼）でより好ましい
長さは0.5～4.0mm、さらに好ましいのは1.0～3.0mmであり、後者（▲２▼）でより好まし
い長さは5.5～20mm、さらに好ましいのは6.0～10.0mmである。それらの割合（体積比）は
、流動性や打設時の作業性、混練時におけるファイバーボール形成の防止などの観点から
、前者（▲１▼）：後者（▲２▼）が0.1～20：1が好ましく、より好ましくは1～10：1、
さらに好ましいのは1.5～8：1である。
【００２２】
有機質繊維の直径は、流動性や打設時の作業性、爆裂防止効果等から、0.005～0.4mmが好
ましい。
より好ましいのは、有機質繊維の長さに応じて直径を変更することである。例えば、前記
した長さが▲１▼5mm未満のもの、および、▲２▼5～30mmのものを組み合わせた場合、前
者の直径は0.1～0.2mm、後者のそれは0.04～0.05mmのものを用いるのが好ましい。
【００２３】
有機質繊維の添加量は、有機質繊維を除く他の材料からなる配合物に対して0.3～10体積
％添加することが好ましい。0.3体積％未満の場合、有機質繊維の量が過少なために爆裂
防止効果が低下するので、逆に、10体積％を越える場合、硬化後の圧縮強度が極端に低下
するうえ、流動性や打設時の作業性も低下するので、いずれの場合も好ましくない。
流動性や打設時の作業性、コスト等から、好ましい添加量は0.5～9.0体積％、より好まし
いのは1.0～8.0体積％である。
【００２４】
有機質繊維は、火災熱（具体的には、300℃以下の温度）を受けて分解、溶融などにより
硬化体中の水蒸気が容易に移動できる大きさの毛細管孔を形成させることのできる繊維で
ある。
そのような繊維として、天然繊維、合成繊維いずれも使用でき、好ましくは合成繊維であ
る。合成繊維は、具体的に、ビニロン繊維、ポリプロピレン繊維、ポリエチレン繊維、ア
ラミド繊維などが挙げられる。
また、有機質繊維は、２種以上の混合繊維であっても良く、爆裂防止効果の点から、ビニ
ロン繊維および／またはポリプロピレン繊維が好ましい。
【００２５】
なお、本発明においては、本発明の目的を損なわない範囲で、粗骨材や金属繊維等を配合
物に含ませることは差し支えない。粗骨材としては、例えば、砂利、砕石等を用いること
ができる。金属繊維としては、鋼繊維、ステンレス繊維、アモルファス繊維等を用いるこ
とができる。
【００２６】
配合物の混練方法は、特に限定するものではなく、例えば、
１)水、減水剤以外の材料を予め混合しておき（プレミックス）、該プレミックス、水、
減水剤をミキサに投入し、混練する。
２)水以外の材料を予め混合しておき（プレミックス、ただし減水剤は粉末タイプのもの
を使用する）、該プレミックス、水をミキサに投入し、混練する。
３)各材料を、それぞれ個別にミキサに投入し、混練する。
などの方法が挙げられる。
混練に用いるミキサは、通常のコンクリートの混練に用いられるどのタイプのものでもよ
く、例えば、揺動型ミキサ、パンタイプミキサ、二軸練りミキサ等が用いられる。
成形・養生の各方法も特に限定するものではない。
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【試験例】
以下、試験例により本発明を説明する。
１．使用材料
１）セメント；▲１▼普通ポルトランドセメント（太平洋セメント（株）製、ブレーン比
表面積3300cm2/g）
▲２▼低熱ポルトランドセメント（太平洋セメント（株）製、ブレーン比表面積3300cm2/
g）
２）超微粉；シリカフューム（ＢＥＴ比表面積11m2/g）
３）無機粒子Ａ；スラグ粉末（ブレーン比表面積が6500cm2/g）
石英粉末（ブレーン比表面積が8000cm2/g）
４）無機粒子Ｂ；スラグ粉末（ブレーン比表面積が4500cm2/g）
石英粉末（ブレーン比表面積が4000cm2/g）
５）細骨材；珪砂５号
６）粗骨材；砕石２００５
７）減水剤；ポリカルボン酸系高性能ＡＥ減水剤
８）水；水道水
９）金属繊維；鋼繊維（直径0.2mm、長さ15mm）
10）有機質繊維；▲１▼長さ1.0～3.0mmのビニロン繊維（直径0.1mm）
▲２▼長さ6.0mmのビニロン繊維（直径0.04mm）
▲３▼長さ15.0mmのビニロン繊維（直径0.04mm）
【００２８】
表１に示す配合の結合材、及び表２に示すその他の材料を使用して、表２に示す配合のモ
ルタルおよびコンクリートを調製した。モルタルおよびコンクリートの調製は、各材料を
ニ軸練りミキサに投入して混練することにより行った。
【００２９】
【表１】

【００３０】
【表２】
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【００３１】
得られた各混練物およびその硬化体について、下記の特性を測定した。
１）モルタル（試験例１～12）
▲１▼フロー値：「JIS R 5201（セメントの物理試験方法）11.フロー試験」に記載され
る方法において、15回の落下運動を行わないで測定した。
▲２▼圧縮強度：有機質繊維を添加した場合および無添加の場合のそれぞれのモルタル混
練物をφ50×100mmの型枠に流し込み、20℃で48時間前置き後90℃で48時間蒸気養生し、
得た硬化体の圧縮強度（３本の平均値）を測定した。
▲３▼爆裂：全てのモルタル混練物をφ50×100mmの型枠に流し込み、20℃で48時間前置
き後90℃で48時間蒸気養生して得た硬化体を電気炉（30kW）に挿入し１時間で1000℃まで
昇温させ冷却させたのち、爆裂の有無を観察した。
【００３２】
２）コンクリート（試験例13～15）
▲１▼スランプ：「JIS A 1101（コンクリートのスランプ試験方法）」に準じて測定した
。
▲２▼圧縮強度：有機質繊維を添加した場合および無添加の場合のそれぞれのコンクリー
ト混練物をφ10×20cmの型枠に流し込み、20℃で48時間前置き後90℃で48時間蒸気養生し
、得た硬化体の圧縮強度（３本の平均値）を測定した。
▲３▼爆裂：全てのコンクリート混練物をφ10×20cmの型枠に流し込み、20℃で48時間前
置き後90℃で48時間蒸気養生して得た硬化体を電気炉（30kW）に挿入し１時間で1000℃ま
で昇温させ冷却させたのち、爆裂の有無を観察した。
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【００３３】
【表３】

【００３４】
表３より、
１）試験例１～10、13～15から、本発明の製造方法で製造された高強度セメント質硬化体
では、爆裂の形跡が認められなかった。また、流動性や打設時の作業性に優れることが判
明した。
一方、
２）試験例11から、有機質繊維を0.1体積％添加した場合の高強度セメント質硬化体では
、爆裂が認められた。
また、試験例12から、有機質繊維の添加量が過多の場合は、爆裂は起こらなかったものの
、配合物の流動性および圧縮強度が急激に低下し、好ましい配合でないことが確認された
。
【００３５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の耐爆裂性高強度セメント質硬化体の製造方法では、該製造
方法において調製される配合物は、流動性や打設時の作業性に優れるので打設等の作業を
容易かつ迅速に行うことができる。また、本発明の製造方法により製造される高強度セメ
ント質硬化体は、耐爆裂性に優れるので、火災に対する安全性を向上することができる。
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