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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セメント100重量部、ポゾラン質微粉末5～50重量部、粒径2mm以下の細骨材50～250重量
部、分散剤0.5～4.0重量部（固形分換算）、金属繊維、水10～35重量部、平均粒度1mm以
下の針状粒子又は薄片状粒子を含む水硬性組成物であって、
　前記金属繊維の配合量が、当該水硬性組成物中の容積比で0.1～4.0％であり、かつ、前
記針状粒子又は薄片状粒子の配合量が、前記セメント及び前記ポゾラン質微粉末の合計量
に対して、容積比で0.5～3.5％である水硬性組成物。
【請求項２】
　前記セメント100重量部当たり50重量部以下の配合量で、平均粒径3～20μmの無機粉末
を含む請求項１に記載の水硬性組成物。
【請求項３】
　前記金属繊維が、直径0.01～1.0mm、長さ2～30mmの鋼繊維である請求項１又は２に記載
の水硬性組成物。
【請求項４】
　150MPa以上の圧縮強度、及び25MPa以上の曲げ強度を有する請求項１～３のいずれかに
記載の水硬性組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、硬化前には自己充填性（優れた流動性及び材料分離抵抗性）を有し、施工性に
優れるとともに、硬化後には機械的特性（圧縮強度、曲げ強度等）に優れるセメント系の
水硬性組成物に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、機械的特性（圧縮強度、曲げ強度等）に優れた水硬性組成物の開発が行なわれ
ている。
例えば、特公昭60－59182号公報の「請求の範囲」には、粒径50Å～0.5μmの無機固体粒
子Ａ（例えば、シリカダスト粒子）と、粒径0.5～100μmかつ粒子Ａより少なくとも１オ
ーダー大きい固体粒子Ｂ（例えば、少なくとも20重量％がポルトランドセメントからなる
もの）と、表面活性分散剤（例えば、高縮合ナフタレンスルホン酸／ホルムアルデヒド縮
合体等のコンクリートスーパープラスチサイザー）と、追加の素材Ｃ（砂、石、金属繊維
等からなる群より選択されるもの）とを含む水硬性複合材料が記載されている。
この公報に記載の水硬性複合材料は、硬化後に100MPa以上の圧縮強度を有し、機械的特性
に優れる（第32頁の63欄の第１表）。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
一般に、機械的特性（圧縮強度、曲げ強度等）に優れるコンクリートは、次のような利点
を有する。
第一に、現場打ちで建築物等を構築する場合には、コンクリート層の厚さを薄くすること
ができるので、コンクリートの打設量が少なくなり、労力の軽減、コストの削減、利用空
間の増大等を図ることができる。
第二に、プレキャスト部材を製造する場合には、プレキャスト部材の厚みを小さくするこ
とができるので、軽量化を図ることができ、その結果、運搬や施工が容易になる。
第三に、耐摩耗性や、中性化、クリープ等に対する耐久性が向上する。
このため、上記公報に記載の水硬性複合材料と比べて、より優れた機械的特性を有する水
硬性組成物の開発が望まれている。
【０００４】
一方、現場打ちで建築物等を構築する場合や、プレキャスト部材を製造する場合において
は、水硬性組成物（コンクリート等）の打設時間の短縮化や、打設後のコンクリート等に
加える振動の所要時間の短縮化等の観点から、流動性及び材料分離抵抗性に優れた水硬性
組成物（換言すれば、自己充填性を有する水硬性組成物）を用いるのが有利である。
【０００５】
しかし、上記公報（特公昭60－59182号公報）に記載の水硬性複合材料では、硬化前の流
動性及び材料分離抵抗性の向上と、硬化後の機械的特性（圧縮強度、曲げ強度等）の向上
を両立させることは、困難である。
例えば、曲げ強度を向上させるために、金属繊維を配合した場合には、流動性が小さくな
ってしまい、施工性が劣る。一方、金属繊維を配合するとともに、混練水や混和剤の配合
割合を大きくした場合には、良好な流動性を確保できる反面、材料分離抵抗性が小さくな
ってしまう。
【０００６】
そこで、本発明は、硬化前には、流動性及び材料分離抵抗性に優れ、自己充填性を有する
とともに、硬化後には、従来の水硬性組成物（例えば、上記公報に記載の水硬性複合材料
）よりも機械的特性（圧縮強度、曲げ強度等）に優れる水硬性組成物を提供することを目
的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明者は、上記目的を達成するために鋭意研究した結果、特定の材料を組み合わせる
ことで、上記目的を達成することができるとの知見を得、本発明に到達した。
　すなわち、本願の請求項１に記載の水硬性組成物は、セメント100重量部、ポゾラン質
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微粉末5～50重量部、粒径2mm以下の細骨材50～250重量部、分散剤（例えば、高性能ＡＥ
減水剤等の各種減水剤）0.5～4.0重量部（固形分換算）、金属繊維、水10～35重量部、平
均粒度1mm以下の針状粒子又は薄片状粒子を含む水硬性組成物であって、前記金属繊維の
配合量が、当該水硬性組成物中の容積比で0.1～4.0％であり、かつ、前記針状粒子又は薄
片状粒子の配合量が、前記セメント及び前記ポゾラン質微粉末の合計量に対して、容積比
で0.5～3.5％であるように構成される。
　このように構成された水硬性組成物は、硬化前には、流動性及び材料分離抵抗性に優れ
、自己充填性を有するとともに、硬化後には、従来の水硬性組成物よりも優れた機械的特
性（圧縮強度、曲げ強度等）を有する。
【０００８】
　当該水硬性組成物は、硬化後の充填密度を高めるために、前記セメント100重量部当た
り50重量部以下の配合量で、平均粒径3～20μmの無機粉末（例えば、石英粉）を含むこと
ができる（請求項２）。
【０００９】
　前記水硬性組成物において、前記金属繊維は、例えば、直径0.01～1.0mm、長さ2～30mm
の鋼繊維である（請求項３）。
　前記水硬性組成物は、通常、150MPa以上の圧縮強度、及び25MPa以上の曲げ強度を有す
る（請求項４）。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明について詳細に説明する。
本発明で使用するセメントの種類は、特に限定されるものではなく、例えば、普通ポルト
ランドセメント、早強ポルトランドセメント、中庸熱ポルトランドセメント、低熱ポルト
ランドセメント等の各種ポルトランドセメントや、高炉セメント、フライアッシュセメン
ト等の混合セメントを使用することができる。
本発明において、水硬性組成物の硬化後の早期強度を向上させようとする場合には、早強
ポルトランドセメントを使用することが好ましい。また、水硬性組成物の流動性を向上さ
せようとする場合には、中庸熱ポルトランドセメントや低熱ポルトランドセメントを使用
することが好ましい。
【００１１】
ポゾラン質微粉末としては、シリカフューム、シリカダスト、フライアッシュ、スラグ、
火山灰、シリカゾル、沈降シリカ等が挙げられる。
一般に、シリカフュームやシリカダストは、平均粒径が1.0μm以下であり、粉砕等の処理
を行なう必要がないので、本発明で使用するポゾラン質微粉末として好適である。
ポゾラン質微粉末の配合量は、セメント100重量部に対して5～50重量部が好ましく、10～
45重量部がより好ましい。ポゾラン質微粉末の配合量が少なすぎると、水硬性組成物の材
料分離抵抗性が低くなり、また、硬化後の機械的特性も低下するので好ましくない。ポゾ
ラン質微粉末の配合量が多すぎると、単位水量が増大し、硬化後の機械的特性が低下する
ので好ましくない。
【００１２】
本発明においては、粒径2mm以下の細骨材が用いられる。ここで、細骨材の「粒径」とは
、85％重量累積粒径である。細骨材の粒径が2mmを超えると、水硬性組成物の硬化後の強
度が低下する。
なお、本発明においては、最大粒径が2mm以下の細骨材を用いることが好ましく、最大粒
径が1.5mm以下の細骨材を用いることが、より好ましい。
細骨材としては、川砂、陸砂、海砂、砕砂、珪砂、又はこれらの混合物を使用することが
できる。
細骨材の配合量は、セメント100重量部に対して、50～250重量部が好ましく、80～180重
量部がより好ましい。細骨材の配合量が少なすぎると、硬化初期（凝結段階）の自己収縮
が大きくなるうえ、水和熱も大きくなるので好ましくない。細骨材の配合量が多すぎると
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、硬化後の機械的特性（特に、曲げ強度）が低下するので好ましくない。
【００１３】
分散剤としては、リグニン系、ナフタレンスルホン酸系、メラミン系、ポリカルボン酸系
等の各種減水剤（減水剤、ＡＥ減水剤、高性能減水剤、高性能ＡＥ減水剤）を使用するこ
とができる。これらのうち、減水効果の大きな高性能減水剤又は高性能ＡＥ減水剤を使用
することが好ましい。
分散剤の配合量は、セメント100重量部に対して、固形分換算で0.5～4.0重量部が好まし
い。セメント100重量部に対して、分散剤の配合量（固形分換算）が0.5重量部未満では、
混練が困難になるとともに、水硬性組成物の流動性が低下するので好ましくない。セメン
ト100重量部に対して、分散剤の配合量（固形分換算）が4.0重量部を超えると、硬化後の
機械的特性が低下するので好ましくない。
なお、分散剤は、液状又は粉末状のいずれでも使用可能である。
【００１４】
本発明の水硬性組成物において用いる水の量は、セメント100重量部に対して10～35重量
部が好ましく、より好ましくは15～30重量部である。水の量が10重量部未満では、混練が
困難になるとともに、水硬性組成物の流動性が低下するので好ましくない。水の量が35重
量部を超えると、硬化後の機械的特性が低下するので好ましくない。
【００１５】
本発明の水硬性組成物は、金属繊維を含むものである。金属繊維を含むことによって、曲
げ強度を向上させ、かつ、マイクロクラック（数百μm～数mmのクラック）の伝播を抑制
して構造的欠陥を未然に防止することができる。
金属繊維としては、鋼繊維、アモルファス繊維等が挙げられる。中でも、鋼繊維は、強度
に優れており、また、コストや入手のし易さの点からも好ましいものである。金属繊維は
、直径0.01～1.0mm、長さ2～30mmのものが好ましい。直径が0.01mm未満では、繊維自身の
強度が不足し、張力を受けた際に切れ易くなる。直径が1.0mmを超えると、同一配合量で
の本数が少なくなり、曲げ強度を向上させる効果が低下する。長さが２mm未満では、曲げ
強度を向上させる効果が低下する。長さが30mmを超えると、混練の際、ファイバーボール
が生じ易くなる。
金属繊維の配合量は、水硬性組成物中、容積比（体積割合）で4％以下が好ましく、0.1～
4.0％がより好ましく、0.5～3.5％が特に好ましい。金属繊維の配合量が4％を超えると、
混練時の作業性等を確保するために単位水量が増大するので、硬化後の機械的特性が低下
し、好ましくない。
【００１６】
本発明の水硬性組成物は、平均粒度が1mm以下の針状粒子又は薄片状粒子を含むものであ
る。ここで、針状粒子又は薄片状粒子の「粒度」とは、これらの粒子の最大寸法の大きさ
（特に、針状粒子ではその長さ）である。
針状粒子（繊維状粒子；微細な針状物）としては、ウォラストナイト、ボーキサイト、ム
ライト等が挙げられる。薄片状粒子（微細な薄片状物）としては、マイカフレーク、タル
クフレーク、バーミキュライトフレーク、アルミナフレーク等が挙げられる。
針状粒子と薄片状粒子は、各々単独で用いてもよいし、併用してもよい。
針状粒子又は薄片状粒子の配合量（ただし、併用する場合はこれらの合計量）は、セメン
トとポゾラン質微粉末の合計量（100％）に対して、容積比で4.5％以下、好ましくは0.05
～4.5％、より好ましくは0.1～4.0％、特に好ましくは0.5～3.5％である。針状粒子又は
薄片状粒子を配合しない場合は、金属繊維が分離し易く、材料分離抵抗性が低下するので
好ましくない。針状粒子又は薄片状粒子の配合量が、セメントとポゾラン質微粉末の合計
量に対して容積比で4.5％を超えると、水硬性組成物の粘性が高くなって、流動性が低下
し、型枠への打設等に要する時間が長くなるので、好ましくない。
なお、針状粒子においては、硬化後の靭性を高める観点から、長さ／直径の比で表される
針状度が2以上のものを用いるのが好ましい。
【００１７】
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本発明においては、硬化後の充填密度を高める観点から、水硬性組成物に平均粒径3～20
μm、より好ましくは平均粒径4～10μmの無機粉末を含ませることが好ましい。
無機粉末としては、石英粉末、石灰石粉末、炭化物粉末、窒化物粉末等が挙げられる。中
でも、石英粉末は、コストや硬化後の品質安定性の点から、好ましいものである。石英粉
末としては、石英、非晶質石英、オパール質やクリストバライト質のシリカ含有粉末等が
挙げられる。
無機粉末の配合量は、硬化前の流動性や、硬化後の強度、耐久性等の観点から、セメント
100重量部に対して50重量部以下が好ましく、20～35重量部がより好ましい。
【００１８】
本発明において、水硬性組成物の混練方法は、特に限定されるものではなく、例えば、次
の（１）～（３）のいずれかの方法を採用することができる。
（１）水、分散剤（減水剤）以外の材料を予め混合し、混合物（プレミックス材）を調製
した後、プレミックス材、水、分散剤をミキサに投入し、混練する。
（２）水以外の材料（ただし、分散剤は、粉末タイプのものを使用する。）を予め混合し
、混合物（プレミックス材）を調製した後、プレミックス材、水をミキサに投入し、混練
する。
（３）各材料を個別にミキサに投入し、混練する。
【００１９】
混練に用いるミキサは、通常のコンクリートの混練に用いられるどのタイプのものでもよ
く、例えば、揺動型ミキサ、パンタイプミキサ、ニ軸練りミキサ等が用いられる。
【００２０】
本発明の水硬性組成物の成形方法は、特に限定されるものではなく、流し込み成形等の任
意の方法を採用することができる。
また、養生方法も、特に限定されるものではなく、気中養生、蒸気養生、オートクレーブ
養生等を行なうことができる。
【００２１】
本発明の水硬性組成物は、「JIS R 5201（セメントの物理試験方法）11.フロー試験」に
記載される方法において、15回の落下運動を行なわないで測定したフロー値が、200mm以
上の値を示し、流動性に優れるものである。また、本発明の水硬性組成物は、材料分離抵
抗性にも優れるものである。
したがって、現場打ちで建築物等を構築する場合や、プレキャスト部材を製造する場合に
おいて、本発明の水硬性組成物を用いれば、水硬性組成物（コンクリート）の打設時間の
短縮化や、打設された水硬性組成物に加える振動の所要時間の短縮化等を図ることができ
る。
【００２２】
更に、本発明の水硬性組成物は、150MPa以上、好ましくは170MPa以上、特に好ましくは18
0MPa以上の圧縮強度を発現するとともに、25MPa以上、好ましくは28MPa以上、特に好まし
くは30MPa以上の曲げ強度を発現するものであり、機械的特性に優れる。
したがって、現場打ちで建築物等を構築する場合や、プレキャスト部材を製造する場合に
おいて、水硬性組成物の使用量が少なくなり、コストの削減、施工や運搬における労力の
軽減、利用空間の増大、耐久性の向上等を実現することができる。
【００２３】
【実施例】
以下、実施例に基づいて本発明を説明する。
１．使用材料
以下に示す材料を使用した。
（１）セメント　　　　；低熱ポルトランドセメント（太平洋セメント社製）
（２）ポゾラン質微粉末；シリカフューム（平均粒径：0.7μm）
（３）細骨材　　　　　；珪砂５号（最大粒径：0.6mm以下）
（４）金属繊維　　　　；鋼繊維（直径：0.2mm、長さ：15mm）
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（５）分散剤　　　　　；ポリカルボン酸系高性能ＡＥ減水剤
（６）水　　　　　　　；水道水
（７）無機粉末　　　　；石英粉（平均粒径：7μm）
（８）針状粒子　　　　；ウォラストナイト（平均長さ：0.3mm、長さ／直径の比：4）
【００２４】
２．配合及び混練
［実施例１～２、参考例１、比較例１～２］
　低熱ポルトランドセメント100重量部、シリカフューム32.5重量部、細骨材120重量部、
高性能ＡＥ減水剤1.0重量部（固形分換算）、水22重量部、鋼繊維2％（水硬性組成物中の
体積割合）、石英粉35重量部、及び表１に示す量のウォラストナイトを二軸練りミキサに
投入し、混練した。なお、ウォラストナイトは、石英粉の一部を置換する形で用い、石英
粉との合計量が一定（35重量部）になるようにした。
［比較例３］
　低熱ポルトランドセメント100重量部、シリカフューム32.5重量部、細骨材120重量部、
高性能ＡＥ減水剤1.0重量部（固形分換算）、水22重量部、石英粉35重量部をニ軸練りミ
キサに投入し、混練した。
［実施例３～４、参考例２、比較例４～５］
　低熱ポルトランドセメント100重量部、シリカフューム32.5重量部、細骨材120重量部、
高性能ＡＥ減水剤0.8重量部（固形分換算）、水22重量部、鋼繊維2％（水硬性組成物中の
体積割合）、及び表１に示す量のウォラストナイトを二軸練りミキサに投入し、混練した
。なお、ウォラストナイトは、細骨材の一部を置換する形で用い、細骨材との合計量が一
定（120重量部）になるようにした。
【００２５】
３．評価
（１）フロー値
各水硬性組成物のフロー値を、「「JIS R 5201（セメントの物理試験方法）11.フロー試
験」に記載される方法において、15回の落下運動を行なわないで測定した。
（２）材料分離の有無
上記（１）のフロー値の測定の際に、拡がった各水硬性組成物を目視観察し、材料分離の
有無を観察した。
（３）モルタル用Ｖロート流下時間
モルタル用のＶロートを用いて、各水硬性組成物の流下時間を測定した。流下時間が10～
30秒であれば、流動性が良好である。
（４）施工性
下記（５）～（６）の試験において、各水硬性組成物を型枠に流し込む際の作業時間と流
し込み易さ（作業性）から、施工性を「○：良好」、「×：不良」で評価した。
（５）圧縮強度
各水硬性組成物をφ50×100mmの型枠に流し込み、20℃で48時間、湿空養生後、90℃で48
時間、蒸気養生した。得られた硬化体の圧縮強度を、「JIS A 1108（コンクリートの圧縮
強度試験方法）」に準じて測定した。
（６）曲げ強度
各水硬性組成物を10×10×40cmの型枠に流し込み、20℃で48時間、湿空養生後、90℃で48
時間、蒸気養生した。得られた硬化体の曲げ強度を、「JIS R 5201（セメントの物理試験
方法）」に準じて測定した。
上記「３．評価（１）～（６）」の試験結果を表１に示す。
【００２６】
【表１】
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【００２７】
　表１中、比較例１、４では、針状粒子（ウォラストナイト）を含まないため、材料分離
が生じ、その結果、Ｖロート流下時間の測定時に閉塞が生じている。比較例２、５では、
針状粒子（ウォラストナイト）の配合割合が、本発明で規定する数値範囲を超えるため、
流動性が低下し、施工性が劣る。一方、実施例１～４では、特定範囲内の配合量の針状粒
子（ウォラストナイト）を含むため、施工性（流動性と材料分離抵抗性に優れ、自己充填
性を有すること）及び機械的特性（圧縮強度、曲げ強度）が優れている。
　比較例３では、金属繊維を含まないため、曲げ強度が小さく、機械的特性が劣る。
【００２８】
【発明の効果】
本発明の水硬性組成物は、硬化前には、流動性及び材料分離抵抗性に優れ、自己充填性を
有するため、施工が容易であり、硬化後には、優れた機械的特性（150MPa以上の圧縮強度
と25MPa以上の曲げ強度）を有する。
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