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(57)【要約】
【課題】流動性に優れ、蒸気養生を行わなくとも超高強度であり且つ自己収縮が小さい超
高強度グラウト組成物を提供すること。また、流動性に優れ、蒸気養生を行わなくとも超
高強度であり且つ自己収縮が小さい超高強度グラウトを提供すること。
【手段】特定の水結合材比で使用する、セメントと、非晶質アルミノ珪酸鉱物粉末及び石
膏類をそれぞれ特定の割合で含有するこ。更に、増粘剤、減水剤、骨材、発泡剤から選ば
れる１種又は２種以上を含有すると好適である。また、これら及びセメントの含有率を特
定にすると好適である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
セメント、非晶質アルミノ珪酸鉱物粉末２～２０質量％、石膏類３～１８質量％を含有し
、水結合材比２６～３５％で使用することを特徴とする超高強度グラウト組成物。
【請求項２】
更に、増粘剤、減水剤、骨材、発泡剤から選ばれる１種又は２種以上を含有してなる請求
項１に記載の超高強度グラウト組成物。
【請求項３】
セメントを２５～６０質量％、増粘剤を０．０１～０．１０質量％、減水剤を０．１～０
．８質量％及び骨材を３５～６０質量％含有する、請求項１又は請求項２に記載の超高強
度グラウト組成物。
【請求項４】
発泡剤を０．０００２～０．００３質量％含有する請求項１～請求項３に記載の超高強度
グラウト組成物。
【請求項５】
請求項１～請求項４に記載の超高強度グラウト組成物と、水結合材比２６～３５％となる
量の水とを練りまぜ製造した超高強度グラウト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超高強度グラウト組成物に関する。詳しくは、流動性に優れ、材齢２８日に
おける圧縮強度が１２０Ｎ／ｍｍ２を超えるにも拘らず自己収縮が小さい超高強度グラウ
ト組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、建築技術の向上や土地の有効活用の観点より、建築構造物の超高層化あるいは大
規模化の傾向が高まっている。このような建築構造物の超高層化あるいは大規模化に対応
するために、構造物自体の高強度化が求められている。そのため、主構造および各種部材
の接合部に使用されるコンクリートやグラウトモルタルの強度を超高強度とすることが必
須となっている。
【０００３】
　一般的にモルタルやコンクリートを超高強度化するために、シリカフューム等の活性シ
リカを添加する方法が知られている。シリカフューム等の活性シリカを添加すると、その
ボールベアリング効果による水結合材比の低減、マイクロフィラー効果による充填性の向
上、並びにポゾラン反応による硬化体組織の緻密化等により、添加したモルタルやコンク
リートの硬化体が高強度化する。なお、本発明における結合材とは、水硬性セメントや高
炉スラグ粉末等の水硬性物質、並びに活性シリカ等のポゾランをいい、水結合材比とは、
単位水量を単位結合材量で除した値（水の質量を結合材の質量の総和で除した値）をいう
。この種の技術として、高性能減水剤とアルカリ金属の炭酸塩等を併用し、石膏類及び／
または炭酸カルシウム、活性シリカを配合した高強度を発現できるセメント混和材が知ら
れている（例えば特許文献１参照。）。しかしながら、この種のコンクリートやモルタル
は、セメント量が多く、水セメント比が小さいので、硬化後の自己収縮が大きくなるとい
う課題があった。また、これらの材齢２８日における圧縮強度は、７０～１００Ｎ／ｍｍ
２であり、本発明でいう超高強度（圧縮強度１２０Ｎ／ｍｍ２超）には至らない。
【０００４】
　また、無水石膏及びポゾラン性微粉末を含有する高強度モルタル・コンクリート用混和
材が知られている（例えば、特許文献２参照。）。しかしながら、この高強度モルタル・
コンクリート用混和材は、混和したモルタルやコンクリートが超高強度となるために、当
該モルタル等の水結合材比を２５％以下と小さくするとともに、蒸気養生を必要としてい
た。



(3) JP 2011-136863 A 2011.7.14

10

20

30

40

50

【０００５】
　また、か焼温度、シリカ／アルミナの組成比及び粒度等を特定することで、モルタルや
コンクリートを超高強度にできるセメント混和材が知られている（例えば、特許文献３参
照。）。しかし、このセメント混和材は、混和するモルタルやコンクリート等の水結合材
比が２５％以下であるために、硬化後の当該モルタル等の自己収縮が大きいことが懸念さ
れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－２０９１５２号公報
【特許文献２】特開２００６－２４８８２８号公報
【特許文献３】特公平０７－０３３２７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は前記問題の解決、即ち、本発明は、流動性に優れ、蒸気養生を行わなくとも超
高強度であり且つ自己収縮が小さい超高強度グラウト組成物を提供することを目的とする
。また、本発明は、流動性に優れ、蒸気養生を行わなくとも超高強度であり且つ自己収縮
が小さい超高強度グラウトを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、前記課題解決のため鋭意検討した結果、特定の水結合材比で使用するセメ
ント、非晶質アルミノ珪酸鉱物粉末及び石膏類を特定の割合で含有することにより、上記
課題を解決できることを見出し、本発明を完成させた。即ち、本発明は、以下の（１）～
（４）で表す超高強度グラウト組成物、及び（５）で表す超高強度グラウトである。
（１）セメント、非晶質アルミノ珪酸鉱物粉末２～２０質量％、石膏類３～１８質量％を
含有し、水結合材比２６～３５％で使用することを特徴とする超高強度グラウト組成物。
（２）更に、増粘剤、減水剤、骨材、発泡剤から選ばれる１種又は２種以上を含有してな
る上記（１）の超高強度グラウト組成物。
（３）セメントを２５～６０質量％、増粘剤を０．０１～０．１０質量％、減水剤を０．
１～０．８質量％及び骨材を３５～６０質量％含有する、上記（１）又は（２）の超高強
度グラウト組成物。
（４）発泡剤を０．０００２～０．００３質量％含有する上記（１）～（３）の超高強度
グラウト組成物。
（５）上記（１）～（４）の超高強度グラウト組成物と、水結合材比２６～３５％となる
量の水とを練りまぜ製造した超高強度グラウト。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、流動性に優れ、蒸気養生を行わなくとも超高強度であり且つ自己収縮
が小さい超高強度グラウト及びそのための超高強度グラウト組成物、即ち自己収縮が小さ
い超高強度グラウト及びそのための超高強度グラウト組成物が得られる。また、本発明の
超高強度グラウト及びそのための超高強度グラウト組成物は、硬化時の自己収縮が起こり
難く且つ超高強度が得られるので、超高層建築物の各部材の接合部分や超高強度の部材内
部の充填等に、好適に用いることができる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の超高強度グラウト組成物に用いるセメントは、水硬性セメントであればよく、
例えば普通、早強、超早強、低熱及び中庸熱の各種ポルトランドセメント、エコセメント
、並びにこれらのポルトランドセメント又はエコセメントに、フライアッシュ、高炉スラ
グ、シリカフューム又は石灰石微粉末等を混合した各種混合セメント、太平洋セメント社
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製「ジェットセメント」（商品名）や住友大阪セメント社製「ジェットセメント」（商品
名）等の超速硬セメント、アルミナセメント等が挙げられ、これらの一種又は二種以上を
使用することができる。ワービリティを損ない難く可使時間が長く確保し易いことから、
各種ポルトランドセメント、エコセメント及び各種混合セメントから選ばれる一種又は二
種以上を使用することが好ましい。本発明の超高強度グラウト組成物においてセメントの
含有率は、２５～６０質量％とする。２５質量％未満では材料分離を抑えながらグラウト
としての流動性を確保し難い。６０質量％を超えると、自己収縮を抑えながらグラウトと
しての流動性を確保し難い。材料分離し難く、自己収縮が小さく且つグラウトとしての良
好な流動性が得られることから、セメントの含有率を３０～５５質量％とすることが好ま
しく、４０～５０質量％とすることが更に好ましい。
【００１１】
本発明の超高強度グラウト組成物に用いる非晶質アルミノ珪酸鉱物粉末は、ＳｉＯ２及び
Ａｌ２Ｏ３を主要化学成分として含有する鉱物のうち非晶質のものである。ここでいう非
晶質とは、粉末Ｘ線回折装置による測定で、ピークが見られなくなることをいい、本発明
に用いる非晶質アルミノ珪酸鉱物粉末は非晶質の割合が７０質量％以上であればよく、好
ましくは９０質量％以上、より好ましくは１００％即ち粉末Ｘ線回折装置による測定でピ
ークが全く見られないものが最も好ましい。非晶質の割合が低いアルミノ珪酸鉱物粉末、
即ち結晶質の割合が高いアルミノ珪酸鉱物粉末は、非晶質の割合が高いアルミノ珪酸鉱物
粉末に比べて、同じ混和量における強度発現性が悪く、同じ強度を得るためにはより多く
のアルミノ珪酸鉱物粉末を必要とする。本発明に用いる非晶質アルミノ珪酸鉱物粉末には
、ＳｉＯ２及びＡｌ２Ｏ３以外に、ＴｉＯ２、Ｆｅ２Ｏ３、ＣａＯ、ＭｇＯ、Ｋ２Ｏ、Ｎ
ａ２Ｏ等の微量成分が含まれていても良い。微量成分の合計が１０質量％以下とすること
が、グラウトの圧縮強度を高めることから好ましく、ＳｉＯ２及びＡｌ２Ｏ３以外の各微
量成分が２．５％以下とすることがより好ましい。本発明に用いる非晶質アルミノ珪酸鉱
物粉末は、ＳｉＯ２及びＡｌ２Ｏ３を主要化学成分として含有する結晶質のアルミノ珪酸
鉱物を加熱し非晶質化した非晶質アルミノ珪酸鉱物を粉末にすることによって得られる。
加熱による非晶質化の前に粉末にしても良い。ここで用いる結晶質のアルミノ珪酸鉱物は
、鉱物中に結晶水や水酸基が含まれていても良い。本発明に用いる非晶質アルミノ珪酸鉱
物粉末としては、カオリナイト、ハロサイト、ディッカイト等のカオリン鉱物を加熱し非
晶質化した非晶質アルミノ珪酸鉱物の粉末が、化学成分が比較的安定したものを入手し易
く、混和したグラウトの物性が比較的安定することから好ましい。アルミノ珪酸鉱物の非
晶質化のための加熱としては、外熱キルン、内熱キルン、電気炉等による焼成、及び溶融
炉を用いた溶融等が挙げられる。
【００１２】
　本発明の超高強度グラウト組成物に用いる非晶質アルミノ珪酸鉱物粉末の粉末度は、Ｊ
ＩＳ　Ｒ　５２０１－１９９７に規定される比表面積試験による測定したブレーン比表面
積の値が、１５０００～４５０００ｃｍ２／ｇの範囲のものが好ましい。１５０００ｃｍ
２／ｇ未満では、超高強度とするためにより多くの非晶質アルミノ珪酸鉱物粉末を混和す
る必要があり、４５０００ｃｍ２／ｇ以上では混和したグラウトの流動性を得るためによ
り多くの減水剤が必要となる。より好ましい非晶質アルミノ珪酸鉱物粉末の粉末度は、ブ
レーン比表面積で２００００～４００００ｃｍ２／ｇの範囲である。
【００１３】
　本発明の超高強度グラウト組成物において非晶質アルミノ珪酸鉱物粉末の含有率は、２
～２０質量％とする。２質量％より少ないと強度が不足するか、強度を得るために水量を
水結合材比２６％よりも少なくせざるを得ないために自己収縮が大きくなる。非晶質アル
ミノ珪酸鉱物粉末の含有率が２０質量％を超えると、流動性が得られ難くなり、グラウト
としての流動性を確保するために水量又は減水剤量を増加させると強度が不足する。非晶
質アルミノ珪酸鉱物粉末の含有率を４～１０質量％とすることが、硬化時の自己収縮をよ
り抑制し、減水剤及び増粘剤の含有率の調整によりグラウトとしての良好な流動性を確保
し易い点でより好ましい。
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【００１４】
　本発明の超高強度グラウト組成物に用いる石膏類は、無水石膏、二水石膏又は半水石膏
を主成分とする粉末であれば特に限定されないが、強度増進作用の観点からＩＩ型無水石
膏を主成分とするものが好ましい。石膏類は、セメント中のアルミネート相等と反応しエ
トリンガイト（３ＣａＯ・Ａｌ２Ｏ３・３ＣａＳＯ４・３２Ｈ２Ｏ）を生成させ、これに
よりグラウト硬化体の収縮を抑制することができるとともに、初期強度を高めることがで
きる。使用する石膏類の粉末度はブレーン法による比表面積で３０００ｃｍ２／ｇ以上の
ものが、反応活性が得られるので好ましい。より好ましくは粉末度が６０００ｃｍ２／ｇ
以上の石膏類が良い。粉末度の上限は特に制限されないが、粉末度を高めるコストが嵩む
割にはその効果が鈍化することから概ね１５０００ｃｍ２／ｇ程度が適当である。
【００１５】
　本発明の超高強度グラウト組成物において石膏類の含有率は、３～１８質量％とする。
３質量％未満では自己収縮が大きくなるとともに強度が不足する。１８質量％を超えると
、流動性が得られ難くなり、グラウトとしての流動性を確保するために水量又は減水剤量
を増加させると強度が不足する。強度が高く且つ良好な流動性が得られることから、石膏
類の含有率を５～１５質量％とすることが好ましく、５～１０質量％とすることが更に好
ましい。
【００１６】
　本発明の超高強度グラウト組成物は、水結合材比２６～３５％で使用する。２６％より
も小さい水結合材比で使用すると、自己収縮ひずみが大きくなる。また、３５％を超える
水結合材比で使用すると、硬化後のグラウトの強度が不足する。より自己収縮ひずみが小
さく且つ高い強度が得られることから、水結合材比２８～３４％で使用する。尚、本発明
において使用する水の量は、水溶液やエマルション等の液状の混和材料に含まれる水量も
考慮したものとする。
【００１７】
　本発明の超高強度グラウト組成物に、更に、増粘剤、減水剤、骨材、発泡剤から選ばれ
る１種又は２種以上を含有することが好ましい。増粘剤及び減水剤を含有することで、グ
ラウトの材料分離を抑えながら高い流動性を得ることができる。用いる増粘剤としては、
セルロース系増粘剤、アクリル系増粘剤、グアーガム系増粘剤などが使用でき、セルロー
ス系増粘剤が好ましく、例えば、カルボキシメチルセルロース、メチルセルロース、ヒド
ロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセ
ルロースが好ましい例として挙げられる。本発明の超高強度グラウト組成物における増粘
剤の含有率は、０．０１～０．１０質量％とすることが好ましい。
【００１８】
　また、本発明で用いる減水剤としては、特に限定されず、例えば、ポリカルボン酸塩系
減水剤、ナフタレンスルホン酸塩系減水剤、メラミンスルホン酸塩系減水剤及びリグニン
スルホン酸塩系減水剤が挙げられ、これらの１種又は２種以上を用いることができる。用
いる減水剤としては、高性能減水剤又は高性能ＡＥ減水剤を用いると、グラウトを超高強
度とし易いことから好ましい。ポリカルボン酸塩系高性能減水剤又はポリカルボン酸塩系
高性能ＡＥ減水剤が、少量の含有で流動性保持時間を長くできることから特に好ましい。
本発明の超高強度グラウト組成物における減水剤の含有率は、０．１～０．８質量％とす
ることが好ましい。
【００１９】
　また、本発明の超高強度グラウト組成物において、骨材を用いることで自己収縮を抑制
し易くなる。本発明で用いる骨材としては、特に限定されず、例えば、川砂、陸砂、海砂
、砕砂、珪砂、川砂利、陸砂利、砕石、人工骨材、スラグ骨材などを用いることができる
。本発明の超高強度グラウト組成物における骨材の含有率は、３５～６０質量％とするこ
とが好ましい。
【００２０】
　また、本発明の超高強度グラウト組成物において、発泡剤を用いることで自己収縮を抑
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制し易くなるとともに、グラウトを無収縮、即ちグラウトの初期膨張率を０％よりも大き
くすることができる。本発明で用いる発泡剤としては、特に限定されず、具体的には水と
混練後に気体を発生する物質であればよい。この膨張作用によりグラウトモルタルの沈下
現象を防止し、構造物との一体化を図る。その具体例として、例えば、アルミニウムや亜
鉛等の両性金属の粉末や過酸化物質等が挙げられる。なかでも、効果的に発泡し、膨張作
用を発揮することができるので、アルミニウム粉末が好ましい。本発明の超高強度グラウ
ト組成物における発泡剤の含有率は、０．０００２～０．００３質量％とすることが好ま
しい。
【００２１】
本発明の超高強度グラウト組成物には、セメント、非晶質アルミノ珪酸鉱物粉末、石膏類
、発泡剤、増粘剤、骨材及び減水剤以外に、他の混和材料から選ばれる一種又は二種以上
を本発明の効果を実質損なわない範囲で併用することができる。この混和材料としては、
例えば膨張材、セメント用ポリマー、防水材、防錆剤、収縮低減剤、保水剤、顔料、繊維
、撥水剤、白華防止剤、急結剤（材）、急硬剤（材）、凝結遅延剤、消泡剤、高炉スラグ
微粉末、石粉、シリカフューム、火山灰、空気連行剤、表面硬化剤等が挙げられる。また
、本発明で使用される混和材料は、粉末状でも水溶液状でも使用可能であるが、施工現場
で複雑な計量操作等を必要とせずに、所定量の水を計量し混練するだけですぐに使用でき
るように、本発明の超高強度グラウト組成物の配合成分のすべてが予め混合され粉末状で
ある所謂「プレミックス製品」であるほうが施工現場での作業性が良い為、使用する混和
材料自体も全て粉末状又は顆粒状であることが好ましい。
【００２２】
　本発明の超高強度グラウト組成物は、Ｖ型混合機や可傾式コンクリートミキサ等の重力
式ミキサ、ヘンシェル式ミキサ、リボンミキサ等のミキサにより、所定量の上記各材料を
予め混合する方が、添加後の超高強度グラウト組成物において材料の偏在が抑えられるこ
とから好ましい。このとき用いるミキサは、連続式ミキサでもバッチ式ミキサでも良い。
各材料のミキサ内への投入順序は特に限定されない。一種ずつ添加してもよく、一部又は
全部を同時に添加してもよい。また、袋やポリエチレン製容器等の容器に各材料を計り取
り投入する方法により、本発明の超高強度グラウト組成物を製造することもできる。
【００２３】
　本発明の超高強度グラウト組成物は、水結合材比２６～３５％となる量の水と混練して
用いる。このときの水量は、水性の液状混和材料（例えば減水剤やゴムラテックス。）を
添加する場合は、超高強度グラウト組成物に添加する水性の液状混和材料に含まれる水の
量も考慮する。水結合材比２６％未満では自己収縮が大き過ぎ、３５％を超えると超強度
となる強度が得られない。自己収縮がより小さく且つより高強度が得られることから、２
８～３４％が好ましい。
【００２４】
　また、本発明の超高強度グラウトは、上記の超高強度グラウト組成物と、水結合材比２
６～３５％となる量の水とを混練したものである。本発明の超高強度グラウトに、本発明
の効果を実質損なわない範囲で、上記の混和材料から選ばれる一種又は二種以上を混和し
含有させることができる。このとき、水性の液状混和材料を混和するときは、この水性の
液状混和材料に含まれる水量も考慮した上で、水結合材比２６～３５％となるようにする
必要がある。混練する方法は特に限定されず、例えば水に上記の超高強度グラウト組成物
を全量加え混練する方法、水に上記の超高強度グラウト組成物を混練しながら加え更に混
練する方法、上記の超高強度グラウト組成物に水を全量加え混練する方法、上記の超高強
度グラウト組成物に水を混練しながら加え更に混練する方法、水及び上記の超高強度グラ
ウト組成物のそれぞれ一部ずつを２以上に分けて混練したものを合わせて更に混練する方
法、水と水性の混和材料を合わせたものに上記の超高強度グラウト組成物を全量加え混練
する方法、水と水性の混和材料を合わせたものに上記の超高強度グラウト組成物を混練し
ながら加え更に混練する方法、上記の超高強度グラウト組成物に水と水性の混和材料を合
わせたものを全量加え混練する方法、上記の超高強度グラウト組成物に水と水性の混和材
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料を合わせたものを混練しながら加え更に混練する方法、水と水性の混和材料を合わせた
ものに及び上記の超高強度グラウト組成物のそれぞれ一部ずつを２以上に分けて混練した
ものを合わせて更に混練する方法等がある。上記の超高強度グラウト組成物と水以外に混
和材料を混和させる場合は、上記の超高強度グラウト組成物に添加しても、水に添加して
も、両方に添加してもよく、上記の超高強度グラウト組成物と水を混練したものに添加し
てもよい。また、混練に用いる器具や混練装置も特に限定されないが、ミキサを用いるこ
とが量を多く混練できるので好ましい。用いることのできるミキサとしては連続式ミキサ
でもバッチ式ミキサでも良く、例えばパン型コンクリートミキサ、パグミル型コンクリー
トミキサ、重力式コンクリートミキサ、グラウトミキサ、ハンドミキサ、左官ミキサ等が
挙げられる。
【実施例】
【００２５】
　［実施例１］
　表１に示す配合割合で各水準３ｋｇのグラウト組成物を作製した。このときの使用材料
を以下に示す。グラウト組成物の作製方法は、作製するグラウト組成物の質量が３ｋｇと
なる量の表１に示す割合の各材料を、ポリ袋（縦６５０ｍｍ×横３５０ｍｍ×厚さ０．１
ｍｍ）に投入し、密閉した後に６０秒間手で振り、各材料を混合することでグラウト組成
物を作製した。作製したグラウト組成物を表１に示す水結合材比となる水量の水を加え、
金属容器内でハンドミキサ（１１００ｒ．ｐ．ｍ．，羽根直径１００ｍｍ）により１２０
秒間混練することによりグラウトを作製した。グラウトの作製は、何れも２０±３℃、湿
度８０％以上の恒温室内で行った。
＜使用材料＞
アルミノ珪酸鉱物粉末Ａ：市販品（ＢＡＳＦジャパン社製焼成カオリン、商品名「メタマ
ックス」、粉末Ｘ線回折装置による測定でピークが全く見られない（非晶質））
アルミノ珪酸鉱物粉末Ｂ：市販のカオリナイトを小型内熱キルンで７５０℃で焼成したも
のをブレーン比表面積２５００ｇ／ｃｍ２に粉砕したもの。粉末Ｘ線回折装置による測定
でピークが全く見られない。
アルミノ珪酸鉱物粉末Ｃ：市販のカオリナイトを小型内熱キルンで１３００℃で焼成した
ものをブレーン比表面積２５００ｇ／ｃｍ２に粉砕したもの。粉末Ｘ線回折装置による測
定でピークが見られ、ムライトと同定した（結晶質）。
セメントＮ：普通ポルトランドセメント（太平洋セメント社製）
セメントＨ：早強ポルトランドセメント（太平洋セメント社製）
発泡剤：アルミニウム粉末（東洋アルミニウウム社製）
骨材：珪砂（市販品、商品名「嘉穂４号珪砂」）
減水剤：ポリカンルボン酸塩系高性能減水剤（花王社製）
増粘剤：水溶性セルロース系増粘剤（信越化学工業社製）
水：佐倉市上水
【００２６】
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【表１】

【００２７】
　作製したグラウトの品質試験として、以下に示す通り、練り混ぜ直後及び６０分後のフ
ロー値、材齢７日，２８日及び５６日の圧縮強度、並びに自己収縮ひずみを測定し、練り
混ぜ直後の骨材沈降の有無、即ち材料分離の有無を手触りにより確認した。これらの結果
を表２及び表３に分けて、作業性の評価とともに示した。作業性の評価は以下に示す通り
である。表３の自己収縮ひずみ欄の「膨張」は、材齢１２時間～４日までの自己収縮ひず
みが全て正の値、即ち膨張していたことを意味し、「収縮」は、材齢１２時間～４日まで
の自己収縮ひずみが全て負の値、即ち収縮していたことを意味する。尚、圧縮強度試験以
外の品質試験は、何れも２０±３℃、湿度８０％以上の恒温室内で行った。
＜品質試験方法＞
・流動性試験
　ＪＩＳ　Ｒ　５２０１－１９９７「セメントの物理試験方法」１１．フロー試験に準じ
て、落下運動行わずに、フロー値を測定した。このとき、フローテーブルの上に載せたア
クリル板（５０ｃｍ×５０ｃｍ×１ｃｍ）上で試験を行った。尚、６０分後の測定は、上
記ハンドミキサで３０秒間撹拌した後に行った。
・骨材沈降の有無の確認（不分離性の確認）
　作製したグラウトを２リットルポリビーカーに入れ、３０分間静置後に、ポリビーカー
の底部分に細骨材が溜まっているか否かを手触りにより確認することで不分離性を判断し
た。ポリビーカーの底部分に細骨材が沈降し溜まっているものを「材料分離」、骨材が溜
まっていないものを「良好」とした。
・圧縮強度試験
　土木学会基準ＪＳＣＥ－Ｇ　５０５－１９９９「円柱供試体を用いたモルタルまたはセ
メントペーストの圧縮強度試験方法」に準じ、各材齢の圧縮強度を測定した。このとき供
試体は、材齢１日で脱型し、その後２０℃の水中で試験直前まで養生した。
・自己収縮ひずみ
　ＪＣＩ基準ＪＣＩ－ＳＡＳ３「コンクリートの自己収縮応力試験方法（案）」に準じて
、自己収縮ひずみを測定した。このとき、自己収縮ひずみの起点は始発時間とした。尚、
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自己収縮ひずみが正の値のときは膨張を、負の値のときは収縮を意味している。
＜作業性の評価＞
良好：グラウトとして良好な流動性を６０分間確保し、且つ骨材沈降が無く材料不分離性
を有しているものを、作業性良好とした。
不良：グラウトとして良好な流動性を６０分間確保できなかったもの、或いは骨材沈降が
見られたものを、作業性不良とした。
【００２８】
【表２】

【００２９】
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【表３】

【００３０】
　本発明の実施例に当たるグラウトは、何れもフロー値が練り混ぜ直後で２９０ｍｍ以上
、６０分後においても２２０ｍｍ以上ありグラウトとして充分な流動性が備わっていると
ともに、材料不分離性も備わっており、作業性に優れていることがわかる。また、これら
の本発明の実施例に当たるグラウトは、材齢１２時間～４日まで全て何れも自己収縮ひず
みが正の値、即ち膨張側にあり、自己収縮が起こっていないことがわかる。また、これら
の本発明の実施例に当たるグラウトは、何れも材齢２８日において圧縮強度が１２０Ｎ／
ｍｍ２以上と、超高強度であった。
【００３１】
　［実施例２］
　実施例１で作製した配合Ｎｏ．３，Ｎｏ．４，Ｎｏ．９及びＮｏ．１３のグラウトを用
いて、土木学会基準ＪＳＣＥ－Ｆ　５４２－１９９９「充てんモルタルのブリーディング
率および膨張率試験方法」に準じて、材齢１日及び７日の初期膨張率を測定した。その結
果を表４に示した。
【００３２】
【表４】
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【００３３】
　本発明の実施例に当たり且つ発泡剤を０．０００２～０．００３質量％の範囲内で含有
する配合Ｎｏ．３及びＮｏ．４のグラウトは、材齢１日及び７日ともに正の値で、無収縮
性を示した。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明によれば、圧縮強度１２０Ｎ／ｍｍ２を超え且つ硬化時の自己収縮が起こり難く
い超高強度グラウトが得られるので、超高層建築物の各部材の接合部分や超高強度の部材
内部の充填等に、好適に用いることができる。本発明により得られる超高強度グラウトは
、蒸気養生を行わぬとも圧縮強度１２０Ｎ／ｍｍ２を超えるが、より早期に超高強度を得
るために蒸気養生を行うこともできることから、超高強度パイル等の蒸気養生を行うコン
クリート製品等のセメント製品に使用できる。



(12) JP 2011-136863 A 2011.7.14

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｃ０４Ｂ  22/04     (2006.01)           Ｃ０４Ｂ  22/04    　　　　          　　　　　
   Ｃ０４Ｂ 111/70     (2006.01)           Ｃ０４Ｂ 111:70    　　　　          　　　　　


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	overflow

