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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミノケイ酸塩ジオポリマー組成物であって、　
　水、
　アルカリ金属クエン酸塩、アルカリ金属ケイ酸塩、アルカリ金属水酸化物およびそれら
の混合物からなる群より選択される化学活性化剤、および
　セメント質反応性材料の反応生成物を含み
　前記セメント質反応性材料は、　        
　熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物、
　スルホアルミン酸カルシウムセメント、および、
　硫酸カルシウム二水和物、硫酸カルシウム半水和物、無水硫酸カルシウム、およびそれ
らの混合物からなる群より選択される硫酸カルシウム、を含み、　
　前記化学活性化剤対前記セメント質反応性材料の重量比は１～６：１００であり、かつ
　前記セメント質反応性材料は、　
　前記熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物を３３～９７重量％、
　前記スルホアルミン酸カルシウムセメントを１～４０重量％、
　前記硫酸カルシウムを１～４０重量％含み、
　前記硫酸カルシウムは、１～１００マイクロメートルの中心粒子径を有することを特徴
とするアルミノケイ酸塩ジオポリマー組成物。
【請求項２】
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　前記組成物に水を加えることによって、反応生成物として生成され、
　前記水対前記セメント質反応性材料の重量比は、０．１７～０．４０：１であり、
　前記スルホアルミン酸カルシウムセメント対前記熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物の重量
比は、２．５～１００：１００であり、かつ
　前記硫酸カルシウム対前記スルホアルミン酸カルシウムセメントの重量比は、１０～１
００：１００であることを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記化学活性化剤は、クエン酸アルカリ金属塩を含み、かつ前記熱活性化アルミノケイ
酸塩鉱物が、該熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物１００部当たり７５～１００部のＣ級フラ
イアッシュを含むことを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　前記硫酸カルシウムが、硫酸カルシウム半水和物を含むことを特徴とする請求項１に記
載の組成物。
【請求項５】
　前記熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物および前記スルホアルミン酸カルシウムセメントの
量に対する前記化学活性化剤および前記硫酸カルシウムの量は、前記反応生成物が、水と
混合してから４５～１３０分で凝結終了するのに有効であり、かつ
　前記セメント質反応性材料は硫酸カルシウム二水和物を含有し、
　該硫酸カルシウム二水和物対前記スルホアルミン酸カルシウムセメントの重量比は２０
～６０：１００であり、
　前記セメント質反応性材料および前記化学活性化剤はクエン酸アルカリ金属塩を含み、
該クエン酸アルカリ金属塩対前記セメント質反応性材料の重量比は２～３：１００であり
、かつ
　前記硫酸カルシウム二水和物は、平均粒子径が１～３０マイクロメートルであることを
特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
　前記セメント質反応性材料は、前記無水硫酸カルシウムを含有し、
　前記無水硫酸カルシウム対前記スルホアルミン酸カルシウムセメントの重量比は、１０
～６０：１００であり、かつ
　前記組成物は、凝結終了時間が３０～６０分であることを特徴とする請求項１に記載の
組成物。
【請求項７】
　前記セメント質反応性材料が、アルミン酸カルシウムセメントまたはスルホアルミン酸
カルシウムセメントから成ることを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
　前記セメント質反応性材料は、　
　前記スルホアルミン酸カルシウムセメントを４％～３５重量％、
　前記硫酸カルシウムを２％～１５重量％
　含み、かつ
　前記化学活性化剤対前記セメント質反応性材料の重量比は、１．２５～４：１００であ
ることを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項９】
　前記反応生成物は、水スラリー中での発熱反応から生じたものであり、前記熱活性化ア
ルミノケイ酸塩鉱物の量に対する、前記スルホアルミン酸カルシウムセメント、前記硫酸
カルシウム、および前記化学活性化剤の量は、スラリー温度の最大上昇を１０℃（５０°
Ｆ）までに抑えるのに有効であることを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記組成物は、ポルトランドセメントが存在しないことを特徴とする請求項１に記載の
組成物。
【請求項１１】
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　前記組成物は、
さらに炭酸リチウムを含むことを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項１２】
　前記セメント質反応性材料は、
　Ｃ級フライアッシュを含む熱活性化鉱物を６０～８５重量％、
　スルホアルミン酸カルシウムセメントを８～３０重量％、
　硫酸カルシウムを４．０重量％～１５重量％を含むことを特徴とする請求項１に記載の
組成物。
【請求項１３】
　Ｃ級フライアッシュ、スルホアルミン酸セメントおよび硫酸カルシウムを含む熱活性化
アルミノ珪酸塩鉱物を含む材料の混合物である反応性粉末成分Ａと、アルカリ金属化学活
性化剤またはそれらの混合物であり、水が混合された活性化剤成分Ｂとを、
　前記反応性粉末成分Ａ、活性化剤成分Ｂおよび水が混合物中に存在してから最初の１分
間の温度が０℃～５０℃であり、
　前記アルミノ珪酸塩鉱物、アルカリ金属化学活性化剤を一緒に、スルホアルミン酸セメ
ント、および硫酸カルシウムに反応させることを特徴とする請求項１から１２のいずれか
１項に記載のアルミノケイ酸塩ジオポリマー組成物を調製する方法。
【請求項１４】
　水を混合することにより、アルミノケイ酸塩ジオポリマー組成物を形成する混合物であ
って、
　該混合物は、
　熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物、
　スルホアルミン酸カルシウムセメント、及び
　硫酸カルシウム二水和物、硫酸カルシウム半水和物、無水硫酸カルシウム、およびそれ
らからなる群より選択される硫酸カルシウムを含むセメント質反応性材料と、
　アルカリ金属クエン酸塩、アルカリ金属ケイ酸塩、アルカリ金属水酸化物およびそれら
からなる群より選択される化学活性化剤とからなり、
　前記混合物中における前記化学活性化剤対前記セメント質反応性材料の重量比は、１～
６：１００であり、
　前記セメント質反応性材料中における前記スルホアルミン酸カルシウムセメント対前記
熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物の重量比は、１～１００：１００であり、かつ、
　前記硫酸カルシウム対前記スルホアルミン酸カルシウムセメントの重量比は、２～１０
０：１００であり、
　前記セメント質反応性材料は、Ｃ級フライアッシュを含む前記熱活性化アルミノケイ酸
塩鉱物を３３～９７重量％、
　前記スルホアルミン酸カルシウムセメントを１～４０重量％、
　前記硫酸カルシウムを１～４０重量％を含み、
　前記硫酸カルシウムが、１～１００マイクロメートルの範囲の中心粒子径を有すること
を特徴とする混合物。
【請求項１５】
　アルミノケイ酸塩ジオポリマー組成物を形成する請求項１に記載のセメント質反応性材
料であって、
　化学活性化剤の構成成分は、クエン酸ナトリウム、クエン酸カリウム、及びこれらの混
合物からなる群より選択され、そして、
　熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物は、該熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物１００部に対し７
５～１００部のＣ級フライアッシュを含むことを特徴とするセメント質反応性材料。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、概して、多彩な用途に利用できる、アルミノケイ酸系ジオポリマー含有セメ
ント質組成物に関する。詳細には、本発明は、概して、凝結時間、発熱時の寸法安定性、
養生の際の材料の全体的な収縮の減少、および他の望ましい性質に関して、望ましい性質
を提供するそのようなセメント質組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｋｏの米国特許第６，５７２，６９８号は、アルミノケイ酸塩類、硫酸カルシウム、お
よびアルカリ金属塩含有活性化剤を含有する、活性化アルミノケイ酸塩結合剤を開示する
。アルミノケイ酸塩類は、高炉スラグ、粘土、泥灰土、および産業副産物（フライアッシ
ュなど）からなる群より選択されるもので、Ａｌ２Ｏ３含量が５重量％より高い。高炉ス
ラグは、３５重量％未満の量で存在し、セメントキルンダスト（ＣＫＤ）が、活性化剤と
して、１～２０重量％の量でこの混合物に添加される。
【０００３】
　Ｇａｌｅｒらの米国特許第４，４８８，９０９号は、ポルトランドセメント、アルミナ
セメント、硫酸カルシウム、および石灰を含むセメント質組成物を記載する。このセメン
ト質組成物は、ポルトランドセメント、アルミナセメント、硫酸カルシウム、および石灰
を含む。ポゾラン（フライアッシュ、モンモリロナイト粘土、珪藻土、および軽石粉など
）を、上限約２５％まで添加することができる。このセメント組成物は、アルミナセメン
トを約１４～２１重量％含む。
【０００４】
　Ｐｅｒｅｚ－Ｐｅｎａらの米国特許第６，８６９，４７４号は、セメント系製品（セメ
ントボードなど）製造用のセメント質組成物を記載する。この組成物は、水硬性セメント
（ポルトランドセメントなど）にアルカノールアミンを添加し、初期スラリー温度を最低
でも９０°Ｆ（３２℃）にする条件下で、水を加えてスラリーを形成させることにより、
得られる。アルミナセメント、硫酸カルシウム、およびポゾラン材料（フライアッシュな
ど）などの追加の反応性材料を含めることができる。
【０００５】
　Ｐｅｒｅｚ－Ｐｅｎａらの米国特許第７，６７０，４２７号は、セメント系製品（セメ
ントボードなど）製造用のセメント質組成物の極度に速い凝結を、若材齢での圧縮強度と
合わせて述べており、この組成物は、アルカノールアミンおよびリン酸塩を水硬性セメン
ト（ポルトランドセメントなど）に添加し、初期スラリー温度を最低でも９０°Ｆ（３２
℃）にする条件下で、水を加えてスラリーを形成させることにより、得られる。アルミナ
セメント、硫酸カルシウム、およびポゾラン材料（フライアッシュなど）などの追加の反
応性材料を含めることができる。
【０００６】
　Ｐｅｒｅｚ－Ｐｅｎａの米国特許出願公開第２０１０－００７１５９７号は、コンクリ
ート混合物を形成するための、フライアッシュおよびクエン酸アルカリ金属塩（クエン酸
ナトリウムなど）を用いた配合物を記載する。水硬性セメントおよび石膏を、この配合物
の上限２５重量％まで用いることができるが、それらの使用は望ましくない。この出願に
記載される活性化フライアッシュ結合剤は、空気連行に用いられる従来の発泡系と相互作
用することが可能であり、それにより軽量ボードを作ることができる。
【０００７】
　Ｂｒｏｏｋらの米国特許第５，５３６，３１０号は、水硬性セメント（ポルトランドセ
メントなど）を１０～３０重量部（ｐｂｗ）、フライアッシュを５０～８０ｐｂｗ、カル
ボン酸（クエン酸など）またはそのアルカリ金属塩（例えば、クエン酸トリカリウム、ま
たはクエン酸トリナトリウムなど）を遊離酸として表して０．５～８．０ｐｂｗ含有し、
合わせて他の従来添加物（ホウ酸またはホウ砂などの、凝結遅延添加剤など）を含有する
セメント質組成物を開示する。
【０００８】
　Ｄｕｂｅｙの米国特許第６，６４１，６５８号は、ポルトランドセメントを３５～９０
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％、ポゾランを０～５５％、アルミナセメントを５～１５％、および従来の溶解性石膏粉
／石膏の代わりに不溶性無水物の形態の硫酸カルシウムを１～８％含有することで、ポゾ
ラン（例えば、フライアッシュ）の使用量が多いにもかかわらず熱放出が増加し凝結時間
が短くなった、ポルトランドセメント系セメント質組成物を開示する。このセメント質組
成物は、軽量骨材およびフィラー、流動化剤、ならびにクエン酸ナトリウムなどの添加剤
を含むことができる。
【０００９】
　Ｎａｋａｓｈｉｍａらの米国特許第７６１８４９０号は、スルホアルミン酸カルシウム
、アルミノケイ酸カルシウム、水酸化カルシウム、フッ素源、およびポルトランドセメン
トコンクリートのうち１種または複数を含む、急結吹き付け材料を開示する。硫酸カルシ
ウムは、無水物を添加しても、半水和物を添加してもよい。
【００１０】
　Ｎａｋａｎｏらの米国特許第４６５５９７９号は、ケイ酸カルシウム系セメント、アル
カリ金属凝結遅延剤、スルホアルミン酸カルシウム（ＣＳＡ）セメント、および任意選択
の、コンクリート組成物に添加可能な硫酸カルシウムを用いて、気泡コンクリートを製造
するプロセスを開示する。
【００１１】
　Ｇｏｄｆｒｅｙらの米国特許出願公開第２００８／０１３４９４３号は、少なくとも１
種のアルカリ土類スルホアルミン酸塩、および硫酸カルシウム、ならびに任意選択の無機
フィラー（高炉スラグなど）、粉末燃料アッシュ、微粉シリカ、石灰石、ならびに有機お
よび無機の流動化剤で構成される廃棄物封入材料を開示する。好ましくは、少なくとも１
種のアルカリ土類金属スルホアルミン酸塩は、スルホアルミン酸カルシウム（ＣＳＡ）を
含む。適切な組成物は、例えば、少なくとも１種のアルカリ土類金属スルホアルミン酸塩
を、石膏および粉末燃料アッシュ（ＰＦＡ）と組み合わせて含むことができ、組成物中、
石膏粒子の約８６％は、粒子径が７６ｕｍ未満であり、ＰＦＡ粒子のおよそ８８％は、粒
子径が４５ｕｍである。１つの例は、７５％の（７０：３０のＣＳＡ：ＣａＳＯ４・２Ｈ

２Ｏ）；２５％の粉末燃料アッシュからなり；水／固形分比は０．６５である。
【００１２】
　Ｌｉらの米国特許６７３０１６２号は、二元セメント質組成物を開示し、この組成物に
含まれる第一の水硬性結合剤は、Ｃ４Ａ３Ｓ（化学表記中、Ｃ＝ＣａＯ、Ｓ＝ＳｉＯ２、
Ａ＝Ａｌ２Ｏ３（言い換えると、スルホアルミン酸カルシウム）である）を２．５％～９
５重量％ならびに硫酸カルシウムの半水和物および／または無水物を２．５～９５重量％
含有する。スルホアルミナセメントまたはフェロアルミナセメントは、Ｃ４Ａ３Ｓを含有
するセメントの例である。この組成物は、スラグ、フライアッシュ、ポゾラン、シリカス
ート、石灰石（細粒）、石灰産業副産物、および廃石からなる群より選択される鉱物フィ
ラー添加剤も含むことができる。
【００１３】
　Ｄｅｎｇらの中国特許出願公開第１０１９２１５４８号は、９０～９５重量％のスルホ
アルミン酸塩クリンカー、ならびに無水石膏、石英砂、廃棄物焼却で生じたフライアッシ
ュ、ヒドロキシプロピルメチルセルロースエーテル、再分散可能な接着剤粉末、および繊
維でできた、スルホアルミン酸塩セメント組成物を開示する。このスルホアルミン酸塩ク
リンカーおよび無水石膏は、スルホアルミン酸塩セメントの基準、すなわちＧＢ２０４７
２－２００６を満たす。
【００１４】
　Ｊｕｎｇらの韓国特許出願公開第５４９９５８号は、アルミナセメント、ＣＳＡ、石膏
、クエン酸カルシウム、およびヒドロキシルカルボン酸からなる組成物を開示する。
【００１５】
　Ｎｏｈの韓国特許出願公開第２００９０８５４５１号は、粉末高炉スラグ、石膏、およ
びＣＳＡからなる組成物を開示する。この石膏は、平均粒子径が４ミクロン以下であって
もよい。
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【００１６】
　韓国特許出願公開第２００９０２５６８３号は、コンクリートおよびモルタルに使用さ
れる粉末型防水材料を開示し、この材料は、セメント、無水石膏、シリカ粉末、防水粉末
、フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウム型膨張材料、および無機結合剤を粉砕す
ることで得られる。
【００１７】
　Ｇｙｕらの韓国特許出願公開第２０１０１２９１０４号は、吹き付けコンクリートブレ
ンド用組成物を開示し、この組成物は、以下を含む（重量％単位）：メタカオリン（５～
２０）、スルホアルミン酸カルシウム（５～２０）、無水石膏（２０～４５）、およびフ
ライアッシュ（３０～５０）。
【００１８】
　建築構造、セメント成形品、および他の用途（セメント構造体、セメント構造要素、お
よびセメント成形品など）にセメント質材料を使用するのに有益である、養生後の収縮の
減少、初期および最終の温度挙動の改善、凝結時間の制御および／または最適化、強度お
よび他の性質の改善をもたらすジオポリマー組成物を含有する寸法の安定したセメント質
材料、ならびにそのような材料の調製法ならびにそのような構造体、要素、および製品の
形成法が必要とされている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明は、改善されたジオポリマーセメント質組成物、およびそのような組成物の作成
方法を提供し、本組成物は、以下のような非常に望ましい性質を少なくとも１つ、多くの
場合は、複数有する：養生中および養生後の顕著に改善された寸法安定性；改善された、
および修飾可能な、凝結開始時間および終了時間；長くなった作業可能時間；混合中、凝
結中、および養生中の発熱の修飾；ならびに本明細書中記載されるとおりの改善された性
質。そのような実施形態の、全てでないにしても多くの場合において、性質の改善は、若
材齢での圧縮強度、最終圧縮強度、または他の強度に関する性質の損失を（もしあったと
しても）顕著にもたらすことなく、提供される。実際、実施形態によっては、若材齢での
圧縮強度および最終圧縮強度の驚くほどの向上をもたらす。
【００２０】
　本発明のこれらおよび他の実施形態が有する改善された性質は、これまでのジオポリマ
ー結合剤（フライアッシュ系結合剤など）、ならびにジオポリマーを顕著な量で含有する
可能性のある他のセメント質結合剤に勝る明確な利点を提供する。いくつかの好適な実施
形態において、本発明のジオポリマーセメント質組成物は、少なくとも水および１種また
は複数の乾燥型または粉末型セメント質反応性成分からなる溶液あるいはスラリーから形
成される。セメント質反応性成分は、熱活性化ジオポリマーアルミノケイ酸塩材料（フラ
イアッシュなど）；スルホアルミン酸カルシウムセメント；および硫酸カルシウムを、有
効量で含む。１種または複数のアルカリ金属化学活性化剤（クエン酸アルカリ金属塩、ま
たはアルカリ金属塩基など）も、乾燥型で反応性粉末に添加するか、液状でスラリーに添
加するかのいずれかで、溶液に添加することができる。任意選択で、スラリーまたは溶液
は、他の添加剤、例えば、高性能減水剤、凝結促進剤または遅延剤、空気連行剤、発泡剤
、湿潤剤、軽量骨材または他の骨材、補強材、あるいはスラリーおよび最終製品に性質を
提供する、またはそれらの性質を修飾する他の添加剤を、組み込むことができる。
【００２１】
　本発明の多くの好適な組成物において、セメント質反応性成分は、その乾燥または粉末
型において、全てのセメント質反応性成分の合計乾燥重量に基づいて、約６５～約９７重
量％の熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物（フライアッシュなど）、約２～約３０重量％のス
ルホアルミン酸カルシウムセメント、および約０．２～約１５重量％の硫酸カルシウムを
含む。本発明の好適な組成物において、セメント質反応性成分は、熱活性化アルミノケイ
酸塩鉱物１００重量部に対して、スルホアルミン酸カルシウムセメントを約１～約２００
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重量部含む。乾燥重量は、無水基準であるという一般に受け入れられた定義を有する。
【００２２】
　他の実施形態において、２種またはそれより多い種類からなるスルホアルミン酸カルシ
ウムセメントとアルミン酸カルシウムセメントのブレンドを用いることができ、スルホア
ルミン酸カルシウムセメントおよびアルミン酸カルシウムセメントの量および種類は、そ
れらの化学組成および粒子径（ブレーン粉末度）に依存して変化し得る。そのような実施
形態および他の実施形態において、スルホアルミン酸カルシウムセメントのブレーン粉末
度は、好ましくは約３０００超、より好ましくは約４０００超、さらにより好ましくは５
０００超、特に好ましくは約６０００超である。
【００２３】
　いくつかの好適な実施形態において、アルカリ金属化学活性化剤の量は、セメント質反
応性材料の合計乾燥重量に基づいて、約０．５重量％～約１０重量％である。より好まし
くは、アルカリ金属化学活性化剤の範囲は、セメント質反応性材料の合計重量の約１％～
約６％、好ましくは約１．２５％～約４％、より好ましくは約１．５％～約３．５％、特
に好ましくは約１．５％～２．５％である。クエン酸ナトリウムおよびクエン酸カリウム
は好適なアルカリ金属酸活性化剤であるが、クエン酸ナトリウムとクエン酸カリウムのブ
レンドも使用できる。アルカリ金属塩基（アルカリ金属水酸化物など）およびアルカリ金
属ケイ酸塩も、用途およびその用途の必要に応じて使用できる。
【００２４】
　本発明のこれらおよび他の好適な実施形態は、これまでのフライアッシュジオポリマー
組成物とは異なり、拘束状態下および非拘束状態下の両方で、凝結および硬化の際に、寸
法が安定しておりかつ亀裂耐性があるジオポリマーセメント質組成物を提供するように配
合される。例えば、本発明のある好適な実施形態の短期自由収縮は、典型的には約０．３
％未満、好ましくは約０．２％未満、より好ましくは約０．１％未満、特に好ましくは約
０．０５％未満である（混合してから１～４時間以内の初期凝結後に測定して）。そのよ
うな好適な実施形態において、養生中の組成物の長期収縮も、典型的には約０．３％未満
、より好ましくは約０．２％未満、特に好ましくは約０．１％未満である。
【００２５】
　これらの実施形態において寸法安定性および収縮をさらに制御する場合、スルホアルミ
ン酸カルシウムセメントの量は、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物１００重量部に対して約
２．５～約１００重量部、より好ましくは熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物１００重量部に
対して約２．５～約５０重量部、特に好ましくは熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物１００重
量部に対して約５～約３０重量部である。材料の収縮により示されるとおりの寸法安定性
の制御が重要である実施形態については、アルカリ金属活性化剤の量は、より好ましくは
セメント質反応性材料（すなわち、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物（フライアッシュなど
）、スルホアルミン酸カルシウムセメント、および硫酸カルシウムなど）の合計乾燥重量
の約１～約３％、さらにより好ましくはセメント質反応性材料の合計乾燥重量の約１．２
５％～約２．７５％、特に好ましくはセメント質反応性材料の合計乾燥重量の約１．５％
～約２．５％の範囲である。
【００２６】
　本発明の好適な実施形態における寸法の安定したジオポリマー組成物は、これまでのジ
オポリマーセメント質製品と比べて、組成物の養生中の最大温度上昇が驚くほど低下して
いることを、さらに証明する。このことおよびこれに関連する理由から、これらの実施形
態は、熱亀裂に対して予期せぬ度合いで耐性がある。例えば、いくつかの好適な実施形態
において、温度上昇は、典型的には、約５０ｏＦ（２８℃）未満、より好ましくは約４０
ｏＦ（２２℃）未満、特に好ましくは約３０ｏＦ（１７℃）未満である。
【００２７】
　本発明のこれらおよび他の好適な実施形態は、予期せぬ速度の若材齢での強度発現も示
す。例えば、そのような実施形態のいくつかにおいて、組成物の材齢４時間での圧縮強度
は、約１０００ｐｓｉ（６．９ＭＰａ）を超える可能性があり、好ましくは約１５００ｐ
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ｓｉ（１０．３ＭＰａ）超、特に好ましくは約２５００ｐｓｉ（１７．２ＭＰａ）超の可
能性がある。そのような実施形態において、組成物の材齢２４時間での圧縮強度発現は、
約１５００ｐｓｉ（１０．３ＭＰａ）を超える可能性があり、より好ましくは約２５００
ｐｓｉ（１７．２ＭＰａ）超、特に好ましくは約３５００ｐｓｉ（２４．１ＭＰａ）超の
可能性がある。これらおよび他の好適な実施形態において、材齢２８日での圧縮強度はさ
らに、約３５００ｐｓｉ（２４．１ＭＰａ）を超える可能性があり、より好ましくは約４
５００ｐｓｉ（３１．０ＭＰａ）超、特に好ましくは約５５００ｐｓｉ（３７．９ＭＰａ
）超の可能性がある。さらに他の実施形態において、組成物は、１～４時間後に約５００
ｐｓｉ（３．５ＭＰａ）～約４０００ｐｓｉ（２７．６ＭＰａ）、より好ましくは２４時
間後に約１５００～約５０００ｐｓｉ（１０．３～３４．５ＭＰａ）、特に好ましくは２
８日後に約３５００～約１００００ｐｓｉ（２４．１～６９ＭＰａ）の圧縮強度を発現さ
せることができる。そのうえさらに、本発明の好適な実施形態のあるものにおけるジオポ
リマーセメント質組成物は、湿潤条件下でも非常に優れた耐久性を、乾燥圧縮強度と同様
な極限湿潤圧縮強度と合わせて有する。例えば、ある実施形態において、組成物の材齢２
８日での水飽和圧縮強度は、典型的には、約３５００ｐｓｉ（２４．１ＭＰａ）を超える
可能性があり、より好ましくは約４５００ｐｓｉ（３１．０ＭＰａ）超、特に好ましくは
約５５００ｐｓｉ（３７．９ＭＰａ）超の可能性がある。
【００２８】
　アルカリ金属活性化ジオポリマー、ならびに混合スルホアルミン酸カルシウムセメント
および硫酸カルシウムについて、スラリーから固相になる凝結時間は、典型的には、比較
的短時間であるため、これらの成分を全て組み合わせる好適な実施形態も、凝結時間が短
く作業可能時間が限られているだろうと予測された。しかしながら、驚いたことに、本発
明の好適な実施形態がもたらす凝結時間は、短い凝結時間（１５分未満であることが多い
）に限られるのではなく、スラリーの凝結反応に対し有意義な制御をもたらすので、スラ
リー凝結および作業可能時間の大幅な延長を可能にする。
【００２９】
　例えば、いくつかの実施形態において、組成物は、短い凝結時間（約１０分未満など）
となるように配合することができる。他の好適な実施形態では、組成物は、約１０～約３
０分間と凝結が長くかかるように配合することができる。さらに他のより好適な実施形態
において、組成物の配合は、好ましくは約３０～約６０分間の凝結時間となるように選択
される。なお他の特に好適な実施形態において、組成物は、約６０～約１２０分間、約１
２０～約２４０分間、または所望であればそれより長い時間というぐらい凝結時間が長く
なるように配合することができる。
【００３０】
　さらに、そのような実施形態の凝結時間は、収縮耐性、圧縮強度、および他の強度に関
する性質の損失を（もしあったとしても）顕著にもたらすことなく、選択することが可能
であり、所望であれば延長することも可能である。結果として、そのような実施形態は、
これまでのジオポリマー系製品およびジオポリマー成分を含むセメント質製品では、容認
できない収縮または強度損失を伴わずに凝結時間および作業可能時間を延長することがで
きなかったため使用不可能であった用途に、期せずして用いることができる。
【００３１】
　ある好適な実施形態において、本発明の組成物は、下地との並外れた引張接着強さも発
現する。例えば、そのような実施形態とコンクリート基材の間の好適な引張接着強さは、
好ましくは約２００ｐｓｉ（１．４ＭＰａ）超、特に好ましくは約３００ｐｓｉ（２．１
ＭＰａ）超である。いくつかの実施形態において、本発明の寸法の安定したジオポリマー
セメント質組成物が完全に養生して硬化したときの表面ｐＨも、ポルトランドセメント系
材料および製品と比較して改善される。ポルトランドセメント系材料および製品は、典型
的には１２超、より典型的には１３超の表面ｐＨを有する。ある好適な実施形態において
、そのような組成物は、導入の１６時間後に測定して、好ましくは約１１未満、より好ま
しくは約１０．５未満、特に好ましくは約１０未満のｐＨを有する。この文脈において、
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表面ｐＨは、ＡＳＴＭ　Ｆ－７１０（２０１１）試験規格を用いて測定する。
【００３２】
　多くの好適な実施形態において、本発明のジオポリマーセメント質組成物は、強度発現
および寸法安定性のためのケイ酸カルシウム系水硬性セメント（ポルトランドセメントな
ど）を必要としない。他の実施形態において、ポルトランドセメントは、特定の所望の性
質をもたらすために組み込むことができる。しかしながら、驚いたことに、実施形態の特
定の組成によっては、過剰量のポルトランドセメントが、実際には、養生中および養生後
の組成物の寸法安定性を、向上させるのではなく低下させたことがわかった。
【００３３】
　ケイ酸カルシウム系水硬性セメントを組み込む本発明の好適な実施形態について、その
ような水硬性セメントにかかる制限は、実施形態の特定の組成によって変わる可能性があ
るが、同一実施形態でケイ酸カルシウム水硬性セメントの量を減らしたものと比べて収縮
が増加していることにより同定することができる。そのような実施形態のあるものにおい
て、ポルトランドセメント含有量は、反応性粉末成分の重量の約１５重量％を超えるべき
ではなく、別の好適な実施形態において、ポルトランドセメント含有量は、反応性粉末成
分の重量の約１０重量％を超えるべきではなく、さらに別の好適な実施形態において、ポ
ルトランドセメント含有量は、反応性粉末成分の重量の約５重量％を超えるべきではなく
、さらに別の好適な実施形態において、ポルトランドセメントは反応性粉末成分に実質的
に含まれていない。
【００３４】
　驚いたことに、いくつかの実施形態において、組成物の初期凝縮後の収縮が増加するこ
とにより示されるとおり、過剰量のスルホアルミン酸カルシウムセメントが寸法安定性の
低下をもたらす可能性があることもわかった。亀裂、層間剥離、および他の欠陥様式を防
ぐのに十分な度合いの寸法安定性および／または収縮制御を必要とする用途については、
スルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物の乾燥重量
１００部に対して、好ましくは、乾燥重量で約１０～約４０部である。
【００３５】
　他の好適な実施形態において、組成物中にスルホアルミン酸カルシウムセメントに比例
して存在する硫酸カルシウムの量によって、スルホアルミン酸カルシウムセメントの存在
によって引き起こされる悪影響（収縮など）の可能性が緩和され得ることも、期せずして
わかった。そのような実施形態において、硫酸カルシウム量は、好ましくは、スルホアル
ミン酸カルシウムセメント１００重量部に対して、約２～約２００重量部である。
【００３６】
　これらの実施形態における材料収縮の特に効果的な制御のためには、硫酸カルシウムの
量は、乾燥重量でスルホアルミン酸カルシウムセメント１００部に対して乾燥重量で約１
０～約１００部、より好ましくは乾燥重量でスルホアルミン酸カルシウムセメント１００
部に対して乾燥重量で約１５～約７５部、特に好ましくは乾燥重量でスルホアルミン酸カ
ルシウムセメント１００部に対して乾燥重量で約２０～約５０部である。若材齢での圧縮
強度向上が重要である実施形態において、好適な硫酸カルシウム量は、乾燥重量でスルホ
アルミン酸カルシウムセメント１００部に対して約１０～約５０部である。
【００３７】
　本発明のさらに他の実施形態において、組成物に添加される硫酸カルシウムの種類（主
として二水和物、半水和物、または無水物）は、養生途中の組成物（すなわち約２４時間
未満の時点）の若材齢での圧縮強度発現に大きく影響する可能性がある。驚いたことに、
主として無水硫酸カルシウム無水物を用いる様々な実施形態は、主として二水和物型を用
いる実施形態よりも初期圧縮強度が強く、いくつかの実施形態においては、初期圧縮強度
が、主として硫酸カルシウム半水和物を用いる実施形態に匹敵し得ることがわかった。他
の実施形態において、２種またはそれより多い種類の硫酸カルシウム（二水和物、半水和
物、または無水物）を一緒に用いることが可能であり、それぞれの種類の量は、組成物の
圧縮強度の制御が改善されるように調整される。同様に、異なる種類および量の硫酸カル
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シウムを、単独または組み合わせて用いて、組成物の収縮および他の性質を所望のとおり
に調整することが可能である。
【００３８】
　収縮性能が主要な問題である場合、本発明の他の実施形態は、平均粒子径が好ましくは
約１～約１００ミクロン、約１～約５０ミクロン、および約１～約２０ミクロンである硫
酸カルシウムを組み込む。これらの実施形態は、収縮耐性に驚くほどの改善をもたらす。
他の実施形態において、粒子径が少なくとも好適な範囲にある硫酸カルシウムは、組成物
の養生中の強度発現速度の改善に重要な寄与をもたらす可能性がある。
【００３９】
　さらに他の実施形態において、驚いたことに、実質的に水不溶性の無水硫酸カルシウム
（無水物）が、その水溶性の低さおよびこれまで推定されていた組成物中での限られた反
応性（もしあれば）にもかかわらず、重要な利益をもたらす可能性があることがわかった
。例えば、無水物は、これらおよび他の実施形態の養生中の収縮を低下させることにより
、先行技術の組成物と比べて顕著に改善された寸法安定性制御をもたらしたことが、期せ
ずしてわかった。無水物は、先行技術の組成物と比べて顕著に改善された初期および長期
の圧縮強度、ならびに場合によっては、硫酸カルシウム源として硫酸カルシウム半水和物
または二水和物を用いる組成物に匹敵またはそれより優れた初期および長期の圧縮強度も
提供する。特定の実施形態に用いられる硫酸カルシウムの種類の選択は、若材齢での強度
発現の所望の速度と他の性質（凝結時間および特定の最終用途のための収縮耐性など）の
バランスとの組み合わせに依存する。
【００４０】
　他の実施形態において、硫酸カルシウムの粒子径および形態は、組成物の若材齢での強
度発現（約２４時間未満）に顕著かつ驚くべき影響を及ぼす。そのような実施形態では、
比較的小さい粒子径の硫酸カルシウムを使用することにより、若材齢での圧縮強度がより
速く発現する。これらの実施形態において、硫酸カルシウムの好適な平均粒子径は、約１
～１００ミクロン、より好ましくは約１～５０ミクロン、特に好ましくは約１～２０ミク
ロンの範囲である。
【００４１】
　ある実施形態において、組成物は、初期混合後、上記の驚くべき性能特性の１つまたは
複数を提供しつつ、自己平滑化挙動も示す。材料の自己平滑化態様は、多様な状況および
用途（床用自己平滑化下張り、コンクリートトッピング、精密コンクリート製品およびパ
ネルの製造、高強化建築要素へのスラリー流し込みなど）において有用である。これらの
実施形態の組成物は、本発明の反応性粉末に対して約０．１５～約０．４、より好ましく
は、０．１７～０．３５、さらにより好ましくは０．２０～０．３０の重量比で、水と初
期混合した後に、自己平滑化する。あるいは、他の実施形態において、組成物は、初期混
合後、同様に１つまたは複数の改善された性能特性を提供しつつ、造形可能な粘稠なペー
スト様の堅牢度でも提供することができる。
【００４２】
　自己平滑化および修復組成物に適した配合は、フライアッシュを約６５～約９５重量％
、スルホアルミン酸カルシウムセメントを約２～約３０重量％、および硫酸カルシウムを
約０．２～約１５重量％含む。いくつかの実施形態において、本発明のジオポリマーセメ
ント質組成物は、基材の表面に広げることができ、この場合ジオポリマーセメント質結合
剤は、自己平滑化生成物として混合されて、約０．０２ｃｍ～約７．５ｃｍの有効厚さで
注ぎ込まれる。
【００４３】
　そのような生成物の物理的特性は、これらの実施形態の利益の良い例、すなわち寸法安
定性、空間的移動および物理的損傷に対する耐性、ならびに摩擦および摩耗に対する高い
表面耐性を示し、商業地域、産業地域、および他の交通量の多い地域での使用に適してい
る。時間も費用もかかる基材表面処理手段（研掃処理、掘り起こし、水噴射、衝撃剥離、
またはフライス加工など）を、用途に応じて、最小限にするまたは完全に回避することが
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できる。
【００４４】
　本発明の他の態様において、好適な実施形態は、特定用途に適合可能な凝結時間、良好
な若材齢強度発現および終局圧縮強度および他の強度特性、改善された表面ｐＨ、改善さ
れた基材との引張接着強さ、ならびに他の利益を持つ、寸法の安定したセメント質組成物
を作る方法を提供する。ある好適な実施形態において、本方法は、熱活性化アルミノケイ
酸塩（好ましくは、Ｃ級フライアッシュ由来）、スルホアルミン酸カルシウムセメント、
硫酸カルシウム、およびアルカリ金属化学活性化剤からなる驚くほど効果的な相乗作用混
合物を調製する工程を含む。
【００４５】
　そのような方法のある好適な実施形態において、上記のような成分を用いて、好適な混
合物を調製することで、熱活性化Ｃ級フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメ
ント、ならびに硫酸カルシウム二水和物、硫酸カルシウム半水和物、無水硫酸カルシウム
、およびそれらの混合物からなる群より選択される硫酸カルシウム（好ましくは粒子径が
約３００ミクロン未満の細粒形）を含むセメント質反応性粉末を形成する。
【００４６】
　これらの実施形態において、混合物に、乾燥型または液状のいずれかで化学活性化剤が
さらに添加され、化学活性化剤は、アルカリ金属塩または塩基、好ましくは有機酸アルカ
リ金属塩、アルカリ金属水酸化物、およびケイ酸アルカリ金属塩からなる群より選択され
るものを含む。後に続く工程において、水の添加および任意選択で流動化剤、特にカルボ
キシル化可塑剤材料の添加により、ジオポリマーセメント質製品に適した用途に使用可能
な安定なスラリー混合物が形成される。
【００４７】
　好適な方法において、混合物は、約０℃～約５０℃の初期温度、より好ましくは約５℃
～約４０℃の初期温度、さらにより好ましくは約１０℃～約３５℃の初期温度、特に好ま
しくは周辺温度～約２５℃の初期温度で調製される。そのような実施形態において、混合
物全体の初期温度は、セメント質反応性粉末；活性化剤、および水が初めて混合物中に全
て存在する状態になってから最初の１分間に測定される。もちろん、混合物全体の温度は
、この最初の１分間の間にも変わる可能性があるが、そのような好適な実施形態において
；スラリーの温度は、好ましくは、列挙した範囲内にある。
【００４８】
　いくつかの好適な実施形態において、スラリーは、比較的少ないエネルギーを用いて混
合することができ、それでも依然として十分に混合された組成物を得ることができる。そ
のような好適な方法のいくつかにおいて、スラリーは、低速ハンドドリルミキサまたは約
２５０ＲＰＭ以上の速度を有する等価なミキサーが提供するものと等価なエネルギーで、
混合される。したがって、そのような好適な実施形態のジオポリマー組成物は、最終組成
物を形成するのに用いられるスラリーを作るのに用いられる水の量が比較的少量であるに
も関わらず、混合が容易である。
【００４９】
　多くの実施形態において、セメント質反応性粉末と見なされない他の添加剤を、スラリ
ーおよびジオポリマーセメント質組成物全体に組み込むことができる。そのような他の添
加剤とは、例えば、高性能減水剤（上記の流動化剤など）、凝結促進剤、凝結遅延剤、空
気連行剤、発泡剤、湿潤剤、収縮制御剤、粘度調節剤（増粘剤）、再分散可能な膜形成重
合体粉末、膜形成重合体分散物、着色剤、腐食制御剤、アルカリ・シリカ反応減少混合剤
、分離型補強繊維、および内部養生剤である。他の添加剤として、フィラー、例えば１種
または複数の砂および／または他の骨材、軽量フィラー、ポゾラン鉱物、鉱物フィラーな
どを挙げることができる。
【００５０】
　上記で別々に説明してきたものの、本発明の好適なジオポリマー組成物および混合物の
それぞれは、先行技術のジオポリマーセメント質組成物と比べて上記の際立った利点（な



(12) JP 6283659 B2 2018.2.21

10

20

30

40

50

らびに、本明細書中のさらなる記載、実施例、およびデータから明らかであるもの）の少
なくとも１つを有し、またそれら利点の２つ以上を組み合わせて有することができる。
【００５１】
　本発明の実施形態の全てではないにしても、その多くが、環境的に持続可能であり、主
要な原材料源として製造過程で生じる不要物を含むフライアッシュジオポリマーを利用す
る。このことは、製造品の製品寿命にわたる二酸化炭素排出量および製品寿命に具体化さ
れたエネルギーを大幅に削減する。
【００５２】
　本発明の好適な実施形態におけるジオポリマーセメント質組成物は、他のセメント質材
料が用いられる場面、特に、凝結時間および作業可能時間の柔軟性、寸法安定性、圧縮強
度および／または他の強度に関する性質が重要であるまたは求められる用途に用いること
ができる。例えば、様々なコンクリート製品用途に用いることができ、そのような用途と
して、床、スラブ、および壁用の構造用コンクリートパネル、床仕上げ材（セラミックタ
イル、天然石、ビニルタイル、ＶＣＴ、およびカーペットなど）を設置するための壁およ
び床の下張り、高速道路上敷きおよび橋の修復、歩道および他のスラブ敷き地面、外装の
スタッコおよび仕上げ用しっくい、自己平滑化する吹き付けおよび表土下張り、土台、山
腹、および採鉱場の土および岩を固定するためのガナイトおよび吹き付けコンクリート、
亀裂、穴、および他のでこぼこな表面を埋めてならすためのパッチ修復モルタル、内装用
および外装用の彫像および壁画、ならびに道路および橋の路面に開いた穴を補修するため
のパッチ材料が挙げられる。
【００５３】
　他の例として、プレキャストコンクリート物品、ならびに優れた湿度耐久性を持つ建築
用品（セメントボード、組積用ブロック、レンガ、および敷石）への利用が挙げられる。
用途によっては、固定されたまたは移動する型に注ぐのに、または連続移動するベルトに
かけるのに適した凝結時間となる条件下で、そのようなプレキャストコンクリート製品（
セメントボードなど）を作ることができて好適である。
【００５４】
　本発明のいくつかの実施形態におけるジオポリマー組成物は、特定の比率で空気を含ま
せるための様々なフィラーおよび添加剤（発泡剤および空気連行剤を含む）と合わせて用
いることで、軽量セメント製品を作ることができ、そのような製品として、膨張性が良好
で収縮しない、例えば道路修復および舗装に適した、プレキャスト建築要素、建築修復用
製品、およびパッチ組成物が挙げられる。
【００５５】
　本発明の様々な実施形態の他の利点、利益、および態様を、以下に説明するとともに添
付の図面で図示する。それらは、以下のより詳細な開示から、当業者に理解されるだろう
。本明細書中のパーセンテージ、比、および比率は全て、特に記載がないかぎり重量基準
である。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１Ａ】比較例１の経過時間と収縮の結果についてのグラフである。
【図１Ｂ】実施例１のスランプの写真である。
【図２】比較例２のスランプの写真である。
【図３Ａ】比較例３のスランプの写真である。
【図３Ｂ】比較例３の経過時間と収縮の結果についてのグラフである。
【図４Ａ】実施例４の組成物の混合物１および２に関する初期流動挙動およびスランプの
写真である。
【図４Ｂ】実施例４の組成物の混合物３に関する初期流動挙動およびスランプの写真であ
る。
【図４Ｃ】実施例４の組成物の混合物４に関する初期流動挙動およびスランプの写真であ
る。
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【図４Ｄ】実施例４で調べた組成物の写真である。棒はそれぞれ、混合物１、２－１およ
び２－２、３－１および３－２、ならびに４－１および４－２（左から右へ）に関するも
ので、全て型中でひび割れた。
【図５Ａ】実施例５の混合物１～２（左から右へ）および混合物３～４（左から右へ）の
スランプパテの写真である。
【図５Ｂ】実施例５の初期流動およびスランプの結果についての棒グラフである。
【図５Ｃ】実施例５のスラリー温度上昇の結果についてのグラフである。
【図６Ａ】実施例６の経過時間と収縮についてのグラフである。
【図６Ｂ】実施例６における本発明の組成物のスラリー温度上昇についてのグラフである
。
【図７Ａ】実施例７の組成物の混合物１のスランプパテの写真である。
【図７Ｂ】実施例７の組成物の混合物２、３、および４のスランプパテの写真である。
【図７Ｃ】実施例７における本発明の組成物の収縮についてのグラフである。
【図７Ｄ】実施例７の本発明の組成物のスラリー温度上昇についてのグラフである。
【図８Ａ】実施例８における本発明の組成物の収縮についてのグラフである。
【図８Ｂ】実施例８の本発明の組成物のスラリー温度上昇についてのグラフである。
【図９Ａ】実施例９における本発明の組成物の収縮についてのグラフである。
【図９Ｂ】実施例９の本発明の結果の組成物のスラリー温度上昇についてのグラフである
。
【図１０Ａ】実施例１０における本発明の組成物の収縮についてのグラフである。
【図１０Ｂ】実施例１０の本発明の結果の組成物のスラリー温度上昇についてのグラフで
ある。
【図１１Ａ】実施例１１の組成物のスランプパテの写真を示す。
【図１１Ｂ】実施例１１における本発明の組成物の収縮についてのグラフである。
【図１１Ｃ】実施例１１の本発明の組成物のスラリー温度上昇についてのグラフである。
【図１２Ａ】実施例１２における本発明の組成物の収縮についてのグラフである。
【図１２Ｂ】実施例１２の本発明の結果の組成物のスラリー温度上昇についてのグラフで
ある。
【図１３Ａ】実施例１３の本発明の組成物のスランプパテの写真である。
【図１３Ｂ】実施例１３における本発明の組成物の収縮についてのグラフである。
【図１３Ｃ】は、実施例１３の本発明の組成物のスラリー温度上昇についてのグラフであ
る。
【図１４】実施例１４における本発明の組成物の収縮についてのグラフである。
【図１５Ａ】実施例１５における本発明の組成物の収縮についてのグラフである。
【図１５Ｂ】実施例１５の本発明の組成物のスラリー温度上昇についてのグラフである。
【図１６Ａ】実施例１６の本発明の組成物のスランプパテの写真を含む。
【図１６Ｂ】実施例１６における本発明の組成物の収縮についてのグラフである。
【図１７Ａ】実施例１７の本発明の組成物のスランプパテの写真を含む。
【図１７Ｂ】実施例１７における本発明の組成物の収縮についてのグラフである。
【図１７Ｃ】実施例１７の本発明の組成物のスラリー温度上昇についてのグラフである。
【図１８Ａ】実施例１８における本発明の組成物の収縮についてのグラフである。
【図１８Ｂ】実施例１８の本発明の組成物のスラリー温度上昇についてのグラフである。
【図１９Ａ】実施例１３における本発明の組成物の収縮についてのグラフである。
【図１９Ｂ】実施例１９の本発明の組成物のスラリー温度上昇についてのグラフである。
【図２０Ａ】実施例２０における本発明の組成物の収縮についてのグラフである。
【図２０Ｂ】実施例２０の本発明の組成物のスラリー温度上昇についてのグラフである。
【図２１Ａ】実施例２１における本発明の組成物の収縮についてのグラフである。
【図２１Ｂ】実施例２１の混合物１を棒状にして４時間収縮させたものの写真である。
【図２１Ｃ】実施例２１の本発明の組成物の非常に若材齢での材料収縮についてのグラフ
である（収縮試験を材齢１時間で開始した）。
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【図２１Ｄ】実施例２１の本発明の組成物のスラリー温度上昇についてのグラフである。
【図２２Ａ】実施例２２における発明の組成物の収縮についてのグラフである。
【図２２Ｂ】実施例２２の本発明の組成物のスラリー温度上昇についてのグラフである。
【図２３】実施例２３の本発明の組成物の非常に若材齢での材料収縮についてのグラフで
ある（収縮試験を材齢１時間で開始した）。
【図２４】実施例２７における本発明の組成物の収縮についてのグラフである。
【図２５】実施例２８で調べた組成物を立方体に成形したもの（真鍮性立方体金型にて）
の写真を含む。
【図２６】実施例２９における本発明の組成物の収縮についてのグラフである。
【図２７Ａ】実施例３０における本発明の組成物の収縮についてのグラフである。
【図２７Ｂ】実施例３０における組成物の発熱挙動およびスラリー温度上昇挙動について
のグラフである。
【図２８】実施例３１における本発明のいくつかの実施形態の軽量組成物の発熱挙動およ
びスラリー温度上昇挙動についてのグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００５７】
　表Ａは、本発明のいくつかの好適な実施形態における寸法の安定したジオポリマーセメ
ント質組成物の組成を示し、個別成分または集合成分の重量部（ｐｂｗ）で表してある。
【００５８】
　表Ａは、本発明のそのような好適な実施形態における寸法の安定したジオポリマーセメ
ント質組成物が、２成分、すなわち反応性粉末成分Ａ（本明細書中、「セメント質粉末材
料」とも称し、これは本発明にとって、熱活性化アルミノケイ酸塩、スルホアルミン酸カ
ルシウムセメント、硫酸カルシウム、およびこれら列挙される成分に添加される限りにお
いて任意の追加の反応性セメントと定義される）および活性化剤成分Ｂで構成されること
を示す。反応性粉末成分Ａは、Ｃ級フライアッシュを含む熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物
、スルホアルミン酸カルシウムセメント、および硫酸カルシウム、を含む材料のブレンド
である。活性化剤成分Ｂは、１種のアルカリ金属化学活性化剤またはその複数の混合物を
含み、粉末であっても水溶液であってもよい。反応性粉末成分Ａおよび活性化剤成分Ｂは
、１つにまとめられることで、本発明のそのような好適な実施形態におけるジオポリマー
セメント質組成物の反応性混合物を形成する。
【００５９】
【表Ａ】

【００６０】
　表Ｂは、表Ａの結合剤および他の成分を組み込んだ、完全密度（好ましくは１００～１
６０ポンド／立方フィートの範囲の密度）の好適な実施形態の配合物を表す。
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【００６１】
【表Ｂ】

【００６２】
　表Ｃは、表Ａの結合剤および他の成分を組み込んだ、軽量密度（好ましくは１０～１２
５ポンド／立方フィートの範囲の密度）の好適な配合物を表す。
【００６３】
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【表Ｃ】

【００６４】
　表Ｄは、表Ａの結合剤、粗骨材、および他の成分を組み込んだ、軽量密度または完全密
度（好ましくは４０～１６０ポンド／立方フィートの範囲の密度）のある好適な配合物を
表す。
【００６５】
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【表Ｄ】

【００６６】
　本発明のいくつかの実施形態におけるジオポリマーセメント質結合剤混合物の長期自由
収縮は、混合して水性混合物を形成してから１～４時間後に収縮測定を開始して、約０．
３％以下、好ましくは約０．２％未満、より好ましくは約０．１％未満、特に好ましくは
約０．０５％未満である。既に述べたとおり、本発明のいくつかの実施形態に従って適切
な量で用いられる、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、適切に選択された源および量の硫酸カルシウム、および適切に選択されたアルカリ金
属活性化剤の間の相乗的相互作用は、材料収縮を最小限に抑えるのに役立つ。
【００６７】
　アルミノケイ酸塩鉱物（フライアッシュなど）とアルカリ金属活性化剤（アルカリ金属
クエン酸塩など）とのジオポリマー反応は、非常に速い反応速度が関与し、反応中は、発
熱反応が関与するためにかなりの量の熱が放出されることが知られている。この高速の発
熱反応は、アルミノケイ酸塩化合物の形成をもたらし、材料は非常に速く（わずか数分で
）ゲル化および硬化する。同様に、スルホアルミン酸カルシウムセメントと硫酸カルシウ
ムの相互作用も、非常に高速の反応が関与し、反応中は、発熱反応のためかなりの量の熱
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ウム化合物の水和生成物が形成され、材料は非常に速く（またしてもわずか数分で）ゲル
化および硬化する。極度に短い凝結時間は、用途によっては問題となる。なぜなら、凝結
時間が短いと作業可能時間（可使時間）が短くなり、結果として、実際の現場での急結材
料の加工および設置が非常に難しくなるからである。また、急速な発熱反応が発生する大
量の熱は、望ましくない熱膨張および結果として生じる材料の亀裂および崩壊を招く可能
性がある。
【００６８】
　当業者の予想としては、上記の２種の急結発熱反応（すなわち、アルミノケイ酸塩鉱物
（フライアッシュなど）とアルカリ金属塩の反応、およびスルホアルミン酸カルシウムセ
メントと硫酸カルシウムの反応）を、アルミノケイ酸塩鉱物、アルカリ金属活性化剤、ス
ルホアルミン酸カルシウムセメント、および硫酸カルシウムを一緒に混ぜた結果として同
時に起こさせたなら、得られる材料は、上記の２種の反応をそれぞれ別に起こさせた場合
のシナリオ（この場合でも発熱の多さおよび凝結の速さはすでに望ましくないレベルであ
る）と比較して、望ましくないことによりいっそうの熱を放出し、望ましくないことにゲ
ル化および硬化はよりいっそう速く進むだろう。驚いたことに、上記の４種の反応性成分
全てを用いる本発明の実施形態では、そうならない。アルミノケイ酸塩鉱物、アルカリ金
属活性化剤、スルホアルミン酸カルシウムセメント、および硫酸カルシウムを一緒に混合
すると、得られる材料は、上記の既知の２成分反応系の両方と比べて、発熱が低下し、ゲ
ル化および硬化時間が長くなる。これら４種の原材料の間に相乗的相互作用が生じ、これ
が、本発明のいくつかの実施形態に驚くべき結果をもたらすと思われる。
【００６９】
　本発明のいくつかの実施形態でわかったさらに別の驚くべき結果とは、アルミノケイ酸
塩鉱物およびアルカリ金属活性化剤を、スルホアルミン酸カルシウムセメントおよび硫酸
カルシウムと同時に反応させると、材料収縮の大幅な低下が観測されることである。例え
ば、以下の実施例における、本発明の新規４反応性成分系と、比較例１～４の反応性成分
のうち２種または３種しか含有しない非新規の系との比較を参照のこと。材料収縮の大幅
な低下は、アルミノケイ酸塩鉱物および活性化剤を含む反応性混合物中に、スルホアルミ
ン酸カルシウムセメントおよび硫酸カルシウムが比較的少量でしか含まれていない場合に
も起こる。
【００７０】
　非常に驚いたことに、本発明のいくつかの実施形態におけるジオポリマーセメント質結
合剤組成物中のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、材料の初期凝結後に測定さ
れる材料収縮の度合いの制御に影響を及ぼすことがわかった。同じく驚いたことに、所定
の実施形態において、スルホアルミン酸カルシウムセメントがある量を超えると、材料の
初期凝結後に生じる材料収縮の量が増加し始めることもわかった。
【００７１】
　表Ｄ１は、初期凝結後の組成物の収縮制御能力を反映したいくつかの好適な実施形態の
成分量を示す。
【００７２】
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【表Ｄ１】

【００７３】
　混合物中に存在する硫酸カルシウムの量が、本発明のいくつかの実施形態におけるジオ
ポリマーセメント質組成物の材料収縮の度合いに大きく影響することも、期せずしてわか
った。
【００７４】
　表Ｄ２は、本発明のいくつかの実施形態での成分量、材料収縮を制御するのに使用可能
なスルホアルミン酸カルシウムセメント１００部あたりの硫酸カルシウム量を示す。
【００７５】
【表Ｄ２】

【００７６】
　本発明のいくつかの実施形態における組成物に所定量のアルカリ金属活性化剤および他
の成分が含まれる場合、硫酸カルシウム二水和物の使用が、材料収縮を最小限に抑えるの
に最も効果的な制御手段となることがわかった。無水硫酸カルシウム（無水物）および硫
酸カルシウム半水和物の使用も、本発明のいくつかの実施形態におけるジオポリマーセメ
ント質結合剤組成物の材料収縮を低下させるのに優れた制御手段となる。硫酸カルシウム
二水和物および無水硫酸カルシウム（無水物）は、本発明における硫酸カルシウムの好適
な形である。より好ましくは、硫酸カルシウム二水和物は、細粒の大きさで提供される。
【００７７】
　驚いたことに、アルカリ金属活性化剤の量が、本発明のいくつかの実施形態におけるジ
オポリマーセメント質結合剤組成物の材料収縮の度合いに大きく影響を及ぼすことがわか
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った。表Ｄ３は、この利益を得るのに好適な、セメント質材料（すなわち熱活性化アルミ
ノケイ酸塩鉱物、スルホアルミン酸カルシウムセメント、および硫酸カルシウム）の重量
に対する、アルカリ金属活性化剤の量パーセンテージについて、成分量を示す。
【００７８】
【表Ｄ３】

【００７９】
　驚いたことに、ケイ酸カルシウム系水硬性セメント（ポルトランドセメントなど）を本
発明のいくつかの実施形態におけるジオポリマー組成物に組み込むことは、得られる材料
の寸法安定性に悪影響を及ぼすことがわかった。そのような実施形態におけるジオポリマ
ー組成物に添加されたポルトランドセメントの量が増加すると、得られる組成物の収縮が
増加する。ポルトランドセメントの存在下では、たとえ、スルホアルミン酸カルシウムセ
メント、硫酸カルシウム、およびアルカリ金属化学活性化剤がそのような実施形態に存在
していても、材料収縮の増加が起こる。例えば、いくつかの実施形態における反応性粉末
組成物に、固形セメント質材料（本明細書中使用される場合、「セメント質材料」には、
熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物、全てのセメント材料、および硫酸カルシウムを含む混合
物の乾燥成分が含まれる）の合計重量に対して、乾燥状態基準で１５％、３３％、５２％
、および７４％のポルトランドセメントを組み込むと、材料の初期凝結から８週後に測定
される材料の自由収縮が、それぞれ、約０．１５％、０．２３％、０．３１％、および０
．４８％増加することがわかった。
【００８０】
　したがって、上記の量で収縮すると問題である実施形態において、理屈に縛られるわけ
ではないが、ポルトランドセメントの添加は、基本の４つの反応性成分（熱活性化アルミ
ノケイ酸塩鉱物、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム、およびアルカ
リ金属化学活性化剤）の間の相乗的相互作用に悪影響すると思われる。したがって、上記
の量で収縮すると問題である実施形態におけるジオポリマーセメント質組成物は、そのよ
うな望ましくない度合いの収縮を引き起こすほどのポルトランドセメントを組み込まない
ことが好ましい。
【００８１】
　結合剤組成物を形成するには、反応性粉末成分Ａ（熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物、ス
ルホアルミン酸カルシウムセメント、および硫酸カルシウム）、活性化剤成分Ｂ（アルカ
リ金属化学活性化剤）、および水を混合して、約０℃～約５０℃、好ましくは約１０～約
３５℃の初期温度（成分が初めて全て混合物中に存在して最初の１分の間の温度）のセメ
ント質スラリーを形成する。結果として、ジオポリマー化反応が起こり、アルミノケイ酸
塩ジオポリマー反応種の形成ならびに得られる材料の凝結および硬化がもたらされる。同
時に、スルホアルミン酸カルシウム相およびケイ酸カルシウム相の水和反応も起こり、得
られる材料の凝結および硬化がもたらされる。
【００８２】
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　本発明のいくつかの好適な実施形態における寸法の安定したジオポリマー組成物は、新
鮮な状態で作業可能な混合物を得るために、および硬化した状態で強く耐久性のある材料
とするために必要とする水が極端に少ない。
【００８３】
　本発明のいくつかの実施形態における寸法の安定したジオポリマーセメント質結合剤の
、好適な水／全固形分重量比は、粗骨材が存在しない場合、約０．０４～約０．２５、好
ましくは約０．０４～約０．２０、より好ましくは約０．０５～約０．１７５、さらによ
り好ましくは約０．０５～約０．１５である。本発明のいくつかの実施形態における寸法
の安定したジオポリマーセメント質結合剤の、好適な水／全固形分比は、粗骨材が存在す
る場合、好ましくは約０．１２５未満、より好ましくは約０．１０未満、さらにより好ま
しくは約０．０７５未満である。全固形分には、セメント質材料、骨材（砂または他の骨
材など）、フィラー、および無水を基本とする他の固形添加剤が含まれる。
【００８４】
　そのような実施形態では、最少量の水を加えて、化学的水和およびアルミノケイ酸塩ジ
オポリマー化という反応を達成する。好ましくは、スラリーにおいて、水対粉末セメント
質材料の重量比は、約０．１７～約０．４、より好ましくは約０．２～約０．３５、さら
により好ましくは約０．２２～約０．３である。本明細書中使用される場合、「セメント
質材料」は、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物、スルホアルミン酸カルシウムセメント、お
よび硫酸カルシウム、ならびに反応性混合物に添加することのできる任意の追加セメント
と定義される。水の量は、セメント質組成物に存在する個々の材料の必要に依存する。
【００８５】
　そのような実施形態における組成物の凝結は、ＡＳＴＭ　Ｃ２６６試験手順に指定され
るＧｉｌｍｏｒｅ針を用いて測定されるとおりの、凝結開始時間および凝結終了時間によ
り特性決定される。凝結終了時間は、コンクリート製品（例えば、コンクリートパネル）
が十分に硬化して取扱い可能になる時間にも相当する。
【００８６】
　一般に、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物（フライアッシュなど）のジオポリマー反応は
、発熱反応である。いくつかの実施形態において、フライアッシュ、スルホアルミン酸カ
ルシウムセメント、硫酸カルシウム、およびアルカリ金属化学活性化剤が、ジオポリマー
化反応の要素として互いに相乗的に相互作用することで、発熱反応を起こしている材料か
ら放出される熱の発熱率および量が非常に大幅に減少することが、またしても期せずして
わかった。硫酸カルシウムの種類の適切な選択およびその量、スルホアルミン酸カルシウ
ムセメントの量、ならびにアルカリ金属化学活性化剤の適切な選択およびその量は、その
後の発熱反応により放出される熱の発熱率および量を減少および最小限にするのに有効で
ある。
【００８７】
　一般に、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物（フライアッシュなど）のジオポリマー反応も
、高速で進行し、材料の迅速なゲル化および凝結をもたらす。典型的には、先行技術に従
ってフライアッシュが単独でアルカリ金属化学活性化剤と反応する場合、水性混合物の形
成から２～３分以内で、材料のゲル化が始まり、１０分経たないうちに凝結終了に到達す
る。
【００８８】
　本発明の好適な実施形態において、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物（フライアッシュな
ど）、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム、およびアルカリ金属化学
活性化剤は、ジオポリマー化反応の要素として互いに相乗的に相互作用することで、得ら
れる材料のゲル化時間および凝結終了時間を顕著に速めることが、期せずしてわかった。
硫酸カルシウムの種類の適切な選択およびその量、スルホアルミン酸カルシウムセメント
の量、ならびにアルカリ金属化学活性化剤の適切な選択およびその量は、得られる材料の
ゲル化速度および期間ならびに凝結終了時間を延長するのに有効である。
【００８９】
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　そのような実施形態において所定量のアルカリ金属活性化剤が含まれる場合、硫酸カル
シウム量の増加は、得られるジオポリマーセメント質結合剤組成物のゲル化時間および凝
結終了時間を延長することがわかった。加えて、そのような実施形態において所定量のア
ルカリ金属活性化剤が含まれる場合、硫酸カルシウムの粒子径の拡大は、得られるジオポ
リマーセメント質結合剤組成物のゲル化時間および凝結終了時間を延長することがわかっ
た。そのうえさらに、本発明の組成物に含まれる異なる種類の硫酸カルシウムのうち、硫
酸カルシウム半水和物が、得られるジオポリマーセメント質組成物のゲル化時間および凝
結終了時間を最も長く延長することがわかった。いくつかの好適な実施形態におけるジオ
ポリマーセメント質結合剤に関して、ゲル化期間は、２０～６０分の範囲であり、このと
き凝結終了時間は約３０～約１２０分である。ゲル化時間および凝結終了時間が長くなる
と、そのような実施形態におけるジオポリマーセメント質結合剤のオープンタイムおよび
作業可能時間を長くすることができるので、現場での使用において有用である。
【００９０】
　本明細書中使用される場合、組成物の若材齢強度は、約３～約５時間の養生後に圧縮強
度を測定することで特性決定される。多くの用途において、若材齢で圧縮強度が比較的強
いことは、セメント質材料にとって有利となり得る。なぜならば、そのような材料は、応
力が大きくなってもそれほど変形せずに持ちこたえることができるからである。初期に高
い強度を達成することはまた、製造品の取扱いおよび使用に関する安全性因子を向上させ
る。さらに、初期に高い強度を達成するおかげで、多くの材料および構造体は、若材齢で
、道路の開通を可能にしたり、非構造および構造負荷を支持できるようになったりする。
典型的には、そのような組成物で強度発現をもたらす化学反応は、凝結終了時間に達した
後も長時間継続する。
【００９１】
　本発明のいくつかの実施形態におけるジオポリマーセメント質結合剤は、極めて高い若
材齢圧縮強度および終局圧縮強度を発現することができる。例えば、いくつかのそのよう
な実施形態におけるジオポリマーセメント質結合剤は、１～４時間後に約５００ｐｓｉ～
約４０００ｐｓｉ、２４時間後に約１５００～約５０００ｐｓｉ、および２８日後に約３
，５００～約１００００ｐｓｉの圧縮強度を発現することができる。
【００９２】
　そのような実施形態において、若材齢圧縮強度が劇的に向上するのは、硫酸カルシウム
量がスルホアルミン酸カルシウムセメントの約１０％～約５０重量％である場合である。
驚いたことに、硫酸カルシウムの種類も、本発明のいくつかの実施形態におけるジオポリ
マーセメント質組成物の若材齢圧縮強度（≦２４時間）の発現に非常に大きな影響を及ぼ
すことがわかった。若材齢圧縮強度が最も大きく向上するのは、無水硫酸カルシウム（無
水物）を用いる場合である。
【００９３】
　いくつかの実施形態において、硫酸カルシウムの粒子径が小さくなるほど、若材齢（≦
２４時間）での強度発現が速くなることがわかった。強度発現の速度が極めて速いことが
望ましい場合、硫酸カルシウムの好ましい平均粒子径は、約１～約３０ミクロン、より好
ましくは約１～約２０ミクロン、さらにより好ましくは約１～約１０ミクロンである。
【００９４】
　セメント質反応性混合物
　本発明のいくつかの好適な実施形態におけるセメント質反応性混合物は、反応性粉末成
分Ａおよび活性化剤成分Ｂを、表Ａに示すとおりの好適な範囲で含む。反応性粉末成分Ａ
は、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物、スルホアルミン酸カルシウムセメント、および硫酸
カルシウムを含む。活性化剤成分Ｂは、アルカリ金属化学活性化剤を含む。
【００９５】
　好ましくは、セメント質反応性混合物は、石灰を約１０～約４０重量％含有する。しか
しながら、この石灰は、石灰として添加されたものである必要はない。それよりも、石灰
は、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物の化学成分の１種として含まれている場合がある。
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【００９６】
　熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物、スルホアルミン酸カルシウムセメント、および硫酸カ
ルシウムに加えて、セメント質反応性粉末は、任意選択のセメント質添加剤（ポルトラン
ドセメントなど）を約０～約５重量％含んでいてもよい。しかしながら、ポルトランドセ
メントを組み込むと材料収縮が増加して材料の寸法安定性が落ちてしまうので、ポルトラ
ンドセメントは含まないことが好ましい。
【００９７】
　Ｃ級フライアッシュおよび他の熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物
　いくつかの実施形態において、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物は、フライアッシュ、高
炉スラグ、熱活性化粘土、頁岩、メタカオリン、ゼオライト、泥灰土、赤泥、岩盤、およ
び粘土地盤のれんがからなる群より選択される。好ましくは、熱活性化アルミノケイ酸塩
鉱物は、Ａｌ２Ｏ３含量が約５重量％より高い。典型的には、粘土または泥灰土が、約６
００℃～約８５０℃の温度で熱処理されることにより熱活性化した後に用いられる。本発
明のそのような実施形態において好適な熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物は、組成中の石灰
（ＣａＯ）含量が高く、好ましくは約１０重量％超、より好ましくは約１５％超、さらに
より好ましくは約２０％超である。特に好適な熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物は、Ｃ級フ
ライアッシュ、例えば、石炭火力発電所で生成するフライアッシュである。フライアッシ
ュは、ポゾラン性質も有する。
【００９８】
　ＡＳＴＭ　Ｃ６１８（２００８）は、ポゾラン性材料を「ケイ酸含有またはケイ酸およ
びアルミニウム含有材料であって、それ自身はセメント値をほとんどまたは全く持たない
が、微粉化された形で水分が存在すると、常温で水酸化カルシウムと化学反応して、セメ
ント性質を有する化合物を形成することができる材料」と定義する。
【００９９】
　フライアッシュは、本発明のいくつかの実施形態のセメント質反応性粉末ブレンドにお
いて好適な熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物である。酸化カルシウムおよびアルミン酸カル
シウム含量が高いフライアッシュ（ＡＳＴＭ　Ｃ６１８（２００８）規格のＣ級フライア
ッシュなど）は、以下で説明するとおり好適である。
【０１００】
　フライアッシュは、石炭の燃焼で生じる微粉の副生成物である。市販されているフライ
アッシュのほとんどは、微粉炭を燃やす発電所事業用ボイラーで生成される。こうしたフ
ライアッシュは、主に、ガラス質の球状粒子、ならびに、赤鉄鉱および磁鉄鉱の残渣、チ
ャー、および冷却中に形成されたいくつかの結晶相からなる。フライアッシュ粒子の構造
、組成、および性質は、石炭の構造および組成、ならびにフライアッシュが形成される燃
焼過程に依存する。ＡＳＴＭ　Ｃ６１８（２００８）規格は、コンクリートに使用するフ
ライアッシュとして２つの主要な級、Ｃ級およびＦ級を認識している。これらの２つの級
のフライアッシュは、概して、異なる種類の石炭に由来するものであり、石炭が異なるの
は複数の地質時代期間を経て生じる石炭形成過程における違いの結果である。Ｆ級フライ
アッシュは、通常、無煙炭または瀝青炭の燃焼で生成され、一方Ｃ級フライアッシュは、
通常、亜炭または亜瀝青炭の燃焼で生成される。
【０１０１】
　ＡＳＴＭ　Ｃ６１８（２００８）規格は、Ｆ級およびＣ級フライアッシュを、まず第一
に、それらのポゾラン性質により区分する。したがって、ＡＳＴＭ　Ｃ６１８（２００８
）規格において、Ｆ級フライアッシュとＣ級フライアッシュの仕様の主な違いは、組成中
のＳｉＯ２＋Ａｌ２Ｏ３＋Ｆｅ２Ｏ３の最小限度である。ＳｉＯ２＋Ａｌ２Ｏ３＋Ｆｅ２

Ｏ３の最小限度は、Ｆ級フライアッシュについては７０％であり、Ｃ級フライアッシュに
ついては５０％である。したがって、Ｆ級フライアッシュは、Ｃ級フライアッシュよりも
ポゾラン性が強い。ＡＳＴＭ　Ｃ６１８（２００８）規格では明確に認識されていないも
のの、Ｃ級フライアッシュは酸化カルシウム（石灰）含量が高いことが好ましい。
【０１０２】
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　Ｃ級フライアッシュは、遊離石灰（酸化カルシウム）のおかげで、ポゾラン性質の他に
、通常、セメント性質を有する。Ｆ級は、水だけと混合したときに、ほとんどセメント性
にならない。酸化カルシウムを高含量で含むことにより、Ｃ級フライアッシュはセメント
性質を有し、水と混合したときに、ケイ酸カルシウムおよびアルミン酸カルシウム水和物
の形成をもたらす。以下の実施例からわかるとおり、Ｃ級フライアッシュは本発明の好適
な実施形態において優れた結果をもたらすことがわかった。
【０１０３】
　そのような実施形態において、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物は、Ｃ級フライアッシュ
を、好ましくは、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物１００重量部あたり約５０～約１００部
のＣ級フライアッシュを含み、より好ましくは、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物は、熱活
性化アルミノケイ酸塩鉱物１００部あたり約７５部～約１００部のＣ級フライアッシュを
含む。
【０１０４】
　他の種類のフライアッシュ（Ｆ級フライアッシュなど）もこれらまたは他の好適な実施
形態で使用することができる。好ましくは、セメント質反応性粉末に含まれる熱活性化ア
ルミノケイ酸塩鉱物の少なくとも約５０重量％はＣ級フライアッシュであり、残りはＦ級
フライアッシュまたは任意の他の熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物である。より好ましくは
、セメント質反応性粉末に含まれる熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物の約５５～約７５重量
％はＣ級フライアッシュであり、残りはＦ級または任意の他の熱活性化アルミノケイ酸塩
鉱物である。好ましくは、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物はその約９０～約１００％がＣ
級フライアッシュである、例えば、１００％Ｃ級フライアッシュである。
【０１０５】
　本発明のいくつかの実施形態における熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物の平均粒子径は、
好ましくは約１００ミクロン未満、より好ましくは約５０ミクロン未満、さらにより好ま
しくは約２５ミクロン未満、特に好ましくは約１５ミクロン未満である。
【０１０６】
　好ましくは、本発明の結合剤混合物は、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物１００部あたり
最大で約５部のメタカオリンを含む。より好ましくは、本発明の結合剤は、メタカオリン
を有意な量で含まない。メタカオリンが存在すると、混合物によっては必要とする水が増
加することがわかっているので、メタカオリンの使用は、本発明のいくつかの好適な実施
形態のジオポリマー結合剤組成物において望ましくない。
【０１０７】
　フライアッシュによく見られる鉱物の中でも特に多いのは、石英（ＳｉＯ２）、ムル石
（Ａｌ２Ｓｉ２Ｏ１３）、ゲーレン石（Ｃａ２Ａｌ２ＳｉＯ７）、赤鉄鉱（Ｆｅ２Ｏ３）
、磁鉄鉱（Ｆｅ３Ｏ４）である。また、岩石で通常見られる多形のケイ酸アルミニウム鉱
物、例えば珪線石、藍晶石、および紅柱石（この３種は全て分子式Ａｌ２ＳｉＯ５で表さ
れる）もフライアッシュにおいてよく見られる。
【０１０８】
　フライアッシュは、硫酸カルシウムまたは本発明のいくつかの実施形態における混合組
成物に含まれることになる別の硫酸イオン源も含むことができる。
【０１０９】
　いくつかの好適な実施形態において、フライアッシュの粉末度は、ＡＳＴＭ試験手順Ｃ
－３１１（２０１１）（「ポルトランドセメントコンクリート用鉱物混合物としてのフラ
イアッシュの試料採取および試験の手順」）のとおりに試験して、３２５メッシュのふる
い（米国シリーズ）に残るのが約３４％未満であることが好ましい。そのような実施形態
に有用なフライアッシュ材料の平均粒子径は、好ましくは約５０ミクロン未満、より好ま
しくは約３５ミクロン未満、さらにより好ましくは約２５ミクロン未満、特に好ましくは
約１５ミクロン未満である。このフライアッシュは、自己凝結性質があるので、好ましく
は、回収および使用は乾燥状態で行なう。
【０１１０】
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　亜瀝青炭から生じたＣ級フライアッシュは、表Ｅに示す以下の代表的な組成を有する。
このフライアッシュは、自己凝結性質があるので、好ましくは、回収および使用は乾燥状
態で行なう。
【０１１１】
【表Ｅ】

【０１１２】
　適切で好ましいＦ級フライアッシュは、以下の表Ｆに示す組成を有する。
【０１１３】
【表Ｆ】

【０１１４】
　水硬性セメント
　本発明にとっての水硬性セメントとは、水と接触したときに化学的凝結反応を起こし（
水和）、水の存在下で凝結（養生）するだけでなく、耐水性生成物を形成するセメントで
ある。
【０１１５】
　水硬性セメントとして、ポルトランドセメントのようなケイ酸アルミニウムセメント、
スルホアルミン酸カルシウムセメント、アルミン酸カルシウム系セメント、およびフルオ
ロアルミン酸カルシウムセメントが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１１６】
　スルホアルミン酸カルシウム（ＣＳＡ）セメント
　スルホアルミン酸カルシウムセメントは、本発明のいくつかの実施形態におけるジオポ
リマー結合剤組成物の一成分を成す。スルホアルミン酸カルシウム（ＣＳＡ）セメントは
、アルミン酸カルシウムセメント（ＣＡＣ）ともケイ酸カルシウム系水硬性セメント（例
えば、ポルトランドセメントなど）とも異なるクラスのセメントである。ＣＳＡセメント
は、アルミン酸カルシウム（ＣＡＣセメントの基礎成分である）でもケイ酸カルシウム（
ポルトランドセメントの基礎成分である）でもなく、スルホアルミン酸カルシウムに基づ
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く水硬性セメントである。スルホアルミン酸カルシウムセメントは、主相としてイェーリ
マイト（Ｙｅ’ｅｌｉｍｉｔｅ）（Ｃａ４（ＡｌＯ２）６ＳＯ４またはＣ４Ａ３Ｓ）を含
むクリンカーから作られる。
【０１１７】
　好適なスルホアルミン酸カルシウムセメントに存在する他の主要な相として、以下の１
種または複数を挙げることができる：ケイ酸ジカルシウム（Ｃ２Ｓ）、テトラカルシウム
アルミノフェライト（Ｃ４ＡＦ）、および硫酸カルシウム（ＣＳ）。スルホアルミン酸カ
ルシウムセメントはポルトランドセメントと比較して石灰の必要量が比較的少ないことに
より、セメント生産におけるエネルギー消費および温室効果ガス排出が低下している。事
実、スルホアルミン酸カルシウムセメントはポルトランドセメントより約２００℃低い温
度で製造可能であり、したがって、エネルギーおよび温室効果ガス排出がさらに低下する
。本発明のいくつかの実施形態において有用なスルホアルミン酸カルシウムセメントに存
在するイェーリマイト相（Ｃａ４（ＡｌＯ２）６ＳＯ４またはＣ４Ａ３Ｓ）の量は、好ま
しくは約２０～約９０重量％、より好ましくは３０～７５重量％、特に好ましくは約４０
～約６０重量％である。
【０１１８】
　本発明の好適な組成物は、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物１００ｐｂｗあたりのｐｂｗ
で、約１～２００部、より好ましくは約２．５～１００部、さらにより好ましくは約２．
５～５０部、なおさらにより好ましくは約５～３０部のスルホアルミン酸カルシウムセメ
ントを含む。
【０１１９】
　本発明のいくつかの実施形態における組成物で使用されるスルホアルミン酸カルシウム
セメントの量は、ＣＳＡセメント中に存在する活性イェーリマイト相（Ｃａ４（ＡｌＯ２

）６ＳＯ４またはＣ４Ａ３Ｓ）の量に基づいて調整することができる。
【０１２０】
　ポルトランドセメント
　本発明のいくつかの実施形態における寸法の安定したジオポリマー組成物は、アルミノ
ケイ酸塩鉱物、アルカリ金属化学活性化剤、スルホアルミン酸カルシウムセメント、およ
び硫酸カルシウムを含み、材料収縮の大きさが非常に小さくなることを実証する。そうす
ると、寸法安定性の良好な別の結合剤材料を本発明の混合物にさらに組み込んだ場合、得
られる組成物の全体的な材料収縮および寸法安定性は依然として小さくかつ許容できるだ
ろうと予想するのは当然だし自然であるだろう。例えば、純粋なポルトランドセメント系
セメント質組成物の収縮は、まず間違いなく、クエン酸アルカリ金属塩で活性化したフラ
イアッシュで構成されるジオポリマー結合剤の収縮より小さい規模の等級にあると決まっ
ていた。しかしながら、非常に驚いたことに、アルミノケイ酸塩鉱物、アルカリ金属化学
活性化剤、スルホアルミン酸カルシウムセメント、および硫酸カルシウムを含む本発明の
寸法の安定した組成物に、ポルトランドセメントを添加することは、得られる組成物の収
縮挙動に悪影響を及ぼすことが発見された。本発明のジオポリマー組成物にポルトランド
セメントを添加すると、得られる組成物の収縮が大きくなることがわかった。得られる組
成物中のポルトランドセメントの量が増えるとともに、観測される収縮の大きさも増える
。この結果は、まったく予期しない驚くべきものであり、本発明の寸法の安定したジオポ
リマー結合剤組成物に他の種類のセメントおよび／または化学添加剤を導入した場合に生
じる化学相互作用の極度に複雑な性質を強調するものである。この認識に基づいて、本発
明のいくつかの好適な実施形態ではポルトランドセメントを組み込まない。しかしながら
、収縮挙動が多少大きくなっても許容可能である状況で使用することが望まれるいくつか
の実施形態において、多少の量のポルトランドセメントを使用することが考慮に入ってい
る。ポルトランドセメント量の実用限界は、収縮挙動に対する悪影響の許容可能な範囲に
依存するが、本発明のいくつかの好適な実施形態において、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱
物１００重量部あたりに含まれるポルトランドセメントは、１５重量部以下である。
【０１２１】
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　石灰石、頁岩、および他の天然の鉱物が、低コストでかつ広く入手可能であることから
、ポルトランドセメントは、前世紀にわたって世界中で広く使用された最も低コストの材
料のうちの１つとなっている。
【０１２２】
　本明細書中使用される場合、「ポルトランドセメント」は、ケイ酸カルシウム系水硬性
セメントである。ＡＳＴＭ　Ｃ　１５０は、ポルトランドセメントを「基本的に水硬性ケ
イ酸カルシウムで構成されるクリンカーを粉砕することで製造される水硬性セメント（水
と反応して硬化するだけでなく耐水性生成物を形成するセメント）、通常、同時粉砕添加
物として１種または複数の形態の硫酸カルシウムを含有する」であると定義する。本明細
書中使用される場合、「クリンカー」は、所定の組成の原料混合物を高温に加熱すると生
成する焼結材料の団塊（直径は、約０．２～約１．０インチ［５～２５ｍｍ］）である。
【０１２３】
　アルミン酸カルシウムセメント
　アルミン酸カルシウムセメント（ＣＡＣ）は、相当量のフライアッシュを含有するが含
水量は少ないスラリーで圧縮強度を特に高める必要がない本発明のいくつかの実施形態に
おける反応性粉末ブレンドの一成分を成すことができる別の種類の水硬性セメントである
。
【０１２４】
　アルミン酸カルシウムセメント（ＣＡＣ）は、一般に、含アルミニウムセメントまたは
アルミナセメントとも呼ばれる。アルミン酸カルシウムセメントは、アルミナ含量が高く
、約３０～４５重量％であることが好ましい。それより高純度のアルミン酸カルシウムセ
メントも市販されており、そのセメントでは、アルミナ含量の範囲が、約８０重量％にま
で上り得る。こうした高純度アルミン酸カルシウムセメントは、他のセメントに比べて非
常に高価になる傾向がある。本発明のいくつかの実施形態における組成物に用いられるア
ルミン酸カルシウムセメントは、細かく粉砕することで、アルミン酸塩が水相に入りやす
くなっており、そのためエトリンガイトおよび他のアルミン酸カルシウム水和物の迅速な
形成を起こすことができる。そのような実施形態で有用であるアルミン酸カルシウムセメ
ントの表面積は、ブレーン表面積法（ＡＳＴＭ　Ｃ　２０４）で測定した場合に約３，０
００ｃｍ２／グラム超、好ましくは約４，０００～６，０００ｃｍ２／グラムである。
【０１２５】
　複数の製造方法が登場してきて、アルミン酸カルシウムセメントは世界中で製造される
ようになった。好ましくは、アルミン酸カルシウムセメントの製造に用いられる主な原材
料は、ボーキサイトおよび石灰石である。アルミン酸カルシウムセメントを製造するため
の製造方法の１つは、以下のとおり記載される。ボーキサイト鉱石を最初に破砕および乾
燥し、次いで石灰石とともに粉砕する。次いで、ボーキサイトおよび石灰石を含む乾燥粉
末を回転炉に供給する。粉砕低灰分石炭を炉の燃料として用いる。炉内でボーキサイトと
石灰石の反応が起こるので、溶融生成物を炉の下端から収集し、底部に設置されたトラフ
に流し込む。溶融クリンカーを水でクエンチして、クリンカー顆粒を形成させ、次いで、
この顆粒を備蓄場所に搬送する。次いで、この顆粒を所望の粉末度まで粉砕して、最終セ
メントとする。
【０１２６】
　典型的には、アルミン酸カルシウムセメントの製造課程中に、複数のアルミン酸カルシ
ウム化合物が形成され得る。形成されることの多い化合物で主要なものは、アルミン酸モ
ノカルシウム（ＣａＯ・Ａｌ２Ｏ３、ＣＡとも称する）である。その他に形成されるアル
ミン酸カルシウムおよびケイ酸カルシウム化合物として、１２ＣａＯ・７Ａｌ２Ｏ３（Ｃ

１２Ａ７とも称する）、ＣａＯ・２Ａｌ２Ｏ３（ＣＡ２とも称する）、ケイ酸ジカルシウ
ム（２ＣａＯ・ＳｉＯ２、Ｃ２Ｓとも称する）、アルミナケイ酸ジカルシウム（２ＣａＯ
・Ａｌ２Ｏ３・ＳｉＯ２、Ｃ２ＡＳとも称する）を挙げることができる。酸化鉄を比較的
高い比率で含有する他の化合物も複数形成され得る。そのような化合物として、カルシウ
ムフェライト（ＣａＯ・Ｆｅ２Ｏ３またはＣＦ、および２ＣａＯ・Ｆｅ２Ｏ３またはＣ２
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Ｆなど）、およびカルシウムアルミノフェライト、例えばテトラカルシウムアルミノフェ
ライト（４ＣａＯ・Ａｌ２Ｏ３・Ｆｅ２Ｏ３またはＣ４ＡＦ）、６ＣａＯ・Ａｌ２Ｏ３・
２Ｆｅ２Ｏ３またはＣ６ＡＦ２）、および６ＣａＯ・２Ａｌ２Ｏ３・Ｆｅ２Ｏ３またはＣ

６Ａ２Ｆ）などが挙げられる。アルミン酸カルシウムセメントに存在することが多い他の
微量成分として、マグネシア（ＭｇＯ）、チタニア（ＴｉＯ２）、硫酸塩類、およびアル
カリ類が挙げられる。
【０１２７】
　アルミン酸カルシウムセメントは、上記相の１つまたは複数を有することができる。主
要相としてアルミン酸モノカルシウム（ＣａＯ・Ａｌ２Ｏ３またはＣＡ）および／または
ヘプタアルミン酸ドデカカルシウム（１２ＣａＯ・７Ａｌ２Ｏ３またはＣ１２Ａ７）を有
するアルミン酸カルシウムセメントは、本発明のいくつかの実施形態に特に好適である。
さらに、アルミン酸カルシウム相は、結晶形および／または非晶質形で利用できる。ＣＩ
ＭＥＮＴＦＯＮＤＵ（またはＨＡＣ　ＦＯＮＤＵ）、ＳＥＣＡＲ　５１、およびＳＥＣＡ
Ｒ　７１は、主セメント相としてアルミン酸モノカルシウム（ＣＡ）を含有する市販のア
ルミン酸カルシウムセメントの例である。ＴＥＲＮＡＬ　ＥＶは、主要セメント相として
ヘプタアルミン酸ドデカカルシウム（１２ＣａＯ・７Ａｌ２Ｏ３またはＣ１２Ａ７）を含
有する市販のアルミン酸カルシウムセメントの例である。
【０１２８】
　本発明でアルミン酸カルシウム（ＣＡＣ）セメントが用いられる場合、それらは部分的
にスルホアルミン酸カルシウムセメントと置き換えてもよい。本発明のいくつかの実施形
態における組成物中のアルミン酸カルシウムセメント置き換え量は、スルホアルミン酸カ
ルシウムセメントおよびアルミン酸カルシウムセメントの凝集重量の上限約４９重量％ま
でである。
【０１２９】
　フルオロアルミン酸カルシウム
　フルオロアルミン酸カルシウムは、化学式３ＣａＯ・３Ａｌ２Ｏ３・ＣａＦ２を有する
。一般に、フルオロアルミン酸カルシウムは、石灰、ボーキサイト、およびホタル石を、
得られる生成物の無機分が３ＣａＯ・３Ａｌ２Ｏ３・ＣａＦ２となる量で混合し、得られ
る混合物を約１，２００℃～１，４００℃の温度で燃焼することにより製造する。フルオ
ロアルミン酸カルシウムセメントは、任意選択で、本発明に使用することができるが、概
して、多くの実施形態において好ましくない。
【０１３０】
　硫酸カルシウム
　硫酸カルシウムは、本発明のある実施形態におけるジオポリマー結合剤組成物の一成分
となる。硫酸カルシウム（例えば硫酸カルシウム二水和物）は水と反応するものの、耐水
性生成物を形成しないので、硫酸カルシウムは、本発明にとっての水硬性セメントとは見
なされない。本発明で有用な好適な硫酸カルシウムの種類として、硫酸カルシウム二水和
物、硫酸カルシウム半水和物、および無水硫酸カルシウム（硫酸カルシウム無水物と呼ぶ
こともある）が挙げられる。これらの硫酸カルシウムは、天然の供給源に由来するもので
あってもよいし、産業合成品であってもよい。上記のとおりに用いる場合、硫酸カルシウ
ムは、本発明の好適な実施形態におけるセメント質組成物のその他の基本成分と相乗的に
相互作用し、それにより、最終材料に他の有用な性質を付与しつつ、材料収縮を最小限に
抑えるのを助ける。
【０１３１】
　形態学的に異なる種類の硫酸カルシウムを、本発明の様々な実施形態で有益に使い分け
ることができる。本発明のそのような実施形態におけるジオポリマー結合剤および複合体
の性質は、使用した硫酸カルシウムの化学組成、粒子径、結晶形態、ならびに化学および
熱処理に基づき、その硫酸カルシウムの種類に大きく依存することがわかった。そのよう
な実施形態におけるジオポリマー結合剤のいくつかある性質の中でも特に、凝結挙動、強
度発現速度、終局圧縮強度、収縮挙動、および亀裂耐性は、適切な硫酸カルシウム源を選
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択して配合することにより、希望どおりにすることができる。したがって、これらの実施
形態の組成物に使用される硫酸カルシウムの種類の選択は、最終用途に求められる性質の
釣り合いに基づいて行なわれる。
【０１３２】
　３種の形態の硫酸カルシウム（主に半水和物、二水和物、および無水物）は全て、本発
明のいくつかの実施形態における４反応性成分混合物に有用であり、反応成分のうち２種
または３種しか含有しない以下の比較例１～４よりも長い凝結時間および強い圧縮強度と
いう利益をもたらすものの、３種の異なる形態の硫酸カルシウムは、本発明の様々な実施
形態において、凝結時間および圧縮強度に対してそれぞれ互いに異なる驚くべき効果を有
することがわかった。
【０１３３】
　硫酸カルシウムでもっとも溶解性の高い化学的形は半水和物であり、続いて比較的溶解
性の落ちる形が二水和物であり、さらに比較的不溶性の形が無水物であることは、よく知
られている。これら３種の形は全て、それら自身、水性媒体中、適切な条件下で凝結する
（二水和物の化学的形態のマトリクスを形成する）ことが知られており、凝結形の凝結時
間および圧縮強度は、それらの溶解性の順序に従うことが知られている。例えば、その他
全てが同じなら、唯一の凝結する材料として単独で用いられる場合、通常、半水和物の凝
結時間が一番短く、無水物の凝結時間が一番長い（典型的には、非常に長い凝結時間であ
る）。
【０１３４】
　極めて驚いたことに、用いた硫酸カルシウムが主にまたは全て半水和物である実施形態
は、凝結時間が最も長く、それに対して、用いた硫酸カルシウムが主にまたは全て無水物
である実施形態は、凝結時間が最も短いことがわかった。同じく驚いたことに、様々な実
施形態において、用いた硫酸カルシウムが主にまたは全て無水硫酸カルシウム（無水物）
であるものは、主に二水和物の形を用いた実施形態よりも初期圧縮強度が強いことがわか
った。
【０１３５】
　他の実施形態のジオポリマー組成物において、２種またはそれより多い種類の硫酸カル
シウムのブレンドを用いて、組成物の凝結時間および初期圧縮強度の性質を、用いた硫酸
カルシウムが主にまたは全て単一種である実施形態のものと比べて修飾することもできる
。そのようなブレンドを用いる場合、用いられる硫酸カルシウムの種類は、それらの化学
組成、粒子径、結晶の形と形態、および／または表面処理に依存して変わり得る。
【０１３６】
　使用される硫酸カルシウムの粒子径および形態は、本発明のいくつかの実施形態におけ
るジオポリマーセメント質結合剤組成物の若材齢強度および終局強度の発現に大きく影響
することがわかった。一般に、硫酸カルシウムの粒子径が小さいほど、若材齢での強度発
現が速くなることがわかった。極めて速く強度発現することが望ましい場合、硫酸カルシ
ウムの好適な平均粒子径は、約１～約１００ミクロン、より好ましくは約１～約５０ミク
ロン、特に好ましくは約１～約２０ミクロンの範囲である。そのうえさらに、硫酸カルシ
ウムは、粒子径が細かくなるほど、材料収縮を抑えることがわかった。
【０１３７】
　さらに、所定量のスルホアルミン酸カルシウムセメントが他の原材料成分とともに存在
する場合、硫酸カルシウム量の増加（ただし過剰な増加ではない）は、本発明のいくつか
の実施形態におけるジオポリマー結合剤の若材齢での圧縮強度の向上をもたらすことがわ
かった。若材齢での圧縮強度の最も劇的な向上は、硫酸カルシウム量がスルホアルミン酸
カルシウムセメントの約１０～約５０重量％であるときに起こる。
【０１３８】
　混合物中のスルホアルミン酸カルシウムセメントに比例して存在する硫酸カルシウムの
量が、本発明のいくつかの実施形態におけるジオポリマー組成物の材料収縮の度合いに大
きく影響することも、期せずしてわかった。好ましくは、これらの実施形態では、硫酸カ
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ルシウム量が、スルホアルミン酸カルシウムセメント１００重量部に対して約５～約２０
０重量部である。そのような実施形態においてジオポリマー組成物の材料収縮を最も効果
的に制御するためには、硫酸カルシウムの量は、スルホアルミン酸カルシウムセメント１
００重量部に対して約１０～約１００重量部、より好ましくはスルホアルミン酸カルシウ
ムセメント１００重量部に対して約１５～約７５重量部、特に好ましくはスルホアルミン
酸カルシウムセメント１００重量部に対して約２０～約５０重量部である。
【０１３９】
　本発明のいくつかの実施形態の組成物においてアルカリ金属活性化剤および他の原材料
成分が所定量で存在する場合、硫酸カルシウム二水和物を用いると、材料収縮を最も効果
的に制御して最小限に抑えることがわかった。無水硫酸カルシウム（無水物）および硫酸
カルシウム半水和物の使用も、そのような実施形態のジオポリマーセメント質結合剤組成
物の材料収縮を良好に制御して抑えた。
【０１４０】
　そのような実施形態の組成物に用いられる硫酸カルシウムを１種類または複数種類選択
する場合、その選択は、若材齢での強度発現に望まれる速度、収縮制御、および最終用途
に求められる性質の釣り合いに基づいて行なわれる。
【０１４１】
　多くのそのような実施形態の組成物において、硫酸カルシウムの一部または全部がスル
ホアルミン酸カルシウムセメントの中の添加剤成分として添加されていてもよい。この場
合、組成物に独立して添加される硫酸カルシウムの量は、スルホアルミン酸カルシウムセ
メントに含まれているのと同じ量だけ減らされる。
【０１４２】
　組成物の実施形態によっては、硫酸カルシウムはフライアッシュに含まれていてもよい
。そのような場合、組成物に独立して添加される硫酸カルシウムの量は、減らすことがで
きる。
【０１４３】
　本発明のいくつかの実施形態における組成物に独立して添加される硫酸カルシウムの量
は、混合物に存在する他の成分に由来する硫酸イオンがどれだけ利用可能であるかに基づ
いて調節することができる。
【０１４４】
　ポゾラン
　他の任意選択のケイ酸塩およびアルミノケイ酸塩鉱物で、それら自身は水性媒体中でセ
メント化する性質を実質的にほとんどまたは全く持たないもの（それらはポゾランである
）を、本発明のいくつかの実施形態における組成物に、任意選択の鉱物添加剤として含め
ることができる。様々な天然および人造の材料が、ポゾラン性質を有するポゾラン材料と
称されてきた。ポゾラン材料の例として、シリカヒューム、軽石、パーライト、珪藻土、
細かく粉砕した粘土、細かく粉砕した頁岩、細かく粉砕した粘板岩、細かく粉砕したガラ
ス、火山性凝灰岩、トラス、および籾殻が挙げられる。これらのポゾラン材料は全て、単
独でまたは組み合わせた形で、本発明のいくつかの実施形態におけるセメント質反応性粉
末の一部として用いることができる。
【０１４５】
　フィラー・骨材、無機鉱物フィラー、および軽量フィラー
　開示してきたセメント質反応性粉末ブレンドは、本発明の多くの実施形態におけるセメ
ント質組成物の急結成分を規定するものであるが、当業者には当然のことながら、組成物
の使用目的および用途に応じて他の材料が組成物に含まれてもよい。
【０１４６】
　１種または複数のフィラー（砂、細骨材、粗骨材、無機鉱物フィラー、軽量フィラーな
ど）を、本発明のいくつかの実施形態におけるジオポリマー配合物の成分として用いるこ
とができる。そのような実施形態において、こうしたフィラーは、好ましくは、ポゾラン
でもないし、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物でもない。



(31) JP 6283659 B2 2018.2.21

10

20

30

40

50

【０１４７】
　好ましくは、そのような実施形態における無機鉱物フィラーは、苦灰石、石灰石、炭酸
カルシウム、粉砕した粘土、頁岩、粘板岩、雲母、およびタルクである。一般に、そのよ
うなフィラーは、粒子径が小さく、本発明のいくつかの実施形態の組成物において、好ま
しくは、平均粒子直径が約１００ミクロン未満、好ましくは約５０ミクロン未満、より好
ましくは約２５ミクロン未満である。スメクタイト粘土およびパリゴルスカイトならびに
それらの混合物は、本発明にとって相当量で用いられる場合、適切な無機鉱物フィラーと
は見なさない。
【０１４８】
　本明細書中使用される場合、細骨材または砂は、典型的には平均粒子径が約４．７５ｍ
ｍ（０．１９５インチ）未満の無機岩石材料と定義される（とはいえ、用途に応じて他の
径を用いてもよい）。本発明において好ましい砂は、平均粒子径が０．１ｍｍ～約２ｍｍ
である。平均粒子径が約１ｍｍ以下の細砂は、本発明のいくつかの実施形態において好適
なフィラーである。
【０１４９】
　本発明の他の実施形態においては、最大粒子直径が約０．６ｍｍ、好ましくは最大で約
０．４２５ｍｍであり、平均粒子直径が約０．１～約０．５ｍｍの範囲、好ましくは約０
．１ｍｍ～約０．３ｍｍの範囲である砂が用いられる、好適な細砂の例として、ＱＵＩＫ
ＲＥＴＥ細砂Ｎｏ．１９６１およびＵＮＩＭＩＮ５０３０砂が挙げられるが、これらは主
要粒子径がＵＳふるい番号＃７０～＃３０（０．２～０．６ｍｍ）の範囲にある。
【０１５０】
　配合物に含まれる砂の粒子径分布および量は、砂を組み込む実施形態のレオロジー挙動
を制御する助けとなる。いくつかの実施形態におけるジオポリマーセメント質組成物に、
細砂を、約０．０５～約４の砂／セメント質材料（反応性粉末）比で添加することができ
る。自己平滑化レオロジーを持つ材料を得ることが望ましい場合、配合物中の最も望まし
い砂対セメント質材料の比は、約０．５０～約２、より好ましくは約０．７５～約１．５
である。
【０１５１】
　粗骨材は、平均粒子径が少なくとも４．７５ｍｍ（０．１９５インチ）、例えば、０．
２５インチ～１．５インチ（０．６４～３．８１ｃｍ）の無機岩石材料と定義される（と
はいえ、具体的な用途に応じて他の径を用いてもよい）。用途によっては（例えば、コン
クリート舗装など）、１．５インチ（３．８１ｃｍ）より径の大きい骨材も使用すること
ができる。粗骨材の粒子形および質感は、多様な設定が可能であり、例えば、角張ってい
る、きめが粗い、細長い、丸みを帯びた、または滑らか、あるいはそれらの組み合わせが
可能である。
【０１５２】
　好ましくは、粗骨材は鉱物（花崗岩、玄武岩、石英、流紋岩、安山岩、凝灰岩、軽石、
石灰石、苦灰石、砂岩、大理石、チャート、フリント、硬砂岩、粘板岩、および／または
片麻岩など）でできている。本発明のいくつかの実施形態において有用な粗骨材は、好ま
しくは、ＡＳＴＭ　Ｃ３３（２０１１）規格およびＡＡＳＨＴＯ　Ｍ６／Ｍ８０（２００
８）規格に明示される仕様を満たす。
【０１５３】
　本発明のいくつかの実施形態におけるジオポリマーセメント質組成物に粗骨材が含まれ
る場合、それらは、好ましくは約０．２５～約５の骨材対セメント質材料（反応性粉末）
比で用いられる。本発明のいくつかの実施形態は、粗骨材を、約０．２５～約１の粗骨材
対セメント質材料比で含有する。本発明の他のいくつかの実施形態は、粗骨材を、約１～
約３の粗骨材対セメント質材料比で含有する。
【０１５４】
　軽量フィラーは、比重が約１．５未満、好ましくは約１未満、より好ましくは約０．７
５未満、特に好ましくは約０．５未満である。本発明の他のいくつかの好適な実施形態に
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おいて、軽量フィラーの比重は、約０．３未満、より好ましくは約０．２未満、特に好ま
しくは約０．１未満である。対照的に、無機鉱物フィラーは、好ましくは、比重が約２．
０を超える。有用な軽量フィラーの例として、軽石、バーミキュライト、膨張した形態の
粘土、頁岩、粘板岩、およびパーライト、岩滓、膨張スラグ、燃え殻、ガラス微小球、合
成セラミック微小球、中空セラミック微小球、軽量ポリスチレンビーズ、中空プラスチッ
ク微小球、膨張プラスチックビーズなどが挙げられる。膨張プラスチックビーズおよび中
空プラスチック球が本発明のいくつかの実施形態の組成物に用いられる場合、それらは、
その比較的軽い比重および具体的な用途を考慮して、重量を基準として適切な量で用いら
れる。
【０１５５】
　本発明のいくつかの実施形態の重量を減らすのに軽量フィラーを利用する場合、軽量フ
ィラーは、例えば、約０．０１～約２、好ましくは約０．０１～約１のフィラー対セメン
ト質材料（反応性粉末）比で用いることができる。２種またはそれより多種の軽量フィラ
ーの組み合わせも、本発明のそのような実施形態に有用であるかもしれない。
【０１５６】
　本発明のいくつかの実施形態は、添加フィラーとして砂のみを含有するが、他の実施形
態は、砂および無機鉱物フィラーおよび／または軽量フィラーを含有する。他の実施形態
は、添加フィラーとして、無機鉱物フィラーおよび軽量フィラーを含有することができる
。さらに、他の実施形態は、添加フィラーとして、砂、無機鉱物フィラー、および軽量フ
ィラーを組み込む。さらに他の実施形態は、無機鉱物フィラーまたは軽量フィラーのみを
含有して、砂も細骨材も粗骨材も含有しない。粗骨材を含有する本発明のいくつかの実施
形態は、以下のフィラーのうち１種または複数を含むまたは含まないことができる：砂、
軽量フィラー、および無機鉱物フィラー。さらに、他の実施形態は、実質的にどのような
添加フィラーも完全に含んでいない。
【０１５７】
　アルカリ金属化学活性化剤
　アルカリ金属の塩および塩基は、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物（フライアッシュなど
）、スルホアルミン酸カルシウムセメント、および硫酸カルシウムを含む反応性粉末成分
Ａを活性化する化学活性化剤として有用である。本発明のいくつかの実施形態に用いられ
るアルカリ金属活性化剤は、液状でまたは固形で添加することができる。本発明のそのよ
うな実施形態における好適なアルカリ金属化学活性化剤は、有機酸の金属塩である。より
好適なアルカリ金属化学活性化剤は、カルボン酸アルカリ金属塩である。アルカリ金属水
酸化物およびアルカリ金属ケイ酸塩は、本発明のいくつかの実施形態で有用なアルカリ金
属化学活性化剤の他のいくつかの例である。あるいは、アルカリ金属水酸化物およびアル
カリ金属ケイ酸塩は、カルボン酸（クエン酸など）と併用することも可能であり、併用す
ることで、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物、スルホアルミン酸カルシウムセメント、およ
び硫酸カルシウムを含む反応性粉末ブレンドを化学的に活性化する。
【０１５８】
　本発明のいくつかの実施形態において、クエン酸アルカリ金属塩（クエン酸ナトリウム
またはクエン酸カリウムなど）を、熱活性化アルミノケイ酸塩鉱物、スルホアルミン酸カ
ルシウムセメント、および硫酸カルシウムを含む反応性粉末ブレンドと組み合わせて用い
ることで、周辺温度またはその付近の温度（約２０～２５℃）で原材料を混合した後の流
動性が比較的良好で硬化が速すぎない混合組成物が得られる。
【０１５９】
　クエン酸アルカリ金属塩（例えば、クエン酸カリウムまたはクエン酸ナトリウム）の量
は、本発明のいくつかの実施形態におけるセメント質反応性成分（すなわち、反応性粉末
成分Ａ）１００部に対して、約０．５～約１０重量％、好ましくは約１．０～約６重量％
、好ましくは約１．２５～約４重量％、より好ましくは約１．５～約２．５重量％、さら
により好ましくは約２重量％である。したがって、例えば、１００ポンドのセメント質反
応性粉末の場合、合計約１．２５～約４ポンドのクエン酸カリウムおよび／またはクエン
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酸ナトリウムが存在し得る。好適なクエン酸アルカリ金属塩は、クエン酸カリウムおよび
クエン酸ナトリウムであり、特にクエン酸三カリウム一水和物、およびクエン酸三ナトリ
ウム無水物、クエン酸三ナトリウム一水和物、クエン酸水素二ナトリウムセスキ水和物、
クエン酸三ナトリウム二水和物、クエン酸二ナトリウム、およびクエン酸一ナトリウムで
ある。
【０１６０】
　好ましくは、凝結活性化剤はアルカノールアミンを含有しない。同じく好ましくは、活
性化剤はリン酸化合物を含有しない。
【０１６１】
　凝結遅延剤
　有機化合物（ヒドロキシル化カルボン酸、炭水化物、糖、およびデンプンなど）は、本
発明のいくつかの実施形態における好適な凝結遅延剤である。有機酸（クエン酸、酒石酸
、リンゴ酸、グルコン酸、コハク酸、グリコール酸、マロン酸、酪酸、リンゴ酸、フマル
酸、ギ酸、グルタミン酸、ペンタン酸、グルタル酸、グルコン酸、タルトロン酸、ムチン
酸、トリヒドロキシ安息香酸など）は、いくつかの好適な実施形態における寸法の安定し
たジオポリマーセメント質結合剤組成物において、凝結遅延剤として有用である。
【０１６２】
　本発明のいくつかの実施形態において、グルコン酸ナトリウムも有機凝結遅延剤として
有用である。セルロース系有機重合体（ヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、ヒドロ
キシプロピルセルロース（ＨＰＣ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）
、エチルセルロース（ＥＣ）、メチルエチルセルロース（ＭＥＣ）、カルボキシメチルセ
ルロース（ＣＭＣ）、カルボキシメチルエチルセルロース（ＣＭＥＣ）、カルボキシメチ
ルヒドロキシエチルセルロース（ＣＭＨＥＣ）など）も、本発明の組成物のいくつかにお
いて、追加の凝結遅延剤として有用である。
【０１６３】
　これらのセルロース系凝結遅延剤は、本発明のいくつかの実施形態における組成物に添
加した場合に、凝結遅延を引き起こすだけでなく、混合物の粘度を大幅に上昇させる。本
発明のいくつかの好適な実施形態において、好ましくは、ホウ酸塩またはホウ酸などの無
機酸系凝結遅延剤は、相当量では使用しない。なぜなら、そうした凝結遅延剤は、混合物
のレオロジーを邪魔し、過剰な風解を引き起こし、さらに材料と他の基材との結合強度を
落とすからである。
【０１６４】
　他の任意選択の凝結制御剤
　他の任意選択の凝結制御化学添加剤として、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、硝酸カル
シウム、亜硝酸カルシウム、ギ酸カルシウム、酢酸カルシウム、塩化カルシウム、炭酸リ
チウム、硝酸リチウム、亜硝酸リチウム、硫酸アルミニウム、アルミン酸ナトリウム、ア
ルカノールアミン、ポリリン酸化合物などが挙げられる。これらの添加剤は、配合物の一
部として含まれている場合に、本発明のいくつかの実施形態におけるジオポリマー結合剤
組成物の凝結挙動に影響を及ぼすだけでなく、そのレオロジーにも影響を及ぼす可能性が
ある。
【０１６５】
　任意選択の材料、繊維、およびスクリム
　他にも任意選択の材料および添加剤を、本発明のいくつかの実施形態におけるジオポリ
マー結合剤組成物に含めることができる。そのようなものとして、以下からなる群より選
択される少なくとも１種が挙げられる：再分散可能な膜形成重合体粉末、膜形成重合体ラ
テックス分散液、消泡剤および発泡抑制剤、保水添加剤、凝結制御剤、収縮を減らす混合
物、発泡剤および空気連行剤、有機および無機のレオロジー制御剤、粘度調節剤（増粘剤
）、風解制御（抑制）剤、腐食制御剤、湿潤剤、着色剤および／または顔料、ばらばらの
繊維、連続長繊維および補強材、組織補強材、ポリビニルアルコール繊維、および／また
はガラスファイバー、および／または他のばらばらの補強用繊維。
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【０１６６】
　複数種のばらばらの補強用繊維を本発明のある実施形態に従って作られたセメント質ボ
ード組成物に組み込むこともできる。重合体コーティングしたガラス繊維などの材料なら
びにポリプロピレン、ポリエチレン、およびナイロンなどの重合体材料でできたスクリム
は、セメント系製品を、それらの機能および用途に合わせて補強するのに用いることがで
きる材料の例である。
【０１６７】
　好ましくは、本発明の多くの好適な実施形態におけるジオポリマー結合剤は、相当量の
セメントキルンダストを含まない。セメントキルンダスト（ＣＫＤ）は、セメントクリン
カーの製造中にキルンで生成する。セメントキルンダストは、部分焼結および未反応の原
材料、クリンカーダスト、およびアッシュからなる粒子状混合物であり、アルカリ硫酸塩
、ハロゲン化物、および他の揮発性成分が豊富に含まれている。こうした粒子は、排気ガ
スにより捕捉され、粒子状物質制御装置（サイクロン、バグハウス、および電気集塵装置
など）に集められる。
【０１６８】
　ＣＫＤは、主に炭酸カルシウムおよび二酸化ケイ素からなり、その点ではセメントキル
ンの供給原料と似ているが、ダスト中のアルカリ、塩化物、および硫酸塩の量は、通常、
大幅に増えている。ＣＫＤは、由来する３つの異なる種類の操作（湿式ロング、乾式ロン
グ、および前焼結装置を伴うアルカリバイパス）によって、様々な化学的および物理的特
性を有する。湿式ロングキルンおよび乾式ロングキルンで発生するＣＫＤは、キルン供給
物が部分焼結した微粒子からなり、アルカリ硫酸塩および塩化物が豊富に含まれている。
前焼結装置付きキルンのアルカリバイパスから集められるダストは、それらより粗く、よ
り焼結されていて、アルカリ揮発性成分の濃度も高い傾向にある。しかしながら、アルカ
リバイパスプロセスは、酸化カルシウム量が重量基準で最大になり、強熱減量（ＬＯＩ）
が最少になる。表（Ａｄａｓｋａ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｂｅｎｅｆｉｃｉａｌ　Ｕｓｅｓ　
ｏｆ　Ｃｅｍｅｎｔ　Ｋｉｌｎ　Ｄｕｓｔ，　２００８　ＩＥＥＥ／ＰＣＡ　５０ｔｈ　
Ｃｅｍｅｎｔ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｃｏｎｆ．，　Ｍｉａｍｉ，　
ＦＬ，　Ｍａｙ　１９－２２，　２００８での発表より引用）は、３つの異なる種類の操
作についての組成概要を示すもので、比較のため、Ｉ型ポルトランドセメントに好適な化
学組成も含まれている。
【０１６９】
【表Ｇ】

【０１７０】
　流動化剤および空気連行剤
　好ましくは、高性能減水剤（流動化剤）が、本発明のいくつかの実施形態における組成
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物に使用される。それらは、乾燥した形態で添加されても溶液として添加されてもよい。
流動化剤は、混合物が必要とする水を減らす助けとなり得る。流動化剤の例として、ポリ
ナフタレンスルホナート、ポリアクリラート、ポリカルボキシラート、ポリエーテルポリ
カルボキシラート、リグノスルホナート、メラミンスルホナート、カゼインなどが挙げら
れる。用いられる流動化剤の種類に応じて、流動化剤（乾燥粉末基準で）対反応性粉末ブ
レンドの重量比は、好ましくは約５重量％以下、好ましくは約２重量％以下、好ましくは
約０．１～約１重量％になる。
【０１７１】
　ポリカルボキシラートポリエーテルの化学的性質を利用する流動化剤は、本発明のいく
つかの実施形態にとって特に好適な化学的減水混合剤である。ポリカルボキシラートポリ
エーテル流動化剤は、上記で述べたとおりの本発明の様々な目的を達成しやすくするので
、特に好適である。
【０１７２】
　空気連行剤は、本発明のいくつかの実施形態におけるセメント質スラリーに添加されて
、ｉｎ　ｓｉｔｕで気泡を形成する（発泡する）。空気連行剤は、好ましくは、コンクリ
ートに微細な気泡を閉じ込める目的で用いられる界面活性剤である。あるいは、空気連行
剤は、いくつかの実施形態における組成物の混合物に混合操作中に導入されて外部から泡
を生じることで生成物の密度を下げることを目的として用いられる。好ましくは、外部か
ら泡を生じるため、適切な泡発生装置中で、空気連行剤（液状発泡剤としても知られる）
、空気、および水を混合して、泡を形成させる。泡安定剤（ポリビニルアルコールなど）
を泡に添加してから、泡をセメント質スラリーに添加することが可能である。
【０１７３】
　空気連行剤／発泡剤の例として、特にアルキルスルホナート、アルキルベンゾイルスル
ホナート、およびアルキルエーテルスルファートオリゴマーが挙げられる。これらの発泡
剤の一般式についての詳細は、Ｓｕｃｅｃｈの米国特許第５，６４３，５１０号に見るこ
とができる。米国特許第５，６４３，５１０号は、参照として本明細書に援用される。
【０１７４】
　空気連行剤（発泡剤）として、例えばＡＳＴＭ　Ｃ　２６０「コンクリート用空気連行
混合剤の標準規格」（Ａｕｇ．　１，　２００６）に記載されるとおりの規格に合ってい
るものなどを用いることができる。そのような空気連行剤は、当業者に周知であり、Ｋｏ
ｓｍａｔｋａ　ｅｔ　ａｌ　“Ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｏｆ　Ｃｏｎｃ
ｒｅｔｅ　Ｍｉｘｔｕｒｅｓ，”　Ｆｏｕｒｔｅｅｎｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ，　Ｐｏｒｔ
ｌａｎｄ　Ｃｅｍｅｎｔ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，　具体的には第８章の“Ａｉｒ　Ｅ
ｎｔｒａｉｎｅｄ　Ｃｏｎｃｒｅｔｅ”（米国特許出願公開第２００７／００７９７３３
号に引用されている）に記載されている。
【０１７５】
　市販されている空気連行材料として、ｖｉｎｓｏｌ樹脂、スルホン化炭化水素、脂肪酸
および樹脂酸、脂肪族置換アリールスルホナート（スルホン化リグニン塩など）、および
多数の他の界面活性材料であって通常アニオン性または非イオン性界面活性剤の形をとる
もの、アビエチン酸ナトリウム、飽和もしくは不飽和の脂肪酸およびその塩、テンシド、
アルキルアリールスルホナート、フェノールエトキシラート、リグノスルホナート、樹脂
石けん、ナトリウムヒドロキシステアラート、ラウリルスルファート、ＡＢＳ（アルキル
ベンゼンスルホナート）、ＬＡＳ（直鎖アルキルベンゼンスルホナート）、アルカンスル
ホナート、ポリオキシエチレンアルキル（フェニル）エーテル、ポリオキシエチレンアル
キル（フェニル）エーテルスルファートエステルまたはその塩、ポリオキシエチレンアル
キル（フェニル）エーテルホスファートエステルまたはその塩、タンパク質材料、アルケ
ニルスルホスクシナート、α－オレフィンスルホナート、α－オレフィンスルホナートの
ナトリウム塩、またはナトリウムラウリルスルファートもしくはスルホナート、およびそ
れらの混合物が挙げられる。
【０１７６】
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　好ましくは、空気連行剤（発泡剤）は、セメント質組成物全体の重量の約０．０１～約
１重量％である。
【０１７７】
　生体高分子および有機レオロジー制御剤
　スクシノグリカン、デュータンガム、グアーガム、ウェランガム、キサンタンガム、お
よびセルロースエーテル系有機化合物は、本発明のいくつかの実施形態において、親水コ
ロイドおよびレオロジー制御剤として作用する生体高分子である。合成有機重合体、例え
ば、ポリアクリルアミド、アルカリ膨潤性アクリル重合体、会合性アクリル重合体、アク
リル／アクリルアミド共重合体、疎水性修飾したアルカリ膨潤性重合体、高水膨潤性有機
重合体などは、そのような実施形態におけるジオポリマー結合剤組成物にレオロジー制御
剤および増粘剤として役立てることができる。
【０１７８】
　レオロジー制御剤および増粘剤は、会合性および非会合性の両方の種類を、そのような
実施形態におけるジオポリマー結合剤組成物に役立てることができる。本発明のそうした
実施形態におけるジオポリマー組成物においてレオロジー制御に有用なセルロース系有機
重合体の例として、ヒドロキシエチルセルロース（ＨＥＣ）、ヒドロキシプロピルセルロ
ース（ＨＰＣ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、エチルセルロース
（ＥＣ）、メチルエチルセルロース（ＭＥＣ）、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）
、カルボキシメチルエチルセルロース（ＣＭＥＣ）、およびカルボキシメチルヒドロキシ
エチルセルロース（ＣＭＨＥＣ）が挙げられる。上記の有機レオロジー制御剤および増粘
剤は、冷水にも熱水にも溶解する。これらの添加剤は、保水剤としても作用するので、材
料のレオロジーを制御するだけでなく、材料の分離および浮き水を最小限に抑える。
【０１７９】
　無機レオロジー制御剤
　本発明のいくつかの実施形態におけるジオポリマーセメント質組成物は、フィロケイ酸
塩ファミリーに属する無機レオロジー制御剤も含むことができる。こうした実施形態に特
に有用な無機レオロジー制御剤の例として、パリゴルスカイト、セピオライト、スメクタ
イト、カオリナイト、およびイライトが挙げられる。特に有用なスメクタイト粘土の例と
して、ヘクトライト、サポナイト、およびモンモリロナイトが挙げられる。異なる種類の
ベントナイト粘土も、天然のものも化学処理したものも含めて、こうした実施形態の組成
物のレオロジー制御に用いることができる。そのような添加剤は、保水剤としても作用す
るので、材料の分離および浮き水を最小限に抑える。無機レオロジー制御剤は、本発明の
いくつかの実施形態において、有機レオロジー制御剤の不在下でまたはそれと併用して添
加することができる。
【０１８０】
　膜形成重合体添加剤
　本発明のいくつかの実施形態において、好適な再分散可能な膜形成重合体粉末は、ラテ
ックス粉末である。これらの重合体粉末は、水に再分散可能であり、重合体水性分散液（
ラテックス）の噴霧乾燥により生成する。
【０１８１】
　ラテックスは、乳化重合体である。ラテックスは、重合体の水性分散液であり、産業用
途で広く用いられている。ラテックスは、重合体微粒子が水性媒体に分散した安定な分散
液（コロイド乳濁液）である。つまり、ラテックスは、ゴムまたはプラスチック重合体微
粒子が水に懸濁／分散している懸濁液／分散液である。ラテックスは、天然物でも合成物
でもよい。
【０１８２】
　ラテックスは、好ましくは、純粋なアクリル共重合体、スチレンゴム共重合体、スチレ
ンブタジエンゴム共重合体、スチレンアクリル共重合体、ビニルアクリル共重合体、また
はアクリル化エチレン酢酸ビニル共重合体でできており、より好ましくは純粋なアクリル
共重合体である。好ましくは、ラテックス重合体は、アクリル酸、アクリル酸エステル、
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メタクリル酸、およびメタクリル酸エステルからなる群より選択される少なくとも１種の
アクリル単量体に由来する。例えば、乳化重合に用いるのに好適な単量体として、アクリ
ル酸メチル、アクリル酸エチル、メタクリル酸メチル、アクリル酸ブチル、アクリル酸２
－エチルヘキシル、他のアクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、およびそれらのブ
レンド、アクリル酸、メタクリル酸、スチレン、ビニルトルエン、酢酸ビニル、酢酸より
高級のカルボン酸ビニルエステル（例えばＶｅｒｓａｔｉｃ酸のビニルエステル）、アク
リロニトリル、アクリルアミド、ブタジエン、エチレン、塩化ビニルなどの単量体、なら
びにそれらの混合物が挙げられる。
【０１８３】
　例えば、ラテックス重合体は、アクリル酸ブチル／メタクリル酸メチル共重合体または
アクリル酸２－エチルヘキシル／メタクリル酸メチル共重合体が可能である。好ましくは
、ラテックス重合体は、さらに、スチレン、α－メチルスチレン、塩化ビニル、アクリロ
ニトリル、メタクリロニトリル、メタクリル酸ウレイド、酢酸ビニル、分岐した第三級モ
ノカルボン酸のビニルエステル、イタコン酸、クロトン酸、マレイン酸、フマル酸、エチ
レン、およびＣ４－Ｃ８共役ジエンからなる群より選択される１種または複数の単量体に
由来する。
【０１８４】
　風解抑制剤
　本発明のいくつかの実施形態におけるセメント質組成物に撥水剤（シラン、シリコーン
、シロキサン、ステアリン酸化合物など）を添加して、材料の風解可能性を低下させるこ
とができる。有用な風解抑制剤として例を選択して挙げると、オクチルトリエトキシシラ
ン、カリウムメチルシリコナート、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸ブチル、ステ
アリン酸重合体がある。これらの風解制御剤は、硬化した材料内での水の移行を低下させ
、それにより、潜在的に風解を引き起こす可能性がある塩その他溶解性化学物質の移動を
最小限に抑える。過剰な風解は、塩の蓄積および塩の水和によって生じる外観の劣化、材
料の崩壊、ならびに膨張反応による損傷、ならびに他の基材および表面被覆材との結合強
度の低下を導く可能性がある。
【０１８５】
　消泡剤
　本発明のいくつかの実施形態におけるジオポリマーセメント質組成物に、消泡剤を添加
することで、連行される空気の量を減らし、材料強度を上げ、材料と他の基材との結合強
度を上げること、および表面の美観が重要な基準である用途において無傷の表面を作るこ
とができる。本発明のいくつかの実施形態におけるジオポリマー組成物に有用な適切な消
泡剤の例として、ポリエチレンオキシド、ポリエーテルアミン、ポリエチレングリコール
、ポリプロピレングリコール、アルコキシラート、ポリアルコキシラート、脂肪アルコー
ルアルコキシラート、疎水性エステル、トリブチルホスファート、アルキルポリアクリラ
ート、シラン、シリコーン、ポリシロキサン、ポリエーテルシロキサン、アセチレンジオ
ール、テトラメチルデシンジオール、第二級アルコールエトキシラート、シリコーン油、
疎水性シリカ、油類（鉱物油、植物油、白色油）、ワックス（パラフィンワックス、エス
テルワックス、脂肪アルコールワックス）、アミド、脂肪酸、脂肪酸ポリエーテル誘導体
などが挙げられる。
【０１８６】
　初期スラリー温度
　本発明のいくつかの実施形態において、温度安定性の改善のため、およびより重要なこ
とにはゲル化および凝結終了時間を約１０～約２４０分、より好ましくは約６０～約１２
０分、特に好ましくは約３０～約６０分かかるようにするため、初期結合剤混合物スラリ
ー温度が高くなく、最終結合剤混合物スラリー温度が上昇しても約５０°Ｆ（２８℃）に
到達しない、より好ましくは上昇しても約４０°Ｆ（２２℃）に到達しない、より好まし
くは上昇しても約３０°Ｆ（１７℃）に到達しない条件下でスラリーを形成することが好
ましく、そうすることにより結合剤組成物を商業的に利用する場合の作業可能時間がより
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制御できる。初期スラリー温度は、好ましくは室温程度である。
【０１８７】
　スラリーの初期温度が上昇すると、反応の進行による温度上昇の速度が上がり、凝結時
間が短くなる。したがって、ゲル化時間および凝結時間を短くするために従来のフライア
ッシュ系ジオポリマー結合剤組成物の調製で用いられていた９５°Ｆ（３５℃）～１０５
°Ｆ（４１．１℃）という初期スラリー温度は、本発明のいくつかの実施形態において避
けたほうが好ましい。なぜなら、組成物の配合は、混合物が初期スラリー温度から温度を
上昇させる挙動を減らすように設計されているからである。初期スラリー温度がすでに比
較的高温である場合、本発明の多くの実施形態で達成される、組成物の初期ゲル化時間お
よび凝結終了時間を延ばし、ひいては、商業的作業性を向上させる熱安定性の利点が、い
くぶん損なわれる可能性がある。
【０１８８】
　「初期温度」は、セメント質反応性粉末、活性化剤、および水が初めて全て混合物中に
存在してから最初の１分間の混合物全体の温度と定義される。当然、混合物全体の温度は
、この最初の１分間の間に変化し得るが、好適な温度安定性を達成する目的で、この温度
は、約０～約５０℃の初期温度範囲、より好ましくは約１０～約３５℃の初期温度範囲、
さらにより好ましくは約１５～約２５℃の初期温度範囲、好ましくは周辺温度の範囲内に
とどまることが好ましい。
【０１８９】
　材料発熱および温度上昇挙動
　本発明のいくつかの実施形態における組成物は、有利なことに、養生段階中の材料内で
の発熱が中等度であり、温度上昇が少ない。本発明のいくつかの実施形態におけるそのよ
うな組成物において、材料内で起こる最大温度上昇は、好ましくは約５０ｏＦ（２８℃）
未満、より好ましくは約４０ｏＦ（２２℃）未満、特に好ましくは約３０ｏＦ（１７℃）
未満である。これにより、材料の過剰な熱膨張およびその結果として生じる亀裂および崩
壊を防ぐことができる。この態様は、実際の現場で材料にかなり厚みを持たせて流すこと
が関わるような材料の使い方をする場合に、よりいっそうの利点となる。本発明のジオポ
リマーセメント質組成物は、実際の現場で示す温度膨張が少なく温度ひび割れの耐性が向
上しているので、この特定の態様において有益である。
【実施例】
【０１９０】
　本明細書の実施例においては、上述したように、明示的に別段の定めがない限り、組成
物又は配合表の百分率は重量％である。報告された測定値もまた、明示的に定めがない限
り近似量であり、例えば近似百分率、重量、温度、距離又は他の性質である。また、特に
指示がない限り、ＣＴＳセメントカンパニー（ＣＴＳ　Ｃｅｍｅｎｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ）
社から入手可能なファストロック（ＦＡＳＴＲＯＣＫ）５００ブランドのスルホアルミン
酸カルシウムセメントを、セメント質反応性粉末の成分として用いる。ファストロック５
００は約５ミクロンの平均粒径を有し、粒子の９５％が約２５ミクロンより細かい。ファ
ストロック５００の測定ブレーン粉末度は約６７８０ｃｍ２／ｇであった。ファストロッ
ク５００の酸化物組成を分析し、表ＡＡに示す。
【０１９１】
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【表ＡＡ】

【０１９２】
　実施例で用いられるファストロック５００スルホアルミン酸カルシウムセメント中に存
在する主要相には、Ｃ４Ａ３Ｓ、Ｃ２Ｓ、Ｃ４ＡＦおよびＣＳが含まれる。
【０１９３】
　全ての実施例において、特に指示がない限り、フライアッシュは、キャンベルパワープ
ラント（Ｃａｍｐｂｅｌｌ　Ｐｏｗｅｒ　Ｐｌａｎｔ）社（ミシガン、ウェストオリーブ
）のＣ級フライアッシュである。このフライアッシュは、約４ミクロンの平均粒径を有す
る。フライアッシュの測定ブレーン粉末度は約４３００ｃｍ２／ｇである。これらの実施
例で用いられるＣ級フライアッシュの酸化物組成を表ＡＡに示す。
【０１９４】
　多数の実施例に含まれる硫酸カルシウム二水和物は、本明細書において石膏粉又は細粒
石膏粉と称する、ユナイテッドステイツジプサムカンパニー社（Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔ
ｅｓ　Ｇｙｐｓｕｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ）から入手可能な細粒硫酸カルシウム二水和物であ
る。この細粒石膏粉は、約１５ミクロンの平均粒径を有する。
【０１９５】
　実施例のいくつかに含まれる無水硫酸カルシウム（無水石膏）は、ユナイテッドステイ
ツジプサムカンパニー社から入手可能なＳＮＯＷ　ＷＨＩＴＥブランドのフィラーである
。このＵＳＧ社のＳＮＯＷ　ＷＨＩＴＥフィラーは、硫酸カルシウム、典型的には石膏の
高温熱処理により製造される無水石膏の不溶性形態である。ＳＮＯＷ　ＷＨＩＴＥは、極
めて低レベルの化学的に結合した水分を、好ましくは約０．３５％で有する。ＵＳＧ社の
ＳＮＯＷ　ＷＨＩＴＥフィラーの平均粒径は約７ミクロンである。
【０１９６】
　多数の実施例に含まれる硫酸カルシウム半水和物は、ユナイテッドステイツジプサムカ
ンパニー社から入手可能なＵＳＧハイドロカル（ＨＹＤＲＯＣＡＬ）Ｃベースブランドの
硫酸カルシウム半水和物である。ハイドロカルＣベースは、ブロック様の結晶ミクロ構造
および低所要水量を有する硫酸カルシウム半水和物のアルファ形態である。このＵＳＧハ
イドロカルＣベースは、約１７ミクロンの平均粒径を有する。
【０１９７】
　本明細書において粗石膏粉又は粗粒石膏粉とも称する、多数の実施例で用いられる粗粒
硫酸カルシウム二水和物を、取引名ＵＳＧベン・フランクリン（ＢＥＮ　ＦＲＡＮＫＬＩ
Ｎ）ＡＧブランドの粗石膏としてユナイテッドステイツジプサムカンパニー社から調達し
た。このＵＳＧベン・フランクリンＡＧブランドの石膏は、約７５～約８０ミクロンの平
均粒径を有する粗粒硫酸カルシウム二水和物である。
【０１９８】
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　多数の実施例に含まれる細粒硫酸カルシウム二水和物は、ユナイテッドステイツジプサ
ムカンパニー社のＵＳＧテラアルバＦ＆Ｐ（ＵＳＧ　Ｔｅｒｒａ　Ａｌｂａ　Ｆ＆Ｐ）ブ
ランドである。このＵＳＧテラアルバＦ＆Ｐフィラーは、平均粒径が約１３ミクロンの高
純度硫酸カルシウム二水和物である。
【０１９９】
　いくつかの実施例に含まれるＱＵＩＫＲＥＴＥ細粒Ｎｏ．１９６１細砂は、表ＢＢに示
されるような粒径を有する。
【０２００】
【表ＢＢ】

【０２０１】
　いくつかの実施例に含まれるＵＮＩＭＩＮ５０３０砂は、表ＢＢに示されるような粒径
を有する。
【０２０２】
　クエン酸カリウム又はクエン酸ナトリウムは、本発明のいくつかの実施形態のセメント
質組成物の実施例のいくつかに添加されるアルカリ金属クエン酸塩であり、化学活性化剤
、レオロジー改質剤および凝結調節剤として作用する。
【０２０３】
　本明細書において報告される凝結開始時間および凝結終了時間は、ＡＳＴＭ　Ｃ２６６
（２００８）規格に準拠し、Ｇｉｌｍｏｒｅ針を使用して測定された。
【０２０４】
　本発明のいくつかの実施形態のセメント系ジオポリマー組成物のスランプおよび流動挙
動を、スランプ試験によりキャラクタライズする。本明細書で用いるスランプ試験では、
一方の開放端を滑らかなプラスチック面につけて垂直に保持した、直径約５．０８ｃｍ（
２インチ）、長さ約１０．１６ｃｍ（４インチ）の中空円筒を利用する。この円筒の最上
部にまでセメント系混合物を詰め、続いて上面を切り落として余分なスラリー混合物を除
去する。次に、この円筒を垂直にそっと持ち上げるとスラリーが底から出てプラスチック
面上で広がって円形のパテを形成する。次に、このパテの直径を測定し、材料のスランプ
として記録する。本明細書において、良好な流動挙動を有する組成物ではスランプ値が大
きくなる。スラリーの流動は１から１０の尺度でスラリーの流動性を評価することでキャ
ラクタライズされ、値１は流動挙動が極めて不良であることを表し、値１０は優れた流動
挙動であることを表す。
【０２０５】
　本明細書におけるような材料収縮率（本明細書では「収縮率」とも称する）は、ＡＳＴ
Ｍ　Ｃ９２８（２００９）試験規格に準拠して角柱試料の長さ変化を測定することでキャ
ラクタライズされる。初期長さの測定を、水を含めた個々の原料成分を合わせてから４時
間後に行う。最終測定を、水を含めた成分を合わせてから８週間後に行う。初期測定値と
最終測定値との差を初期の長さで割り、１００％をかけると収縮度が百分率で得られる。
１インチｘ１インチ（断面）長さ変化角柱試料は本明細書においてバーとも称され、ＡＳ
ＴＭ　Ｃ１５７（２００８）規格に準拠して用意される。



(41) JP 6283659 B2 2018.2.21

10

20

30

40

【０２０６】
　本明細書で使用するような材料の圧縮強度をＡＳＴＭ　Ｃ１０９（２００８）試験法に
準拠し、２インチｘ２インチｘ２インチの立方体の圧縮下での崩壊を試験することで測定
する。これらの立方体は硬化後に真鍮製の型から外され、試験時まで密封したビニール袋
内で養生される。立方体を、注型から約４時間、約２４時間、約７日および約２８日目の
材齢で試験する。いくつかの実施例においては、ビニール袋内での２８日間の養生完了後
、立方体を７日間にわたって飽水に供する。これらの立方体を、水から取り出して表面を
乾燥させた直後に、飽水条件下、圧縮下で試験する。
【０２０７】
　本明細書におけるようなスラリー温度上昇挙動を、準断熱条件下、スラリーを断熱容器
に入れ、熱電対を使用して材料温度を記録することで測定する。
【０２０８】
　実施例の多くが、熱活性化アルミノシリケートミネラル（フライアッシュ）、スルホア
ルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウムおよびアルカリ金属化学活性化剤を含む本
発明のいくつかの実施形態の開発されたジオポリマーセメント質組成物の物理的特性を示
す。ここでは、硫酸カルシウムおよびアルカリ金属化学活性化剤と組み合わせてスルホア
ルミン酸カルシウムセメントを組み込むことが、本発明のいくつかの実施形態の開発され
たジオポリマーセメント質組成物の材料収縮挙動、若材齢圧縮強度、極限圧縮強度、発熱
挙動および凝結特性に及ぼす影響について説明する。
【０２０９】
　本発明のいくつかの実施形態の組成物は養生中に穏やかな発熱および小さい温度上昇を
材料内で起こし、有利である。このような組成物において、材料内での最大温度上昇幅は
好ましくは約５０°Ｆ（２８℃）未満、より好ましくは約４０°Ｆ（２２℃）未満、より
一層好ましくは約３０°Ｆ（１７℃）未満である。これが材料の過剰な熱膨張とその結果
としての亀裂および崩壊を防止する。このことは、実際の現場での適用において材料を厚
く流し込む形で利用する場合により一層有益となる。後述するように調査した本発明のジ
オポリマーセメント質組成物はこの特定の見地において有益であり、これは実際の現場で
の適用において本発明のジオポリマーセメント質組成物の熱膨張が小さくなり、また熱亀
裂に対してより高い耐性を示すからである。
【０２１０】
　本発明のいくつかの実施形態の発明の組成物は、良好な加工性を得るための長い凝結時
間も達成する。材料の可使時間（ポットライフ）が短いと、実際の現場での適用時に使用
する機器およびツールによる急速凝結材料の加工に著しい困難が生じることから、極端に
短い凝結時間は、応用するには本発明のいくつかの実施形態にとって問題となる。
【０２１１】
　実施例１：公知のジオポリマーセメント質組成物の比較例
　以下の実施例では、Ｃ級フライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸塩を含む比較用セ
メント質組成物の物理的特性について説明する。試験結果は、表１に挙げたセメント質組
成物の収縮挙動、初期および極限圧縮強度並びに凝結挙動を示す。３種の混合物は全てク
エン酸カリウムで活性化され、また様々な量の砂を含有した。３種の混合物は全て、約１
００重量部のフライアッシュクラスＣおよび約１００重量部の全セメント質材料を有した
。言い換えると、セメント質材料は全てフライアッシュクラスＣであった。
【０２１２】
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【表１】

【０２１３】
　図１Ａは、比較例１で調査したセメント質組成物の収縮挙動を示す。
【０２１４】
　収縮率の測定を、原料を混合し、注型してから４時間の材齢で開始した。アルカリ金属
クエン酸塩で活性化させたフライアッシュ組成物が極めて高い収縮量を示したことを観察
することができる。測定最大収縮率は、約７５°Ｆ／５０％ＲＨでの８週間の養生後に約
０．７５％もの高さであると判明した。砂含有量の増加により収縮の度合いは低下したも
のの、全体としての収縮率は依然として極めて高いレベルのままであった。このような高
いレベルの材料収縮により、この材料は殆どの建築用途にとって完全に不満足なものとな
る。殆どの建築用途にとって、約０．１０％を超える収縮率は高く且つ望ましくないとみ
なされることに留意すべきである。
【０２１５】
　材料の初期流動挙動、スランプおよび若材齢亀裂挙動
　表２は、比較例１で調査したセメント質組成物の初期流動挙動およびスランプを示す。
【０２１６】
【表２】

【０２１７】
　アルカリ金属クエン酸塩で活性化されたフライアッシュ組成物は、砂／セメント比約０
．７５％で良好な流動挙動を有した。砂／セメント比を約１．５まで上昇させると、スラ
リーはその流動度を若干喪失した。砂／セメント比約２．５で、混合物は極端に堅練りと
なり、流動特性を喪失した。
【０２１８】
　図１Ｂは、比較例１で調査した混合物１についてのスランプパテ写真である。乾燥させ
ると、このスランプパテには著しい亀裂が生じた。パテにおける亀裂の発生は、スランプ
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硬化に伴って増大した。
【０２１９】
　凝結時間
　表３は、比較例１で調査したセメント質組成物の凝結挙動を示す。
【０２２０】
【表３】

【０２２１】
　この実施例のセメント質組成物は、極めて急速な凝結挙動を有した。全ての混合物は極
めて迅速にゲル化し、原料を混ぜ合わせて水性スラリーを調製してから約５分未満で流動
挙動を喪失した。
【０２２２】
　圧縮強度
　表４は、比較例１で調査したセメント質組成物の圧縮強度挙動を示す。全てのフライア
ッシュ組成物が、約２８日目に約７０００ｐｓｉを越える圧縮強度発現を示した。
【０２２３】
【表４】

【０２２４】
　実施例２：比較例
　この実施例では、フライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸塩を含む比較用セメント
質組成物の初期寸法安定性および亀裂耐性を調査する。表５は、調査した混合組成物の原
料組成を示す。混合物はクエン酸ナトリウムで活性化され、様々な量の砂を含有した。混
合物は、約１００重量部のフライアッシュクラスＣおよび約１００重量部の全セメント質
材料を有した。言い換えると、セメント質材料は全てフライアッシュクラスＣであった。
【０２２５】
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【表５】

【０２２６】
　材料の若材齢亀裂挙動
　図２Ａは、比較例２で調査した混合物についてのスランプパテ写真である。乾燥させる
と、このスランプパテには著しい亀裂が生じた。パテにおける亀裂の発生は、スランプ試
験から約３０分未満で起きた。亀裂の数および亀裂のサイズは、続く材料の乾燥および硬
化に伴って著しく増大した。
【０２２７】
　比較例２の組成物の圧縮強度挙動
　表５Ａは、比較例２における混合物の圧縮強度挙動を示す。組成物の若材齢圧縮強度は
相対的に低く、４時間で約５００ｐｓｉ未満、２４時間で約２０００ｐｓｉ未満であった
。実施例において後に示されるように、本発明の実施形態のジオポリマー組成物は著しく
高い圧縮強度をこの同じ初期に同等の水／セメント比で発現する。本発明の特定の実施形
態の実施例において示されるように、本発明の実施形態の組成物で使用する硫酸カルシウ
ムのタイプおよび量、スルホアルミン酸カルシウムセメントの量並びにアルカリ金属活性
化剤のタイプおよび量の調節により、若材齢圧縮強度を容易に望み通りのものにすること
ができる。
【０２２８】
【表５Ａ】

【０２２９】
　実施例３：比較例
　この実施例では、フライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸塩を含む比較用セメント
質組成物の初期寸法安定性および亀裂耐性を調査した。表５は、調査した混合組成物の原
料組成を示す。
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【０２３０】
　材料の若材齢亀裂挙動
　図３Ａは、比較例３で調査した混合物についてのスランプパテ写真である。乾燥させる
と、このスランプパテには著しい亀裂が生じた。パテにおける亀裂の発生は、スランプ試
験から約３０分未満で起きた。
【０２３１】
　比較例３の組成物の圧縮強度挙動
　表５Ｂは、比較例３の混合物の圧縮強度挙動を示す。組成物の若材齢圧縮強度は相対的
に低く、４時間で約５００ｐｓｉ未満、約１５００ｐｓｉ未満であった。本発明の実施形
態の後出の実施例において示されるように、本発明の組成物で使用する硫酸カルシウムの
タイプおよび量、スルホアルミン酸カルシウムセメントの量並びにアルカリ金属活性化剤
のタイプおよび量の調節により、若材齢圧縮強度を望み通りのものにすることができる。
【０２３２】
【表５Ｂ】

【０２３３】
　収縮挙動
　図３Ｂは、比較例３のセメント質組成物の極若材齢収縮挙動を示す。
【０２３４】
　極若材齢収縮率の測定を、原料を混合し、注型してから１時間の材齢で開始した。アル
カリ金属クエン酸塩で活性化させたフライアッシュ組成物は、極めて高い収縮量を示した
。測定最大収縮率は、約７５°Ｆ／５０％ＲＨでの８週間の養生後に約１％を超えること
が判明した。このような高いレベルの材料収縮により、この材料は殆どの建築用途にとっ
て不満足なものとなる。殆どの建築用途にとって、約０．１０％を超える収縮率は望まし
くないほどに高いとみなされる。
【０２３５】
　実施例４：フライアッシュへのスルホアルミン酸カルシウムセメントの添加－比較例
　この実施例は、フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメントおよびアルカリ
金属クエン酸塩を含むセメント質組成物の物理的特性を示す。ここでは、スルホアルミン
酸カルシウムセメントを組み込むことが、フライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸塩
を含むセメント質組成物の収縮率および亀裂耐性に及ぼす影響について研究した。
【０２３６】
　表６、７は、この実施例で調査した様々なセメント系混合物１～４の原料組成を示す。
様々な混合組成物で使用したスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、フライアッシ
ュの重量の約２０～約８０重量％と様々であった。
【０２３７】
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【表６】

【０２３８】
【表７】

【０２３９】
　材料の初期流動挙動、スランプおよび若材齢亀裂挙動
　表８は、実施例４で調査したフライアッシュとスルホアルミン酸カルシウムセメントと
の２成分ブレンドの初期流動挙動およびスランプを示す。スランプ試験において観察され
たように、調査した混合物は全て良好な流動挙動および大きいパテ直径を有した。
【０２４０】

【表８】
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【０２４１】
　図４Ａは、実施例４で調査した混合物１、２についてのスランプパテ写真である。図４
Ｂ、４Ｃはそれぞれ、実施例４で調査した混合物３、４についてのスランプパテ写真であ
る。乾燥させると、全てのスランプパテに著しい亀裂が生じた。パテにおける亀裂の発生
は、原料を混合してからたった約１０分で起き始めた。亀裂の数および亀裂のサイズは、
続く材料の乾燥および硬化に伴って著しく増大した。スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト量が最も少ない混合物１に生じた亀裂量が最も少なかった。アルカリ金属クエン酸塩で
活性化させたフライアッシュ組成物へのスルホアルミン酸カルシウムセメントの添加は、
乾燥および硬化させると過度の亀裂を起こしやすい、寸法安定性を欠いた材料につながっ
た。
【０２４２】
　収縮挙動
　調査する混合物の収縮挙動のキャラクタリゼーションを行うために、直方体の試料を注
型した。図４Ｄは、注型から約４時間後に撮影された、混合物１、混合物２（試料２－１
、２－２）、混合物３（試料３－１、３－２）および混合物４（試料４－１、４－２）（
左から右へ）についての試料の写真である。図４Ｄは、注型された全ての角柱試料が型内
でひび割れたことを示す。全てのバーが極めて著しく収縮し、注型から数時間以内に（離
型前に）型内でひび割れた。亀裂幅を測定し、これらの混合物についての総収縮量が試料
材齢約２４時間で約１．０％を超えると判明した。
【０２４３】
　実施例５
　この調査の目的は、本発明のいくつかの実施形態のジオポリマー結合剤組成物における
、様々な量で硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を組み込むことの影響を研究するこ
とであった。
【０２４４】
　表９、１０は、この実施例で調査したジオポリマーセメント系混合物の原料組成を示す
。この実施例の混合組成物で使用のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、フライ
アッシュの重量の約４０重量％に等しかった。硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を
、調査した混合組成物における異なる量レベル（スルホアルミン酸カルシウムセメントの
重量の約２５、約５０、約７５および約１００重量％）で添加した。この実施例で用いる
水／セメント質材料比を０．２５で一定に維持した。
【０２４５】
【表９】

【０２４６】
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【表１０】

【０２４７】
　材料の初期流動挙動、スランプおよび若材齢亀裂挙動
　表１１は、実施例５で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント
、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明の
いくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の初期流動挙動およびスランプ特性
を示す。スランプ試験における大きいパテ直径によって示されるように、調査した全ての
混合組成物が良好な自己平滑化性および流動挙動を有したことをはっきりと観察すること
ができる。そのような大きいスランプ値および自己平滑化挙動が約０．２５と低い水／セ
メント質材料比であっても得られたことは特に注目に値する。
【０２４８】

【表１１】

【０２４９】
　図５Ａは、実施例５で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質
組成物についてのスランプパテ写真である。この実施例のスランプパテには、乾燥させて
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も、硫酸カルシウム二水和物（石膏粉）を含有しない比較例４のセメント系混合物で起き
たような亀裂が生じなかった。このため、フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウム
セメントおよびアルカリ金属クエン酸塩を含むセメント系混合物に硫酸カルシウム二水和
物（細粒石膏粉）を組み込むことで、亀裂への優れた耐性を有する寸法の安定したジオポ
リマーセメント質組成物が得られる。
【０２５０】
　収縮挙動
　図５Ｂは、実施例５で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質
組成物の収縮挙動のグラフである。この調査の主な目的は、細粒硫酸カルシウム二水和物
の形態の硫酸カルシウムと組み合わせてスルホアルミン酸カルシウムセメントを組み込む
ことが、本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の収縮挙動に及ぼ
す影響を研究することであった。
【０２５１】
　収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから約４時間の材齢で開始し
た。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％ＲＨで養生しながら、全部で約８週間にわ
たって測定した。
【０２５２】
　以下の結論を、この調査および図５Ｂから導きだすことができる。
【０２５３】
　硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）の組み込みは、フライアッシュ、スルホアルミ
ン酸カルシウムセメントおよびアルカリ金属クエン酸塩を更に含む本発明のいくつかの実
施形態のジオポリマーセメント質組成物の亀裂耐性および寸法安定性の改善に著しい影響
を及ぼした。離型すらしていないのにひび割れた比較例４の収縮バー（硫酸カルシウム二
水和物を含有しない）とは逆に、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を含む実施例５
の収縮バーは安定しており、離型前も離型後も、バーにおいて許容範囲を超えた寸法安定
性又は望ましくない収縮を示唆する亀裂を見せなかった。
【０２５４】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（細
粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明のいくつかの実施形態のジオポリ
マーセメント質組成物の測定最大収縮率は、フライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸
塩だけを含有する比較用セメント質組成物（実施例１）のものより著しく低かった。例え
ば、フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（
細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明のいくつかの実施形態のジオポ
リマーセメント質組成物は、フライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸塩だけを含有す
る比較用混合物（実施例１）についての最大収縮率約０．７５％に対して最大測定収縮率
約０．０７～約０．１３％を有した。したがって、フライアッシュ、スルホアルミン酸カ
ルシウムセメントおよびアルカリ金属クエン酸塩を含むセメント質組成物への、細粒石膏
粉の形態の硫酸カルシウム二水和物の添加は、材料収縮率を極めて著しく低下させるのに
役立つと結論づけることができる。
【０２５５】
　約２５重量％の少ない硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）量で、７５°Ｆ／５０％
ＲＨでの８週間の養生後、測定最大収縮率は約０．１３％であった。本発明のいくつかの
実施形態のセメント質組成物における硫酸カルシウム（細粒石膏粉）量が更に増加すると
、材料収縮率が極めて著しく低下した。硫酸カルシウム（細粒石膏粉）量が約５０重量％
だと、測定最大材料収縮率が約０．０８％に低下した。同様に、硫酸カルシウム（細粒石
膏粉）量が約７５重量％および約１００重量％だと、測定最大材料収縮率が更に約０．０
７％まで低下した。
【０２５６】
　発熱およびスラリー温度上昇挙動
　図５Ｃは、実施例５で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質
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組成物の発熱およびスラリー温度上昇挙動のグラフである。フライアッシュ、スルホアル
ミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）およびアルカリ金属
クエン酸塩を含む実施例５のセメント質組成物は、ごく穏やかな温度上昇挙動を示した。
養生段階中の材料内での穏やかな発熱および小さい温度上昇は、材料の過剰な熱膨張並び
にその結果としての亀裂および崩壊の防止に効果的である。このことは、実際の現場での
適用において材料を厚く流し込む形で利用する場合により一層有益となる。この実施例で
調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物はこの特定の見地
において極めて有益であると開示され、これは実際の現場での適用において熱膨張が小さ
くなり、また熱亀裂に対してより高い耐性を示し得るからである。
【０２５７】
　凝結時間
　表１１は、実施例５で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質
組成物の凝結時間の棒グラフである。
【０２５８】

【表１１】

【０２５９】
　実施例５で調査したセメント質組成物は全て急速な凝結挙動を有し、終了時間は約２０
～約４０分であった。フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カル
シウム二水和物（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明のいくつかの
実施形態の開発されたセメント質組成物は、実施例１で見られるようなフライアッシュお
よびアルカリ金属クエン酸塩だけを含む比較用セメント質組成物より相対的に長い凝結時
間を有した。実施例１のフライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸塩を含む比較用セメ
ント質組成物の場合、終了時間は約１５分であった。極端に短い凝結時間は、用途によっ
ては本発明のいくつかの実施形態にとって問題となるが、これは可使時間（ポットライフ
）が短くなり、実際の現場での適用時に急速凝結材料の加工および打設に著しい困難が生
じるからである。
【０２６０】
　この実施例で示す本発明の実施形態において、予期せぬことに、アルミノシリケートミ
ネラル、アルカリ金属活性化剤、スルホアルミン酸カルシウムセメントおよび硫酸カルシ
ウムを混合すると、得られる反応は２つの別々の反応より発熱が少ないものとなり、また
ゲル化時間および硬化時間が著しく延びることが判明した。
【０２６１】
　また、説明の段落で上述したようにアルミノシリケートミネラルおよびアルカリ金属活
性化剤をスルホアルミン酸カルシウムセメントおよび硫酸カルシウムと共に反応させると
、材料収縮率が著しく低下することが判明した。
【０２６２】
　圧縮強度
　表１２は、実施例５で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント
、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明の
いくつかの実施形態の開発されたジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度挙動を示す。
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【０２６３】
【表１２】

【０２６４】
　この実施例では、細粒石膏粉の形態の硫酸カルシウムと組み合わせてスルホアルミン酸
カルシウムセメントを組み込むことが、本発明のいくつかの実施形態の開発されたジオポ
リマーセメント質組成物の初期および極限圧縮強度挙動の両方に及ぼす影響を研究した。
データは以下のことを示す。
【０２６５】
　本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度は、時間と共
に上昇し続けた。
【０２６６】
　混合物の若材齢（約４時間および約２４時間）強度は、セメント質組成物中の硫酸カル
シウム（石膏粉）量の増加に伴って上昇した。
【０２６７】
　材料の初期４時間後圧縮強度は、本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント
質組成物の成分として細粒石膏粉の形態の硫酸カルシウム二水和物を使用すると約１５０
０ｐｓｉを越えた。さらに、細粒石膏粉の形態の硫酸カルシウム二水和物をより多い量で
含有する混合物３および混合物４の４時間後圧縮強度は約３０００ｐｓｉより高かった。
【０２６８】
　材料の初期、すなわち材齢２４時間での圧縮強度は、本発明のいくつかの実施形態の調
査対象であるジオポリマーセメント質組成物の成分として細粒石膏粉の形態の硫酸カルシ
ウムを使用すると約３５００ｐｓｉを越えた。さらに、硫酸カルシウム（細粒石膏粉）を
より多い量で含有する混合物３および混合物４の材齢２４時間での圧縮強度は約４５００
ｐｓｉより高かった。
【０２６９】
　本発明のいくつかの実施形態の全てのジオポリマーセメント質組成物の材齢２８日での
圧縮強度は極めて高く、５０００ｐｓｉを越えた。混合物１～３の材齢２８日での圧縮強
度は約６０００ｐｓｉ以上であった。
【０２７０】
　実施例６
　この調査の目的は、本発明のいくつかの実施形態のジオポリマー結合剤組成物における
、様々な量で硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を組み込むことの影響を研究するこ
とであった。
【０２７１】
　表１４は、この実施例で調査したジオポリマーセメント系混合物の原料組成を示す。こ
の実施例の混合組成物で使用のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、フライアッ
シュの重量の４０重量％に等しかった。硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を、調査
した様々な混合組成物中のスルホアルミン酸カルシウムセメントの重量の１２５、１５０
、１７５および２００重量％、フライアッシュの５０、６０、７０および８０重量％の異
なる量レベルで添加した。この実施例で用いる水／セメント質材料比を０．２５で一定に
維持した。ＱＵＩＫＲＥＴＥ商用グレード細砂Ｎｏ．１９６１およびＢＡＳＦ社のＣＡＳ
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ＴＡＭＥＮＴ　ＦＳ２０高性能減水剤も添加した。
【０２７２】
【表１４】

【０２７３】
　材料の初期流動挙動、スランプおよび若材齢亀裂挙動
　表１５は、実施例６で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント
、硫酸カルシウム（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明のいくつか
の実施形態のジオポリマーセメント質組成物の初期流動挙動およびスランプ特性を示す。
【０２７４】

【表１５】

【０２７５】
　スランプ試験において観察されたように、調査した全ての混合組成物が良好な自己平滑
化性、流動挙動および大きいパテ直径を有した。大きいスランプおよび自己平滑化挙動は
、約０．２５と低い水／セメント質材料比であっても得られた。
【０２７６】
　この実施例のスランプパテは、乾燥させても、硫酸カルシウム二水和物（石膏粉）を含
有しない比較例４のセメント系混合物とは対照的に、亀裂を生じなかった。このため、フ
ライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメントおよびアルカリ金属クエン酸塩を含
むセメント系混合物に硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を組み込むことで、乾燥時
の亀裂に対する優れた耐性を有する寸法安定性ジオポリマーセメント質組成物が得られる
と結論づけることができる。
【０２７７】
　収縮挙動
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　図６Ａは、実施例６で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質
組成物の収縮挙動を示す。この実施例で得られた結果は、細粒硫酸カルシウム二水和物お
よびアルカリ金属クエン酸塩と組み合わせてスルホアルミン酸カルシウムセメントを組み
込むことが、本発明のいくつかの実施形態の開発されたジオポリマーセメント質組成物の
収縮挙動に及ぼす相乗的影響を示す。
【０２７８】
　収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから約４時間の材齢で開始し
た。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％ＲＨで養生しながら、全部で８週間にわた
って測定した。
【０２７９】
　以下の重要な結論を、この調査および図６Ａから導きだすことができる。
【０２８０】
　細粒石膏粉の形態の硫酸カルシウム二水和物の組み込みは、フライアッシュ、スルホア
ルミン酸カルシウムセメントおよびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明のいくつかの実
施形態のジオポリマーセメント質組成物の亀裂耐性および寸法安定性の改善に著しい影響
を及ぼした。離型すらしていないのにひび割れた比較例４の収縮バー（硫酸カルシウムを
含有しない）とは逆に、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を含む実施例６の収縮バ
ーは完全に安定しており、離型前も離型後もひび割れなかった。
【０２８１】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（細
粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明のいくつかの実施形態のジオポリ
マーセメント質組成物の測定最大収縮率は、フライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸
塩だけを含むセメント質組成物（実施例１）のものより著しく低かった。例えば、フライ
アッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉
）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメ
ント質組成物は、フライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸塩だけを含む混合物（実施
例１）についての最大収縮率約０．７５％に対して最大収縮率約０．０９～約０．１２％
を有した。したがって、フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメントおよびア
ルカリ金属クエン酸塩を含むセメント質組成物への硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉
）の添加は、材料収縮率を著しく低下させるのに役立つ。
【０２８２】
　この実施例で用いるレベルでの石膏粉量レベルの上昇は、材料の最大収縮率における若
干の上昇を招いた。約１２５重量％の石膏粉量では、材料収縮率が約０．０９％であった
と観察することができる。石膏粉量が約２００重量％まで増加すると、材料収縮率は約０
．１２％まで上昇した。
【０２８３】
　発熱およびスラリー温度上昇挙動
　図６Ｂは、実施例６で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質
組成物の発熱およびスラリー温度上昇挙動を示す。フライアッシュ、スルホアルミン酸カ
ルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸
塩を含む実施例６のセメント質組成物は、ごく穏やかな温度上昇挙動しか示さなかったと
観察することができる。
【０２８４】
　養生段階中の材料内での穏やかな発熱および小さい温度上昇は、材料の過剰な熱膨張並
びにその結果としての亀裂および崩壊の防止に効果的である。このことは、実際の現場で
の適用において材料を厚く流し込む形で利用する場合により一層有益となる。この実施例
で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物はこの特定の見
地において極めて有益であると開示され、これは実際の現場での適用において熱膨張が小
さくなり、また熱亀裂に対してより高い耐性を示し得るからである。
【０２８５】



(54) JP 6283659 B2 2018.2.21

10

20

30

40

50

　凝結時間
　表１６は、フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム二
水和物（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む、実施例６で調査した本発明
のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の凝結時間を示す。
【０２８６】
【表１６】

【０２８７】
　この実施例で調査したセメント質組成物は全て、約３５～約４５分の終了時間を示した
。対照的に、実施例１のフライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸塩を含む比較用セメ
ント質組成物は、約１５分の極めて急速な終了時間を有した。
【０２８８】
　圧縮強度
　表１７は、実施例６のフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カ
ルシウム二水和物（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明のいくつか
の実施形態の開発されたジオポリマーセメント質組成物の初期および極限圧縮強度挙動を
示す。
【０２８９】
【表１７】

【０２９０】
　以下の観察結果を、この研究から得ることができる。
【０２９１】
　この実施例で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の
圧縮強度は、時間と共に上昇し続けた。
【０２９２】
　材料の初期、すなわち４時間後圧縮強度は、本発明のいくつかの実施形態の調査対象で
あるジオポリマーセメント質組成物の成分として細粒石膏粉の形態の硫酸カルシウムを使
用すると約２５００ｐｓｉを越えた。さらに、混合物１～３の４時間後圧縮強度は約３０
００ｐｓｉより高かった。
【０２９３】
　材料の材齢２４時間での圧縮強度は、本発明のいくつかの実施形態の調査対象であるジ
オポリマーセメント質組成物の成分として細粒石膏粉の形態の硫酸カルシウムを使用する
と４０００ｐｓｉを越えた。
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【０２９４】
　この実施形態で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物
の材齢２８日での圧縮強度は極めて高く、５０００ｐｓｉを越えた。細粒石膏粉の形態の
硫酸カルシウムを含有する混合物１～３の材齢２８日での圧縮強度は６０００ｐｓｉより
高かった。
【０２９５】
　実施例７
　この調査の目的は、本発明のいくつかの実施形態のジオポリマー結合剤組成物における
、様々な量で硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を組み込むことの影響を研究するこ
とであった。
【０２９６】
　この実施例では、硫酸カルシウム二水和物を含有しない比較用混合物１と、スルホアル
ミン酸カルシウムセメントおよび細粒硫酸カルシウム二水和物を含む混合物２、３、４と
を比較する。
【０２９７】
　この実施例では、硫酸カルシウム二水和物を含有しない比較用混合物１と、スルホアル
ミン酸カルシウムセメントおよび細粒硫酸カルシウム二水和物を含む混合物２、３、４と
を比較する。
【０２９８】
　表１８は、この実施例で調査したジオポリマーセメント系混合物の原料組成を示す。こ
の実施例の混合組成物で使用のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、フライアッ
シュの重量の８０重量％に等しかった。硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を、調査
した混合組成物における以下の量レベルで添加した：スルホアルミン酸カルシウムセメン
トの重量の０、１０、２０および３０重量％。これはフライアッシュの０、８、１６およ
び２４重量％である。この実施例で用いる水／セメント質材料比を０．３０で一定に維持
した。ＱＵＩＫＲＥＴＥ商用グレード細砂Ｎｏ．１９６１およびＢＡＳＦ社のＣＡＳＴＡ
ＭＥＮＴ　ＦＳ２０高性能減水剤も添加した。
【０２９９】
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【表１８】

【０３００】
　材料の初期流動挙動、スランプおよび若材齢亀裂挙動
　表１９は、実施例７で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント
、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明の
いくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の初期流動挙動およびスランプ特性
を示す。
【０３０１】
【表１９】

【０３０２】
　スランプ試験において観察されたように、調査した混合組成物は全て、良好な流動挙動
および大きいパテ直径を有した。大きいスランプおよび自己平滑化挙動は、約０．３と低
い水／セメント質材料比であっても得られた。
【０３０３】
　図７Ａは、乾燥させると、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を含有しない実施例
７の比較用混合物１のスランプパテに著しい亀裂が生じたことを示す。図７Ｂは、実施例
７の本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の混合物２、３、４の
スランプパテが極めて良好な状態にあり、また亀裂を生じなかったことを示す。
【０３０４】
　収縮挙動
　図７Ｃは、この実施例で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント
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質組成物の収縮挙動についてのデータを示す。
【０３０５】
　収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから約４時間の材齢で開始し
た。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％ＲＨで養生しながら、全部で約８週間にわ
たって測定した。
【０３０６】
　この調査で以下のことが判明した。
【０３０７】
　離型すらしていないのにひび割れた比較例４の収縮バー（硫酸カルシウムを含有しない
）とは逆に、硫酸カルシウム（細粒石膏粉）を含む実施例７の収縮バーは完全に安定して
おり、離型前も離型後もひび割れなかった。
【０３０８】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（細
粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明のいくつかの実施形態のジオポリ
マーセメント質組成物は、フライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸塩だけを含有する
比較用混合組成物（実施例１）についての最大収縮率約０．７５％に対して最大収縮率約
０．０７未満を有した。
【０３０９】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（細
粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明のいくつかの実施形態のジオポリ
マーセメント質組成物（混合物２、３、４）の測定最大収縮率は、フライアッシュ、スル
ホアルミン酸カルシウムセメントおよびアルカリ金属クエン酸塩だけを含む比較用組成物
（混合物１）についての測定最大収縮率約０．１９％に対して最大収縮率約０．０７％未
満を有した。
【０３１０】
　発熱およびスラリー温度上昇挙動
　図７Ｄは、実施例７で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質
組成物の発熱およびスラリー温度上昇挙動を示す。フライアッシュ、スルホアルミン酸カ
ルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸
塩を含むこの実施例のセメント質組成物は、穏やかな温度上昇挙動を示した。養生段階中
の材料内での穏やかな発熱および小さい温度上昇は、材料の過剰な熱膨張並びにその結果
としての亀裂および崩壊の防止に効果的である。このことは、実際の現場での適用におい
て材料を厚く流し込む形で利用する場合により一層有益となる。この実施例で調査した本
発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物はこの特定の見地において極
めて有益であると開示され、これは実際の現場での適用において熱膨張が小さくなり、ま
た熱亀裂に対してより高い耐性を示し得るからである。
【０３１１】
　凝結時間
　表２０は、ジオポリマーセメント質組成物である比較用混合物１および実施例７の本発
明の混合物２、３、４の凝結時間を示す。
【０３１２】
【表２０】
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【０３１３】
　セメント質組成物は全て、極めて急速な凝結挙動を示した。しかしながら、フライアッ
シュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）お
よびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明の混合物２、３、４は、フライアッシュおよび
アルカリ金属クエン酸塩だけを含む比較用セメント質組成物（実施例１）より相対的に長
い凝結時間を有した。フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、石膏粉お
よびクエン酸ナトリウムを含む本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組
成物である混合物２、３、４の終了時間は、フライアッシュおよびクエン酸ナトリウムだ
けを含有する比較用混合組成物（実施例１）についての約１５分という極めて急速な終了
時間に対して約６０～約９０分であった。
【０３１４】
　圧縮強度
　表２１は、実施例７で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント
、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明の
いくつかの実施形態の開発されたジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度挙動を示す。
【表２１】

【０３１５】
　以下の観察結果を得ることができる。
【０３１６】
　この実施例で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の
圧縮強度は、時間と共に上昇し続けた。
【０３１７】
　硫酸カルシウムを含有しない比較用混合組成物（混合物１）の若材齢圧縮強度および極
限圧縮強度は共に、石膏粉を含む本発明のいくつかの実施形態のセメント質組成物（混合
物２～４）のものより低かった。
【０３１８】
　本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の若材齢（４時間および
２４時間）圧縮強度は、材料中の硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）量の増加に伴っ
て上昇した。
【０３１９】
　材料の材齢２４時間での圧縮強度は、本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメ
ント質組成物の成分として硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を使用すると約１５０
０ｐｓｉを越えた。混合物３、４の材齢２４時間での圧縮強度は約２５００ｐｓｉを越え
た。
【０３２０】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウム、石膏粉およびクエン酸ナトリウムを含
む本発明のいくつかの実施形態の全てのジオポリマーセメント質組成物の材齢２８日での
圧縮強度は極めて高く、約５０００ｐｓｉを越えた。（スルホアルミン酸カルシウムセメ
ントの重量の）約３０重量％の量で石膏粉を含む混合物４の材齢２８日での圧縮強度は約
６０００ｐｓｉを越えた。
【０３２１】
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　実施例８
　この調査の目的は、本発明のいくつかの実施形態のジオポリマー結合剤組成物における
、様々な量で硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を組み込むことの影響を研究するこ
とであった。
【０３２２】
　この実施例では、フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、細粒硫酸カ
ルシウム二水和物（すなわち、石膏又は石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本
発明のいくつかの実施形態の開発されたジオポリマーセメント質組成物の物理的特性につ
いて説明する。表２２は、この実施例で調査したジオポリマーセメント系混合物の原料組
成を示す。この実施例の混合組成物で使用のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は
、フライアッシュの重量の約８０重量％に等しかった。石膏粉を、調査した混合組成物に
おける以下の量で添加した：スルホアルミン酸カルシウムセメントの重量の４０、５０、
６０および８０重量％。これはフライアッシュの３２、４０、４８および６４重量％であ
る。この実施例で用いる水／セメント質材料比を０．３０で一定に維持した。ＱＵＩＫＲ
ＥＴＥ商用グレード細砂Ｎｏ．１９６１およびＢＡＳＦ社のＣＡＳＴＡＭＥＮＴ　ＦＳ２
０高性能減水剤を添加した。
【０３２３】
【表２２】

【０３２４】
　材料の初期流動挙動、スランプおよび若材齢亀裂挙動
　表２３は、実施例８で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント
、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明の
いくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の初期流動挙動およびスランプ特性
を示す。
【０３２５】
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【表２３】

【０３２６】
　スランプ試験において観察されたように、調査した全ての混合組成物が良好な自己平滑
化性、流動挙動および大きいパテ直径を有した。そのような大きいスランプおよび自己平
滑化挙動が約０．３と低い水／セメント質材料比であっても得られたことは特に注目に値
する。
【０３２７】
　硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を含む４種全ての混合物についてのスランプパ
テが極めて良好な状態にあり、また亀裂を生じなかった。
【０３２８】
　収縮挙動
　図８Ａは、実施例８で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質
組成物の収縮挙動を示す。収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから
約４時間の材齢で開始した。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％相対湿度（ＲＨ）
で養生しながら、全部で約８週間にわたって測定した。
【０３２９】
　以下の重要な結論を、この調査および図８Ａから導きだすことができる。
【０３３０】
　離型すらしていないのにひび割れた比較例４の収縮バー（硫酸カルシウムを含有しない
）とは逆に、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を含む実施例８の収縮バーは完全に
安定しており、離型前も離型後もひび割れなかった。
【０３３１】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（細
粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明のいくつかの実施形態のジオポリ
マーセメント質組成物は、フライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸塩だけを含有する
比較用混合組成物（実施例１）についての最大収縮率約０．７５％に対して最大収縮率約
０．０７～約０．１８％を有した。
【０３３２】
　あるレベルを越えての硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）量における増加には、材
料収縮率を上昇させる効果がある。例えば、石膏粉量が約４０重量％だと（混合物１）、
総収縮率は約０．０７％であり、石膏粉量が約６０重量％だと（混合物３）、総収縮率は
約０．１３％の値まで上昇し、石膏粉量が約８０重量％だと（混合物４）、総収縮率は約
０．１８％の値まで更に上昇した。
【０３３３】
　実施例７および実施例８で得られた収縮試験結果を比較すると、最小材料収縮率をもた
らす好ましい硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）量範囲がある。硫酸カルシウム二水
和物（細粒石膏粉）のこの量範囲は、これらの実施例における調査対象であるセメント質
組成物の場合、スルホアルミン酸カルシウムセメントの重量の約１０～約５０重量％であ
ると考えられる。
【０３３４】
　発熱およびスラリー温度上昇挙動
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　図８Ｂは、実施例８で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質
組成物の発熱およびスラリー温度上昇挙動を示す。フライアッシュ、スルホアルミン酸カ
ルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸
塩を含むこの実施例のセメント質組成物は、ごく穏やかな温度上昇挙動しか示さなかった
。これが、材料の過剰な熱膨張並びにその結果としての亀裂および崩壊を防止する。この
ことは、実際の現場での適用において材料を厚く流し込む形で利用する場合により一層有
益となる。この実施例で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質
組成物はこの特定の見地において極めて有益であると開示され、これは実際の現場での適
用において熱膨張が小さくなり、また熱亀裂に対してより高い耐性を示し得るからである
。
【０３３５】
　凝結時間
　表２４は、実施例８で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質
組成物の凝結時間を示す。
【０３３６】
【表２４】

【０３３７】
　この実施例で調査したセメント質組成物は全て、極めて急速な凝結挙動を示した。また
、フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（石
膏粉）およびクエン酸ナトリウムを含むこの実施例の本発明のいくつかの実施形態のジオ
ポリマーセメント質組成物の終了時間は、フライアッシュおよびクエン酸ナトリウムだけ
を含有する比較用混合組成物（実施例１）についての約１５分という極めて急速な終了時
間に対して約６０～約９０分であった。
【０３３８】
　圧縮強度
　表２５は、実施例８で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント
、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明の
いくつかの実施形態の開発されたジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度挙動を示す。
【０３３９】

【表２５】

【０３４０】
　この実施例では、硫酸カルシウム（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩と組み
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施形態の開発されたジオポリマーセメント質組成物の初期および極限圧縮強度挙動の両方
に及ぼす影響を研究した。以下の観察結果を、この研究から得ることができる。
【０３４１】
　この実施例で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の
圧縮強度は、時間と共に上昇し続けた。
【０３４２】
　硫酸カルシウムを含有しない混合組成物（実施例７の混合物１）の若材齢圧縮強度およ
び極限圧縮強度は共に、硫酸カルシウム（細粒石膏粉）を含む本発明のいくつかの実施形
態のセメント質組成物（混合物１～４）のものより低かった。
【０３４３】
　実施例７および実施例８で得られた試験結果を比較すると、本発明のいくつかの実施形
態のジオポリマーセメント質組成物の若材齢（４時間および２４時間）圧縮強度は材料中
の硫酸カルシウム（細粒石膏粉）量の増加に伴って上昇したことを観察することができる
。
【０３４４】
　より多い量の硫酸カルシウム（細粒石膏粉）を含有する本発明のいくつかの実施形態の
ジオポリマーセメント質組成物の若材齢（４時間および２４時間）圧縮強度は極めて高か
った。硫酸カルシウム（細粒石膏粉）を約４０、約５０および約６０重量％に等しい量レ
ベルで含む混合組成物はそれぞれ約１５００ｐｓｉを越える約４時間後圧縮強度を有し、
それぞれの約材齢２４時間での圧縮強度は約４０００ｐｓｉを越えた。
【０３４５】
　材齢４時間および２４時間での圧縮強度は、本発明のいくつかの実施形態が、比較例２
、３で見られる約５００ｐｓｉおよび２０００ｐｓｉの材齢４時間および２４時間での圧
縮強度と比較して、著しく高い若材齢圧縮強度を発現可能であることを示す。
【０３４６】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（石
膏粉）およびクエン酸ナトリウムを含む本発明のいくつかの実施形態の全てのジオポリマ
ーセメント質組成物の材齢２８日での圧縮強度は極めて高く、約４５００ｐｓｉを越えた
。硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を約４０、約５０および約６０重量％の量レベ
ルで含む本発明のいくつかの実施形態のセメント質組成物はそれぞれ約６０００ｐｓｉを
越える材齢２８日での圧縮強度を有した。
【０３４７】
　実施例９
　この調査の目的は、本発明のいくつかの実施形態のジオポリマー結合剤組成物における
、様々な量で硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を組み込むことの影響を研究するこ
とであった。
【０３４８】
　表２６は、この実施例で調査したジオポリマーセメント系混合物の原料組成を示す。
【０３４９】
　この実施例の混合組成物で使用のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、フライ
アッシュの重量の８０重量％に等しかった。細粒石膏粉の形態の硫酸カルシウム二水和物
を、調査した混合組成物における以下の量レベルで添加した：スルホアルミン酸カルシウ
ムセメントの重量の０、１０、２０および３０重量％。これはフライアッシュの０、８、
１６および２４重量％である。この実施例で用いる水対セメント質材料比を０．２５で一
定に維持した。
【０３５０】



(63) JP 6283659 B2 2018.2.21

10

20

30

40

50

【表２６】

【０３５１】
　材料のスランプおよび若材齢亀裂挙動
　表２７は、実施例９で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント
、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明の
いくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の初期流動挙動およびスランプ特性
を示す。
【０３５２】
【表２７】

【０３５３】
　スランプ試験において観察されたように、調査した全ての混合組成物が良好なレオロジ
ーおよびスランプ挙動を有した。そのような良好なレオロジーおよびスランプ挙動が約０
．２５と低い水／セメント質材料比であっても得られたことは特に注目に値する。
【０３５４】
　硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を含有する混合物は全て極めて良好な状態にあ
り、また亀裂を生じなかった。
【０３５５】
　収縮挙動
　図９Ａは、実施例９で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質
組成物の収縮挙動を示す。この調査の主な目的は、細粒硫酸カルシウム二水和物（石膏粉
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組み込むことが、本発明のいくつかの実施形態の開発されたジオポリマーセメント質組成
物の収縮挙動に及ぼす影響を研究することであった。
【０３５６】
　収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから約４時間の材齢で開始し
た。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％ＲＨで養生しながら、全部で約８週間にわ
たって測定した。
【０３５７】
　以下の結論を、この調査および図９Ａから導きだすことができる。
【０３５８】
　離型前にひび割れた比較例４の収縮バー（硫酸カルシウムを含有しない）とは逆に、硫
酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を含む実施例９の収縮バーは安定しており、離型前
も離型後もひび割れなかった。
【０３５９】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（細
粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明のいくつかの実施形態のジオポリ
マーセメント質組成物（実施例９）は、フライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸塩だ
けを含有する比較用混合組成物（実施例１）についての最大収縮率約０．７５％に対して
最大収縮率約０．０７％未満を有した。
【０３６０】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム（細粒石膏粉
）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む混合組成物（混合物２、３、４）は約０．０７％
未満の最大収縮率を有し、フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメントおよび
アルカリ金属クエン酸塩は含むが硫酸カルシウム（石膏粉）を含まない比較用混合物１の
最大収縮率は約０．１７％と極めて高かった。
【０３６１】
　発熱およびスラリー温度上昇挙動
　図９Ｂは、実施例９で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質
組成物の発熱およびスラリー温度上昇挙動を示す。フライアッシュ、スルホアルミン酸カ
ルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸
塩を含むこの実施例のセメント質組成物は、ごく穏やかな温度上昇挙動しか示さなかった
。また、水対セメント質材料比を約０．３０から約０．２５へと低下させても（実施例７
、９で得られた結果を比較する）、温度上昇挙動は有意な程度には変化しなかった。
【０３６２】
　養生段階中の材料内での穏やかな発熱および小さい温度上昇は、材料の過剰な熱膨張並
びにその結果としての亀裂および崩壊の防止を支援するにあたって重要である。このこと
は、実際の現場での適用において材料を厚く流し込む形で利用する場合により一層役立つ
。この実施例で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物は
この特定の見地において極めて有益であると開示され、これは実際の現場での適用におい
て熱膨張が小さくなり、また熱亀裂に対してより高い耐性を示し得るからである。
【０３６３】
　凝結時間
　表２８は、実施例９で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質
組成物の凝結時間を示す。
【０３６４】
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【表２８】

【０３６５】
　この実施例で調査したセメント質組成物は全て、急速な凝結挙動を有した。フライアッ
シュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）お
よびクエン酸ナトリウムを含むこの実施例の本発明のいくつかの実施形態のジオポリマー
セメント質組成物の終了時間は、フライアッシュおよびクエン酸ナトリウムだけを含有す
る比較用混合組成物（実施例１）についての約１５分という極めて急速な終了時間に対し
て約４５分を超えた。硫酸カルシウム（石膏粉）を含有しない比較用混合物１は、硫酸カ
ルシウム二水和物（石膏粉）を含有する本発明のいくつかの実施形態の混合物２～４より
はるかに短い凝結時間を有した。極端に短い凝結時間は、本発明のいくつかの実施形態に
とっては問題となる。
【０３６６】
　圧縮強度
　表２９は、実施例９で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント
、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明の
いくつかの実施形態の開発されたジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度挙動を示す。
【０３６７】
【表２９】

【０３６８】
　以下の観察結果を、この研究から得ることができる。
【０３６９】
　この実施例における本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の圧
縮強度は、時間と共に上昇し続けた。
【０３７０】
　石膏粉を含有しない混合組成物（混合物１）の若材齢圧縮強度および極限圧縮強度は共
に、石膏粉を含む本発明のいくつかの実施形態のセメント質組成物（混合物２～４）のも
のより低かった。
【０３７１】
　本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の若材齢（４時間および
２４時間）圧縮強度は、材料中の硫酸カルシウム（細粒石膏粉）量の増加に伴って上昇し
た。
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　材料の４時間後圧縮強度は、この実施例で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオ
ポリマーセメント質組成物において硫酸カルシウム（細粒石膏粉）を使用すると約１００
０ｐｓｉを越えた。さらに、硫酸カルシウム（細粒石膏粉）を含む混合物３、４の４時間
後圧縮強度はそれぞれ約１５００ｐｓｉおよび約２０００ｐｓｉを越えた。対照的に、硫
酸カルシウム二水和物（石膏粉）の不在下、材料の約４時間後圧縮強度は相対的に極めて
低く、約４００ｐｓｉ未満であった（混合物１）。
【０３７３】
　材料の材齢２４時間での圧縮強度は、この実施例で調査した本発明のいくつかの実施形
態のジオポリマーセメント質組成物において硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を使
用すると約２５００ｐｓｉを越えた。さらに、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を
含む混合物３、４の約材齢２４時間での圧縮強度は約３５００ｐｓｉを越えた。対照的に
、石膏粉の不在下、材齢約２４時間での材料の圧縮強度は約１０００ｐｓｉ未満であった
（混合物１）。
【０３７４】
　材齢４時間および２４時間での圧縮強度は、本発明のいくつかの実施形態が、比較例２
、３で見られる約５００ｐｓｉおよび２０００ｐｓｉの材齢４時間および２４時間での圧
縮強度と比較して、著しく高い若材齢圧縮強度を発現可能であることを示す。
【０３７５】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウム、硫酸カルシウム二水和物（石膏粉）お
よびクエン酸ナトリウムを含む本発明のいくつかの実施形態の全てのジオポリマーセメン
ト質組成物の材齢２８日での圧縮強度は極めて高く、約６０００ｐｓｉを越えた。
【０３７６】
　実施例１０
　この調査の目的は、本発明のいくつかの実施形態のジオポリマー結合剤組成物における
、様々な量で硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を組み込むことの影響を研究するこ
とであった。
【０３７７】
　表３０は、この実施例で調査したジオポリマーセメント系混合物の原料組成を示す。こ
の実施例の混合組成物で使用のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、フライアッ
シュの重量の８０重量％に等しかった。細粒石膏粉の形態の硫酸カルシウム二水和物を、
調査した混合組成物における以下の量レベルで添加した：スルホアルミン酸カルシウムセ
メントの重量の４０、５０、６０および８０重量％。硫酸カルシウム二水和物は、フライ
アッシュの３２、４０、４８および６４重量％である。この実施例で用いる水対セメント
質材料比を０．２５で一定に維持した。使用した砂はＱＵＩＫＲＥＴＥ商用グレード細砂
Ｎｏ．１９６１であり、高性能減水剤はＢＡＳＦ社のＣＡＳＴＡＭＥＮＴ　ＦＳ２０であ
る。
【０３７８】
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【表３０】

【０３７９】
　材料のスランプおよび若材齢亀裂挙動
　表３１は、実施例１０で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、硫酸カルシウム（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明のいくつ
かの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の初期流動挙動およびスランプ特性を示す
。
【０３８０】
【表３１】

【０３８１】
　スランプ試験において観察されたように、調査した全ての混合組成物が良好なレオロジ
ーおよびスランプ挙動を有した。そのような良好なレオロジーおよびスランプ挙動が約０
．２５と低い水／セメント質材料比であっても得られたことは特に注目に値する。
【０３８２】
　硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を含有する混合物は全て極めて良好な状態にあ
り、また亀裂を生じなかった。
【０３８３】
　収縮挙動
　図１０Ａは、実施例１０で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメン
ト質組成物の収縮挙動を示す。
【０３８４】
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　収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから約４時間の材齢で開始し
た。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％ＲＨで養生しながら、全部で約８週間にわ
たって測定した。
【０３８５】
　以下の重要な結論を、この調査および図１０Ａから導きだすことができる。
【０３８６】
　離型すらしていないのにひび割れた比較例４の収縮バー（硫酸カルシウムを含有しない
）とは逆に、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を含む実施例１０の収縮バーは完全
に安定しており、離型前も離型後もひび割れなかった。
【０３８７】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（細
粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明のいくつかの実施形態のジオポリ
マーセメント質組成物は、フライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸塩だけを含有する
比較用混合組成物（実施例１）についての最大収縮率約０．７５％に対して最大収縮率約
０．０８～約０．１４％を有した。
【０３８８】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（細
粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む混合組成物は、約０．０８～約０．１４
％の最大収縮率を有した。対照的に、フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメ
ントおよびアルカリ金属クエン酸塩は含むが硫酸カルシウム二水和物（石膏粉）を含まな
い実施例９の比較用混合物１の最大収縮率は約０．１７％であった。
【０３８９】
　発熱およびスラリー温度上昇挙動
　図１０Ｂは、実施例１０で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメン
ト質組成物の発熱およびスラリー温度上昇挙動を示す。フライアッシュ、スルホアルミン
酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエ
ン酸塩を含むこの実施例のセメント質組成物は、ごく穏やかな温度上昇挙動しか示さなか
った。また、水対セメント質材料比を約０．３０から約０．２５へと低下させても（実施
例８、１０で得られた結果を比較する）、温度上昇挙動は有意な程度には変化しなかった
。
【０３９０】
　養生段階中の材料内での穏やかな発熱および小さい温度上昇は、材料の過剰な熱膨張並
びにその結果としての亀裂および崩壊の防止を支援する。このことは、実際の現場での適
用において材料を厚く流し込む形で利用する場合により一層役立つ。この実施例で調査し
た本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物はこの特定の見地におい
て極めて有益であると開示され、これは実際の現場での適用において熱膨張が小さくなり
、また熱亀裂に対してより高い耐性を示し得るからである。
【０３９１】
　凝結時間
　表３２は、実施例１０で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント
質組成物の凝結時間を示す。
【０３９２】
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【表３２】

【０３９３】
　この実施例で調査したセメント質組成物は全て、急速な凝結挙動を有した。フライアッ
シュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、石膏粉およびクエン酸ナトリウムを含むこ
の実施例の本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の終了時間は、
フライアッシュおよびクエン酸ナトリウムだけを含有する比較用混合組成物（実施例１）
についての約１５分という極めて急速な終了時間に対して約５０分を超えた。また、石膏
粉を含有しない実施例９の比較用混合物１は、石膏粉を含有する実施例１０の混合物１～
４よりはるかに短い凝結を有した。
【０３９４】
　圧縮強度
　表３３は、実施例１０で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明
のいくつかの実施形態の開発されたジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度挙動を示す
。
【０３９５】
【表３３】

【０３９６】
　以下の重要な観察結果を、この研究から得ることができる。
【０３９７】
　この実施例で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の
圧縮強度は、時間と共に上昇し続けた。
【０３９８】
　本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の若材齢（４時間および
２４時間）圧縮強度は、材料中の硫酸カルシウム（細粒石膏粉）量の増加に伴って上昇し
た。
【０３９９】
　材料の４時間後圧縮強度は、この実施例で調査した本発明のいくつかの実施形態の４種
全てのジオポリマーセメント質組成物において硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）を
使用すると約２０００ｐｓｉを越えた。実際に、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）
を含む混合物１～３の約４時間後圧縮強度は、約２５００ｐｓｉを越えた。その一方で、
石膏粉の不在下、材料の約４時間後圧縮強度は相対的に極めて低く、約４００ｐｓｉ未満
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【０４００】
　材料の材齢２４時間での圧縮強度は、この実施例で調査した本発明のいくつかの実施形
態の４種全てのジオポリマーセメント質組成物において硫酸カルシウム二水和物（細粒石
膏粉）を使用すると約４０００ｐｓｉを越えた。その一方で、硫酸カルシウム二水和物（
石膏粉）の不在下、材齢約２４時間での材料の圧縮強度は相対的に極めて低く、約１００
０ｐｓｉ未満であった（実施例９の比較用混合物１）。
【０４０１】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウム、硫酸カルシウム（石膏粉）およびクエ
ン酸ナトリウムを含む本発明のいくつかの実施形態の全てのジオポリマーセメント質組成
物の材齢２８日での圧縮強度はここでも極めて高く、約７０００ｐｓｉを越えた。
【０４０２】
　実施例１１
　この調査の目的は、この実施形態のジオポリマー結合剤組成物における、様々な量でア
ルカリ金属クエン酸塩を組み込むことの影響を研究することであった。
【０４０３】
　表３４は、実施例１１で調査したジオポリマーセメント系混合物の原料組成を示す。
【０４０４】
　この実施例の混合組成物で使用のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、フライ
アッシュの重量の８０重量％に等しかった。細粒石膏粉の形態の硫酸カルシウム二水和物
を、スルホアルミン酸カルシウムセメントの重量の３０重量％に等しい量で添加した。硫
酸カルシウム二水和物を、フライアッシュの２４重量％で使用する。クエン酸ナトリウム
の形態のアルカリ金属クエン酸塩を、調査したセメント質組成物における以下の量レベル
で添加した：全セメント質材料の重量の２．００、１．２５、０．５０および０．００重
量％。この調査で用いる水対セメント質材料比を０．２７５で一定に維持した。砂はＱＵ
ＩＫＲＥＴＥ商用グレード細砂Ｎｏ．１９６１であり、減水剤はＢＡＳＦ社のＣＡＳＴＡ
ＭＥＮＴ　ＦＳ２０である。
【０４０５】
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【表３４】

【０４０６】
　材料の初期流動挙動、スランプおよび若材齢亀裂挙動
　表３５は、実施例１１で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、硫酸カルシウム（細粒石膏粉）および異なる量のアルカリ金属クエン酸塩を含むこの
実施形態のジオポリマーセメント質組成物の初期流動挙動およびスランプ特性を示す。
【０４０７】

【表３５】

【０４０８】
　スランプ試験において観察されたように、調査した全ての混合組成物が良好な流動挙動
および大きいパテ直径を有した。そのような大きいスランプおよび自己平滑化挙動が約０
．２７５と低い水／セメント質材料比であっても得られたことは注目に値する。
【０４０９】
　図１１Ａは、実施例１１で調査したセメント系混合組成物についてのスランプパテ写真
である。クエン酸ナトリウムが約２％の混合物１のスランプパテに、寸法安定性の悪さ又
は許容範囲を超えた収縮を示し得る亀裂は生じなかった。その一方で、それぞれ約１．２
５、０．５および０％のクエン酸ナトリウムを含有する混合物２、３、４のスランプパテ
には、乾燥させるといくつかの微小亀裂が生じた。したがって、この実験は、組成物にお
けるアルカリ金属クエン酸塩の量がある量を下回ると、フライアッシュ、スルホアルミン
酸カルシウムおよび石膏粉を含むジオポリマーセメント質組成物に亀裂が生じる可能性が
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上昇し得ることを示す。
【０４１０】
　収縮挙動
　図１１Ｂは、実施例１１で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の収縮挙
動を示す。この調査の主な目的は、様々な量のアルカリ金属クエン酸塩が、この実施形態
の開発されたジオポリマーセメント質組成物の収縮挙動に及ぼす影響を研究することであ
った。
【０４１１】
　収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから約４時間の材齢で開始し
た。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％ＲＨで養生しながら、全部で約８週間にわ
たって測定した。
【０４１２】
　以下の重要な結論を、この調査および図１１Ｂから導きだすことができる。クエン酸ナ
トリウム量が約２．０％だと、測定最大収縮率は最も低く約０．０６％であった。クエン
酸ナトリウム量を低下させると、材料の最大収縮率が上昇した。例えば、クエン酸ナトリ
ウム量が約１．２５％だと、測定最大収縮率は約０．１４％であり、クエン酸ナトリウム
量が約０．５％だと、測定最大収縮率が約０．２３％に上昇した。
【０４１３】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム二水和物（細
粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含むこの実施形態のジオポリマーセメント質
組成物は、フライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸塩だけを含有する比較用混合組成
物（実施例１）についての最大収縮率約０．７５％に対して最大収縮率約０．０６～約０
．２４％を有した。
【０４１４】
　発熱およびスラリー温度上昇挙動
　図１１Ｃは、実施例１１で調査したこの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の発
熱およびスラリー温度上昇挙動を示す。フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセ
メント、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含むこ
の実施例のセメント質組成物は、ごく穏やかな温度上昇挙動しか示さなかった。養生段階
中の材料内での穏やかな発熱および小さい温度上昇は、材料の過剰な熱膨張並びにその結
果としての亀裂および崩壊の防止にとって重要である。このことは、実際の現場での適用
において材料を厚く流し込む形で利用する場合により一層役立つ。この実施例で調査した
実施形態のジオポリマーセメント質組成物はこの特定の見地において極めて有益であると
開示され、これは実際の現場での適用において熱膨張が小さくなり、また熱亀裂に対して
より高い耐性を示し得るからである。
【０４１５】
　凝結時間
　表３６は、実施例１１の実施形態のジオポリマーセメント質組成物の凝結時間を示す。
【０４１６】
【表３６】

【０４１７】
　この実施例におけるセメント質組成物は全て、極めて急速な凝結挙動を示した。終了時
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間は、クエン酸ナトリウム量の増加に伴って短くなった。例えば、約０％および約０．５
％のクエン酸ナトリウムを含有する混合組成物（混合物４、３）は約２時間の終了時間を
有し、約２．０％のクエン酸ナトリウムを含有する混合組成物はたった約１時間の終了時
間を達成した。
【０４１８】
　実施例１２
　この調査の目的は、この実施形態のジオポリマー結合剤組成物における、様々な量でア
ルカリ金属クエン酸塩を組み込むことの影響を研究することであった。
【０４１９】
　表３７は、この実施例で調査したジオポリマーセメント系混合物の原料組成を示す。
【０４２０】
　この実施例の混合組成物で使用のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、フライ
アッシュの重量の８０重量％に等しかった。細粒石膏粉の形態の硫酸カルシウム二水和物
を、スルホアルミン酸カルシウムセメントの重量の３０重量％、フライアッシュの２４重
量％に等しい量で添加した。クエン酸ナトリウムを、調査したセメント質組成物における
以下の量で添加した：全セメント質材料の重量の２．００、３．００、４．００および５
．００重量％。砂はＱＵＩＫＲＥＴＥ商用グレード細砂Ｎｏ．１９６１であり、高性能減
水剤はＢＡＳＦ社のＣＡＳＴＡＭＥＮＴ　ＦＳ２０である。
【０４２１】
【表３７】

【０４２２】
　材料の初期流動挙動、スランプおよび若材齢亀裂挙動
　表３８は、実施例１２で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）および異なる量のアルカリ金属クエン酸塩を
含むこの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の初期流動挙動およびスランプ特性を
示す。
【０４２３】
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【表３８】

【０４２４】
　スランプ試験において観察されたように、調査した全ての混合組成物が、水／セメント
質材料比が約０．２７５と低くても、良好な自己平滑化性、流動挙動および大きいパテ直
径を有した。
【０４２５】
　実施例１２で調査した混合物についての全てのスランプパテが、良好な流動挙動につな
がった。さらに、異なる量のクエン酸ナトリウムを含有する４種全ての混合組成物が、亀
裂のないスランプパテとなった。これは、より少ない量のクエン酸ナトリウムで亀裂を生
じた実施例１１のスランプパテのいくつかとは対照的である。
【０４２６】
　収縮挙動
　図１２Ａは、実施例１２で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の収縮挙
動を示す。
【０４２７】
　収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから約４時間の材齢で開始し
た。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％ＲＨで養生しながら、全部で約８週間にわ
たって測定した。
【０４２８】
　以下の結論を、この実施例および図１２Ａから導きだすことができる。約２％および約
３％のクエン酸ナトリウム量で、測定総収縮率は最も低く約０．０６％であった。クエン
酸ナトリウム量が増加すると、材料の最大収縮率が上昇した。例えば、約３％のクエン酸
ナトリウム量で測定最大収縮率は約０．１４％であり、約４％のクエン酸ナトリウム量で
測定最大収縮率は約０．２３％に上昇した。
【０４２９】
　実施例１１および実施例１２で得られた収縮試験結果を比較すると、一実施形態におい
て、フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムおよび硫酸カルシウムを含むこの実施
形態のジオポリマーセメント質組成物の材料収縮率が最小となるアルカリ金属クエン酸塩
の好ましい量範囲が存在することがわかる。この実施形態における、この好ましいアルカ
リ金属クエン酸塩量は約１～約４％、より好ましくは約２～約３％である。
【０４３０】
　発熱およびスラリー温度上昇挙動
　図１２Ａは、実施例１２で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の発熱お
よびスラリー温度上昇挙動を示す。フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含むこの実
施例のセメント質組成物は、ごく穏やかな温度上昇挙動を示した。クエン酸ナトリウムの
量が増加すると最大温度上昇幅は増大するが、全体としての上昇幅は極めて小さく、有意
ではなかった。この実施形態において、養生段階中の材料内での穏やかな発熱および小さ
い温度上昇は、材料の過剰な熱膨張並びにその結果としての亀裂および崩壊の防止を大い
に支援する。このことは、実際の現場での適用において材料を厚く流し込む形で利用する
場合に特に有用となる。この実施例で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物
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はこの特定の見地において極めて有益であると開示され、これは実際の現場での適用にお
いて熱膨張が小さくなり、また熱亀裂に対してより高い耐性を示し得るからである。
【０４３１】
　凝結時間
　表３９は、実施例１２で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の凝結時間
を示す。
【０４３２】
【表３９】

【０４３３】
　クエン酸ナトリウムの量を約２％から約５％に増加させても、調査した混合組成物の終
了時間に大きな変化はなかった。この実施例で調査した実施形態の４種のジオポリマーセ
メント質組成物の終了時間は、約６０～約１１０分であった。
【０４３４】
　圧縮強度
　表４０は、実施例１２で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、硫酸カルシウム二水和物（細粒石膏粉）および様々なレベルのアルカリ金属クエン酸
塩を含む実施形態の開発されたジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度挙動を示す。
【０４３５】
【表４０】

【０４３６】
　以下の重要な観察結果を、この実施形態の研究から得ることができる。
【０４３７】
　この実施例で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度は、時間と
共に上昇し続けた。
【０４３８】
　この実施形態の様々なジオポリマーセメント質組成物の若材齢（４時間および２４時間
）圧縮強度は、この実施例で調査した異なる量のクエン酸ナトリウムで実質的に同様であ
った。
【０４３９】
　異なる量のクエン酸ナトリウムを含有するこの実施例で調査した実施形態の様々なジオ
ポリマーセメント質組成物の初期４時間後材料圧縮強度は、約２０００ｐｓｉを越えると
判明した。
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　異なる量のクエン酸ナトリウムを含有するこの実施例で調査した実施形態の様々なジオ
ポリマーセメント質組成物の材齢２４時間での材料圧縮強度は、約４０００ｐｓｉである
と判明した。
【０４４１】
　異なる量のクエン酸ナトリウムを含有するこの実施例で調査した実施形態の様々なジオ
ポリマーセメント質組成物の材齢２８日での材料圧縮強度は、約６０００ｐｓｉを越える
と判明した。
【０４４２】
　実施例１３
　この調査の目的は、この実施形態のジオポリマー結合剤組成物における、無水硫酸カル
シウム（無水石膏）を組み込むことの影響を研究することであった。
【０４４３】
　表４１は、この実施例のジオポリマーセメント系混合物の原料組成を示す。
【０４４４】
　この実施例の混合組成物で使用のファストロック５００スルホアルミン酸カルシウムセ
メントの量は、フライアッシュの重量の８０重量％に等しかった。この調査で使用した無
水石膏を、ユナイテッドステイツジプサムカンパニー社から、商品名ＵＳＧＳＮＯＷ　Ｗ
ＨＩＴＥブランドのフィラーで調達した。無水石膏を、調査した混合組成物における以下
の量レベルで添加した：スルホアルミン酸カルシウムセメントの重量の０、１０、２０お
よび３０重量％。無水石膏を、Ｃ級フライアッシュの重量を基準として、０、８、１６お
よび２４重量％のレベルで添加した。本発明のセメント質組成物に添加したクエン酸ナト
リウム（アルカリ金属クエン酸塩）は、化学活性化剤として作用した。水対セメント質材
料比を０．３０で一定に維持した。
【０４４５】
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【表４１】

【０４４６】
　材料の初期流動挙動、スランプおよび若材齢亀裂挙動
　表４２は、実施例１３で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、無水石膏およびアルカリ金属クエン酸塩を含む実施形態のジオポリマーセメント質組
成物の初期流動挙動およびスランプ特性を示す。
【０４４７】

【表４２】

【０４４８】
　スランプ試験において観察されたように、調査した全ての混合組成物が良好な自己平滑
化性、流動挙動および大きいパテ直径を有した。
【０４４９】
　図１３Ａは、実施例１３で調査した混合物についてのスランプパテ写真である。調査し
た４種全ての混合組成物が良好な流動挙動につながったと観察することができる。無水石
膏を含有しない混合物１について、乾燥させるとスランプパテに著しい亀裂が生じたこと
も観察することができる。しかしながら、無水石膏を含有するこの実施形態のジオポリマ
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ーセメント質組成物について（混合物２、３、４）、スランプパテは極めて良好な状態に
あり、亀裂は生じなかった。したがって、無水石膏をこの実施形態のジオポリマーセメン
ト質組成物に添加すると、乾燥時の亀裂に対する優れた耐性を有する寸法安定性バインダ
が得られると結論づけることができる。
【０４５０】
　収縮挙動
　図１３Ｂは、実施例１３で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の収縮挙
動を示す。
【０４５１】
　以下の重要な結論を、この調査および図１３Ｂから導きだすことができる。
【０４５２】
　無水石膏の組み込みは、フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメントおよび
アルカリ金属クエン酸塩を含むこの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の亀裂耐性
および寸法安定性の改善に著しい影響を及ぼした。離型すらしていないのにひび割れた比
較例４の収縮バー（硫酸カルシウムを含有しない）とは逆に、無水硫酸カルシウム（無水
石膏）を含む実施例１３の収縮バーは安定しており、離型前も離型後もひび割れなかった
。
【０４５３】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、無水石膏およびアルカリ金属
クエン酸塩を含むこの実施形態のジオポリマーセメント質組成物は、フライアッシュおよ
びアルカリ金属クエン酸塩だけを含有する比較用混合組成物（実施例１）についての最大
収縮率約０．７５％に対して最大収縮率約０．０５～約０．２％を有した。したがって、
フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメントおよびアルカリ金属クエン酸塩を
含むセメント質組成物への無水硫酸カルシウム（無水石膏）の添加は、材料収縮率を極め
て著しく低下させるのに役立ち得ると結論づけることができる。
【０４５４】
　無水石膏をスルホアルミン酸カルシウムセメントの約１０重量％の量で含有するフライ
アッシュ混合組成物の測定最大収縮率は約０．０５％であった。対照的に、フライアッシ
ュおよびスルホアルミン酸カルシウムセメントは含有するが無水硫酸カルシウム（無水石
膏）を含有しない混合物１の総収縮率は約０．２％であった。この結果は、この実施形態
のジオポリマーセメント質組成物における無水硫酸カルシウム（無水石膏）の組み込みが
、材料収縮率を著しく低下させることに貢献することを実証している。
【０４５５】
　収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから約４時間の材齢で開始し
た。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％ＲＨで養生しながら、全部で約８週間にわ
たって測定した。
【０４５６】
　発熱およびスラリー温度上昇挙動
　図１３Ｃは、実施例１３で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の発熱お
よびスラリー温度上昇挙動を示す。フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、無水石膏およびアルカリ金属クエン酸塩を含むこの実施例のセメント質組成物は、穏
やかな温度上昇挙動しか示さなかった。養生段階中の材料内での穏やかな発熱および小さ
い温度上昇は、材料の過剰な熱膨張並びにその結果としての亀裂および崩壊の防止に大い
に貢献する。このことは、実際の現場での適用において材料を厚く流し込む形で利用する
場合に特に役立つ。この実施例で調査したこの実施形態のジオポリマーセメント質組成物
はこの特定の見地において極めて有益であると開示され、これは実際の現場での適用にお
いて熱膨張が小さくなり、また熱亀裂に対してより高い耐性を示し得るからである。
【０４５７】
　凝結時間
　表４３は、実施例１で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の凝結時間を
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示す。
【０４５８】
【表４３】

【０４５９】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、無水石膏およびクエン酸ナト
リウムを含むこの実施例の実施形態のジオポリマーセメント質組成物の終了時間は、フラ
イアッシュおよびクエン酸ナトリウムだけを含有する比較用混合組成物（実施例１）につ
いての約１５分という極めて急速な終了時間に対して４０分を越えた。したがって、フラ
イアッシュとアルカリ金属クエン酸塩との混合物へのスルホアルミン酸カルシウムセメン
トと無水石膏との混合物の添加は、材料の凝結および硬化挙動を延長し、またユーザーに
よる材料の使い勝手を良くするのに役立つと結論づけることができる。
【０４６０】
　圧縮強度
　表４４は、実施例１３で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、無水石膏およびアルカリ金属クエン酸塩を含む実施形態の開発されたジオポリマーセ
メント質組成物の圧縮強度挙動を示す。
【０４６１】

【表４４】

【０４６２】
　以下の観察結果を、この研究から得ることができる。
【０４６３】
　この実施例で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度は、時間と
共に上昇し続けた。
【０４６４】
　無水石膏を含有しない混合組成物（混合物１）の若材齢圧縮強度および極限圧縮強度は
共に、無水石膏を含むこの実施形態のセメント質組成物（混合物２～４）のものより低か
った。
【０４６５】
　この実施形態のジオポリマーセメント質組成物の若材齢（４時間および２４時間）圧縮
強度は、材料中の無水石膏の量の増加に伴って上昇した。
【０４６６】
　４時間後材料圧縮強度は、この実施形態のジオポリマーセメント質組成物において無水
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の４時間後圧縮強度は、約３０００ｐｓｉであった。対照的に、混合組成物中に無水石膏
が不在だと、材料の４時間後圧縮強度は混合物１について約３００ｐｓｉ未満であった。
【０４６７】
　無水石膏の使用は、この実施形態のジオポリマーセメント質組成物において、石膏粉よ
り高い４時間後圧縮強度をもたらす。この結論は、実施例１３および実施例７で得られた
圧縮強度試験結果を比較することで立証される。
【０４６８】
　材齢２４時間での材料圧縮強度は、この実施形態のジオポリマーセメント質組成物にお
いて無水石膏を使用すると約３０００ｐｓｉを越えた。さらに、無水石膏を含有する混合
物３、４の材齢約２４時間での圧縮強度はそれぞれ、約４０００ｐｓｉおよび約５０００
ｐｓｉを越えた。その一方で、混合組成物中に無水石膏が不在だと、材齢約２４時間での
材料の圧縮強度は相対的に低く、混合物１の場合、約６００ｐｓｉ未満であった。
【０４６９】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、無水石膏およびクエン酸ナト
リウムを含むこの実施形態の全てのジオポリマーセメント質組成物の材齢２８日での圧縮
強度はここでも極めて高く、約６０００ｐｓｉを越えた。この実施形態の組成物（混合物
３、４）における無水石膏の量がより多いと、材齢２８日での圧縮強度は約７０００ｐｓ
ｉを越えた。比較すると、無水石膏を含有しない材料（混合物１）の材齢約２８日での圧
縮強度は、たった約４５００ｐｓｉであった。
【０４７０】
　したがって、実に驚くべきことに、不溶性の無水硫酸カルシウム（無水石膏又は死焼無
水石膏）の使用が、相対的に可溶性が高い硫酸カルシウム二水和物の使用で得られるもの
より速い凝結、優れた圧縮強度発現速度および高い極限圧縮強度をもたらしたことが判明
した（実施例７を参照のこと）。
【０４７１】
　本発明の実施形態の別の予期せぬ特徴は、この実施例１３～１８で示されるように、凝
結挙動および圧縮強度が、本発明の組成物で使用する硫酸カルシウムのタイプに左右され
ることである。
【０４７２】
　実施例１４：無水硫酸カルシウム（無水石膏）
　この調査の目的は、この実施形態のジオポリマー結合剤組成物における、無水硫酸カル
シウム（無水石膏）を組み込むことの影響を研究することであった。
【０４７３】
　表４５は、この実施例で調査したジオポリマーセメント系混合物の原料組成を示す。こ
の実施例の混合組成物で使用のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、フライアッ
シュの重量の８０重量％に等しかった。無水硫酸カルシウム（無水石膏）を、調査した混
合組成物における以下の量レベルで添加した：スルホアルミン酸カルシウムセメントの重
量の４０、５０、６０および８０重量％。無水石膏を、Ｃ級フライアッシュの３２、４０
、４８および６４重量％のレベルで使用した。この調査で用いる水対セメント質材料比を
０．３で一定に維持した。
【０４７４】
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【表４５】

【０４７５】
　材料の初期流動挙動、スランプおよび若材齢亀裂挙動
　表４６は、実施例１４で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、無水石膏およびアルカリ金属クエン酸塩を含む実施形態のジオポリマーセメント質組
成物の初期流動挙動およびスランプ特性を示す。
【０４７６】

【表４６】

【０４７７】
　スランプ試験において観察されたように、調査した全ての混合組成物が良好な自己平滑
化性、流動挙動および大きいパテ直径を有した。
【０４７８】
　実施例１４において調査した４種全ての混合組成物が良好な流動挙動につながった。無
水石膏を含有する混合物の場合、スランプパテは極めて良好な状態にあり、亀裂は生じな
かった。したがって、無水石膏をこの実施形態のジオポリマーセメント質組成物に添加す
ると、乾燥時の亀裂に対する優れた耐性を有する寸法安定性組成物が得られた。
【０４７９】
　収縮挙動
　図１４Ａは、実施例１４で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の収縮挙
動を示す。
【０４８０】
　収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから約４時間の材齢で開始し
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た。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％（ＲＨ）で養生しながら、全部で約８週間
にわたって測定した。
【０４８１】
　以下の重要な結論を、この調査および図１４Ａから導きだすことができる。
【０４８２】
　離型すらしていないのにひび割れた比較例４の収縮バー（硫酸カルシウムを含有しない
）とは逆に、無水石膏を含む実施例１４の収縮バーは安定しており、離型前も離型後もひ
び割れなかった。
【０４８３】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、無水石膏およびアルカリ金属
クエン酸塩を含むこの実施形態のジオポリマーセメント質組成物は、フライアッシュおよ
びアルカリ金属クエン酸塩だけを含有する比較用混合組成物（実施例１）についての最大
収縮率約０．７５％に対して最大収縮率約０．１７％未満を有した。
【０４８４】
　無水石膏をスルホアルミン酸カルシウムセメントの約４０重量％の量で含有するフライ
アッシュ混合組成物の測定最大収縮率は約０．２％であった。対照的に、フライアッシュ
およびスルホアルミン酸カルシウムセメントは含有するが無水石膏を含有しない実施例１
３の比較用混合物１の総収縮率は約０．２％であった。これは、この実施形態のジオポリ
マーセメント質組成物における無水石膏の組み込みが、材料収縮率を著しく低下させるの
に役立つことを示す。
【０４８５】
　あるレベルを越えての無水石膏量の増加には、材料収縮率を上昇させる効果があった。
例えば、無水石膏量が約１０重量％だと（実施例１３の混合物２）、測定最大収縮率は約
０．０５％であり、無水石膏量が約８０重量％だと（実施例１４の混合物４）、測定最大
収縮率は約０．１７％の値まで上昇した。
【０４８６】
　実施例１３および実施例１４で得られた収縮試験結果を比較すると、材料収縮率が最小
となる好ましい無水石膏量範囲がある。無水石膏のこの好ましい範囲は０は超えるがスル
ホアルミン酸カルシウムセメントの重量の約４０重量％以下である。
【０４８７】
　凝結時間
　表４７は、実施例１４における実施形態のジオポリマーセメント質組成物の凝結時間を
示す。
【０４８８】
【表４７】

【０４８９】
　有利には、フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、無水石膏およびク
エン酸ナトリウムを含むこの実施例の実施形態のジオポリマーセメント質組成物の終了時
間は、フライアッシュおよびクエン酸ナトリウムだけを含有する比較用混合組成物（実施
例１）についての約１５分という極めて急速な終了時間に対して約４０分を超えた。
【０４９０】
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　圧縮強度
　表４８は、実施例１４で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、無水石膏およびアルカリ金属クエン酸塩を含む実施形態の開発されたジオポリマーセ
メント質組成物の圧縮強度挙動を示す。
【０４９１】
【表４８】

【０４９２】
　以下の重要な観察結果を、この研究から得ることができる。この実施例で調査した実施
形態のジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度は、時間と共に上昇し続けた。
【０４９３】
　無水石膏を含有しない比較用混合組成物（実施例１３の比較用混合物１）の若材齢圧縮
強度および極限圧縮強度は共に、無水石膏を含有する混合物（実施例１４の混合物１～４
）のものより低かった。
【０４９４】
　４時間後材料圧縮強度は、この実施形態のジオポリマーセメント質組成物において無水
石膏を使用すると約２０００ｐｓｉを越えた。さらに、無水石膏を約４０％の量で含有す
る混合物１の４時間後圧縮強度は、約３０００ｐｓｉを越えた。対照的に、実施例１３の
比較用混合物１に関して見られるように、比較用混合組成物中に無水石膏が不在だと、材
料の４時間後圧縮強度は相対的に極めて低く、約３００ｐｓｉ未満であった。
【０４９５】
　無水石膏の使用は、この実施形態のジオポリマーセメント質組成物において、石膏粉よ
り高い４時間後圧縮強度をもたらす。この結論は、実施例１４および実施例８で得られた
圧縮強度試験結果を比較することで立証される。
【０４９６】
　材齢２４時間での材料圧縮強度は、この実施形態のジオポリマーセメント質組成物にお
いて無水石膏を使用すると約４０００ｐｓｉを越えた。その一方で、実施例１３の比較用
混合物１に関して見られるように、混合組成物中に無水石膏が不在だと、材料の材齢２４
時間での圧縮強度は相対的に極めて低く、約６００ｐｓｉ未満であった。
【０４９７】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、無水石膏およびクエン酸ナト
リウムを含むこの実施形態の全てのジオポリマーセメント質組成物の材齢２８日での圧縮
強度はここでも極めて高く、約７０００ｐｓｉを越えた。比較すると、無水石膏を含有し
ない材料の材齢２８日での圧縮強度は、実施例１３の比較用混合物１についてたったの約
４５００ｐｓｉであった。
【０４９８】
　上の説明で論じたように、この実施例の組成物を試験すると、アルミノシリケートミネ
ラル、スルホアルミン酸カルシウムセメントおよびアルカリ金属活性化剤と反応した無水
石膏が、他の実施例において硫酸カルシウム二水和物で得られたものより速い凝結、より
速い材料圧縮強度発現速度および高い極限圧縮強度をもたらすことが実証される。
【０４９９】
　実施例１５：硫酸カルシウム半水和物
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　この調査の目的は、この実施形態のジオポリマー結合剤組成物における、様々な量で硫
酸カルシウム半水和物を組み込むことの影響を研究することであった。
【０５００】
　表４９は、この実施例で調査したジオポリマーセメント系混合物の原料組成を示す。
【０５０１】
　この実施例の混合組成物で使用のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、フライ
アッシュの重量の８０重量％に等しかった。この調査で使用した硫酸カルシウム半水和物
を、ユナイテッドステイツジプサムカンパニー社から、商品名ハイドロカルＣベースで調
達した。ハイドロカルＣベースは、硫酸カルシウム半水和物のアルファ形態である。硫酸
カルシウム半水和物を、調査した混合組成物における以下の量レベルで添加した：スルホ
アルミン酸カルシウムセメントの重量の０、１０、２０および３０重量％。硫酸カルシウ
ム半水和物レベルは、フライアッシュの０、８、１６および２４重量％である。本発明の
セメント質組成物に添加したクエン酸ナトリウム（アルカリ金属クエン酸塩）は、化学活
性化剤、レオロジー改質剤および凝結調節剤として作用した。この調査で用いた水対セメ
ント質材料比を０．３０で一定に維持した。使用した砂はＱＵＩＫＲＥＴＥ商用グレード
細砂Ｎｏ．１９６１であり、高性能減水剤はＢＡＳＦ社のＣＡＳＴＡＭＥＮＴ　ＦＳ２０
である。
【０５０２】
【表４９】

【０５０３】
　材料の初期流動挙動、スランプおよび若材齢亀裂挙動
　表５０は、実施例１５におけるフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント
、硫酸カルシウム半水和物およびアルカリ金属クエン酸塩を含む実施形態のジオポリマー
セメント質組成物の初期流動挙動およびスランプ特性を示す。
【０５０４】
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【表５０】

【０５０５】
　スランプ試験において観察されたように、調査した全ての混合組成物が良好な自己平滑
化性、流動挙動および大きいパテ直径を有した。
【０５０６】
　混合物は全て、良好な流動特性および自己平滑化挙動を有した。硫酸カルシウム半水和
物を含有する混合物のスランプパテは極めて良好な状態にあり、また亀裂を生じなかった
。したがって、硫酸カルシウム半水和物を、スルホアルミン酸カルシウムセメント、フラ
イアッシュおよびアルカリ金属クエン酸を含むこの実施形態のジオポリマーセメント質組
成物に添加すると、乾燥時の亀裂に対する優れた耐性を有する寸法安定性組成物が得られ
る。
【０５０７】
　収縮挙動
　図１５Ａは、実施例１５で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の収縮挙
動を示す。
【０５０８】
　収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから約４時間の材齢で開始し
た。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％ＲＨで養生しながら、全部で約８週間にわ
たって測定した。
【０５０９】
　以下の重要な結論を、この調査および図１５Ａから導きだすことができる。
【０５１０】
　離型すらしていないのにひび割れた比較例４の収縮バー（硫酸カルシウムを含有しない
）とは逆に、硫酸カルシウム半水和物を含む実施例１５の収縮バーは安定しており、離型
前も離型後もひび割れなかった。
【０５１１】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム半水和物およ
びアルカリ金属クエン酸塩を含むこの実施形態のジオポリマーセメント質組成物は、フラ
イアッシュおよびアルカリ金属クエン酸塩だけを含有する比較用混合組成物（実施例１）
についての測定最大収縮率約０．７５％に対して測定最大収縮率約０．０８～約０．１６
％を有した。
【０５１２】
　硫酸カルシウム半水和物をスルホアルミン酸カルシウムセメントの約１０重量％の量で
含有するフライアッシュ混合組成物の測定最大収縮率は約０．０８％であった。対照的に
、フライアッシュおよびスルホアルミン酸カルシウムセメントは含有するが硫酸カルシウ
ム半水和物を含有しない比較用混合物１の総収縮率は約０．２％であった。これは、この
実施形態のジオポリマーセメント質組成物における硫酸カルシウム半水和物の組み込みが
、材料収縮率を著しく低下させることを示す。
【０５１３】
　発熱およびスラリー温度上昇挙動
　図１５Ｂは、実施例１５におけるこの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の発熱
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およびスラリー温度上昇挙動を示す。フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメ
ント、硫酸カルシウム半水和物およびアルカリ金属クエン酸塩を含むこの実施例のセメン
ト質組成物は、ごく穏やかな温度上昇挙動しか示さなかった。養生段階中の材料内での穏
やかな発熱および小さい温度上昇は、材料の過剰な熱膨張並びにその結果としての亀裂お
よび崩壊の防止に貢献する。このことは、実際の現場での適用において材料を厚く流し込
む形で利用する場合により一層役立つ。この実施例で調査したこの実施形態のジオポリマ
ーセメント質組成物はこの特定の見地において極めて有益であると開示され、これは実際
の現場での適用において熱膨張が小さくなり、また熱亀裂に対してより高い耐性を示し得
るからである。
【０５１４】
　凝結時間
　表５１は、実施例１５における実施形態のジオポリマーセメント質組成物の凝結時間を
示す。
【０５１５】

【表５１】

【０５１６】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム半水和物およ
びクエン酸ナトリウムを含むこの実施例の実施形態のジオポリマーセメント質組成物の終
了時間は、フライアッシュおよびクエン酸ナトリウムだけを含有する比較用混合組成物（
実施例１）についての約１５分という極めて急速な終了時間に対して約９０分を越えた。
【０５１７】
　上の説明で論じたように、この実施例で得られた試験結果を実施例１３および実施例７
における凝結時間と比較すると、予期せぬことに、硫酸カルシウム半水和物が、フライア
ッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメントおよびアルカリ金属クエン酸塩を含有する
組成物の凝結時間を延ばすにあたって無水石膏および石膏粉の両方より強力であることが
わかる。
【０５１８】
　圧縮強度
　表５２は、実施例１５における実施形態の開発されたジオポリマーセメント質組成物の
圧縮強度挙動を示す。
【０５１９】
【表５２】
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【０５２０】
　以下の観察結果を、この研究から得ることができる。
【０５２１】
　この実施形態のジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度は、時間の関数として上昇し
続けた。
【０５２２】
　硫酸カルシウム半水和物を含有しない混合組成物（混合物１）の若材齢圧縮強度および
極限圧縮強度は共に、硫酸カルシウム半水和物を含むこの実施形態のセメント質組成物（
混合物２～４）のものより低かった。
【０５２３】
　この実施形態のジオポリマーセメント質組成物の若材齢（約４時間および約２４時間）
圧縮強度は、材料中の硫酸カルシウム半水和物の量の増加に伴って上昇した。
【０５２４】
　４時間後材料圧縮強度は、この実施形態のジオポリマーセメント質組成物において硫酸
カルシウム半水和物を使用すると約１０００ｐｓｉを越えた。さらに、硫酸カルシウム半
水和物を含有する混合物３、４の４時間後圧縮強度は、約３０００ｐｓｉを越えた。その
一方で、硫酸カルシウム半水和物を含有しない混合組成物の場合、材料の４時間後圧縮強
度は極めて低く、すなわち混合物１について約３００ｐｓｉ未満であった。
【０５２５】
　硫酸カルシウム半水和物の使用は、この実施形態のジオポリマーセメント質組成物にお
いて、石膏粉より高い４時間後圧縮強度をもたらす。この結論は、実施例１５で得られた
圧縮強度試験結果を実施例７のものと比較することで立証される。
【０５２６】
　材齢約２４時間での材料圧縮強度は、この実施形態のジオポリマーセメント質組成物に
おいて硫酸カルシウム半水和物を使用すると約３０００ｐｓｉを越えた。さらに、硫酸カ
ルシウム半水和物を含有する、フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウム、無水石膏
およびクエン酸ナトリウムを含むこの実施形態の混合物３および混合物４ジオポリマーセ
メント質組成物の材齢約２４時間での圧縮強度は約４０００ｐｓｉを越えた。対照的に、
硫酸カルシウム半水和物を含有しない比較用混合組成物の場合、材齢約２４時間での材料
の圧縮強度は相対的に極めて低く、混合物１について約６００ｐｓｉ未満であった。
【０５２７】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウム、無水石膏およびクエン酸ナトリウムを
含むこの実施形態の全てのジオポリマーセメント質組成物の材齢約２８日での圧縮強度は
ここでも極めて高く、約５０００ｐｓｉを越えた。この実施形態の組成物（混合物３、４
）における硫酸カルシウム半水和物の量がより多いと、材齢２８日での圧縮強度は約７０
００ｐｓｉを越えた。比較すると、硫酸カルシウム半水和物を含有しない比較用材料（混
合物１）の材齢２８日での圧縮強度は、約４０００ｐｓｉ未満であると判明した。
【０５２８】
　実施例１６
　この調査の目的は、この実施形態のジオポリマー結合剤組成物における、様々な量で硫
酸カルシウム半水和物を組み込むことの影響を研究することであった。
【０５２９】
　表５３は、この実施例で調査したジオポリマーセメント系混合物の原料組成を示す。Ｃ
ＴＳセメントカンパニー社から入手可能なファストロック５００ブランドのスルホアルミ
ン酸カルシウムセメントをここでもまた、セメント質反応性粉末の成分として利用した。
この実施例の混合組成物で使用のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、Ｃ級フラ
イアッシュの重量の８０重量％であった。硫酸カルシウム半水和物であるＵＳＧ社のハイ
ドロカルＣベースを、調査した混合組成物における以下の量レベルで添加した：スルホア
ルミン酸カルシウムセメントの重量の４０、５０、６０および８０重量％。硫酸カルシウ
ム半水和物を、フライアッシュの３２、４０、４８および６４重量％のレベルで使用した
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。この調査で用いる水対セメント質材料比を０．３０で一定に維持した。砂はＱＵＩＫＲ
ＥＴＥ商用グレード細砂Ｎｏ．１９６１であり、高性能減水剤はＢＡＳＦ社のＣＡＳＴＡ
ＭＥＮＴ　ＦＳ２０である。
【表５３】

【０５３０】
　材料の初期流動挙動、スランプおよび若材齢亀裂挙動
　表５４は、実施例１６で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、硫酸カルシウム半水和物およびアルカリ金属クエン酸塩を含むこの実施形態のジオポ
リマーセメント質組成物の初期流動挙動およびスランプ特性を示す。
【０５３１】

【表５４】

【０５３２】
　スランプ試験において観察されたように、調査した全ての混合組成物が良好な自己平滑
化性、流動挙動および大きいパテ直径を有した。
【０５３３】
　図１６Ａは、実施例１６で調査した混合物についてのスランプパテ写真である。混合物
は全て、良好な流動特性および自己平滑化挙動を有した。硫酸カルシウム半水和物を含有
する混合物２、３、４について、スランプパテにいくつかの微小亀裂が生じたことも観察
することができる。したがって、スルホアルミン酸カルシウムセメント、フライアッシュ
およびアルカリ金属クエン酸塩を含有する混合物に硫酸カルシウム半水和物を高い量レベ
ルで添加すると、乾燥時の微小亀裂に対する耐性が相対的に劣ったセメント質組成物が得
られると結論づけることができる。
【０５３４】
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　収縮挙動
　図１６Ｂは、硫酸カルシウム半水和物およびアルカリ金属クエン酸塩と組み合わせてス
ルホアルミン酸カルシウムセメントを組み込んだ、実施例１６で調査したこの実施形態の
ジオポリマーセメント質組成物の収縮挙動を示す。
【０５３５】
　収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから約４時間の材齢で開始し
た。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％ＲＨで養生しながら、全部で約８週間にわ
たって測定した。
【０５３６】
　以下の結論を、この調査および図１６ｃから導きだすことができる。
【０５３７】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム半水和物およ
びアルカリ金属クエン酸塩を含むこの実施形態のジオポリマーセメント質組成物は、フラ
イアッシュおよびアルカリ金属クエン酸塩だけを含有する比較用混合組成物（実施例１）
についての測定最大収縮率約０．７５％に対して測定最大収縮率約０．４４％未満を有し
た。
【０５３８】
　硫酸カルシウム半水和物量が増加すると、材料の収縮率が上昇した。例えば、硫酸カル
シウム半水和物量が約１０重量％であると（実施例１５の混合物１）、総収縮率は約０．
０８％であった。硫酸カルシウム半水和物量が約８０重量％だと（実施例１６の混合物４
）、材料の総収縮率は約０．４４％の値まで極めて著しく上昇した。
【０５３９】
　実施例１５および実施例１６で得られた収縮試験結果を比較すると、材料収縮率が最小
となる好ましい硫酸カルシウム半水和物量範囲があると結論づけることができる。硫酸カ
ルシウム半水和物のこの好ましい範囲は、スルホアルミン酸カルシウムセメントの重量の
約０％より高く約４０重量％以下である範囲にある。
【０５４０】
　凝結時間
　表５５は、実施例１６のこの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の凝結時間を示
す。
【０５４１】
【表５５】

【０５４２】
　この実施例で調査したセメント質組成物は全て、急速な凝結挙動を示した。フライアッ
シュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム半水和物およびクエン酸ナ
トリウムを含むこの実施例の実施形態のジオポリマーセメント質組成物の終了時間は、フ
ライアッシュおよびクエン酸ナトリウムだけを含有する比較用混合組成物（実施例１）に
ついての約１５分という極めて急速な終了時間に対して約１２０分であった。
【０５４３】
　この実施例で得られた試験結果を実施例１５、８のものと比較すると、硫酸カルシウム
半水和物が、フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメントおよびアルカリ金属
クエン酸塩を含有する混合組成物の凝結時間を延ばすにあたって無水石膏および石膏粉の
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両方より強力であることがわかる。
【０５４４】
　硫酸カルシウムの形態として硫酸カルシウム半水和物を使用することで、硫酸カルシウ
ム二水和物を使用して得られる凝結時間よりはるかに長い凝結時間が得られた（実施例７
を参照のこと）。上の説明で論じたように、硫酸カルシウム半水和物は超急速凝結材料で
あると当該分野で周知であることから、この結果は予期せぬものであった。本発明の組成
物のいくつかの実施形態における硫酸カルシウム半水和物の添加は、硫酸カルシウム二水
和物および無水硫酸カルシウムの実施形態より長い凝結時間をもたらした。
【０５４５】
　圧縮強度
　表５６は、実施例１６におけるフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント
、硫酸カルシウム半水和物およびアルカリ金属クエン酸塩を含むこの実施形態の開発され
たジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度挙動を示す。
【０５４６】

【表５６】

【０５４７】
　以下の重要な観察結果を、この研究から得ることができる。
【０５４８】
　この実施例で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度は、時間と
共に上昇し続けた。
【０５４９】
　硫酸カルシウム半水和物を含有しない混合組成物（実施例１５の混合物１）の若材齢圧
縮強度および極限圧縮強度は共に、硫酸カルシウム半水和物を含むこの実施形態のセメン
ト質組成物（実施例１６の混合物１～４）のものより低かった。
【０５５０】
　材齢４時間での材料圧縮強度は、この実施形態のジオポリマーセメント質組成物におい
て硫酸カルシウム半水和物を使用すると約１５００ｐｓｉを越えた。さらに、硫酸カルシ
ウム半水和物を約４０％の量で含有する混合物１の材齢４時間での圧縮強度は約２５００
ｐｓｉを越えた。対照的に、硫酸カルシウム半水和物を含有しない比較用混合組成物（実
施例１５の混合物１）の場合、材料の材齢４時間での圧縮強度は相対的に極めて低く、約
３００ｐｓｉ未満であった。
【０５５１】
　硫酸カルシウム半水和物の使用は、この実施形態のジオポリマーセメント質組成物にお
いて、石膏粉より高い材齢４時間での圧縮強度をもたらす。このことは、実施例１６で得
られた圧縮強度試験結果を実施例８のものと比較するとわかる。
【０５５２】
　材齢約２４時間での材料圧縮強度は、この実施形態のジオポリマーセメント質組成物に
おいて硫酸カルシウム半水和物を使用すると約４０００ｐｓｉを越えた。その一方で、硫
酸カルシウム半水和物を含まない比較用混合組成物の場合（実施例１５の混合物１）、材
齢約２４時間での材料の圧縮強度は約６００ｐｓｉ未満と相対的に低かった。
【０５５３】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム半水和物およ
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２８日での圧縮強度は極めて高く、すなわち約７０００ｐｓｉを越えた。比較すると、硫
酸カルシウム半水和物を含有しない比較用材料（実施例１５の混合物１）の材齢２８日で
の圧縮強度は約４０００ｐｓｉ未満であった。
【０５５４】
　実施例１７：粗粒硫酸カルシウム二水和物
　この調査の目的は、この実施形態のジオポリマー結合剤組成物における、粗粒硫酸カル
シウム二水和物を組み込むことの影響を研究することであった。
【０５５５】
　表５７は、この実施例で調査したジオポリマーセメント系混合物の原料組成を示す。こ
の実施例の混合組成物で使用のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、Ｃ級フライ
アッシュの重量の８０重量％であった。本明細書において粗石膏粉とも称する粗粒硫酸カ
ルシウム二水和物はユナイテッドステイツジプサムカンパニー社から調達され、商品名Ｕ
ＳＧベン・フランクリンＡＧ粗石膏で入手可能である。粗石膏粉を、調査した様々な混合
組成物におけるファストロック５００スルホアルミン酸カルシウムセメントの重量の異な
る量レベル０、１０、２０および３０重量％で添加した。石膏粉を、フライアッシュの重
量を基準として０、８、１６および２４重量％のレベルで添加した。使用した砂はＱＵＩ
ＫＲＥＴＥ商用グレード細砂Ｎｏ．１９６１であり、高性能減水剤はＢＡＳＦ社のＣＡＳ
ＴＡＭＥＮＴである。
【０５５６】
【表５７】

【０５５７】
　材料の初期流動挙動、スランプおよび若材齢亀裂挙動
　表５８は、実施例１７におけるフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント
、粗粒石膏粉およびアルカリ金属クエン酸塩を含むこの実施形態のジオポリマーセメント
質組成物の初期流動挙動およびスランプ特性を示す。
【０５５８】
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【表５８】

【０５５９】
　スランプ試験において観察されたように、調査した全ての混合組成物が良好な流動挙動
および大きいパテ直径を有した。
【０５６０】
　図１７Ａは、実施例１７で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物について
のスランプパテ写真である。硫酸カルシウム（粗粒石膏粉）を含有しない比較用混合物１
およびそのスランプパテには、乾燥させると、著しい亀裂が生じた。しかしながら、粗粒
石膏粉を含有する混合物の場合、スランプパテは極めて良好な状態にあり、亀裂は生じな
かった。したがって、スルホアルミン酸カルシウムセメント、フライアッシュおよびアル
カリ金属クエン酸塩を含むセメント系混合物に粗粒石膏粉を添加すると、養生中に材料内
で穏やかな発熱および小さい温度上昇を起こして材料の過剰な熱膨張並びにその結果とし
ての乾燥時の亀裂および崩壊を防止する寸法の安定したジオポリマーセメント質組成物が
得られることが見てとれる。
【０５６１】
　収縮挙動
　図１７Ｂは、実施例１７で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の収縮挙
動を示す。
【０５６２】
　収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから約４時間の材齢で開始し
た。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％ＲＨで養生しながら、全部で約８週間にわ
たって測定した。
【０５６３】
　以下の重要な結論を、この調査および図１７Ｂの結果から導きだすことができる。
【０５６４】
　離型すらしていないのにひび割れた比較例４の収縮バー（硫酸カルシウムを含有しない
）とは逆に、粗粒石膏粉を含む実施例１７の収縮バー（混合物２、３、４）は安定してお
り、離型前も離型後もひび割れなかった。
【０５６５】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、粗粒石膏粉およびアルカリ金
属クエン酸塩を含むこの実施形態のジオポリマーセメント質組成物は、フライアッシュお
よびアルカリ金属クエン酸塩だけを含有する比較用混合組成物（実施例１）についての最
大収縮率約０．７５％に対して最大収縮率約０．１１～約０．１６％を有した。
【０５６６】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウム（粗粒石膏粉
）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む混合組成物である混合物２、３、４は約０．１１
～約０．１６％の最大収縮率を有し、フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメ
ントおよびアルカリ金属クエン酸は含むが硫酸カルシウム（石膏粉）を含まない比較用混
合物１の最大収縮率は約０．２４％であった。
【０５６７】
　この実施例で調査した範囲において粗粒石膏粉量が増加すると、材料収縮率が全体的に
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低下した。例えば、粗粒石膏粉量が約１０重量％だと測定最大収縮率は約０．１６％であ
り、粗粒石膏粉量が約３０重量％だと測定最大収縮率は約０．１１％に低下した。
【０５６８】
　実施例７および実施例１７で得られた収縮試験結果を比較すると、より小さい粒径の石
膏粉の使用がより低い収縮率をもたらすことがわかる。例えば、実施例１７の粗粒石膏粉
を約３０重量％の量で使用すると、最大収縮率は約０．１１％であった。その一方で、実
施例７の細粒石膏粉を使用すると、最大収縮率は、約３０重量％の同じ石膏粉量でたった
約０．０６％であった。
【０５６９】
　発熱およびスラリー温度上昇挙動
　図１７Ｃは、実施例１７で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の発熱お
よびスラリー温度上昇挙動を示す。フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、粗粒石膏粉およびアルカリ金属クエン酸塩を含む実施例１７のセメント質組成物は、
ごく穏やかな温度上昇挙動しか示さなかった。さらに、実施例１７および実施例７で得ら
れた温度上昇試験結果を比較すると、粗石膏粉の使用が、細粒石膏粉の使用で得られるも
のより相対的に小さい温度上昇をもたらすことがわかる。養生段階中の材料内での穏やか
な発熱および小さい温度上昇は、材料の過剰な熱膨張並びにその結果としての亀裂および
崩壊の防止に大いに貢献する。このことは、実際の現場での適用において材料を厚く流し
込む形で利用する場合により一層役立つ。この実施例で調査した実施形態のジオポリマー
セメント質組成物はこの特定の見地において極めて有益であると開示され、これは実際の
現場での適用において熱膨張が小さくなり、また熱亀裂に対してより高い耐性を示し得る
からである。
【０５７０】
　凝結時間
　表５９は、実施例１７における実施形態のジオポリマーセメント質組成物の凝結時間を
示す。
【０５７１】
【表５９】

【０５７２】
　この実施例で調査したセメント質組成物は全て、急速な凝結挙動を示した。フライアッ
シュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、粗粒石膏粉およびクエン酸ナトリウムを含
むこの実施例の実施形態のジオポリマーセメント質組成物の終了時間は、フライアッシュ
およびクエン酸ナトリウムだけを含有する比較用混合組成物（実施例１）についての約１
５分という極めて急速な終了時間に対して約６０分であった。
【０５７３】
　圧縮強度
　表６０は、実施例１７で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、粗粒石膏粉およびアルカリ金属クエン酸塩を含むこの実施形態の開発されたジオポリ
マーセメント質組成物の圧縮強度挙動を示す。
【０５７４】
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【表６０】

【０５７５】
　以下の観察結果を、この研究から得ることができる。
【０５７６】
　この実施例で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度は、時間と
共に上昇し続けた。
【０５７７】
　石膏粉を含有しない混合組成物（混合物１）の若材齢圧縮強度および極限圧縮強度は共
に、粗粒石膏粉を含むこの実施形態のセメント質組成物（混合物２～４）のものより低か
った。
【０５７８】
　この実施形態のジオポリマーセメント質組成物の若材齢（約４時間および約２４時間）
圧縮強度は、材料中の粗粒石膏粉の量の増加に伴って上昇した。しかしながら、粗粒石膏
粉含有量の増加によって得られた材齢４時間での圧縮強度における上昇はわずかなものに
すぎず、それほど大きいものではなかった。
【０５７９】
　材料の材齢２４時間での圧縮強度は、この実施形態のジオポリマーセメント質組成物に
おいて粗粒石膏粉を使用すると約１０００ｐｓｉを越えた。
【０５８０】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウム、粗粒石膏粉およびクエン酸ナトリウム
を含むこの実施形態の全てのジオポリマーセメント質組成物の材齢２８日での圧縮強度は
相対的に高く、すなわち約４０００ｐｓｉを越えた。さらに、粗石膏粉を約２０重量％お
よび約３０重量％（混合物３、４）の量で含有する混合組成物の材齢２８日での圧縮強度
は特に極めて高く、約５０００ｐｓｉを越えた。
【０５８１】
　実施例１７および実施例７で得られた試験結果を比較すると、より細かい石膏粉の使用
が、材齢４時間および２４時間での材料圧縮強度におけるより急速な上昇および相対的に
高い材齢２８日での材料圧縮強度をもたらすことが見てとれる。
【０５８２】
　実施例１８：粗粒硫酸カルシウム二水和物
　この調査の目的は、本発明のジオポリマー結合剤組成物における、粗粒硫酸カルシウム
二水和物を組み込むことの影響を研究することであった。
【０５８３】
　表６１は、この実施例で調査したジオポリマーセメント系混合物の原料組成を示す。こ
の実施例の混合組成物で使用のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、フライアッ
シュの重量の８０重量％に等しかった。粗石膏粉を、調査した様々な混合組成物における
異なる量レベル（スルホアルミン酸カルシウムセメントの重量の４０、５０、６０および
８０重量％）で添加した。石膏粉を、Ｃ級フライアッシュの３２、４０、４８および６４
重量％のレベルで添加した。使用した砂はＱＵＩＫＲＥＴＥ商用グレード細砂Ｎｏ．１９
６１であり、高性能減水剤はＢＡＳＦ社のＣＡＳＴＡＭＥＮＴである。
【０５８４】
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【表６１】

【０５８５】
　材料の初期流動挙動、スランプおよび若材齢亀裂挙動
　表６２は、実施例１８におけるフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント
、粗粒石膏粉およびアルカリ金属クエン酸塩を含む実施形態のジオポリマーセメント質組
成物の初期流動挙動およびスランプ特性を示す。
【０５８６】
【表６２】

【０５８７】
　スランプ試験において観察されたように、調査した全ての混合組成物が良好な流動挙動
および大きいパテ直径を有した。
【０５８８】
　粗粒石膏粉を含むこの実施例の４種全ての混合組成物のスランプパテは極めて良好な状
態にあり、亀裂を生じなかった。対照的に、硫酸カルシウム（石膏粉）を含有しない混合
組成物（実施例１７の比較用混合物１）には、乾燥させると、極めて著しい亀裂が生じた
。したがって、スルホアルミン酸カルシウムセメント、フライアッシュおよびアルカリ金
属クエン酸塩を含むセメント系混合物に粗粒石膏粉を組み込むと、乾燥時の亀裂に対する
優れた耐性を有する寸法の安定したジオポリマーセメント質組成物が得られる。
【０５８９】
　収縮挙動
　図１８Ａは、実施例１８で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の収縮挙
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動を示す。
【０５９０】
　収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから約４時間の材齢で開始し
た。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％ＲＨで養生しながら、全部で約８週間にわ
たって測定した。
【０５９１】
　以下の重要な結論を、この調査および図１８Ａから導きだすことができる。
【０５９２】
　離型すらしていないのにひび割れた比較例４の収縮バー（硫酸カルシウムを含有しない
）とは逆に、硫酸カルシウム（細粒石膏粉）を含む実施例１８の収縮バーは安定しており
、離型前も離型後も、許容範囲を超えた寸法安定性又は望ましくない収縮を示す亀裂を生
じなかった。
【０５９３】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、粗粒石膏粉およびアルカリ金
属クエン酸塩を含むこの実施形態のジオポリマーセメント質組成物は、フライアッシュお
よびアルカリ金属クエン酸塩だけを含有する比較用混合組成物（実施例１）についての最
大収縮率約０．７５％に対して最大収縮率約０．０９％を有した。したがって、フライア
ッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメントおよびアルカリ金属クエン酸塩を含むセメ
ント質組成物への粗粒石膏粉の添加は、材料収縮率を極めて著しく低下させるのに役立つ
と結論づけることができる。
【０５９４】
　この実施例で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、粗粒石
膏粉およびアルカリ金属クエン酸塩を含むこの実施形態のジオポリマーセメント質組成物
は約０．０９％の最大収縮率を有したと観察することができる。対照的に、フライアッシ
ュおよびスルホアルミン酸カルシウムセメントは含有するが粗石膏粉を含有しない実施例
１７の比較用混合物１の最大収縮率は約０．２４％であった。
【０５９５】
　この実施例で調査した範囲において粗石膏粉量を増加させても、材料収縮挙動において
大きな変化は起きなかった。例えば、粗粒石膏粉量範囲が約４０～約８０重量％だと、異
なる混合組成物についての測定最大収縮率は約０．０９％で一定に留まった。
【０５９６】
　実施例８（細粒石膏粉）および実施例１８で得られた収縮試験結果を比較すると、より
高い量レベルの硫酸カルシウム（＞５０重量％）を混合組成物において使用する場合、粗
粒石膏粉が全体的な材料収縮率を低下させるのにより効果的であることがわかる。
【０５９７】
　発熱およびスラリー温度上昇挙動
　図１８Ｂは、実施例１８で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の発熱お
よびスラリー温度上昇挙動を示す。実施例１８および実施例８で得られた温度上昇試験結
果を比較すると、粗粒石膏粉の使用が、細粒石膏粉の使用で得られるものより小さい温度
上昇をもたらすことがわかる。養生段階中の材料内での穏やかな発熱および小さい温度上
昇は、材料の過剰な熱膨張並びにその結果としての亀裂および崩壊の防止に大いに貢献す
る。このことは、実際の現場での適用において材料を厚く流し込む形で利用する場合にも
役立つ。この実施例で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物はこの特定の見
地において極めて有益であると開示され、これは実際の現場での適用において熱膨張が小
さくなり、また熱亀裂に対してより高い耐性を示し得るからである。
【０５９８】
　凝結時間
　表６３は、実施例１８における実施形態のジオポリマーセメント質組成物の凝結時間を
示す。
【０５９９】
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【表６３】

【０６００】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、粗粒石膏粉およびクエン酸ナ
トリウムを含むこの実施例の実施形態のジオポリマーセメント質組成物の終了時間は、フ
ライアッシュおよびクエン酸ナトリウムだけを含有する比較用混合組成物（実施例１）に
ついての約１５分という極めて急速な終了時間に対して約７０分であった。
【０６０１】
　圧縮強度
　表６４は、実施例１８におけるフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント
、粗粒石膏粉およびアルカリ金属クエン酸塩を含む実施形態の開発されたジオポリマーセ
メント質組成物の圧縮強度挙動を示す。
【０６０２】

【表６４】

【０６０３】
　以下の重要な観察結果を、この研究から得ることができる。
【０６０４】
　この実施例で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度は、時間と
共に上昇し続けた。
【０６０５】
　石膏粉を含有しない比較用混合組成物（混合物１）の初期および極限圧縮強度は共に、
粗粒石膏粉を含むこの実施形態のセメント質組成物（混合物２～４）のものより低かった
。
【０６０６】
　実施例１８および実施例８で得られた試験結果を比較すると、より細かい石膏粉の使用
が材齢４時間での材料圧縮強度においてより急速な上昇をもたらすことがわかる。例えば
、実施例８の混合組成物において細粒石膏粉を使用すると、達成される材齢４時間での材
料圧縮強度は約１５００ｐｓｉを越えたと観察することができる（実施例８の混合物１～
４）。
【０６０７】
　材料の材齢２４時間での圧縮強度は、この実施形態のジオポリマーセメント質組成物の
成分として粗粒石膏粉を使用すると約２０００ｐｓｉを越えた。実施例１８および実施例
８で得られた試験結果を比較すると、より細かい石膏粉の使用が材齢２４時間での材料圧
縮強度においてより急速な上昇をもたらすと結論づけることができる。例えば、実施例８
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の混合組成物において細粒石膏粉を使用すると、達成される材齢２４時間での材料圧縮強
度は約４０００ｐｓｉを越えた（実施例８の混合物１、２、３）。
【０６０８】
　この実施例におけるフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウム、粗粒石膏粉および
クエン酸ナトリウムを含む実施形態の全てのジオポリマーセメント質組成物の材齢２８日
での圧縮強度は約５０００ｐｓｉ未満であった。実施例１８および実施例８で得られた試
験結果を比較すると、硫酸カルシウム（細粒石膏粉）の使用が相対的に高い材齢２８日で
の材料圧縮強度をもたらすことが見てとれる。例えば、実施例８の混合組成物において硫
酸カルシウム（細粒石膏粉）を使用すると、達成される材齢２８日での材料圧縮強度は約
６０００ｐｓｉを越えた（実施例８の混合物１～３）。
【０６０９】
　実施例１９
　この調査の目的は、本発明の実施形態のジオポリマー組成物における、様々な量で高純
度細粒硫酸カルシウム二水和物を組み込むことの影響を研究することであった。
【０６１０】
　表６５は、この実施例で調査したジオポリマーセメント系混合物の原料組成を示す。
【０６１１】
　この実施例の混合組成物で使用のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、フライ
アッシュの重量の８０重量％に等しかった。この調査で使用した細粒硫酸カルシウム二水
和物は、ユナイテッドステイツジプサムカンパニー社の商品名ＵＳＧテラアルバＦ＆Ｐで
あった。硫酸カルシウム二水和物を、調査した混合組成物における以下の量レベルで添加
した：スルホアルミン酸カルシウムセメントの重量の０、１０、２０および３０重量％。
硫酸カルシウム二水和物を、Ｃ級フライアッシュの０、８、１６および２４重量％のレベ
ルで添加した。この調査で用いる水対セメント質材料比を０．３０で一定に維持した。使
用した砂はＱＵＩＫＲＥＴＥ商用グレード細砂Ｎｏ．１９６１であり、高性能減水剤はＢ
ＡＳＦ社のＣＡＳＴＡＭＥＮＴである。
【０６１２】
【表６５】

【０６１３】
　材料の初期流動挙動、スランプおよび若材齢亀裂挙動
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　表６６は、実施例１９におけるフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント
、細粒硫酸カルシウム二水和物およびアルカリ金属クエン酸塩を含むこの実施形態のジオ
ポリマーセメント質組成物の初期流動挙動およびスランプ特性を示す。
【０６１４】
【表６６】

【０６１５】
　スランプ試験において観察されたように、調査した全ての混合組成物が良好な流動挙動
および大きいパテ直径を有した。
【０６１６】
　硫酸カルシウムを含有しない比較用混合物１のスランプパテには、乾燥させると、著し
い亀裂が生じた。しかしながら、細粒硫酸カルシウム二水和物を含む混合物の場合、スラ
ンプパテは極めて良好な状態にあり、亀裂を生じなかった。したがって、スルホアルミン
酸カルシウムセメント、フライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸塩を含むセメント系
混合物に細粒硫酸カルシウム二水和物を添加すると、乾燥時の亀裂に対する優れた耐性を
有する寸法安定性組成物が得られる。
【０６１７】
　収縮挙動
　図１９Ａは、実施例１９で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の収縮挙
動を示す。
【０６１８】
　収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから約４時間の材齢で開始し
た。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％ＲＨで養生しながら、全部で約８週間にわ
たって測定した。
【０６１９】
　以下の重要な結論を、この調査および図１９Ｃから導きだすことができる。
【０６２０】
　離型すらしていないのにひび割れた比較例４の収縮バー（硫酸カルシウム二水和物を含
有しない）とは逆に、細粒硫酸カルシウム二水和物を含む実施例１９の収縮バーは完全に
安定しており、離型前も離型後もひび割れなかった。
【０６２１】
　この実施例で調査したスルホアルミン酸カルシウムセメントおよび細粒硫酸カルシウム
二水和物を含む実施形態のジオポリマーセメント質組成物は、フライアッシュおよびアル
カリ金属クエン酸塩だけを含有する比較用混合物（実施例１）についての最大収縮率約０
．７５％に対して最大収縮率約０．０６～約０．０８％を有した。
【０６２２】
　スルホアルミン酸カルシウムセメントおよび細粒硫酸カルシウム二水和物を含むこの実
施形態のジオポリマーセメント質組成物（混合物２、３、４）は、約０．０６～約０．０
８％の最大収縮率を有した。その一方で、フライアッシュおよびスルホアルミン酸カルシ
ウムセメントは含有するが細粒硫酸カルシウムを含有しない比較用混合物１の最大収縮率
は約０．２４％と相対的に極めて高かった。
【０６２３】
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　この実施例で調査した範囲において細粒硫酸カルシウム二水和物量が増加すると、全体
的な材料収縮率が低下した。例えば、細粒硫酸カルシウム二水和物量が約１０重量％だと
、測定最大収縮率は約０．０８％であり、細粒硫酸カルシウム二水和物量が約３０重量％
だと、測定最大収縮率は約０．０６％に低下した。
【０６２４】
　実施例７、１７、１９で得られた収縮試験結果を比較すると、細粒硫酸カルシウム二水
和物（細粒硫酸カルシウム二水和物）の使用が、より低い全体収縮率をもたらすことがわ
かる。例えば、実施例１７の粗粒硫酸カルシウム二水和物を使用すると、最大収縮率は約
３０重量％の硫酸カルシウム二水和物量で約０．１１％に等しく、その一方で、実施例１
９の細粒硫酸カルシウム二水和物を使用すると、最大収縮率は約３０重量％の硫酸カルシ
ウム二水和物量でたった約０．０６％であった。
【０６２５】
　発熱およびスラリー温度上昇挙動
　図１９Ｂは、実施例１９で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の発熱お
よびスラリー温度上昇挙動を示す。フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、細粒硫酸カルシウム二水和物およびアルカリ金属クエン酸塩を含む実施例１９のセメ
ント質組成物は、ごく穏やかな温度上昇挙動しか示さなかった。養生段階中の材料内での
穏やかな発熱および小さい温度上昇は、材料の過剰な熱膨張並びにその結果としての亀裂
および崩壊の防止に大いに貢献する。このことは、実際の現場での適用において材料を厚
く流し込む形で利用する場合に特に役立つ。この実施例で調査したこの実施形態のジオポ
リマーセメント質組成物はこの特定の見地において極めて有益であると開示され、これは
実際の現場での適用において熱膨張が小さくなり、また熱亀裂に対してより高い耐性を示
し得るからである。
【０６２６】
　凝結時間
　表６７は、実施例１９における実施形態のジオポリマーセメント質組成物の凝結時間を
示す。
【０６２７】

【表６７】

【０６２８】
　この実施例で調査したセメント質組成物は全て、急速な凝結挙動を示した。この実施形
態のジオポリマーセメント質組成物の終了時間は、フライアッシュおよびクエン酸ナトリ
ウムだけを含有する比較用混合組成物（実施例１）についての約１５分という極めて急速
な終了時間に対して約６０～約９０分であった。
【０６２９】
　圧縮強度
　表６８は、実施例１９で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、細粒硫酸カルシウム二水和物およびアルカリ金属クエン酸塩を含む実施形態の開発さ
れたジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度挙動を示す。
【０６３０】
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【表６８】

【０６３１】
　以下の重要な観察結果を、この研究から得ることができる。
【０６３２】
　混合組成物の圧縮強度は、時間の関数として上昇し続けた。
【０６３３】
　細粒硫酸カルシウム二水和物を含有しないセメント質組成物（混合物１）の若材齢圧縮
強度および極限圧縮強度は共に、細粒硫酸カルシウム二水和物を含むこの実施形態のジオ
ポリマーセメント質組成物（混合物２～４）のものより低かった。
【０６３４】
　この実施形態のジオポリマーセメント質組成物の若材齢（約４時間および約２４時間）
圧縮強度は、実質的に組成物中の細粒硫酸カルシウム二水和物の量の増加に伴って上昇し
た。実施例１９、１７、７で得られた試験結果を比較すると、細粒硫酸カルシウム二水和
物の使用が材齢４時間での材料圧縮強度においてより急速な上昇をもたらすと結論づける
ことができる。
【０６３５】
　材料の材齢２４時間での圧縮強度は、この実施形態のジオポリマーセメント質組成物に
おいて細粒硫酸カルシウム二水和物を使用すると約２５００ｐｓｉを越えた。実施例１９
、１７、７で得られた試験結果を比較すると、細粒硫酸カルシウム二水和物の使用が初期
材料圧縮強度においてより急速な上昇をもたらすと結論づけることができる。
【０６３６】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウム、細粒硫酸カルシウム二水和物およびク
エン酸ナトリウムを含むこの実施形態の全てのジオポリマーセメント質組成物の材齢２８
日での圧縮強度は相対的に高く、約４５００ｐｓｉを越えた。さらに、細粒硫酸カルシウ
ム二水和物を約２０重量％および約３０重量％の量で含む（混合物３、４）この実施形態
のジオポリマー混合組成物の材齢２８日での圧縮強度はここでも極めて高く、約５０００
ｐｓｉを越えた。
【０６３７】
　実施例２０
　この調査の目的は、本発明のジオポリマー結合剤組成物において、様々な量で高純度細
粒硫酸カルシウム二水和物を組み込むことの影響を研究することであった。
【０６３８】
　表６９は、この実施例で調査したジオポリマーセメント系混合物の原料組成を示す。こ
の実施例の混合組成物で使用のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、フライアッ
シュの重量の８０重量％に等しかった。この調査で使用した細粒硫酸カルシウム二水和物
は、ユナイテッドステイツジプサムカンパニー社の商品名ＵＳＧテラアルバＦ＆Ｐであっ
た。硫酸カルシウム二水和物を、調査した混合組成物における以下の量レベルで添加した
：スルホアルミン酸カルシウムセメントの重量の４０、５０、６０および８０重量％。硫
酸カルシウム二水和物を、Ｃ級フライアッシュの３２、４０、４８および６４重量％のレ
ベルで添加した。本発明のセメント質組成物に添加したクエン酸ナトリウムは、化学活性
化剤として作用した。この調査で用いる水対セメント質材料比を０．３０で一定に維持し
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た。使用した砂はＱＵＩＫＲＥＴＥ商用グレード細砂Ｎｏ．１９６１であり、高性能減水
剤はＢＡＳＦ社のＣＡＳＴＡＭＥＮＴである。
【０６３９】
【表６９】

【０６４０】
　材料の初期流動挙動、スランプおよび若材齢亀裂挙動
　表７０は、実施例２０におけるフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント
、細粒硫酸カルシウム二水和物およびアルカリ金属クエン酸塩を含む実施形態のジオポリ
マーセメント質組成物の初期流動挙動およびスランプ特性を示す。
【０６４１】

【表７０】

【０６４２】
　スランプ試験において観察されたように、調査した全ての混合組成物が良好な流動挙動
および大きいパテ直径を有した。そのような大きいスランプおよび自己平滑化挙動が約０
．３と低い水／セメント質材料比であっても得られたことは特に注目に値する。
【０６４３】
　混合物１～４から形成されたスランプパテは乾燥後、極めて良好な状態にあり、亀裂を
生じなかった。したがって、スルホアルミン酸カルシウムセメント、フライアッシュおよ
びアルカリ金属クエン酸塩を含むセメント系混合物に細粒硫酸カルシウム二水和物を添加
すると、乾燥時の亀裂に対する優れた耐性を有する寸法安定性組成物が得られる。
【０６４４】
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　収縮挙動
　図２０Ａは、実施例２０における実施形態のジオポリマーセメント質組成物の収縮挙動
を示す。
【０６４５】
　収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから約４時間の材齢で開始し
た。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％ＲＨで養生しながら、全部で約８週間にわ
たって測定した。以下の重要な結論を、この調査および図２０ｃから導きだすことができ
る。
【０６４６】
　離型すらしていないのにひび割れた比較例４の収縮バー（硫酸カルシウム二水和物を含
有しない）とは逆に、細粒硫酸カルシウム二水和物を含む実施例２０の収縮バーは安定し
ており、離型前も離型後もひび割れなかった。
【０６４７】
　この実施例で調査したスルホアルミン酸カルシウムセメントおよび細粒硫酸カルシウム
二水和物を含む実施形態のジオポリマーセメント質組成物は、フライアッシュおよびアル
カリ金属クエン酸塩だけを含有する比較用混合物（実施例１）についての測定最大収縮率
約０．７５％に対して測定最大収縮率約０．１４～約０．２３％を有した。
【０６４８】
　この実施例で調査した範囲において細粒硫酸カルシウム二水和物量が増加すると、材料
収縮挙動が増大した。例えば、細粒硫酸カルシウム二水和物量が約４０重量％だと、測定
最大材料収縮率は約０．１４％であった。細粒硫酸カルシウム二水和物量が約８０重量％
だと、測定最大収縮率は約０．２３％に上昇した。
【０６４９】
　発熱およびスラリー温度上昇挙動
　図２０Ｂは、実施例２０で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の発熱お
よびスラリー温度上昇挙動を示す。フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、細粒硫酸カルシウム二水和物およびアルカリ金属クエン酸塩を含む実施例２０のセメ
ント質組成物がごく穏やかな温度上昇挙動しか示さなかったことに気づく。養生段階中の
材料内での穏やかな発熱および小さい温度上昇は、材料の過剰な熱膨張並びにその結果と
しての亀裂および崩壊の防止に大いに貢献する。このことは、実際の現場での適用におい
て材料を厚く流し込む形で利用する場合に役立つ。この実施例で調査した実施形態のジオ
ポリマーセメント質組成物はこの特定の見地において極めて有益であると開示され、これ
は実際の現場での適用において熱膨張が小さくなり、また熱亀裂に対してより高い耐性を
示し得るからである。
【０６５０】
　凝結時間
　表７１は、実施例２０における実施形態のジオポリマーセメント質組成物の凝結時間を
示す。
【０６５１】
【表７１】

【０６５２】
　この実施例で調査したセメント質組成物は全て、急速な凝結挙動を示した。また、この
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実施形態のジオポリマーセメント質組成物の終了時間は、フライアッシュおよびクエン酸
ナトリウムだけを含有する比較用混合組成物（実施例１）についての約１５分という極め
て急速な終了時間に対して約９０～約１２０分であった。
【０６５３】
　圧縮強度
　表７２は、実施例２０で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、細粒硫酸カルシウム二水和物およびアルカリ金属クエン酸塩を含む実施形態の開発さ
れたジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度挙動を示す。
【０６５４】
【表７２】

【０６５５】
　以下の重要な観察結果を、この研究から得ることができる。
【０６５６】
　調査した混合組成物の圧縮強度は、時間の関数として上昇し続けた。
【０６５７】
　この実施例で調査した細粒硫酸カルシウム二水和物を含むこの実施形態のジオポリマー
セメント質組成物（混合物１～４）の若材齢（混合から約４時間後および約２４時間後）
圧縮強度は、細粒硫酸カルシウム二水和物を含有しない比較用混合組成物（実施例１９の
混合物１）のものより著しく高かった。
【０６５８】
　この実施形態のジオポリマーセメント質組成物の若材齢／初期（混合から４時間後およ
び２４時間後）圧縮強度は極めて高く、組成物中の細粒硫酸カルシウム二水和物の量が増
加してもごく一定であり続けた。
【０６５９】
　実施例２０および実施例１８で得られた試験結果を比較すると、細粒硫酸カルシウム二
水和物の使用が材齢４時間での材料圧縮強度においてより急速な上昇をもたらすことは明
らかである。例えば、この実施例の混合組成物において細粒硫酸カルシウム二水和物を使
用すると、達成される材齢４時間での材料圧縮強度は約２０００ｐｓｉを越えたことを観
察することができる（実施例２０の混合物１～３）。対照的に、同じ量レベルの粗粒石膏
粉を含む混合組成物の材齢４時間での圧縮強度は、実施例１８の混合物１～３について見
られるように約６００ｐｓｉ未満であった。
【０６６０】
　細粒硫酸カルシウム二水和物を使用すると、この実施例で調査したこの実施形態のジオ
ポリマーセメント質組成物の材齢２４時間での圧縮強度は約３５００ｐｓｉを越えた。実
施例２０の混合組成物における細粒硫酸カルシウム二水和物の使用は約３５００ｐｓｉを
越える材齢２４時間での材料圧縮強度をもたらし（実施例２０の混合物１～４）、同じ量
レベルの粗粒石膏粉を含有する混合組成物は、実施例１８の混合物１～４について、材齢
２４時間での圧縮強度が約２５００ｐｓｉ未満であった。
【０６６１】
　この実施例で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウム、細粒硫酸カルシ
ウム二水和物およびクエン酸ナトリウムを含む実施形態のジオポリマーセメント質組成物
の材齢２８日での圧縮強度は、約５０００ｐｓｉより高かった。さらに、実施例２０の混
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例２０および実施例１８で得られた試験結果を比較すると、細粒硫酸カルシウム二水和物
の使用が相対的に高い材齢約２８日での材料圧縮強度をもたらすことがわかる。例えば、
実施例２０の混合組成物において細粒硫酸カルシウム二水和物を使用すると、約７０００
ｐｓｉを越える材齢約２８日での材料圧縮強度が達成された。
【０６６２】
　実施例２１
　この実施例では、硫酸カルシウムおよびアルカリ金属クエン酸塩と組み合わせてスルホ
アルミン酸カルシウムセメントを低量（フライアッシュの約２０重量部）で組み込むこと
の影響について研究する。
【０６６３】
　表７３は、この実施例で調査したジオポリマーセメント系混合物の原料組成を示す。Ｃ
ＴＳセメントカンパニー社から入手可能なファストロック５００ブランドのスルホアルミ
ン酸カルシウムセメントを、この調査におけるセメント質反応性粉末の成分として利用し
た。この実施例の混合組成物で使用のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、Ｃ級
フライアッシュの０、５、１０、１５および２０重量％に等しかった。本明細書において
石膏粉と称される、この調査で使用する細粒硫酸カルシウム二水和物を、ユナイテッドス
テイツジプサムカンパニー社から調達した。石膏粉を、調査した様々な混合組成物におけ
るスルホアルミン酸カルシウムセメントの重量の５０％の量で添加した。石膏粉を、フラ
イアッシュの０、２．５、５、７．５および１０重量％のレベルで添加した。使用した砂
はＱＵＩＫＲＥＴＥ商用グレード細砂Ｎｏ．１９６１であり、高性能減水剤はＢＡＳＦ社
のＣＡＳＴＡＭＥＮＴである。エアプロダクツ社（Ａｉｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ，Ｉｎｃ）
から入手可能なサーフィノール（ＳＵＲＦＹＮＯＬ）５００Ｓ界面活性剤も、消泡剤およ
び湿潤剤として使用した。
【０６６４】
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【表７３】

【０６６５】
　材料の初期流動挙動、スランプおよび初期亀裂
　表７４は、実施例２１で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、硫酸カルシウム（細粒石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む実施形態のジオ
ポリマーセメント質組成物の初期流動挙動およびスランプ特性を示す。
【０６６６】

【表７４】

【０６６７】
　スランプ試験において観察されたように、この実施形態の全ての混合組成物（混合物２
～５）は良好な自己平滑化性、流動挙動および大きいパテ直径を有した。そのような大き
いスランプおよび自己平滑化挙動が約０．２７５と極めて低い水／セメント質材料比であ
っても得られたことは特に注目に値する。標準ポルトランドセメントをベースとした又は
石膏をベースとした材料の場合、このような流動特性および自己平滑化挙動は、水／セメ
ント質材料比が約０．４５を超える場合にのみ得られる。
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【０６６８】
　この実施例のこの実施形態の混合組成物（混合物２～５）についてのスランプパテには
、乾燥させても亀裂が生じなかった。したがって、たとえ低量（フライアッシュ重量の約
２０重量％）であってもスルホアルミン酸カルシウムセメントおよび硫酸カルシウム二水
和物（細粒石膏粉）をフライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸塩を含むセメント系混
合物に組み込むと、乾燥時の亀裂に対する優れた耐性を有する寸法の安定したジオポリマ
ーセメント質組成物が得られると結論づけることができる。
【０６６９】
　収縮挙動
　図２１Ａは、実施例２１で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の収縮挙
動を示す。収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから約４時間の材齢
で混合物２～５について開始した。比較用混合物１の場合、図２１Ｂでわかるように、材
齢４時間での収縮バーは、過度な材料収縮により型内で壊れた。比較用混合物１について
の図２１Ａで挙げた収縮率データは、材齢約１時間で離型し、それと同時に収縮率の測定
を開始したバーについての極若材齢材料収縮挙動を表している。図２１Ｃは、材齢１時間
で離型し、それと同時に収縮率の測定を開始した５種全ての混合物についての極若材齢材
料収縮率を示す。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％ＲＨで養生しながら、全部で
約８週間にわたって測定した。
【０６７０】
　以下の重要な結論を、この調査および図２１Ａ、２１Ｂから導きだすことができる。
【０６７１】
　ごく少量（フライアッシュ重量の約２０重量％）であっても、スルホアルミン酸カルシ
ウムセメントの組み込みは、フライアッシュ、硫酸カルシウム二水和物およびアルカリ金
属クエン酸塩を含むこの実施形態のジオポリマーセメント質組成物の寸法安定性およびそ
の結果としての亀裂耐性の改善に著しい影響を及ぼした。離型すらしていないのにひび割
れた、スルホアルミン酸カルシウムセメントおよび細粒硫酸カルシウム二水和物（石膏粉
）を含有しない比較用混合物１の材齢４時間での収縮バーとは逆に、スルホアルミン酸カ
ルシウムセメントおよび細粒硫酸カルシウム二水和物（石膏粉）を含む混合物２～５の収
縮バーは安定しており、離型前も離型後もひび割れなかった。
【０６７２】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、細粒硫酸カルシウム二水和物
（石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含むこの実施形態のジオポリマーセメント質
組成物は、実施例２１の比較用混合物１用のフライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸
塩だけを含む混合物についての約０．５％を超える最大収縮率に対して最大収縮率約０．
１０％未満を有した。５部でスルホアルミン酸カルシウムセメントを含む混合物２の最大
記録収縮率がたった約０．０７％であり、約１０部でスルホアルミン酸カルシウムセメン
トを含む混合物３の最大記録収縮率がたった約０．０５％であったことは注目に値する。
したがって、フライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸塩を含むセメント質組成物に少
量であってもスルホアルミン酸カルシウムセメントおよび細粒硫酸カルシウム二水和物（
石膏粉）を添加することは、材料収縮率を極めて著しく低下させるのに役立つ。
【０６７３】
　発熱およびスラリー温度上昇挙動
　図２１Ｄは、実施例２１で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の発熱お
よびスラリー温度上昇挙動を示す。フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、細粒硫酸カルシウム二水和物（石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む実施例
２１のセメント質組成物は、ごく穏やかな温度上昇挙動しか示さなかった。養生段階中の
材料内での穏やかな発熱および小さい温度上昇は、材料の過剰な熱膨張並びにその結果と
しての亀裂および崩壊の防止に大いに貢献する。このことは、実際の現場での適用におい
て材料を厚く流し込む形で利用する場合に役立つ。この実施例で調査した実施形態のジオ
ポリマーセメント質組成物はこの特定の見地において極めて有益であり、これは実際の現
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場での適用において熱膨張が小さくなり、また熱亀裂に対してより高い耐性を示し得るか
らである。
【０６７４】
　凝結時間
　表７５は、実施例２１における実施形態のジオポリマーセメント質組成物の凝結時間を
示す。
【０６７５】
【表７５】

【０６７６】
　この実施例で調査したセメント質組成物は全て極めて急速な凝結挙動を示し、終了時間
は約４５～約６０分であった。また、フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメ
ント、細粒硫酸カルシウム二水和物（石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含むこの
実施形態の開発されたセメント質組成物は、フライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸
塩だけを含む比較用セメント質組成物（実施例２１の混合物１）より相対的に長い凝結時
間（開始時間および終了時間の両方）を有したと観察することができる。
【０６７７】
　圧縮強度
　表７６は、実施例２１におけるフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント
、細粒硫酸カルシウム二水和物（石膏粉）およびアルカリ金属クエン酸塩を含む実施形態
の開発されたジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度挙動を示す。
【０６７８】

【表７６】

【０６７９】
　以下の観察結果を、この研究から得ることができる。
【０６８０】
　この実施例で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度は、時間と
共に上昇し続けた。
【０６８１】
　材料の材齢４時間での圧縮強度は、この実施形態のジオポリマーセメント質組成物の成
分としてスルホアルミン酸カルシウムセメントおよび細粒硫酸カルシウム二水和物（石膏
粉）を使用すると約１０００ｐｓｉを越えた。
【０６８２】
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　材料の材齢２４時間での圧縮強度は、この実施形態の調査対象であるジオポリマーセメ
ント質組成物の成分としてスルホアルミン酸カルシウムセメントおよび細粒硫酸カルシウ
ム二水和物（石膏粉）を使用すると約２０００ｐｓｉを越えた。
【０６８３】
　この実施例で調査したこの実施形態の全てのジオポリマーセメント質組成物の材齢約２
８日での圧縮強度は約４０００ｐｓｉを越えた。
【０６８４】
　実施例２２
　この実施例では、アルカリ金属水酸化物（水酸化ナトリウム）又はアルカリ金属水酸化
物（水酸化ナトリウム）とアルカリ金属酸（クエン酸）との混合物で活性化させた、フラ
イアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、細粒硫酸カルシウムを含むこの実施
形態の開発されたジオポリマーセメント質組成物の物理的特性について研究する。
【０６８５】
　表７７は、この実施例で調査したジオポリマーセメント系混合物の原料組成を示す。こ
の実施例の混合組成物で使用したスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、フライア
ッシュの重量の２０重量％に等しかった。石膏粉を、調査した様々な混合組成物において
、スルホアルミン酸カルシウムセメントの重量の５０％、Ｃ級フライアッシュの１０重量
％の量で添加した。水酸化ナトリウムとクエン酸との混合物を、化学活性化剤として作用
するように本発明のセメント質組成物に添加した。調査した混合物のうちの２つ（混合物
２、３）は化学活性化剤として水酸化ナトリウムだけを含有し、クエン酸を含有しなかっ
た。同様に、混合物の１つ（混合物１）は化学活性化用にクエン酸だけを含有し、水酸化
ナトリウムを含有しなかった。エアプロダクツ社から入手可能なサーフィノール５００Ｓ
界面活性剤を、消泡剤および湿潤剤として使用した。砂はＱＵＩＫＲＥＴＥ商用グレード
細砂Ｎｏ．１９６１であり、高性能減水剤はＢＡＳＦ社のＣＡＳＴＡＭＥＮＴ　ＦＳ２０
である。
【０６８６】
【表７７】
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【０６８７】
　初期流動挙動およびスランプ
　表７８は、実施例２２で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の初期流動
挙動およびスランプ特性を示す。
【０６８８】
【表７８】

【０６８９】
　クエン酸は含有するが水酸化ナトリウムを含有しない混合物１の場合、混合材料が極端
に堅練りであり、混合すると完全に加工不可能であることが認められた。その一方で、水
酸化ナトリウム（混合物２、３）又は水酸化ナトリウムとクエン酸とのブレンド（混合物
４、５）を含有する混合組成物は、スランプ試験におけるその相対的に大きいパテ直径に
よっても示されるように加工が容易であった。そのような良好な加工性を約０．２７５と
極めて低い水／セメント質材料比であっても得られたことは特に注目に値する。標準ポル
トランドセメントをベースとした又は石膏をベースとした材料の場合、このような流動特
性および自己平滑化挙動は、水／セメント質材料比が約０．４５を超える場合にのみ得ら
れる。
【０６９０】
　収縮挙動
　図２２Ａは、実施例２２のジオポリマーセメント質組成物の収縮挙動を示す。
【０６９１】
　収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから約４時間の材齢で開始し
た。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％ＲＨで養生しながら、全部で約８週間にわ
たって測定した。
【０６９２】
　以下の重要な結論を、この調査および図２２Ａから導きだすことができる。
【０６９３】
　化学活性化剤として水酸化ナトリウムだけを含む混合組成物（混合物２、３）は、約０
．１％未満の極めて低い収縮率を示した。たった１％の水酸化ナトリウムを含有する混合
物２の最大収縮率が約０．０５％未満であったことは注目に値する。水酸化ナトリウムを
約３％の量で含有する混合物３の場合、最大収縮率は約０．０９％まで上昇した。
【０６９４】
　化学活性化剤として水酸化ナトリウムとクエン酸との混合物を含むこの実施形態のセメ
ント質組成物（混合物４、５）も極めて低い収縮率を示した。約１％の量でクエン酸およ
び水酸化ナトリウムを含有する混合物３の最大収縮率はたった約０．０５％であった。約
３％の量でクエン酸および水酸化ナトリウムを含有する混合物５の場合、最大収縮率は約
０．２５％に上昇した。
【０６９５】
　発熱およびスラリー温度上昇挙動
　図２２Ｂは、実施例２２のジオポリマーセメント質組成物の発熱およびスラリー温度上
昇挙動を示す。この実施例のセメント質組成物（混合物２～５）は、極めて小さい温度上
昇を示した。クエン酸だけを含有する（水酸化ナトリウムを含有しない）混合物１は混合
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すると堅練りとなり、極めて小さい温度上昇によって示されるように、極めて不良な反応
性を示した。養生段階中の材料内での穏やかな発熱および小さい温度上昇は、材料の過剰
な熱膨張並びにその結果としての亀裂および崩壊の防止に大いに貢献する。このことは、
実際の現場での適用において材料を厚く流し込む形で利用する場合に役立つ。この実施例
で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物はこの特定の見地において極めて有
益であると開示され、これは実際の現場での適用において熱膨張が小さくなり、また熱亀
裂に対してより高い耐性を示し得るからである。
【０６９６】
　凝結時間
　表７９は、実施例２２におけるジオポリマーセメント質組成物の凝結時間を示す。
【表７９】

【０６９７】
　この実施例で調査したこの実施形態のセメント質組成物（混合物２～５）は全て極めて
急速な凝結挙動を示し、終了時間は約１５～約６０分であった。水酸化ナトリウムを約１
％の量レベルで含む混合組成物（混合物２、４）は、水酸化ナトリウムを約３％の量で含
む混合組成物（すなわち、混合物３、４）より相対的に長い凝結時間（およびオープンタ
イム）を有した。材料可使時間（ポットライフ）が短いと、実際の現場での適用時に急速
凝結材料の加工に著しい困難が生じることから、極端に短い凝結時間はいくつかの用途に
とっては問題となる。
【０６９８】
　圧縮強度
　表８０は、実施例２２におけるフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント
、硫酸カルシウム（細粒石膏粉）およびアルカリ金属化学活性化剤を含む実施形態の開発
されたジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度挙動を示す。
【０６９９】
【表８０】

【０７００】
　以下の重要な観察結果を、この研究から得ることができる。
【０７０１】
　この実施形態で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度は、時間



(112) JP 6283659 B2 2018.2.21

10

20

30

40

50

と共に上昇し続けた。
【０７０２】
　材料の材齢４時間での圧縮強度は、この実施形態のジオポリマーセメント質組成物の成
分としてスルホアルミン酸カルシウムセメントおよび石膏粉を使用すると約１０００ｐｓ
ｉを越えた。これは、水酸化ナトリウムだけを化学活性化剤として使用した場合（混合物
２、３）又は水酸化ナトリウムとクエン酸との混合物を化学活性化剤として使用した場合
（混合物４、５）も同様であった。
【０７０３】
　材料の材齢２４時間での圧縮強度は、この実施形態の調査対象であるジオポリマーセメ
ント質組成物の成分としてスルホアルミン酸カルシウムセメントおよび石膏粉を使用する
と約２０００ｐｓｉを越えた。これは、水酸化ナトリウムだけを化学活性化剤として使用
した場合（混合物２、３）又は水酸化ナトリウムとクエン酸との混合物を化学活性化剤と
して使用した場合（混合物４、５）も同様であった。
【０７０４】
　この実施例で調査したこの実施形態の全てのジオポリマーセメント質組成物の材齢２８
日での圧縮強度は約５０００ｐｓｉを越えた。これは、水酸化ナトリウムだけを化学活性
化剤として使用した場合（混合物２、３）又は水酸化ナトリウムとクエン酸との混合物を
化学活性化剤として使用した場合（混合物４、５）も同様であった。
【０７０５】
　実施例２３
　この実施例は、フライアッシュの６、１２、１８および２４重量％のレベルで添加する
硫酸カルシウム二水和物と組み合わせて異なる量（フライアッシュの２０、４０、６０お
よび８０重量部）でスルホアルミン酸カルシウムセメントを組み込むことが、本発明のジ
オポリマーセメント質組成物の極若材齢収縮挙動に及ぼす影響を示す。試験した組成物を
表８１に挙げる。砂はＱＵＩＫＲＥＴＥ商用グレード細砂Ｎｏ．１９６１であり、高性能
減水剤はＢＡＳＦ社のＣＡＳＴＡＭＥＮＴ　ＦＳ２０である。
【０７０６】
【表８１】

【０７０７】
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　極若材齢収縮挙動
　図２３Ａは、実施例２３で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の極若材
齢収縮挙動を示す。
【０７０８】
　極若材齢収縮試験を段落０２７７に記載される通りに行ったが、初期測定を、原料を混
合して水性スラリーを調製してから約１時間後に開始した。この調査の主な目的は、異な
る量のスルホアルミン酸カルシウムセメント（フライアッシュの約２０～約８０重量部）
および細粒硫酸カルシウム二水和物を組み込むことが、この実施形態のジオポリマーセメ
ント質組成物の極若材齢収縮挙動に及ぼす影響を研究することであった。
【０７０９】
　図２３Ａおよび表８２から、極若材齢収縮の大きさが、この実施形態の組成物中のスル
ホアルミン酸カルシウムセメントの量の増加に伴って増大したことを観察することができ
る。これは全く予期せぬ結果であった。
【０７１０】
　表８２に、図２３Ａに示されるように、実施例２３の混合物を使用して作製したバーの
収縮率をまとめる。
【０７１１】
【表８２】

【０７１２】
　上記の結果は、本発明の極めて重要な側面を表している。これらの結果は全く予期せぬ
ものであり、また組成物中のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量が増加すると上昇
する、この実施形態のセメント質組成物の極若材齢収縮を説明している。これらの結果は
、適用の主な目的が材料の極若材齢収縮および全体としての収縮の大きさを最小限に抑え
ることならば、この実施形態および関連する実施形態の組成物におけるスルホアルミン酸
カルシウムセメントの量を相対的に少なく（好ましくは、約２０部以下）維持するのが有
益であることを示唆している。ここで観察される材料の極若材齢収縮の原因は完全には理
解されていないものの、初期収縮は反応材料の自己乾燥および体積変化の結果としての化
学および自己収縮に起因すると考えられる。
【０７１３】
　この実施形態および関連する実施形態の組成物においてスルホアルミン酸カルシウムセ
メントおよび硫酸カルシウムの量を少なく維持することの別の主なメリットは、風解が起
きる可能性が著しく低いことである。材料における高い度合いの風解は見た目上の問題と
なるだけでなく、硬化した材料中に存在する塩の化学反応および水和反応によって起き得
る膨張反応により、後々の材料の崩壊および損傷にもつながり得ることに留意すべきであ
る。
【０７１４】
　この実施形態の組成物においてスルホアルミン酸カルシウムセメントおよび硫酸カルシ
ウムの量を少なく維持することの別の主なメリットは、それによって原料コストが大幅に
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低下することである。
【０７１５】
　実施例２４
　この実施例では、フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、細粒硫酸カ
ルシウム二水和物（すなわち、石膏又は石膏粉）およびアルカリ金属塩の引張接着強さ性
能について説明する。全部で４種の混合組成物について調査した。
【０７１６】
　表８３において、混合物１は、再分散可能な膜形成重合体粉末を含有しない本発明のジ
オポリマーセメント質組成物を表す。その一方で、混合物２～４は、異なる量レベルで添
加された再分散可能な膜形成重合体粉末を含有する本発明のジオポリマーセメント質組成
物を表す。ワッカーポリマーズ（ＷＡＣＫＥＲ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ）社製の、商品名がビ
ナパス（ＶＩＮＮＡＰＡＳ）５０２５Ｌである再分散可能な膜形成重合体粉末（ビニルア
セテート／エチレンコポリマー）をこれら３種の混合組成物において使用した。ＱＵＩＫ
ＲＥＴＥ商用グレード細砂Ｎｏ．１９６１をＢＡＳＦ社のＣＡＳＴＡＭＥＮＴ　ＦＳ２０
高性能減水剤およびエアプロダクツ社のサーフィノール５００Ｓ消泡剤と共に使用した。
【０７１７】
【表８３】

【０７１８】
　引張接着強さ
　表１０２に挙げたような、ポルトランドセメントをベースとした下地モルタルとジオポ
リマーセメント質組成物との間での引張接着強さについて調査した。まず、約２インチｘ
２インチｘ２インチの立方体の型にポルトランドセメント系モルタルを厚さの半分（１イ
ンチ）まで入れた。この材料を密封したビニール袋内で注型から少なくとも約２８日間に
わたって養生および硬化させた。約２８日間にわたる養生の完了後、次にポルトランドセ
メントモルタルの上面にアクリル系プライマーを下塗りした。続いて、表８４通りのこの
実施形態のジオポリマーセメント質組成物を型内に、上面まで注いだ。新たに注ぎ入れた
材料の上面を定規摺りして平坦な面を作り出した。次に、試験時まで試料を養生した。養
生の完了後、試験試料を離型し、約２インチｘ２インチのスチール製のアンカーブロック
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を試料の上面および底面の両方にエポキシ樹脂で接着した。次に、試料を適切な試験フレ
ーム（ＭＴＳ試験機）において引張り、極限破壊荷重を記録した。破壊応力を、破壊荷重
をポルトランドセメント下地モルタルとジオポリマーセメント質材料との間の接着表面積
で割ることで計算した。この実施例で調査した各混合物について、５個の試料を破壊につ
いて試験した。
【０７１９】
　表８４は、この実施例で調査した４種のジオポリマー混合組成物の平均引張接着強さを
示す。全ての試料を８日間にわたって養生し、引張接着強さについて試験した。調査した
４種全ての混合組成物が極めて高い引張接着強さを有したことを観察することができる。
この実施例で調査した本発明の４種全てのジオポリマーセメント質組成物について引張接
着強さが約２００ｐｓｉを越えたことは特に注目に値する。
【０７２０】
【表８４】

【０７２１】
　再分散可能な重合体粉末を含有しないジオポリマーセメント質組成物（混合物１）の引
張接着強さは極めて高く、約２９８ｐｓｉであった。そのように高い引張接着強さを、ポ
リマー不在の他の市販のポルトランドセメント系材料および製品で達成することは通常で
きないことから、これは全く予期せぬ結果であった。この実施形態のジオポリマーセメン
ト質組成物への再分散可能な重合体粉末の添加（混合物２～４）が引張接着強さにおける
大きな変化又は上昇を招かなかったことは注目に値する。この結果は、他の基体に対する
その引張接着強さを上昇させるのにこの実施形態のジオポリマーセメント質組成物は再分
散可能な重合体粉末を必ずしも必要としないという本発明の組成物の極めて重要な側面を
実証している。材料を他の基体に接着する補修用途で使用する場合、引張接着強さは極め
て有用な特性である。最終的には、接着の質が、補修した箇所が短期的および長期的にど
のぐらい耐久性高く長持ちするかを決定する。基体との接着性が悪いと、剥離、亀裂およ
び他の様式の破壊が起き得る。
【０７２２】
　上記の結果は本発明の極めて重要な側面を表している。それは、これらの結果が、満足
のいく接着強さ性能を達成するために、高価なポリマーを任意でこの実施形態のジオポリ
マー組成物から排除できることを示しているからである。このことがこの実施形態のジオ
ポリマーセメント質組成物を唯一無二であり且つ他の無機バインダ技術をベースとしたそ
の他の市販のセメント系補修製品に対して極めてコスト競争力が高いものにしている。
【０７２３】
　追加の引張接着強さ試験を、アクリル、スチレンアクリレートコポリマー、スチレン／
ブタジエンコポリマーその他等の他のタイプの再分散可能な重合体粉末を含有するこの実
施形態のジオポリマー組成物を使用して行った。これらの組成物についての引張接着強さ
の結果は極めて高く、上記のこの実施例で報告された結果と同様であった。
【０７２４】
　実施例２５
　この実施例では、フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、細粒無水石
膏およびアルカリ金属クエン酸塩を含むこの実施形態の開発されたジオポリマーセメント
質組成物の物理的特性について説明する。この調査の主な目的は、細粒無水石膏と組み合



(116) JP 6283659 B2 2018.2.21

10

20

30

40

わせてスルホアルミン酸カルシウムセメントを低量（フライアッシュの約４０重量部以下
）で組み込むことが、この実施形態のジオポリマー組成物の圧縮強度挙動に及ぼす影響を
研究することであった。
【０７２５】
　この実施例の混合組成物で使用のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、フライ
アッシュの重量の５、１０、２０、３０および４０重量％に等しかった。細粒無水硫酸カ
ルシウム（無水石膏）であるＵＳＧ社のＳＮＯＷ　ＷＨＩＴＥフィラーをこの調査で使用
した。ＳＮＯＷ　ＷＨＩＴＥフィラーを、調査した様々な混合組成物におけるスルホアル
ミン酸カルシウムセメントの重量の５０％の量で添加した。無水石膏を、Ｃ級フライアッ
シュの２．５、５、１０、１５および２０重量％のレベルで添加した。ＱＵＩＫＲＥＴＥ
商用グレード細砂Ｎｏ．１９６１、ＢＡＳＦ社のＣＡＳＴＡＭＥＮＴ　ＦＳ２０高性能減
水剤、エアプロダクツ社のサーフィノール５００Ｓ消泡剤／湿潤剤およびモメンティブス
ペシャルティケミカルズ（Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ
ｓ）社から入手可能なアキシラット（ＡＸＩＬＡＴ）ＲＨ２００ＸＰサクシノグリカンハ
イドロコロイド。表８５は、この実施例で試験した組成物を示す。
【０７２６】
【表８５】

【０７２７】
　圧縮強度および凝結時間
　表８６は、実施例２５で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、細粒無水石膏およびアルカリ金属クエン酸塩を含む実施形態の開発されたジオポリマ
ーセメント質組成物の圧縮強度挙動を示す。
【０７２８】
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【表８６】

【０７２９】
　この実施例で得られたような無水石膏を含む実施形態のジオポリマーセメント質組成物
の圧縮強度は、（前出の実施例で強調したような）硫酸カルシウム二水和物を含有する同
様の組成物よりはるかに高い。このことは、本発明の説明において論じた硫酸カルシウム
二水和物と比較しての、不溶性無水硫酸カルシウム（無水石膏又は死焼無水石膏）を使用
することの予期せぬメリットを実証している。
【０７３０】
　材料の材齢４時間での圧縮強度は、スルホアルミン酸カルシウムセメントおよび無水石
膏をより少ない量で含有する混合物１、２について約１５００ｐｓｉを越え、スルホアル
ミン酸カルシウムセメントおよび無水石膏をより多い量で含有する混合物３～５について
約３０００ｐｓｉを越えた。
【０７３１】
　材料の材齢２４時間での圧縮強度は、スルホアルミン酸カルシウムセメントおよび無水
石膏をより少ない量で含有する混合物１、２について約２０００ｐｓｉを越え、スルホア
ルミン酸カルシウムセメントおよび無水石膏をより多い量で含有する混合物３～５につい
て約５０００ｐｓｉを越えた。
【０７３２】
　この実施例で調査したスルホアルミン酸カルシウムセメントおよび無水石膏を含有する
この実施形態の全てのジオポリマーセメント質組成物の材齢２８日での圧縮強度は約７０
００ｐｓｉを越えた。
【０７３３】
　無水石膏を含むこの実施形態のジオポリマーセメント質組成物が、（前出の実施例で強
調したような）硫酸カルシウム二水和物を含有する同様の組成物より相対的に速く凝結し
たことも認められた。この実施例で調査した５種の混合組成物の終了時間は、約２５～約
３５分であった。
【０７３４】
　この実施例で強調したような無水石膏を含有する本発明のジオポリマーセメント質組成
物は、急速な凝結および急速な強度発現が必須要件である用途において特に有用である。
【０７３５】
　実施例２６
　この実施例では、コンクリート、木材その他等の多種多様な基体上の自己平滑化性床用
アンダーレイメントとして特に有用である本発明のジオポリマーセメント質組成物につい
て説明する。特に、この実施例で説明するものと同様の組成物は、粗く非平面の既にある
コンクリート面を滑らか且つ平らにするのに極めて有用である。
【０７３６】
　表８７は、滑らかな表面を作り出すために、既にあるコンクリートスラブ上に使用した
この実施形態の材料組成を示す。
【０７３７】



(118) JP 6283659 B2 2018.2.21

10

20

30

40

50

【表８７】

【０７３８】
　ジオポリマートッピング材を上に流すコンクリートスラブのサイズは、面積で約２２フ
ィートｘ約１１．５フィートであった。まず、スラブの表面を掃くことでスラブ表面に付
着している塵埃および破片を除去した。続いて、アクリル系床用プライマーを使用してス
ラブ表面を下塗りした。表８７に挙げた材料を、ハンドドリルミキサを使用してドラム内
で混合した。表２６に記載されたサイズの２バッチを一度で、ハンドドリルミキサを使用
して混合ドラム内で混合した。まず水を混合ドラムに注ぎ、続いて乾燥粉末ブレンドを添
加した。この実施形態のジオポリマースラリーをダマのないものにするために、材料混合
時間は約２～約３分であった。次に、混合ドラムを流し込み領域まで運び、ジオポリマー
スラリーをコンクリートスラブ上に流した。上述したような混合工程を１３回繰り返すと
、コンクリートスラブの流し込み領域全体を覆うのに十分なスラリーが得られた。ジオポ
リマースラリーは流れ、極めて速やかに水平になった。スクリードを使用し、流し込み領
域内での材料の動きを更に支援した。
【０７３９】
　次に、流し込んだ材料の表面をスチール製のこてを使用して形を整え、平坦で滑らかな
表面を作り出した。流した材料の有効厚さは、スラブ上での位置に応じて約１インチ～フ
ェザーエッジ（約１／１６インチ）であった。スラブ上の流した材料の有効厚さは材料を
スラブ上に流した際に測定し、次に約２時間後に再度測定した。厚さの測定値は、材料を
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流した時と約２時間後とで本質的に同じままであった。流し込み領域内の、フェザーエッ
ジングした材料の全長は約２２フィートであった。流した材料のフェザーエッジングが極
めて容易であったことは注目に値する。フェザーエッジングした材料と基体との間の接着
力は、流し込んでから約２時間以内で並外れたものであると判明した。フェザーエッジ領
域端部のマスキングテープを材齢約２時間で外してもフェザーエッジに亀裂も剥離も起き
なかったことは注目に値する。スラブ表面は、流し込みから約２時間以内に乾燥して歩行
可能であった。床は、流し込みから数か月後に行った最後の検査時まで実質的に亀裂およ
び欠陥がないままであった。
【０７４０】
　ジオポリマーバインダフロアトッピング面の表面ｐＨを、様々な時間的間隔をおいてＡ
ＳＴＭ　Ｆ７１０－１１試験法に準拠して測定した。エクステック（Ｅｘｔｅｃｈ）社の
ＰＨ１５０－Ｃエクスティック（Ｅｘｓｔｉｃ）コンクリートｐＨメータを使用して表面
ｐＨの測定を行った。表８８は、フロアトッピング面の測定されたｐＨ値を示す。
【０７４１】

【表８８】

【０７４２】
　その比較的低いｐＨにより寸法安定性のこの実施形態のジオポリマーバインダは、アク
リル系およびゴム系接着剤等の殆どの市販の良質なフローリング接着剤と極めて相性が良
い。この実施形態の寸法の安定したジオポリマーバインダがもたらす低ｐＨ環境により、
フローリング接着剤は、ジオポリマー組成物との有害反応が引き起こす激しい化学分解お
よび不安定性を見せない。その結果、ビニル床シート、コンポジションビニル床タイル（
ｖｉｎｙｌ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｔｉｌｅ：ＶＣＴ）、カーペット等の床仕上げ材
を、長期間にわたって耐久性高く、この実施形態の寸法の安定したジオポリマーバインダ
上にうまく敷設することができる。
【０７４３】
　コンクリート基体に適用したジオポリマートッピングの引張接着強さを、材齢６週でＡ
ＳＴＭ　Ｃ１５８３（２００４）試験法に準拠して測定した。測定された引張強さ値は約
３００ｐｓｉを越え、これはコンクリート基体に対するジオポリマートッピング材の優れ
た接着性の発現を実証している。
【０７４４】
　補修材又は自己平滑化性トッピング材として使用する場合、本発明のいくつかの実施形
態の寸法の安定したジオポリマー組成物は、うまく敷設するための基体の準備が最小限で
すむ。自己平滑化性ジオポリマーバインダトッピングを既にある基体上に敷設するにあた
って表面を整えるための、ショットブラスティング、掘り起し、水噴射、スキャビング、
切削等の時間とコストがかかる基体準備手順を、用途に応じて、最小限に抑える又は完全
に回避することができる。ジオポリマートッピングを、塵埃および破片のない基体上に直
接流すことも、あるいは適した床用プライマーを使用して適切に下塗りを施した基体上に
流すこともできる。
【０７４５】
　セメント質組成物は基体表面上で広がることができ、セメント系結合剤は自己平滑化性
であり、また約０．０２～約７．５ｃｍの有効厚さまで注がれる。パッチング用補修材又
は自己平滑化性トッピング材として既にある基体上に使用する場合、本発明のいくつかの
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実施形態の寸法の安定したジオポリマー組成物を、スキムコーティングからフェザーエッ
ジングまで極薄に容易に塗布することが可能である。ここでいうスキムコーティングおよ
びフェザーエッジングとは、約１／４インチ（０．６３５ｃｍ）未満、より好ましくは約
１／８～約１／１２８インチ（０．３２～０．０２ｃｍ）の塗布材料厚さのことである。
【０７４６】
　本発明のいくつかの好ましい実施形態の寸法の安定したジオポリマー組成物は、その下
の基体との間に並外れた引張接着強さを発現可能である。本発明のジオポリマー材料とコ
ンクリート基体との間の好ましい引張接着強さは、好ましくは約２００ｐｓｉ（１．４Ｍ
Ｐａ）を越え、最も好ましくは約３００ｐｓｉ（２．１Ｍｐａ）を越える。
【０７４７】
　この実施例で強調したような本発明のジオポリマー結合剤組成物の重要な特色は以下の
通りである。
【０７４８】
　低ＲＰＭドリルミキサを使用したとしても良く混ぜ合わされたジオポリマーバインダ材
料が得られる、極めて低い混合エネルギー要件。配合物中にごく少量の水しか使用してい
ないにも関わらず、この実施形態のジオポリマー材料の混合が極めて容易であることは特
に注目に値する。業界で一般に入手可能なセメント系配合物では、混合し易くするため、
また加工可能であり且つ自己平滑化性のスラリー混合物を製造するために約２倍の量の水
を使用している。
【０７４９】
　この実施形態のジオポリマーバインダトッピング材を使用してうまく流し込みを行うに
あたって必要な基体準備が最小限で済む。流し込みにあたって表面を整えるためのショッ
トブラスティング、掘り起し、水噴射、スキャビング、切削等の時間とコストがかかる基
体準備手順を踏む必要がない。ジオポリマー材料を、塵埃および破片のない基体上に直接
流すことも、あるいは適した床用プライマーを使用して適切に下塗りを施した基体上に流
すこともできる。
【０７５０】
　この実施形態のジオポリマーバインダ材料はフェザーエッジングが可能である。
【０７５１】
　この実施形態のジオポリマーバインダトッピングとコンクリート基体との間の並外れた
接着力。
【０７５２】
　この実施形態のジオポリマーバインダトッピング材は、流し込みから約２時間以内に歩
行可能である。
【０７５３】
　剥離、亀裂等の問題に対してこの実施形態のジオポリマーバインダトッピングが有する
極めて高い耐性。
【０７５４】
　この実施形態のジオポリマーバインダ材料は、様々な厚さに流し込み可能である。
【０７５５】
　ジオポリマーバインダ材料は、様々なタイプのコーティングを表面上に受け入れ可能で
ある。
【０７５６】
　ジオポリマーバインダトッピング材は、市販の連続モルタルミキサおよび他のタイプの
コンクリート／モルタルバッチミキサで混合可能である。
【０７５７】
　実施例２７
　表８９は、この実施例で調査したセメント系混合物の原料組成を示す。
【０７５８】
　この実施例の混合組成物で使用のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、フライ
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アッシュの重量の２５重量％に等しかった。この調査で使用した細粒硫酸カルシウム二水
和物（細粒石膏粉）はスルホアルミン酸カルシウムセメントの重量の５０重量％のレベル
で添加され、これはＣ級フライアッシュの１２．５重量％である。ポルトランドセメント
をフライアッシュの２５、６７、１５０および４００重量％のレベルで添加し、これはそ
れぞれ全セメント質材料の１５、３３、５２および７４重量％に近い割合である。全セメ
ント質材料には、Ｃ級フライアッシュ、硫酸カルシウム二水和物、スルホアルミン酸カル
シウムおよびポルトランドセメントが含まれる。水対全セメント質材料比を、調査した全
ての混合物について約０．３で一定に維持した。セント・メアリー（Ｓｔ．Ｍａｒｙ）社
のタイプＩＩＩポルトランドセメント（ミシガン、デトロイト）を添加した。ＱＵＩＫＲ
ＥＴＥ商用グレード細砂Ｎｏ．１９６１およびＢＡＳＦ社のＣＡＳＴＡＭＥＮＴ　ＦＳ２
０高性能減水剤も使用した。
【０７５９】
【表８９】

【０７６０】
　初期流動挙動およびスランプ
　表９０は、実施例２７で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメン
ト、石膏粉、ポルトランドセメントおよびアルカリ金属クエン酸塩を含むセメント質組成
物の初期流動挙動およびスランプ特性を示す。
【０７６１】

【表９０】
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【０７６２】
　スランプ試験で観察された堅練りのスラリーおよび小さいパテ直径によって示されるよ
うに、調査した全ての混合組成物が不良な流動挙動を有した。材料の流動特性は、組成物
中のポルトランドセメントの増加に伴って低下した。
【０７６３】
　スランプパテの堅練りで高い粘性は、表９０のスランプ値からも明白である。スラリー
混合物は、組成物中のポルトランドセメントの増加に伴ってより粘性となった。
【０７６４】
　収縮挙動
　図２４は、実施例２７で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の収縮挙動
を示す。収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから約２－１／５時間
の材齢で開始した。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％ＲＨで養生しながら、全部
で約８週間にわたって測定した。
【０７６５】
　以下の重要な結論を、この調査および図２４から導きだすことができる。
【０７６６】
　ポルトランドセメントの組み込みは、調査したセメント質組成物の収縮率を著しく上昇
させた。調査した様々な混合物についての極限収縮率値を表９１にまとめる。約１５％の
ポルトランドセメントを含有する混合物１についての極限収縮率が約０．１５％であった
ことを観察することができる。約３３％のポルトランドセメントを含有する混合物２につ
いて、極限収縮率は約０．２３％まで上昇した。約５０％のポルトランドセメントを含有
する混合物３について、極限収縮率は約０．３％まで上昇した。最後に、約７５％のポル
トランドセメントを含有する混合物４について、測定された収縮率は約０．５％と最も高
かった。
【０７６７】
【表９１】

【０７６８】
　上の説明で詳細に論じたように、この実施例は、ポルトランドセメントを本発明の実施
形態に添加して得られる予期せぬ結果が、ポルトランドセメントが組成物の収縮挙動に悪
影響を及ぼすことであったことを示す。収縮の大きさは、この実施例により、組成物中の
ポルトランドセメントの量の増加に比例して増大すると示される。
【０７６９】
　フライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カルシウムおよびアルカ
リ金属クエン酸塩を含む本発明の実施形態のセメント質組成物へのポルトランドセメント
の添加は、材料収縮率を極めて著しく上昇させる。
【０７７０】
　上記の発見に基づいて、本発明の実施形態の寸法の安定したジオポリマー組成物におけ
るポルトランドセメントの添加は推奨されない。
【０７７１】
　実施例２８
　表９２は、この実施例におけるセメント系混合物の原料組成を示す。
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【０７７２】
　この実施例の混合組成物で使用のスルホアルミン酸カルシウムセメントの量は、フライ
アッシュの重量の２０重量％に等しかった。この調査で使用の細粒硫酸カルシウム二水和
物（細粒石膏粉）を、スルホアルミン酸カルシウムセメントの重量の５０重量％、Ｃ級フ
ライアッシュの１０重量％の量レベルで添加した。混合物１の組成物はホウ砂を含有しな
いが、混合物２～４の組成物は、凝結調節化学添加剤としてホウ砂を含有した。ＱＵＩＫ
ＲＥＴＥ商用グレード細砂Ｎｏ．１９６１、ＢＡＳＦ社のＣＡＳＴＡＭＥＮＴ　ＦＳ２０
高性能減水剤、ワッカービナパス５０２５Ｌ（ワッカーポリマーズ社）およびエアプロダ
クツ社のサーフィノール５００Ｓ消泡剤。
【０７７３】
【表９２】

【０７７４】
　風解挙動
　図２５は、この実施例で調査した混合物についての、真鍮製の立方体の型で注型した立
方体の写真である。注型された立方体の上面が図の写真に写っている。ホウ砂を含有する
混合物（混合物２、３、４）には、材料内からの塩の浸出によって引き起こされる、立方
体上面上の過剰な風解が見られたと観察することができる。その一方で、ホウ砂を含有し
てない混合物１の立方体には本質的に風解が発生しなかった。過剰な風解は、見た目の悪
さ、塩の水和によって起きる膨張反応を原因とする材料の崩壊および損傷並びに他の基体
および表面コーティングとの接着強さにおける低下につながり得る。
【０７７５】
　接着挙動
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　本発明の寸法の安定したジオポリマー結合剤組成物に追加成分としてホウ砂、ホウ酸塩
又はホウ酸を添加すると、コンクリート等の他の材料および基体との接着性が不良となる
ことも判明した。したがって、好ましくは、本発明の組成物はホウ砂、ホウ酸塩又はホウ
酸を含まない。
【０７７６】
　実施例２９：Ｃ級フライアッシュ＋低石灰アルミノケイ酸カルシウムミネラル（Ｆ級フ
ライアッシュ）
　表９３は、この実施例で調査したジオポリマーセメント系混合物の原料組成を示す。
【０７７７】
　この実施例では、Ｃ級フライアッシュと組み合わせて低石灰アルミノケイ酸カルシウム
ミネラル（ヘッドウォーターズリソーシーズ（Ｈｅａｄｗａｔｅｒｓ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
ｓ）社のＦ級フライアッシュ）を組み込むことが、本発明のジオポリマー組成物の物理的
特性に及ぼす影響を調査した。Ｃ級フライアッシュを７６、３８、１８および７６重量部
で添加し、フライアッシュＦを混合物２、３において３８および５８重量部で添加した。
Ｃ級フライアッシュをそれぞれ３８および１８重量部のレベルで添加する。硫酸カルシウ
ム二水和物を８重量部で添加し、スルホアルミン酸カルシウムを１６重量部のレベルで添
加した。ＱＵＩＫＲＥＴＥ商用グレード細砂Ｎｏ．１９６１、ＢＡＳＦ社のＣＡＳＴＡＭ
ＥＮＴ　ＦＳ２０高性能減水剤およびサーフィノール５００Ｓ消泡剤も添加した。
【０７７８】
【表９３】

【０７７９】
　材料のスランプおよび流動挙動
　表９４は、実施例２９で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の初期流動
挙動およびスランプ特性を示す。
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【表９４】

【０７８０】
　スランプ試験において観察されたように、調査した全ての混合組成物が良好なレオロジ
ーおよびスランプ挙動を有した。そのような良好なレオロジーおよびスランプ挙動が約０
．２４と低い水／セメント質材料比であっても得られたことは特に注目に値する。
【０７８１】
　収縮挙動
　図２６は、実施例２９で調査した実施形態のジオポリマーセメント質組成物の収縮挙動
を示す。この調査の主な目的は、石灰低含有熱活性化アルミノシリケートミネラル（Ｆ級
フライアッシュ）の組み込みが、この実施形態の開発されたジオポリマーセメント質組成
物の収縮挙動に及ぼす影響を研究することであった。
【０７８２】
　収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから約４時間の材齢で開始し
た。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％ＲＨで養生しながら、全部で約８週間にわ
たって測定した。
【０７８３】
　以下の結論を、この調査および図２６から導きだすことができる。
【０７８４】
　組成物が石灰高含有熱活性化アルミノシリケートミネラル、すなわちＣ級フライアッシ
ュだけを含有する場合（混合物１）、材料収縮率は最も低かった。
【０７８５】
　材料収縮率は、組成物中の石灰低含有熱活性化アルミノシリケートミネラルの量の増加
に伴って上昇した。石灰低含有熱活性化アルミノシリケートミネラルが不在の混合物１の
総収縮率は約０．０４％であった。組成物における石灰低含有熱活性化アルミノシリケー
トミネラルが約５０％の混合物２の総収縮率は約０．０７％まで上昇したと観察すること
ができる。混合物３の総材料収縮率は、組成物における石灰低含有熱活性化アルミノシリ
ケートミネラルが約７６％だと約０．１％まで上昇した。組成物における石灰低含有熱活
性化アルミノシリケートミネラルが約１００％の混合物４の総材料収縮率は、約０．１８
％と著しく高かった。
【０７８６】
　凝結時間
　表９５は、実施例２９における実施形態のジオポリマーセメント質組成物の凝結時間を
示す。
【０７８７】
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【表９５】

【０７８８】
　この実施例で調査した組成物の凝結開始および終了時間が共に、配合物中の石灰低含有
熱活性化アルミノシリケートミネラルの量の増加に伴って増大したことが観察される。約
１００％の石灰低含有熱活性化アルミノシリケートミネラルを含有する混合物４の終了時
間が著しく増大して約２時間を超えたことを観察することができる。
【０７８９】
　圧縮強度
　表９６は、実施例２９におけるこの実施形態の開発されたジオポリマーセメント質組成
物の圧縮強度挙動を示す。
【０７９０】
【表９６】

【０７９１】
　以下の観察結果を、この研究から得ることができる。
【０７９２】
　石灰高含有および石灰低含有熱活性化アルミノシリケートミネラルの両方の混合物を含
むジオポリマーセメント質組成物の圧縮強度は、時間の関数として上昇し続けた。
【０７９３】
　混合組成物の若材齢圧縮強度および極限圧縮強度は共に、組成物における石灰低含有ア
ルミノシリケートミネラルの量の増加に伴って低下した。
【０７９４】
　組成物中に約５０％の石灰低含有アルミノシリケートミネラルを含有する混合物２につ
いての若材齢圧縮強度および極限圧縮強度は共に十分なものであり、材齢２８日での圧縮
強度は約４２００ｐｓｉを越えた。
【０７９５】
　組成物中に約１００％の石灰低含有アルミノシリケートミネラルを含有する混合物４に
ついての初期および極限圧縮強度は共に相対的に低く、本発明の一部として考えられる用
途の多くにとって十分なものではない。
【０７９６】
　実施例３０
　この実施例では、コンクリート、木材その他等の多種多様な基体上の自己平滑化性床用
アンダーレイメントとして特に有用である、本発明のジオポリマーセメント質組成物につ
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いて説明する。特に、この実施例で説明するものと同様の組成物は、粗く非平面の既にあ
るコンクリート面を滑らか且つ平らにするのに特に有用である。
【０７９７】
　表９７は、この実施形態の材料組成を示す。
【０７９８】
【表９７】

【０７９９】
　この実施例で調査した混合組成物は良好なレオロジーを有し、スランプ試験において１
０－１／４インチ（２６ｃｍ）のスランプを示した。乾燥後のこの混合組成物のスランプ
パテは極めて良好な状態に留まり、亀裂を生じなかった。
【０８００】
　収縮挙動
　図２７Ａは、実施例２９で調査した本発明の実施形態のジオポリマーセメント質組成物
の収縮挙動を示す。
【０８０１】
　収縮率の測定を、原料を混合して水性スラリーを調製してから約４時間の材齢で開始し
た。材料収縮率を、材料を約７５°Ｆ／５０％ＲＨで養生しながら、全部で約８週間にわ
たって測定した。
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【０８０２】
　以下の重要な結論を、この調査および図２７Ａから導きだすことができる。
【０８０３】
　離型すらしていないのにひび割れた比較例４の収縮バー（硫酸カルシウムを含有しない
）とは逆に、硫酸カルシウム二水和物を含む実施例２９の収縮バーは完全に安定しており
、離型前も離型後もひび割れなかった。
【０８０４】
　この実施例で調査したフライアッシュ、スルホアルミン酸カルシウムセメント、硫酸カ
ルシウム二水和物およびアルカリ金属クエン酸塩を含む本発明の実施形態のジオポリマー
セメント質組成物は、フライアッシュおよびアルカリ金属クエン酸塩だけを含有する比較
用混合物（実施例１）についての最大収縮率約０．７５％に対してたった約０．０４％の
最大収縮率を有した。
【０８０５】
　発熱およびスラリー温度上昇挙動
　図２７Ｂは、実施例２９で調査した本発明の実施形態のジオポリマーセメント質組成物
の発熱およびスラリー温度上昇挙動を示す。このセメント質組成物はごく穏やかな温度上
昇挙動しか示さず、最高スラリー温度は１０８°Ｆにしか達さなかった。
【０８０６】
　養生段階中の材料内での穏やかな発熱および小さい温度上昇は、材料の過剰な熱膨張並
びにその結果としての亀裂および崩壊の防止を支援する。このことは、実際の現場での適
用において材料を厚く流し込む形で利用する場合により一層役立つ。本発明のこの実施形
態のジオポリマーセメント質組成物はこの特定の見地において極めて有益となり、これは
現場での適用において熱膨張が小さくなり、また熱亀裂に対してより高い耐性を示し得る
からである。
【０８０７】
　凝結時間
　表９８は、実施例２９で調査した本発明のいくつかの実施形態のジオポリマーセメント
質組成物の凝結時間を示す。これらの結果本発明の実施形態、それでもなお自己平滑化性
アンダーレイメント用途において特に有用である。
【０８０８】
【表９８】

【０８０９】
　圧縮強度
　表９９は、この実施例で調査した本発明の実施形態の開発されたジオポリマーセメント
質組成物の圧縮強度挙動を示す。これらの結果は、本発明のジオポリマーセメント質組成
物が自己平滑化性アンダーレイメント用途での使用に適していることを実証している。
【０８１０】

【表９９】
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【０８１１】
　実施例３１
　この実施例では、本発明のいくつかの実施形態の軽量ジオポリマー結合剤組成物の独特
の挙動および機械的性能について説明する。
【０８１２】
　表１００は、この実施例で調査した軽量ジオポリマーセメント系混合物の原料組成を示
す。
【０８１３】
【表１００】

【０８１４】
　この実施例で調査した軽量ジオポリマー組成物の測定された密度は以下の通りであった
。
　混合物１：９６ｐｃｆ（ポンド／立方フィート）
　混合物２：１０１ｐｃｆ
　混合物３：１０５ｐｃｆ
【０８１５】
　材料のスランプおよび若材齢亀裂挙動
　表１０１は、この実施例で調査した本発明のいくつかの実施形態の軽量ジオポリマーセ
メント質組成物のスランプ挙動を示す。
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【０８１６】
【表１０１】

【０８１７】
　スランプ試験において観察されたように、調査した混合組成物は全て良好なレオロジー
およびスランプ挙動を有した。そのような良好なレオロジーおよびスランプ挙動が約０．
２５５と低い水／セメント質材料比であっても得られたことは特に注目に値する。
【０８１８】
　実施例で調査した混合物のスランプパテは全て極めて良好な状態にあり、亀裂を生じな
かった。
【０８１９】
　発熱およびスラリー温度上昇挙動
　図２８Ａは、実施例３１で調査した本発明のいくつかの実施形態の軽量ジオポリマーセ
メント質組成物の発熱およびスラリー温度上昇挙動を示す。これらの組成物が極めて小さ
い温度上昇挙動を示したことを観察することができる。養生段階中の材料内での穏やかな
発熱および小さい温度上昇は、材料の過剰な熱膨張並びにその結果としての亀裂および崩
壊の防止を支援するにあたって重要である。このことは、実際の現場での適用において材
料を厚く流し込む形で利用する場合により一層役立つ。この実施例で調査した本発明のい
くつかの実施形態のジオポリマーセメント質組成物はこの特定の見地において極めて有益
であると開示され、これは実際の現場での適用において熱膨張が小さくなり、また熱亀裂
に対してより高い耐性を示し得るからである。
【０８２０】
　凝結時間
　表１０２は、この実施例で調査した本発明の実施形態の軽量ジオポリマーセメント質組
成物の凝結時間を示す。この実施例で調査した全てのセメント質組成物が急速な凝結挙動
を示し、終了時間が１～２時間であったことを観察することができる。
【０８２１】
【表１０２】

【０８２２】
　圧縮強度
　表１０３は、実施例３１で調査した本発明の実施形態の軽量ジオポリマーセメント質組
成物の圧縮強度挙動を示す。
【０８２３】



(131) JP 6283659 B2 2018.2.21

10

20

30

40

50

【表１０３】

【０８２４】
　以下の観察結果を、この研究から得ることができる。
【０８２５】
　本発明の軽量ジオポリマー組成物の若材齢圧縮強度および極限圧縮強度は共に相対的に
極めて高く、本発明の完全密度（ｆｕｌｌ　ｄｅｎｓｉｔｙ）組成物のいくつかに匹敵す
る（実施例３０で得られた結果を実施例３１のものと比較すること）。
【０８２６】
　この実施例で調査した本発明の軽量ジオポリマー組成物の材齢４時間での圧縮強度が約
１０００ｐｓｉを越えることは注目に値する。
【０８２７】
　本発明の軽量ジオポリマー組成物の材齢２４時間での圧縮強度が約２５００ｐｓｉを越
えることも注目に値する。
【０８２８】
　本発明の軽量ジオポリマーセメント質組成物の材齢２８日での圧縮強度が極めて高く、
すなわち約４０００ｐｓｉを越えることもまた極めて注目に値する。
【０８２９】
　実施例で示された本発明のいくつかの好ましい実施形態のジオポリマー組成物は、数多
くの市販品において応用することができる。特に、組成物を以下のものに使用することが
できる：
【０８３０】
　実施例５、２４、２５、３０および３１で開示のいくつかの性質によって示されるよう
に道路補修および道路パッチング製品、路面および舗装道路；
【０８３１】
　実施例５、６、９、１２および１４で開示されるいくつかの性質によって示されるよう
にレンガおよび合成石；
【０８３２】
　実施例５、２４および３３で開示するいくつかの性質によって示されるように壁、床お
よび天井用の補修材並びに接着モルタル、漆喰並びにパネル仕上げ材；
【０８３３】
　実施例５、２６、３０および３１で開示されるいくつかの性質によって示されるように
屋根材；
【０８３４】
　実施例５、２５および３０に開示のいくつかの性質によって示されるように土質および
岩石安定化に、またライニング材として使用される吹付けセメント系製品である吹付けコ
ンクリート製品；
【０８３５】
　実施例２５、３０および３１で開示のいくつかの性質によって示されるように重量支持
構造体；
【０８３６】
　実施例５～２２、２９、３０および３１に開示のいくつかの性質によって示されるよう
に彫像および建築用モールディング；
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【０８３７】
　実施例５、７、９、１３、１５、１９、２１、２２、２４、２６、３０および３１に開
示のいくつかの性質によって示されるように自己平滑化性アンダーレイメント。
【０８３８】
　本発明を実施するための好ましい実施形態について説明してきたが、本開示が対象とす
る分野の熟練したものならば、本発明にその範囲から逸脱することなく改変および追加を
行い得ることがわかる。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】
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【図５Ｃ】 【図６Ａ】
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【図６Ｂ】 【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図７Ｃ】 【図７Ｄ】
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【図８Ａ】 【図８Ｂ】

【図９Ａ】 【図９Ｂ】
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【図１０Ａ】 【図１０Ｂ】

【図１１Ａ】 【図１１Ｂ】
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【図１１Ｃ】 【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】 【図１３Ａ】
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【図１３Ｂ】 【図１３Ｃ】

【図１４】 【図１５Ａ】
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【図１５Ｂ】 【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】 【図１７Ａ】



(141) JP 6283659 B2 2018.2.21

【図１７Ｂ】 【図１７Ｃ】

【図１８Ａ】 【図１８Ｂ】
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【図１９Ａ】 【図１９Ｂ】

【図２０Ａ】 【図２０Ｂ】
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【図２１Ａ】 【図２１Ｂ】

【図２１Ｃ】 【図２１Ｄ】
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【図２２Ａ】 【図２２Ｂ】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７Ａ】 【図２７Ｂ】
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【図２８】
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