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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】フライアッシュとレメディエーション剤とを含
有するセメント系材料用ポゾラン組成物を提供する。
【解決手段】ノンスペックフライアッシュへの天然のポ
ゾラン又は他のポゾランの添加により、クラスＦフライ
アッシュ又はクラスＣフライアッシュのいずれかとして
ＡＳＴＭＣ６１８及びＡＡＳＨＴＯ２９５の認証を受け
うる程度に、ノンスペックフライアッシュの性質が改善
される。天然のポゾランは、軽石又はパーライトなどの
火山放出物でありうる。他のポゾランもこの選鉱プロセ
スに使用しうる。多くのポゾランがノンスペックフライ
アッシュを選鉱して認証可能なクラスＦフライアッシュ
にするために使用されうる。さらに、本開示は、クラス
Ｃフライアッシュをより価値のあるクラスＦフライアッ
シュに変換する方法を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
コンクリート用ポゾラン組成物において、天然のポゾラン又は他のポゾランと組み合わさ
れたフライアッシュを含んでなる、ポゾラン組成物。
【請求項２】
前記天然のポゾラン又は他のポゾランが約１ｗｔ％～約９９ｗｔ％の濃度で存在する、請
求項１に記載のポゾラン組成物。
【請求項３】
前記天然のポゾラン又は他のポゾランが約１０ｗｔ％～約９０ｗｔ％の濃度で存在する、
請求項２に記載のポゾラン組成物。
【請求項４】
前記天然のポゾラン又は他のポゾランと前記フライアッシュとの重量比が約０．０１～約
１００である、請求項１に記載のポゾラン組成物。
【請求項５】
前記天然のポゾラン又は他のポゾランと前記フライアッシュとの重量比が約０．１～約１
０である、請求項４に記載のポゾラン組成物。
【請求項６】
前記天然のポゾラン又は他のポゾランがポゾランアッシュである、請求項１に記載のポゾ
ラン組成物。
【請求項７】
前記天然のポゾラン又は他のポゾランが軽石、パーライト、イグニンブライト、又は任意
の他の火山物質から得られる、請求項１に記載のポゾラン組成物。
【請求項８】
前記天然のポゾラン又は他のポゾランが軽石、プミサイト、パーライト、火山灰、メタカ
オリン、珪藻土、シリカヒューム、イグニンブライト、粉砕された水砕高炉スラグ、ガラ
ス状アルミノケイ酸カルシウム、粉砕廃棄ガラス、仮焼シェール、仮焼クレー、及びそれ
らの組合せからなる群から選択される、請求項１に記載のポゾラン組成物。
【請求項９】
前記天然のポゾラン又は他のポゾランが仮焼されている、請求項１に記載のポゾラン組成
物。
【請求項１０】
クラスＦポゾランとしてＡＳＴＭ　Ｃ６１８－１２、及びＡＡＳＨＴＯ　Ｍ２９５のうち
の少なくとも一方の認証を受けている、請求項１に記載のポゾラン組成物。
【請求項１１】
前記組成物の粘度を調整するための添加剤をさらに含有する、請求項１に記載のポゾラン
組成物。
【請求項１２】
コンクリートでの前記組成物の水必要量を調整するための添加剤をさらに含有する、請求
項１に記載のポゾラン組成物。
【請求項１３】
コンクリート用ポゾラン組成物を含むセメント系混合物において、前記組成物が天然のポ
ゾラン又は他のポゾランと組み合わされたフライアッシュを含んでなる、セメント系混合
物。
【請求項１４】
前記天然のポゾラン又は他のポゾランと前記フライアッシュとの重量比が約０．０１～約
１００である、請求項１３に記載のセメント系混合物。
【請求項１５】
前記天然のポゾラン又は他のポゾランと前記フライアッシュとの重量比が約０．１～約１
０である、請求項１４に記載のセメント系混合物。
【請求項１６】
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前記天然のポゾラン又は他のポゾランが軽石、プミサイト、パーライト、火山灰、イグニ
ンブライト、メタカオリン、珪藻土、シリカヒューム、粉砕された水砕高炉スラグ、ガラ
ス状アルミノケイ酸カルシウム、粉砕廃棄ガラス、仮焼シェール、仮焼クレー、及びそれ
らの組合せからなる群から選択される、請求項１３に記載のセメント系混合物。
【請求項１７】
前記ポゾラン組成物がクラスＦポゾランとしてＡＳＴＭ　Ｃ６１８－１２、及びＡＡＳＨ
ＴＯ　Ｍ２９５のうちの少なくとも一方の認証を受けている、請求項１３に記載のセメン
ト系混合物。
【請求項１８】
骨材と請求項１３に記載のセメント系混合物とを含んでなるか、又はそれらの反応生成物
を含んでなる、コンクリート製品又は構造物。
【請求項１９】
コンクリート用ポゾラン組成物の製造方法において、
フライアッシュの供給源を提供する工程と、
天然のポゾラン又は他のポゾランを提供する工程と、
前記フライアッシュと前記天然のポゾラン又は他のポゾランとを組み合わせて、ポゾラン
組成物を作製する工程と
を備える、コンクリート用ポゾラン組成物の製造方法。
【請求項２０】
前記フライアッシュが、そのポゾランの性質を強化するために、前記天然のポゾラン又は
他のポゾランの存在によりアップグレードされる、請求項１９に記載のコンクリート用ポ
ゾラン組成物の製造方法。
【請求項２１】
クラスＣフライアッシュがクラスＦフライアッシュにアップグレードされる、請求項１９
に記載のコンクリート用ポゾラン組成物の製造方法。
【請求項２２】
ノンスペック廃棄フライアッシュがクラスＦフライアッシュにアップグレードされる、請
求項１９に記載のコンクリート用ポゾラン組成物の製造方法。
【請求項２３】
前記天然のポゾラン又は他のポゾランが前記ポゾラン組成物中に約１ｗｔ％～約９９ｗｔ
％の濃度で存在する、請求項１９に記載のコンクリート用ポゾラン組成物の製造方法。
【請求項２４】
前記天然のポゾラン又は他のポゾランが前記ポゾラン組成物中に約１０ｗｔ％～約９０ｗ
ｔ％の濃度で存在する、請求項２３に記載のコンクリート用ポゾラン組成物の製造方法。
【請求項２５】
前記天然のポゾラン又は他のポゾランが軽石、プミサイト、パーライト、火山灰、イグニ
ンブライト、メタカオリン、珪藻土、シリカヒューム、粉砕された水砕高炉スラグ、ガラ
ス状アルミノケイ酸カルシウム、粉砕廃棄ガラス、仮焼シェール、仮焼クレー、及びそれ
らの組合せからなる群から選択される、請求項１９に記載のコンクリート用ポゾラン組成
物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、フライアッシュのレメディエーション及び／又は選鉱、コンクリート用ポゾ
ラン組成物、ならびにそれらに関連する方法一般に関する。
【背景技術】
【０００２】
　火道からの爆発放散時にフラッシュ凝固した溶融溶岩は、即座に、古代ローマ人がポゾ
ラナと呼んだもの、すなわち、ローマンコンクリートの主成分である軽石ポゾランになっ
た。水路橋などのローマ構造物では、それらのコンクリートでポゾランとして火山灰が使
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用された。天然の（軽石）ポゾランを用いたコンクリートは、何千年も耐用することが明
らかにされている。ポゾランは、種々の形態の化学侵食、たとえば、アルカリ－シリカ反
応（ＡＳＲ）、硫酸塩誘導膨張、風解、ならびに鉄筋酸化及び塩化物の侵入により引き起
こされる剥離を軽減することにより、コンクリートを強化して保護する。ポゾランはまた
、コンクリートを緻密化して多孔度及び透過率を低減することにより、化学的侵入を低減
しかつ長期の圧縮強度及び耐久性を増加させる。
【０００３】
　煙道灰としても知られるフライアッシュは、石炭の燃焼時に発生する残留物の１つであ
り、煙道ガスと共に上昇する微細粒子を含む。産業界では、フライアッシュは、通常、石
炭の燃焼時に生じるアッシュを意味する。フライアッシュは、一般に、煙道ガスが石炭火
力発電プラントの煙突に達する前に静電集塵器又は他の粒子濾過装置により捕捉される。
燃焼させる石炭の供給源及び組成に依存してフライアッシュの成分はかなり異なるが、フ
ライアッシュはすべて、実質的な量のシリカ（二酸化ケイ素、ＳｉＯ２）、アルミナ（酸
化アルミニウム、Ａｌ２Ｏ３）、酸化鉄（Ｆｅ２Ｏ３）、酸化カルシウム（ＣａＯ）、及
び種々の金属を含む。
【０００４】
　以前には、フライアッシュは一般に大気中に放出されたが、最近の数十年間にわたり汚
染防止が義務付けされてきたことから、現在では放出前に捕捉することが必要となってい
る。フライアッシュ、特にクラスＦフライアッシュは、水硬性セメント又は水硬性プラス
ターを強化するためにポゾランとして使用可能である。フライアッシュは、コンクリート
のポルトランドセメント分の一部の代わりとして使用可能である。フライアッシュは、歴
史的には、関連する廃棄処理コストを伴う石炭火力発電プラントの廃棄物であるため、天
然のポゾランよりもかなり低コストで入手可能であった。
【０００５】
　典型的には天然のポゾランほど高価でないフライアッシュポゾランは、アルカリ－シリ
カ反応（ＡＳＲ）などの化学侵食が厳しいことが予想されない場合に一般に使用される。
さらに、フライアッシュポゾランは、水対セメント比の低いコンクリートが望ましい場合
に好ましい。一般に、フライアッシュは、天然のポゾランよりも水の必要量が少なくて済
む。しかしながら、ＡＳＲなどの化学侵食が厳しいことが予想されるか、又はより低密度
のコンクリートが望まれる場合には、天然のポゾランがより良好な選択肢となるであろう
。
【０００６】
　クラスＦフライアッシュ及びクラスＣフライアッシュの２つのクラスのフライアッシュ
がＡＳＴＭ　Ｃ６１８により規定されている。これらのクラス間の主な違いは、アッシュ
中のカルシウム分、シリカ分、アルミナ分、及び鉄分の量である。フライアッシュの化学
的性質は、主に、燃焼させる石炭の化学成分による影響を受ける。
【０００７】
　より硬質でより年代の古い無煙炭及び瀝青炭の燃焼は、典型的にはクラスＦフライアッ
シュを生じさせる。このフライアッシュは本質的にポゾランであり、２０％未満の石灰（
ＣａＯ）を含有する。ポゾランの性質を有することから、クラスＦフライアッシュのガラ
ス状シリカ及びアルミナは、反応してセメント系コンパウンドを生成するために水の存在
と共にポルトランドセメント、生石灰、水和石灰などの接合剤を必要とする。セメントと
水との水硬反応の主要な副生成物である水酸化カルシウム（Ｃａ（ＯＨ）２）は、すべて
のポルトランドセメント系コンクリートのバインダーである追加のケイ酸カルシウム水和
物（Ｃ－Ｓ－Ｈ）を形成するようにポゾランが反応する中心的な化学物質である。
【０００８】
　より年代の若い褐炭又は亜瀝青炭の燃焼から生じるフライアッシュであるクラスＣフラ
イアッシュは、ポゾランの性質を有する以外にいくらかの自己接合性も有する。水の存在
下で、クラスＣフライアッシュは経時的に硬化して強度を増すであろう。クラスＣフライ
アッシュは一般に２０％超の石灰（ＣａＯ）を含有する。クラスＦフライアッシュとは異



(5) JP 2021-1114 A 2021.1.7

10

20

30

40

50

なり、自己接合性クラスＣフライアッシュは活性化剤を必要としない。
【０００９】
　石炭発電産業では、コンクリートはフライアッシュの好都合な市場となっている。コン
クリート会社では、フライアッシュはポゾランの低コストの供給源となっている。しかし
ながら、最近、供給問題が生じ始めた。すなわち、発電プラントの環境規制が増加してい
るため、フライアッシュの量及び品質が低下してきている。コンクリートでポゾランとし
て使用するのに好適な品質のフライアッシュ、特にクラスＦフライアッシュの入手可能性
の低下が見られる。こうした状況は今後何年間にもわたり悪化することが予想される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　２つの産業（電力及びコンクリート）の課題を考慮すると、必要とされるのはフライア
ッシュのポゾラン品質をアップグレードする方法である。特に、ＡＳＴＭ　Ｃ６１８－１
２及びＡＡＳＨＴＯ　Ｍ２９５の認証を得るために、ノンスペックフライアッシュと呼ば
れることが多い認証不能な低品質のフライアッシュの品質をアップグレードしうるレメデ
ィエーション又は選鉱の作用剤及びプロセスをもたらすことが望ましいであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　いくつかの変形形態では、本開示は、コンクリート用ポゾラン組成物であって、天然の
ポゾランと組み合わされたフライアッシュを含む、組成物を提供する。
　いくつかの実施形態では、天然のポゾランは、約１ｗｔ％～約９９ｗｔ％、たとえば、
約１０ｗｔ％～約９０ｗｔ％、約３０ｗｔ％～約７０ｗｔ％、約４０ｗｔ％～約６０ｗｔ
％、又は約６０ｗｔ％～約７０ｗｔ％の濃度で存在する。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、天然のポゾランとフライアッシュとの重量比は、約０．０１
～約１００、たとえば、約０．１～約１０又は約１～約２である。
　天然のポゾランは、ポゾラン火山灰、たとえば、（限定されるものではないが）テフラ
、凝灰岩、プミサイトもしくは軽石（これ以降ではまとめて「軽石」と呼ぶ）、又はパー
ライトから得られるポゾランでありうる。いくつかの実施形態では、天然のポゾランは、
軽石、パーライト、メタカオリン、珪藻土、イグニンブライト、仮焼シェール、仮焼クレ
ー、及びそれらの組合せからなる群から選択される。他の副産物ポゾラン、たとえば、シ
リカヒューム、スリガラス、ガラス状アルミノケイ酸カルシウム、及び高シリカ分クラス
Ｆフライアッシュもまた、レメディエーション剤又は選鉱剤として使用しうる。特定の状
況下では、粉砕された水砕高炉スラグもまた、低品質ノンスペックフライアッシュを強化
又は改善してＡＳＴＭ　Ｃ６１８を満たすフライアッシュにするためにレメディエーショ
ン剤又は選鉱剤として使用しうる。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、ポゾラン組成物はクラスＦポゾランとしてＡＳＴＭ　Ｃ６１
８－１２の認証を受ける。これらの実施形態又は他の実施形態では、組成物はクラスＦポ
ゾランとしてＡＡＳＨＴＯ　Ｍ２９５の認証を受けることができる。
【００１４】
　ポゾラン組成物は、組成物の粘度を調整するための添加剤をさらに含みうる。ポゾラン
組成物は、コンクリートでの組成物の水必要量を調整するための添加剤をさらに含みうる
。
【００１５】
　本開示はまた、コンクリート用ポゾラン組成物を含むセメント系混合物であって、組成
物が天然のポゾラン又は他のポゾランと組み合わされたフライアッシュを含む、セメント
系混合物を提供する。いくつかの変形形態では、骨材と開示されたセメント系混合物とを
含むか、又はそれらの反応生成物を含むコンクリート製品又は構造物が提供される。いく
つかの変形形態では、骨材とポゾラン組成物とを含むか、又はそれらの反応生成物を含む
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コンクリート製品又は構造物が提供され、ポゾラン組成物は、天然のポゾラン又は他の有
効なポゾランと組み合わされたフライアッシュを含む。
【００１６】
　本開示はまた、コンクリート用ポゾラン組成物を製造する方法であって、
フライアッシュの供給源を提供する工程と、
天然のポゾラン又は他の有効なポゾランを提供する工程と、
フライアッシュと天然のポゾラン（又は他のポゾラン）とを組み合わせて、ポゾラン組成
物を作製する工程と
を含む、方法を提供する。
【００１７】
　本開示はまた、ポゾラン材料としてのフライアッシュをアップグレードする方法であっ
て、
出発フライアッシュを提供する工程と、
天然のポゾラン又は他の有効なポゾランを提供する工程と、
出発フライアッシュと天然のポゾラン（又は他のポゾラン）とを組み合わせることにより
、出発フライアッシュと比較してポゾランの性質が強化されているアップグレードされた
フライアッシュを作製する工程と
を含む、方法を提供する。
【００１８】
　本開示はまた、認証可能なクラスＦフライアッシュが得られるノンスペックフライアッ
シュを選鉱する方法又はクラスＣフライアッシュを変換する方法であって、
認証されたクラスＣアッシュ又は認証不能なフライアッシュを提供する工程と、
天然のポゾラン又は他の有効なポゾランを提供する工程と、
クラスＣフライアッシュ又は認証不能なフライアッシュと天然のポゾラン（又は他のポゾ
ラン）とを組み合わせることにより、クラスＦフライアッシュを作製する工程と
を含む、方法を提供する。
【００１９】
　いくつかの方法実施形態では、天然のポゾラン又は他のポゾランは、ポゾラン組成物中
、アップグレードされたフライアッシュ中、又はクラスＦフライアッシュ中に約１ｗｔ％
～約９９ｗｔ％の濃度で存在する。特定の実施形態では、天然のポゾラン又は他のポゾラ
ンは、ポゾラン組成物中、アップグレード、強化、もしくは変換されたフライアッシュ中
、又はクラスＦフライアッシュ中に約１０ｗｔ％～約９０ｗｔ％、たとえば、約３０ｗｔ
％～約７０ｗｔ％、約４０ｗｔ％～約６０ｗｔ％、又は約６０ｗｔ％～約７０ｗｔ％の濃
度で存在する。
【００２０】
　これらの方法では、天然のポゾランは、仮焼又は未仮焼のポゾラン材料、たとえば、軽
石又はパーライトから得られるポゾラン、仮焼シェール、仮焼クレー、メタカオリン、及
びそれらの組合せからなる群から選択される。他のポゾラン、たとえば、シリカヒューム
、スリガラス、及び高パーセントのシリカとアルミナと鉄とを含有する認証されたクラス
Ｆフライアッシュも使用されうる。
【００２１】
　いくつかの方法では、ポゾラン組成物、アップグレードされたフライアッシュ、又はク
ラスＦフライアッシュは、ＡＳＴＭ　Ｃ６１８－１２の認証を受ける。これらの方法又は
他の方法では、ポゾラン組成物、アップグレードされたフライアッシュ、又はクラスＦフ
ライアッシュは、ＡＡＳＨＴＯ　Ｍ２９５の認証を受ける。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】軽石と共に種々のフライアッシュ供給源を含むポゾラン組成物を含有するセメン
ト系材料の圧縮強度をまとめた実験データを示す表。
【図２】メタカオリンと共に種々のフライアッシュ供給源を含むポゾラン組成物を含有す
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るセメント系材料の圧縮強度をまとめた実験データを示す表。
【図３】珪藻土と共に種々のフライアッシュ供給源を含むポゾラン組成物を含有するセメ
ント系材料の圧縮強度をまとめた実験データを示す表。
【図４】シリカヒュームと共に種々のフライアッシュ供給源を含むポゾラン組成物を含有
するセメント系材料の圧縮強度をまとめた実験データを示す表。
【図５】イグニンブライトと共に種々のフライアッシュ供給源を含むポゾラン組成物を含
有するセメント系材料の圧縮強度をまとめた実験データを示す表。
【図６】粉砕された水砕高炉スラグと共に種々のフライアッシュ供給源を含むポゾラン組
成物を含有するセメント系材料の圧縮強度をまとめた実験データを示す表。
【図７】超微細（３マイクロメートル（３ミクロン））軽石（供給源Ｎｏ．１）と共に種
々のフライアッシュ供給源を含むポゾラン組成物を含有するセメント系材料の圧縮強度を
まとめた実験データを示す表。
【図８Ａ】軽石と共に種々のフライアッシュ供給源を含むポゾラン組成物を含有するセメ
ント系材料の圧縮強度をまとめた実験データを示す表。
【図８Ｂ】軽石と共に種々のフライアッシュ供給源を含むポゾラン組成物を含有するセメ
ント系材料の圧縮強度をまとめた実験データである図８Ａの表の続きの表。
【図９】ガラス状アルミノケイ酸カルシウム材料（粉砕廃棄ガラス又は繊維ガラス）と共
に種々のフライアッシュ供給源を含むポゾラン組成物を含有するセメント系材料の圧縮強
度をまとめた実験データを示す表。
【図１０】超微細（３マイクロメートル（３ミクロン））軽石（供給源Ｎｏ．２）と共に
種々のフライアッシュ供給源を含むポゾラン組成物を含有するセメント系材料の圧縮強度
をまとめた実験データを示す表。
【図１１】いくつかの実施形態に係るノンスペックフライアッシュから認証されたクラス
Ｆフライアッシュへの変換を実証するＡＳＴＭ　Ｃ６１８認証。
【図１２】いくつかの実施形態に係るノンスペックフライアッシュから認証されたクラス
Ｆフライアッシュへの変換を実証するＡＳＴＭ　Ｃ６１８認証。
【図１３】いくつかの実施形態に係るクラスＣフライアッシュから認証されたクラスＦフ
ライアッシュへの変換を実証するＡＳＴＭ　Ｃ６１８認証。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　次に、特許請求される本発明が理解され、それにより当業者が本開示を使用できるよう
に、本開示の特定の実施形態をより詳細にさらに説明する。
　特に指示がないかぎり、本明細書及び特許請求の範囲で使用される反応条件、濃度、収
率などを表す数はすべて、いずれの場合も、「約」という用語により修飾されるものと理
解すべきである。したがって、相反する指示がない限り、以下の本明細書及び添付の特許
請求の範囲に示される数値パラメータは、少なくとも具体的な分析技術に依存して変化し
うる近似値である。いずれの数値も、その各試験測定値に見られる標準偏差から必然的に
生じる特定の誤差を本質的に含む。
【００２４】
　本明細書及び添付の特許請求の範囲で用いられる場合、特に文脈上明確に示されてない
限り、単数形の「１つの（ａ）」、「１つの（ａｎ）」、及び「その（ｔｈｅ）」は複数
形の参照語を包含する。特に定義がない限り、本明細書で用いられる科学技術用語はすべ
て、本開示が属する技術分野の当業者により一般に理解されているものと同一の意味を有
する。本節に示される定義が参照により組み込まれる特許、公開特許出願、及び他の刊行
物に示される定義に反するかさもなければ一致しない場合、本明細書に示される定義が、
参照により本明細書に組み込まれる定義よりも優先される。
【００２５】
　「～を包含する」、「～を含有する」、又は「～により特徴付けられる」と同義的な「
～を含む」という用語は、包括的又はオープンエンドであり、列挙されていない追加の要
素又は方法工程を除外するものではない。「～を含む」は、請求項の文言で用いられる専
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門用語であり、指定の請求要素を必須とするが、他の請求要素を追加しても依然としてそ
の請求項の範囲内の構築物を形成しうることを意味する。
【００２６】
　本明細書で用いられる場合、「～のみからなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ）」とい
う用語は、請求項に規定されていないいずれの要素、工程、又は成分も除外する。「～の
みからなる（ｃｏｎｓｉｓｔｓ　ｏｆ）」という語句（又はその変化形）が前文の直後で
はなく請求項の本文の項に現れる場合、その項に示される要素のみが限定され、全体とし
てその請求項から他の要素が除外されることはない。本明細書で用いられる場合、「～か
ら本質的になる」という用語は、請求項の範囲を指定の要素又は方法工程に限定すると共
に、特許請求される主題の基本的かつ新規な特徴に実質的な影響を及ぼさないものを追加
する。
【００２７】
　「～を含む」、「～からなる」、及び「～から本質的になる」という用語に関して、こ
れらの３つの用語の１つが本明細書で用いられる場合、このたび開示及び特許請求される
主題は、他の２つの用語のいずれかの使用を含みうる。したがって、他に明示的に列挙さ
れていないいくつかの実施形態では、「～を含む」のいずれの場合も、「～からなる」又
は他の選択肢として「～から本質的になる」で置き換えられうる。
【００２８】
　予想外なことに、天然のポゾラン及び他のすでに同定されたポゾランの添加により、種
々のフライアッシュの化学的性質及びポゾラン性能特性が強化されることがこのたび発見
された。さらに驚くべきことに、認証不能な廃棄フライアッシュが天然のポゾラン剤の添
加により大幅に改善されたため、ＡＳＴＭ　Ｃ６１８及びＡＡＳＨＴＯ２９５のクラスＦ
（クラスＣよりも良好な性能のポゾラン）の認証を得ることができた。さらに、天然のポ
ゾランを添加してもフライアッシュで予想外な水必要量を生じることはなかった。天然の
ポゾランを添加したところ、低品質フライアッシュ（クラスＦもしくはクラスＣ）又はノ
ンスペックフライアッシュは、高性能な認証されたクラスＦポゾランフライアッシュにな
る程度まで強化された。
【００２９】
　クラスＦポゾランフライアッシュは北米の特定の地域で定期的に供給不足となっている
が、本発見によりクラスＦフライアッシュ供給の減少を延期することが可能である。次の
十年間で運転停止又は天然ガスへの変換が予定されている石炭火力発電プラントの数は１
５０を超えるため、クラスＦフライアッシュ不足が悪化する可能性がある。天然のポゾラ
ン剤（及び他のポゾラン）の利用は、認証及び非認証の両方で現在入手可能なフライアッ
シュの供給延長又はレメディエーション／選鉱を可能にしうる。さらに、天然のポゾラン
剤は、クラスＣフライアッシュをより望ましいクラスＦポゾランに変換するために使用し
うる。
【００３０】
　本明細書に開示される方法は、採算がとれて耐久性及び化学的耐性を有するコンクリー
トを現在及び将来製造するのに必要な認証されたフライアッシュポゾランの長期入手可能
性を促進しうる。
【００３１】
　天然のポゾラン又は他のポゾランを低品質フライアッシュと適切な割合で混合すると（
以下でより詳細に開示される通り）、これまで認証不能であったフライアッシュは、ＡＳ
ＴＭ　Ｃ６１８－１２及びＡＡＳＨＴＯ　Ｍ２９５のポゾラン認証を可能にするレベルま
で強化される。
【００３２】
　天然のポゾラン又は他のポゾランを適切なパーセントで混合すると（以下でより詳細に
開示される通り）、クラスＦフライアッシュよりも望ましくないポゾランであるクラスＣ
フライアッシュは、より望ましいポゾランのクラスＦの認証要件を満たすように変換され
うる。
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【００３３】
　天然のポゾラン（又は他のポゾラン、以下でより詳細に開示される通り）と適切なレベ
ルで混合されたこれまで認証不能であったフライアッシュは、北米で入手可能な現在認証
されたほぼいずれのクラスＦ又はクラスＣフライアッシュの性能も満たすか又は上回るポ
ゾラン品質を呈する。
【００３４】
　本開示は、低品質で認証不能で現在は廃棄されたフライアッシュからＡＳＴＭ　Ｃ６１
８－１２及びＡＡＳＨＴＯ　Ｍ２９５の両方で認証されうる非常に有用なクラスＦポゾラ
ンへのレメディエーションを促進しうる。クラスＦポゾランは、コンクリートの性能特性
を改善するために多種多様なコンクリート混合物設計で使用される。本開示はまた、認証
不能なフライアッシュをレメディエートして認証可能な品質のクラスＣ又はクラスＦフラ
イアッシュに強化するためにも使用しうる。本開示はまた、良品質の認証されたクラスＦ
フライアッシュの量及び入手可能性を拡張するためにも使用しうる。
【００３５】
　本開示は、廃棄ストリーム又は既存のフライアッシュ埋立て地／廃棄堆積物からの低品
質フライアッシュの除去を促進して、家屋、建物、及びインフラのためのコンクリートの
製造で強い需要が存在する非常に有用な製品に変換する。本開示はまた、油井ケーシング
の固定及び抽出時の地層への油損失の防止に使用される油田セメンチングスラリーの用途
を見いだしうる。
【００３６】
　本開示は、「１Ｐセメント」を製造するためにセメント会社により使用されうる。１Ｐ
セメントは、ポゾラン材料を添加して混合されるコンクリートにポゾランの利点を提供す
ることにより改変されてきた。ポゾラン品質としては、さまざまな形態の化学侵食、たと
えば、ＡＳＲ、アルカリ硫酸塩反応、及び塩化物侵入の損傷作用、特に、鉄筋の酸化及び
剥離の軽減、コンクリートの緻密化及び不透過性の強化、長期圧縮強度の増加、ならびに
風解の軽減が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００３７】
　本開示は、高性能なクラスＦフライアッシュとして販売可能なフライアッシュを作製す
るように、認証不能なフライアッシュを、又はより少ないレメディエーション／選鉱を用
いてクラスＣフライアッシュを強化及びレメディエートするために、石炭火力発電プラン
ト又はそのパートナーにより利用されうる。これは、さもなければ廃棄池又は埋立て地に
置かれるであろう（又はすでに置かれている）フライアッシュに関する。そうしたフライ
アッシュは、毎日及び長期の格納作業に関係する直接コストならびに池もしくは格納容器
の漏れ又は土壌及び地下水への汚染物質の浸出から生じる潜在的な環境ハザードに関係す
る間接コストを生む。
【００３８】
　いくつかの変形形態では、本開示は、コンクリート用ポゾラン組成物であって、天然の
ポゾラン又は他のポゾランと組み合わされたフライアッシュを含む、組成物を提供する。
「組み合わされた」とは、フライアッシュと天然のポゾランとが物理的に一緒に混合され
ており、水を添加しなければ典型的には化学反応が起こらないが、化学的組合せ（たとえ
ば平衡交換反応）がなんら除外されるものではないことを意味する。
【００３９】
　いくつかの実施形態では、天然のポゾランは、ポゾラン組成物の約１ｗｔ％～約９９ｗ
ｔ％、たとえば、約１０ｗｔ％～約９０ｗｔ％、約３０ｗｔ％～約７０ｗｔ％、約４０ｗ
ｔ％～約６０ｗｔ％、又は約６０ｗｔ％～約７０ｗｔ％の濃度で存在する。種々の実施形
態では、天然のポゾランは、ポゾラン組成物の約１、２、５、１０、１５、２０、２５、
３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、８０、８５、９０、又
は９５ｗｔ％の濃度で存在する。
【００４０】
　種々の実施形態では、フライアッシュは、ポゾラン組成物の約１、２、５、１０、１５
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、２０、２５、３０、３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、８０、
８５、９０、又は９５ｗｔ％の濃度で存在する。
【００４１】
　ポゾラン組成物は、フライアッシュ及び天然のポゾランの他に成分を含んでいても含ん
でいなくてもよい。たとえば、添加剤又は混合物も導入しうる。これらの添加剤は、ポゾ
ラン組成物自体の性質を調整するために又は最終的なセメントもしくはコンクリートの混
合物特性を提供するために添加しうる。ポゾラン組成物は、組成物の粘度を調整するため
の添加剤を含みうる。ポゾラン組成物は、コンクリートでの組成物の水必要量を調整する
ための添加剤をさらに含みうる。また、不純物が存在しうる。
【００４２】
　ポゾラン組成物のいくつかの実施形態では、天然のポゾランとフライアッシュとの重量
比は、約０．０１～約１００、たとえば、約０．１～約１０又は約１～約２である。種々
の実施形態では、天然ポゾランとフライアッシュとの重量比は、たとえば、約０．０２、
０．０５、０．１、０．２、０．３、０．５、０．８、１、２、３、５、８、１０、１５
、２５、５０、７５、又は９０である。
【００４３】
　本開示では、「天然のポゾラン」、「他のポゾラン」、「天然のポゾラン又は他のポゾ
ラン」などは、限定的に解釈すべきではなく、フライアッシュレメディエーション剤とし
て機能可能な任意の有効なポゾランを意味する。「フライアッシュレメディエーション剤
又は選鉱剤」は、廃棄フライアッシュ又はクラスＣフライアッシュを強化、変換、又はレ
メディエートするのに必要な化学的性質及び物理的性質を有する任意のサプリメントセメ
ント系材料である。好ましい実施形態では、フライアッシュレメディエーション剤又は選
鉱剤は、廃棄フライアッシュ又はクラスＣフライアッシュをＡＳＴＭ　Ｃ６１８及び／又
はＡＡＳＨＴＯ　Ｍ２９５により規定される認証可能なクラスＦフライアッシュに変換す
る。さらに、フライアッシュレメディエーション剤は、コンクリートでポゾランとして使
用する場合、強化又はレメディエートされたクラスＦフライアッシュが、一般的に言えば
、供給を延長し、凝結時間を低減し、初期圧縮強度を強化し、硫酸塩、塩化物、アルカリ
－シリカ反応などの化学侵食に対する軽減特性を強化するように、すでに認証されたクラ
スＦフライアッシュを好ましくはレメディエート又は強化することが可能である。
【００４４】
　天然のポゾランは、ポゾランアッシュ、たとえば、（限定されるものではないが）軽石
又はパーライトから得られるポゾランでありうる。いくつかの実施形態では、天然のポゾ
ランは、仮焼シェール、仮焼クレー、メタカオリン、及びそれらの組合せからなる群から
選択される。ポゾランは、高品質クラスＦフライアッシュ、スリガラス、シリカヒューム
、又は他の材料でありうる（又はそれらから得られうる）。
【００４５】
　種々の実施形態では、天然のポゾランもしくは他のポゾラン及び／又は他のサプリメン
トセメント系材料は、軽石（種々のサイズ範囲）、パーライト、メタカオリン、珪藻土、
シリカヒューム、イグニンブライト、粉砕された水砕高炉スラグ、ガラス状アルミノケイ
酸カルシウム、粉砕廃棄ガラス、又はそれらの組合せもしくは誘導体から選択される。
【００４６】
　粉末状又は粉塵状のプミサイトと呼ばれる軽石は、結晶を含有することも含有しないこ
ともあるきわめて小胞性の粗いテクスチャーの火山ガラスからなる火山岩である。軽石は
、過熱された高加圧岩石が火山から激しく噴出される場合に形成される。軽石は、噴出火
成岩の薄い半透明気泡壁を備えたきわめて微小胞性の火砕岩ガラスで構成される。それは
、限定されるものではないが、一般に、ケイ酸質又は珪長質～中間組成のマグマ（たとえ
ば、リオライト、デイサイト、アンデサイト、パンテレライト、フォノライト、トラカイ
ト）から得られる。軽石は、一般に淡色であり、白色、クリーム色、青色又は灰色から緑
褐色又は黒色までに及ぶ。
【００４７】
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　パーライトは、比較的高い含水率を有するアモルファス火山ガラスであり、典型的には
黒曜石の水和により形成されると考えられる。それは天然に存在し、十分に加熱されると
大きく膨張する稀な性質を有する。スコリアは、より大きい小胞及びより厚い小胞壁を有
しかつ暗色でより緻密である点で軽石と異なる他の小胞性火山岩である。
【００４８】
　シリカヒュームは、ケイ素－フェロシリコン合金生成から得られうるアモルファス超微
細粉末である。イグニンブライトは、種々の形態の粉砕石のいずれかであり、典型的には
、微粉砕された純粋に近い形態のシリカ又はシリケートとして参照される。粉砕された水
砕高炉スラグは、高炉の溶融鉄スラグ（製鉄及び製鋼の副生成物）を水又は蒸気でクエン
チしてガラス状顆粒状生成物を作製し、次いでこれを乾燥及び粉砕して微細粉末にするこ
とにより得られる。いくつかの実施形態では、ガラス状カルシウムアルミニオシリケート
ポゾランは、リサイクルガラス又は繊維ガラスの粉末から、微粉砕された新鮮なガラス粉
末から、又はそれらの組合せから作製されうる。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、天然のポゾラン又は他のポゾランは、アモルファスシリカ、
アモルファスアルミナ、及び鉄を含有する。いくつかの実施形態の天然のポゾラン又は他
のポゾランは、そのシリカ分に関して選択される。いくつかの実施形態の天然のポゾラン
又は他のポゾランは、そのアルミナ分に関して選択される。いくつかの実施形態の天然の
ポゾラン又は他のポゾランは、その組合せシリカ／アルミナ分及び鉄分に関して選択され
る。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、天然のポゾラン又は他のポゾランは、これまで使用不能なフ
ライアッシュがコンクリート産業用又はセメント産業用の有用なクラスＦフライアッシュ
に変換される程度まで低品質フライアッシュをレメディエートすべく添加剤として使用す
るために、その高いシリカ分及びポゾラン強度に関して選択される。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、天然のポゾラン又は他のポゾランは、その粒子サイズ分布、
表面積、粒子形状分布、密度、粘度、又は他の性質に関して選択される。たとえば、軽石
から得られるポゾランは、フライアッシュポゾランよりも高い水必要量を生じる角形状を
有しうると共に、より少ない水必要量を生じる球形状を有する傾向がある。
【００５２】
　天然のポゾラン又は他のポゾランはまた、レメディエート又は強化されたフライアッシ
ュを得るためにフライアッシュと相互粉砕しうる（単なるブレンディングとは対照的）。
相互粉砕は、表面積を増加させつつフライアッシュの粒子サイズを低減するであろう。こ
のフライアッシュレメディエーション又は強化の方法は、フライアッシュのポゾラン反応
性を増加させることにより、天然のポゾランを含むレメディエート又は強化されたフライ
アッシュの反応性を増加させるであろう。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、ポゾラン組成物は、クラスＦポゾランとしてＡＳＴＭ　Ｃ６
１８－１２（「コンクリート用の石炭フライアッシュ及び未仮焼又は仮焼天然ポゾランに
対する標準規格」）の認証を受ける。これらの実施形態又は他の実施形態では、組成物は
、クラスＦポゾランとしてＡＡＳＨＴＯ　Ｍ２９５（「コンクリート用の石炭フライアッ
シュ及び未仮焼又は仮焼天然ポゾランに対する標準規格」）の認証を受ける。ＡＳＴＭ　
Ｃ６１８－１２及びＡＡＳＨＴＯ　Ｍ２９５は両方とも、本出願をもって参照により全体
が本明細書に組み込まれる。また、本開示に係るポゾラン組成物が、他の選択肢として又
は追加として、米国又は他の国において、現在存在するか又は将来開発されるかのいずれ
かの他の規格又は規制により認証されうることは、注目に値する。
【００５４】
　本開示はまた、コンクリート用ポゾラン組成物を含むサプリメントセメント系混合物で
あって、天然のポゾラン又は他のポゾランと組み合わされたフライアッシュを含む、組成
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物を提供する。本開示により提供されるポゾラン組成物は、コンクリート混合物設計、セ
メント系混合物、又は他の混合物に組み込みうる。他の選択肢として、より後の時点で、
たとえば、一次セメント系製品と骨材と水との混合をすでに開始した後、フライアッシュ
成分及び天然のポゾラン成分をセメント系混合物又は他の混合物に導入する（組み合わせ
る）ための説明書が提供されうる。
【００５５】
　いくつかの変形形態では、開示されたセメント系混合物又はその反応生成物を含むコン
クリート製品又は構造物が提供される。いくつかの変形形態では、ポゾラン組成物又はそ
の反応生成物を含むコンクリート製品又は構造物が提供され、ポゾラン組成物は、天然の
ポゾランと組み合わされたフライアッシュを含む。コンクリート製品又は構造物は特に限
定されない。
【００５６】
　本開示はまた、コンクリート用ポゾラン組成物を製造する方法であって、
フライアッシュの供給源を提供する工程と、
天然のポゾラン又は他のポゾランを提供する工程と、
フライアッシュと天然のポゾラン又は他のポゾランとを組み合わせて、ポゾラン組成物を
作製する工程と
を含む、方法を提供する。
【００５７】
　本開示はまた、ポゾラン材料としてのフライアッシュをアップグレードする方法であっ
て、
出発フライアッシュを提供する工程と、
天然のポゾラン又は他のポゾランを提供する工程と、
出発フライアッシュと天然のポゾラン又は他のポゾランとを組み合わせることにより、出
発フライアッシュと比較してポゾランの性質が強化されているアップグレードされたフラ
イアッシュを作製する工程と
を含む、方法を提供する。
【００５８】
　本開示はまた、クラスＣフライアッシュをクラスＦフライアッシュに変換する方法であ
って、
認証又は非認証のクラスＣフライアッシュを提供する工程と、
天然のポゾラン又は他のポゾランを提供する工程と、
クラスＣフライアッシュと天然のポゾラン又は他のポゾランとを組み合わせて、クラスＦ
フライアッシュを作製する工程と
を含む、方法を提供する。
【００５９】
　いくつかの方法実施形態では、天然のポゾラン又は他のポゾランは、ポゾラン組成物中
、アップグレードされたフライアッシュ中、又はクラスＦフライアッシュ中に約１ｗｔ％
～約９９ｗｔ％の濃度で存在する。特定の実施形態では、天然のポゾラン又は他のポゾラ
ンは、ポゾラン組成物中、アップグレードされたフライアッシュ中、又はクラスＦフライ
アッシュ中に約１０ｗｔ％～約９０ｗｔ％、たとえば、約３０ｗｔ％～約７０ｗｔ％、約
４０ｗｔ％～約６０ｗｔ％、又は約６０ｗｔ％～約７０ｗｔ％の濃度で存在する。
【００６０】
　これらの方法では、天然のポゾラン又は他のポゾランは、仮焼又は未仮焼のポゾランア
ッシュ（たとえば、軽石から得られるポゾラン）及びパーライト、仮焼シェール、仮焼ク
レー、ＤＥ、メタカオリン、シリカヒューム、ならびにそれらの組合せからなる群から選
択される。
【００６１】
　いくつかの方法では、ポゾラン組成物、アップグレードされたフライアッシュ、又はク
ラスＦフライアッシュは、ＡＳＴＭ　Ｃ６１８－１２の認証を受ける。これらの方法又は
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他の方法では、ポゾラン組成物、アップグレードされたフライアッシュ、又はクラスＦフ
ライアッシュは、ＡＡＳＨＴＯ　Ｍ２９５の認証を受ける。
（実施例）
　これらの実施例では、天然のポゾラン又は他のポゾランと組み合わされたフライアッシ
ュを含む、多種多様なポゾラン組成物がセメント系材料用として実験的に評価される。多
くの供給源のフライアッシュ及び多くのポゾラン剤が試験された。
【００６２】
　タイプＩ／ＩＩセメント（図１～図１０の表では「ＴＩ－ＩＩ」）は対照（１００％）
として使用され、試験プログラムで使用した他の混合物ではすべて重量基準で６０％とす
る。各混合物の他の４０ｗｔ％は、種々のフライアッシュ単独で構成されるか、又はレメ
ディエーション剤として市販のポゾランを用いてレメディエート／強化構成で構成される
。
【００６３】
　これらの実施例に記載の試験プログラムでは、以下の５つの個別のフライアッシュがレ
メディエート、変換、又は強化された。
　フライアッシュ供給源１＝クラスＦフライアッシュ、米国西部
　フライアッシュ供給源２＝ノンスペックフライアッシュ、オクラホマ州
　フライアッシュ供給源３＝ノンスペックフライアッシュ、コロラド州
　フライアッシュ供給源４＝クラスＣフライアッシュ、テキサス州
　フライアッシュ供給源５＝クラスＣフライアッシュ、ミズーリ州
　クラスＦフライアッシュが試験された。本発明を用いて、１種の現在ＡＳＴＭ　Ｃ６１
８の認証を受けているＦアッシュ（供給源１）がレメディエート又は強化された。また、
他のレメディエート、変換、及び強化された認証可能なＦアッシュを現在認証されている
Ｆアッシュと比較するために、認証されたフライアッシュが対照として使用された。
【００６４】
　ノンスペックアッシュ（廃棄物）は、ＡＳＴＭ　Ｃ６１８及びＡＡＳＨＴＯ　Ｍ２９５
の認証を受けることができないフライアッシュとして規定される。フライアッシュ供給源
２及びフライアッシュ供給源３の２種の認証不能なアッシュが試験に使用された。クラス
ＦフライアッシュとしてＣ６１８認証が得られるように、フライアッシュレメディエーシ
ョン剤を用いてこれらのフライアッシュがレメディエート又は選鉱された（図１１及び図
１２を参照されたい）。
【００６５】
　クラスＣフライアッシュも試験された。本発明を用いて、２種の現在ＡＳＴＭ　Ｃ６１
８の認証を受けているクラスＣアッシュ（フライアッシュ供給源４及びフライアッシュ供
給源５）がレメディエート又は変換されて、認証可能なクラスＦアッシュとした。クラス
ＦフライアッシュとしてＣ６１８認証が得られるように、フライアッシュレメディエーシ
ョン剤を用いてこれらのフライアッシュがレメディエート又は変換された（供給源４の結
果に関しては図１３を参照されたい）。
【００６６】
　これらの実施例では、以下のフライアッシュレメディエーション剤が実験的に評価され
た。
　・軽石（３２５メッシュを９０％通過する）
　・軽石（３２５メッシュを１００％通過する）
　・軽石（３マイクロメートル（３ミクロン）　－　２つの独立した供給源、供給源Ｎｏ
．１及び２）
　・メタカオリン
　・珪藻土
　・シリカヒューム
　・イグニンブライト
　・粉砕された水砕高炉スラグ（スラグ）
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　・ガラス状アルミノケイ酸カルシウム材料、粉砕廃棄ガラス
　サンプルはすべて、セメントがセメント系材料の６０％を占める混合物になるように調
製した。試験レジメンは、製品差別化が強化された標準的セメントスラリー混合物設計（
骨材なし）を利用した。約１８℃で水とポゾラン組成物＋セメントとが混合された。周囲
温度、約２１℃（水浴）、又は約３８℃で混合物が硬化された。周囲温度では、１、７、
及び２８日間の硬化時間後に測定が行われた。
【００６７】
　混合物設計自体はセメントスラリー（グラウト）設計であり、サンプルを作製するため
に５．０８ｃｍ（２”）×１０．１６ｃｍ（４”）シリンダーの使用が可能であった。こ
れにより、時間及び利用可能な空間に関してバッチング及び硬化プロセスが単純化された
。また、混合物設計には骨材が含まれていない。これらのサンプルは、水硬反応及びポゾ
ラン反応ならびに後続の種々のセメント系成分間のみの相対強度に依拠する。また、かな
り高い６０／４０（セメント／ポゾラン）比を用いることにより、さまざまなポゾランの
相対強度又は反応性がはるかにより識別可能である。
【００６８】
　結果は図１～図１０の表に示されている。示された強度データはポンド／平方インチ（
ｌｂｓ／ｉｎ２又はｐｓｉ）単位の圧縮強度である。各表は、参照目的のみの１００％Ｔ
Ｉ－ＩＩセメント混合物の圧縮強度（１行目）、さらには対照としてＣ６１８により認証
されたＦアッシュ（フライアッシュ供給源１）の圧縮強度（２行目）を示している。「１
日目」の圧縮強度は、温度制御水浴中に約２１℃で１日間浸漬して試料を硬化させた後の
破壊試験に基づき、「７日目」は、約２１℃で７日間浸漬して試料を７日間硬化させた後
の破壊試験に基づき、「２８日目」は、約２１℃で２８日間浸漬して試料を２８日間硬化
させた後の破壊試験に基づく。第１のデータ列は、約３８℃で１日間浸漬して試料を硬化
させた後の破壊試験での圧縮強度を示している。
【００６９】
　フライアッシュレメディエーション剤として試験した市販のポゾランはすべて、グラウ
トコンクリートの１００バッチで圧縮強度に関して試験した種々のフライアッシュに対し
てある程度の強化を提供した。クラスＦフライアッシュ又は天然のポゾランは、硫酸塩、
塩化物、及びアルカリ－シリカ膨張反応に対するコンクリートの化学的耐性を強化するた
めにならびに風解を軽減するために、セメント及びコンクリートに添加される。ほとんど
の場合、ポゾランは、クラスＦフライアッシュを含めて、通常の７日間及び２８日間の圧
縮強度試験が終了するまでの圧縮強度を強化しない。換言すれば、セメントのみの対照と
対比したクラスＦフライアッシュを用いたコンクリートの強度強化は、一般に、少なくと
も２８日間の硬化後に現れる。しかしながら、試験には例外があり、レメディエート／選
鉱又は変換されたフライアッシュは、実際には２８日間未満で対照を上回った。
【００７０】
　すべての場合で、天然のポゾラン又は他のポゾランとフライアッシュとを組み合わせる
ことによりレメディエートされたフライアッシュが形成されて、フライアッシュのポゾラ
ン品質が改善されることが発見された。こうした性能向上は、レメディエートされたフラ
イアッシュが添加されたコンクリートの極限圧縮強度と、種々の形態の化学侵食（たとえ
ば、アルカリ－シリカ反応、硫酸塩誘導膨張、及び／又は塩化物侵入）からホストコンク
リートを保護することに基づくレメディエートされたフライアッシュの軽減特性の増加と
に関して認識された。
【００７１】
　試験したすべての場合で、天然のポゾラン又は他のポゾランとフライアッシュとの厳密
な混合比に依存して、ノンスペックフライアッシュは、ＡＳＴＭ　Ｃ６１８及びＡＡＳＨ
ＴＯ　Ｍ２９５の仕様規格によりクラスＦポゾランとして認証可能な程度までレメディエ
ートされた。限定されるものではないが、フライアッシュのＡＳＴＭ　Ｃ６１８認証を満
たすように適正に選択された天然のポゾランを用いて、本質的に任意の現在認証不能なフ
ライアッシュをレメディエート可能であると予想される。
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【００７２】
　すべての場合で、天然のポゾランとフライアッシュとの厳密な混合比に依存して、認証
されたクラスＣフライアッシュは、クラスＣアッシュからより望ましいポゾランクラスの
フライアッシュ、すなわちクラスＦフライアッシュへの再分類を可能にするように問題な
く変換された（図１３参照）。限定されるものではないが、これらの実施例のデータに基
づいて、いずれの認証されたクラスＣフライアッシュもＡＳＴＭ　Ｃ６１８クラスＦ認証
規格を満たすように問題なくレメディエート及び強化が可能であると予想される。
【００７３】
　限定されるものではないが、こうしたデータに基づいて、いずれの現在認証されている
クラスＦフライアッシュも、ポルトランドセメント系コンクリート、モルタル、又はグラ
ウトにポゾランを添加すると、期待される性能上の利点に関して強化可能であると予想さ
れる。
【００７４】
　シリカヒューム及び粉砕廃棄ガラスなどの産業副生成物も同様に、コンクリート／モル
タル／グラウトの圧縮強度の改善及び化学侵食の軽減のための使用に関してフライアッシ
ュの性能を強化可能であることも発見された。粉砕された水砕高炉スラグ（「スラグ」と
して参照される）は、認証又は無認証の両方のすべての形態のフライアッシュの性能特性
を強化可能であることも発見された。
【００７５】
　実質的にすべてのポゾランは、さまざまな程度で、いくつかは非常に有意に、種々のフ
ライアッシュを強化する。したがって、これらの実施例のデータから得られる結論として
、フライアッシュはいずれかのポゾランによりレメディエート可能である。ノンスペック
の通常は廃棄又は埋め立てられるフライアッシュは、ＡＳＴＭ認証ポゾランクラスＦアッ
シュにレメディエート可能である。同様に、ＡＳＴＭ認証クラスＣアッシュは強化又は変
換によりＡＳＴＭ認証クラスＦアッシュにすることが可能である。さらに、比較的不十分
な性能のスペックＦアッシュ（フライアッシュ供給源１）はレメディエーションプロセス
又は選鉱プロセスにより大幅に強化可能であることがデータにより示される。
【００７６】
　図１１～図１３は、レメディエーションプロセス又は選鉱プロセスがノンスペックアッ
シュ又はスペックＣアッシュからスペックＦアッシュにレメディエート又は変換すること
に関連して機能する証拠を示している。これらの図は、業界承認の独立試験所により認証
された実際のＡＳＴＭ　Ｃ６１８認証を含む。図１１は、ノンスペックアッシュ（フライ
アッシュ供給源３）をレメディエート／選鉱して認証されたスペッククラスＦフライアッ
シュが得られることを示している。図１２は、ノンスペックアッシュ（フライアッシュ供
給源２）をレメディエート／選鉱して認証されたスペッククラスＦフライアッシュが得ら
れることを示している。図１３は、スペッククラスＣフライアッシュ（フライアッシュ供
給源４）を選鉱／変換して認証されたクラスＦフライアッシュが得られることを示してい
る。
【００７７】
　本明細書に引用された刊行物、特許、及び特許出願はすべて、あたかも各刊行物、特許
、又は特許出願が具体的かつ個別的に本明細書に提示されたかのように、その全体が参照
により本明細書に組み込まれる。
【００７８】
　この詳細な説明では、本開示の複数の実施形態と、限定されるものではないが本開示を
いかに理解及び実施しうるかに関する実施例とが言及されている。本明細書に示される特
徴及び利点のすべてを提供するわけではない他の実施形態は、本開示の趣旨及び範囲から
逸脱することなく利用されうる。本開示には、本明細書に記載の方法及びシステムの通常
の実験及び最適化が含まれる。かかる変更形態及び変形形態は、特許請求の範囲により規
定された本発明の範囲内にあると見なされる。
【００７９】
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　以上に記載の方法及び工程が特定の順序で起こる事象を表す場合、特定の工程の順序を
変更しうること及びかかる変更が本開示の変形形態に係ることは当業者であれば分かるで
あろう。さらに、工程のいくつかは可能であれば並列プロセスで同時に行いうると共に逐
次的にも行いうる。
【００８０】
　したがって、本開示の趣旨又は添付の請求項の均等物の範囲内にある本開示の変形形態
である限り、本特許はそうした変形形態も同様に対象とすることが意図される。本開示は
、特許請求の範囲によってのみ限定されるものとする。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８Ａ】

【図８Ｂ】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年10月16日(2020.10.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリート用ポゾラン組成物において、前記ポゾラン組成物はノンスペックフライア
ッシュと粉砕された水砕高炉スラグとの組合せを含んでなり、前記粉砕された水砕高炉ス
ラグは１～９９重量％の濃度で存在し、前記ノンスペックフライアッシュと粉砕された水
砕高炉スラグとの組合せは、前記ポゾラン組成物において、コンクリート中のポゾラン混
合物としてＡＳＴＭ　Ｃ６１８及びＡＡＳＨＴＯ　Ｍ２９５においてクラスＦポゾランの
要件を満たす、コンクリート用ポゾラン組成物。
【請求項２】
　前記粉砕された水砕高炉スラグは１０～９０重量％の濃度で存在する、請求項１に記載
のコンクリート用ポゾラン組成物。
【請求項３】
　前記粉砕された水砕高炉スラグと前記ノンスペックフライアッシュとの重量比は、前記
粉砕された水砕高炉スラグの重量部を前記ノンスペックフライアッシュの重量部で割った
値として０．０１～１００である、請求項１に記載のコンクリート用ポゾラン組成物。
【請求項４】
　前記粉砕された水砕高炉スラグと前記ノンスペックフライアッシュとの重量比は、前記
粉砕された水砕高炉スラグの重量部を前記ノンスペックフライアッシュの重量部で割った
値として０．１～１０である、請求項１に記載のコンクリート用ポゾラン組成物。
【請求項５】
　前記ポゾラン組成物は前記ノンスペックフライアッシュと組み合わせた前記粉砕された
水砕高炉スラグからなる、請求項１に記載のコンクリート用ポゾラン組成物。
【請求項６】
　前記ポゾラン組成物は、コンクリートでのポゾラン組成物の水必要量を調整するための
添加剤をさらに含有する、請求項１に記載のコンクリート用ポゾラン組成物。
【請求項７】
　請求項１に記載のコンクリート用ポゾラン組成物を含むセメント系混合物。
【請求項８】
　骨材と請求項７に記載のセメント系混合物とを含むコンクリート製品又は構造物、又は
それらの反応生成物を含んでなる、コンクリート製品又は構造物。
【請求項９】
　コンクリート用ポゾラン組成物において、前記ポゾラン組成物はノンスペックフライア
ッシュと粉砕された水砕高炉スラグとの組合せを含んでなり、前記粉砕された水砕高炉ス
ラグは１～９９重量％の濃度で存在し、前記ノンスペックフライアッシュと粉砕された水
砕高炉スラグとの組合せは、前記ポゾラン組成物において、コンクリート中のポゾラン混
合物としてＡＳＴＭ　Ｃ６１８及びＡＡＳＨＴＯ　Ｍ２９５においてクラスＣポゾランの
要件を満たす、コンクリート用ポゾラン組成物。
【請求項１０】
　前記粉砕された水砕高炉スラグは１０～９０重量％の濃度で存在する、請求項９に記載
のコンクリート用ポゾラン組成物。
【請求項１１】
　前記粉砕された水砕高炉スラグと前記ノンスペックフライアッシュとの重量比は、前記
粉砕された水砕高炉スラグの重量部を前記ノンスペックフライアッシュの重量部で割った
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値として０．０１～１００である、請求項９に記載のコンクリート用ポゾラン組成物。
【請求項１２】
　前記粉砕された水砕高炉スラグと前記ノンスペックフライアッシュとの重量比は、前記
粉砕された水砕高炉スラグの重量部を前記ノンスペックフライアッシュの重量部で割った
値として０．１～１０である、請求項１１に記載のコンクリート用ポゾラン組成物。
【請求項１３】
　前記ポゾラン組成物は前記ノンスペックフライアッシュと組み合わせた前記粉砕された
水砕高炉スラグからなる、請求項９に記載のコンクリート用ポゾラン組成物。
【請求項１４】
　前記ポゾラン組成物は、コンクリートでのポゾラン組成物の水必要量を調整するための
添加剤をさらに含有する、請求項９に記載のコンクリート用ポゾラン組成物。
【請求項１５】
　請求項９に記載のコンクリート用ポゾラン組成物を含むセメント系混合物。
【請求項１６】
　骨材と請求項１５に記載のセメント系混合物とを含むコンクリート製品又は構造物、又
はそれらの反応生成物を含んでなる、コンクリート製品又は構造物。
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