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要旨：本研究は、フッ化カルシウムを含む廃棄石灰石微粉末の、粉体系自己充填コンクリートの混和材と
しての適用を検討したものである。フッ化カルシウムは、コンクリートのエントラップドエアを増加させ
るものの、スランプフローおよび圧縮強度に及ぼす影響は小さい。フッ化カルシウムを含む廃棄石灰石微
粉末を添加した自己充填コンクリートは、粘性が増しスランプフローが小さくなる。フッ化カルシウムを
含む廃棄石灰石微粉末を自己充填コンクリートに用いれば、炭酸カルシウムである石灰石微粉末と同様に、
自己充填性能を発揮させることが可能であることを示す。

キーワード：フッ化カルシウム、廃棄石灰石微粉末、自己充填コンクリート、粒径、スランプフロー、空
気量

1.  はじめに
フッ素は、あらゆる元素と激しく反応し、他の元素と
結びつくと「熱に強い」、「薬品に浸されない」といった
安定性に優れた性質や特異な機能を持つ化合物を生み出
す元素である。例えば、家庭用のフライパンやホットプ
レートに応用されているフッ素樹脂には、「ものがくっ
つかない（水や油をはじく）」、「滑りやすい」という特異
な機能がある。また、フッ素化合物を用いた製品は、通
信分野においても、LAN ケーブルの電線被覆材、携帯
電話用リチウムイオン電池の添加剤、液晶パネルディス
プレイの表面防汚剤等にも応用されており、様々な分野
で活用されている。
フッ素は自然界に広く存在する元素である。しかし、
人体に過量に摂取すると、神経障害等、多大な影響を及
ぼすことも知られている。中国では、1 億 4 百万人が
フッ素汚染にさらされ、慢性のフッ素症の患者の総数は、
4,300 万人に上っている。中国の場合は、石炭燃焼に由
来するフッ素汚染であるが、1,816 万人が歯牙フッ素症
に、146 万人が骨フッ素症にかかっているとの報告もあ
る 1）。また、フロンに代表されるフッ素化合物は、大
気に放出されれば、オゾン層の破壊等、地球環境に及ぼ
す影響も大きいことが知られている。
フッ素を利用する半導体工場等においては、その製造
工程で排出されるフッ素を安全に処理することが社会的
な責任としてある。一般に、フッ素は、フッ化カルシウ
ムとして固定化し、特定産業廃棄物として埋立処理され
ている 2）。しかし、近い将来には、受け入れる余地の

ある埋立処分場は少なくなることが危惧されており、新
たな処理方法が課題となっている。
本研究は、大量に排出されるフッ化カルシウムを含ん
だ廃棄石灰石微粉末の自己充填コンクリートの混和材と
しての適用を検討したものである。フッ化カルシウムを
コンクリートに添加した場合、コンクリートの強度およ
び耐久性を低下させる恐れがある。また、コンクリート
中でフッ化カルシウムがフッ素とカルシウムへイオン解
離すれば、人体や周辺環境へ影響を及ぼす恐れがある。
本研究では、粉体系の自己充填コンクリートの粉体の一
部にフッ化カルシウムを用いれば、炭酸カルシウムであ
る石灰石微粉末と同様、自己充填性能を発揮させること
が可能であることを示す。

2.  実験概要
2. 1 使用材料および配合
結合材には、普通ポルトランドセメント（密度：3. 16g/
cm3、ブレーン値：3,300cm2/g）を用いた。細骨材には、
川砂（密度：2. 61g/cm3、吸水率：1. 89%）を用いた。粗
骨材には、砕石（最大寸法：13mm、密度：2. 76g/cm3、
吸水率：0. 61%）を用いた。混和材には、石灰石微粉末（密
度：2. 70 g/cm3）、精製フッ化カルシウム（密度：3. 17g/
cm3）、0. 15mm のふるいを通過した石灰ダスト（密
度：2. 65g/cm3、フッ化カルシウムの含有率：52. 7%）、
0. 25mm のふるいを通過し 0. 15mm のふるいに留まる
石灰ダスト（密度：2. 73g/cm3、フッ化カルシウムの含
有率：14. 9%）および 0. 25mm のふるいを通過する石灰
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ダスト（密度：2. 74g/cm3、フッ化カルシウムの含有率：
52. 7%）を用いた。Fig. 1 は、石灰石微粉末と石灰ダスト
の粒度分布を示している。この図より、粒径が 0. 15mm
以下の石灰ダストは、石灰石微粉末と比べ、粒径が細か
い。また、Fig. 2 は、精製フッ化カルシウムの粒度分布
を示している。精製フッ化カルシウムの粒度分布は石灰
石微粉末と同程度であることが分かる。
Table 1 および Table 2 に本実験に用いたコンクリー
トの配合を示す。本試験で使用した石灰ダストは 3 種
類であるが、Table 1 に示される配合には、粒径が
0. 15mm 以下のものを表記している。粒径が 0. 15mm
から 0. 25mm および 0. 25mm 以下の石灰ダストは、
0. 15mm 以下の石灰ダストと体積が一定の条件で置
換して用いる。いずれの配合においても、単位水量は
185kg/m3、細骨材率は 50. 4% とした。混和剤には、ポ
リカルボン酸系高性能減水剤を用いた。
2. 2 試験項目
（1） スランプフロー試験および空気量試験
スランプフロー試験および空気量試験は、それぞれ、
JIS A 1150：2001「コンクリートのスランプフロー試験
方法」および JIS A 1128：1999「フレッシュコンクリー
トの空気量の圧力による試験方法」に従って行った。
（2） 気泡分布試験
気泡分布試験には、φ100 × 20mm の供試体を用いた。
円柱供試体の切断面の空げきに蛍光塗料を添加したアク
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Table 1　Mixture proportions of concrete
Unit content (kg/m3)Type of 

mixture 
Gmax

(mm) 
W/C 
(%)

s/a 
(%)

Air
(%) W C LS*1 LSD*2 S G 

HRWRA*3

(kg/m3)
Mix- 1 159   0 
Mix- 2 119  39 
Mix- 3  80  78 
Mix- 4  40 117 
Mix- 5 

42.9 431 

156

789 821 

Mix- 6 45.1 410 174 
Mix- 7 47.4 390 191 
Mix- 8 50.0 370 208 
Mix- 9 224 

786 815 

Mix-10 208 794 824 
Mix-11 191 802 832 
Mix-12 174 811 841 
Mix-13 

15 

52.9

50.4 2.0 185 

350

  0 

157 819 849 

3.54

*1 Lime stone powder, *2 Lime stone dust (In the case of under 0.15mm), *3 High-range water reducing admixture 

Table 2　Mixture proportions of concrete
Unit content (kg/m3)

Type of admixture 
Gmax

(mm) 
W/C 
(%)

s/a 
(%)

Air
(%) W C Ad. S G 

HRWRA*1

(kg/m3)
Ordinary Lime stone powder 160 2.28 

Under 0.15mm 157 3.50 
Under 0.25mm 162 3.33 

Limestone 
dust

0.15~0.25mm 

15 52.9 50.4 2.0 185 350 

162

819 849 

2.98
*1 High-range water reducing admixture 
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リル樹脂を充填した。これに紫外線を照射して樹脂を発
光させ、その発光状態を撮影し、画像処理装置により、
直径が 25μm から 2,700μm の気泡数を数えた。
（3） 間げき通過試験
間隙通過試験は、JSCE-F 511-1999「高流動コンクリー

トの充填装置を用いた間げき通過試験方法（案）」に従っ
て行った。試験には、U 形容器および障害 R1 を用いた。
（4） 表面空げき量の測定
表面空げき量の測定試験は、供試体の表面の 100 ×
100mm の範囲において、直径 1mm 以上の表面空げき
の数と面積を数えた。
（5） 中性化試験
中性化試験には、φ100 × 50mm の円柱供試体を用
いた。コンクリートを打設後、24 時間型枠内に置き、
脱型後、両円断面をエポキシ樹脂でコーティングし
た。材齢 2 日に、温度が 20. 0 ± 1. 0 ℃で、相対湿度が
60. 0 ± 5. 0% で、炭酸ガス濃度が 20. 0 ± 1. 0% の中性
化促進試験装置の中に供試体を設置し、試験を開始した。

3.  実験結果および考察
3. 1 石灰ダストがコンクリートに及ぼす影響
Fig. 4 は、混和材に占める石灰ダストの割合がコンク
リートのスランプフローに及ぼす影響を示したものであ
る。混和材には石灰ダストおよび石灰石微粉末を用いた。
図中の●および■は、それぞれ、粒径が 0. 15mm 以下
および 0. 15mm から 0. 25mm の石灰ダストを用いたコ
ンクリートの結果を示している。この図より、石灰ダス
トの増加に伴い、コンクリートのスランプフローは小さ
くなることが分かる。また、0. 15mm 以下の石灰ダスト
を用いたコンクリートは、粒径が 0. 15mm から 0. 25mm
の石灰ダストを用いたものと比べ、スランプフローは小
さくなっている。Fig. 5 は、混和材に占める石灰ダスト
の割合がコンクリートの空気量に及ぼす影響を示したも
のである。この図より、石灰ダストの増加に伴い、コン
クリートの空気量は増加することが分かる。また、粒径

が 0. 15mm 以下の石灰ダストを用いたコンクリートは、
粒径が 0. 15mm から 0. 25mm の石灰ダストを用いたも
のと比べ、空気量は大きくなっている。
一方、Fig. 6 は、混和材に占める精製フッ化カルシウ
ムの割合がコンクリートのスランプフローに及ぼす影響
を示したものである。この図より、精製フッ化カルシウ
ムがコンクリートのスランプフローに及ぼす影響は小さ
いことが分かる。Fig. 1 に示すように、石灰ダストは石
灰石微粉末に比べて、粒径の小さいものが多くなってい
る。従って、石灰ダストの添加によって、コンクリート
のスランプフローが小さくなるのは、フッ化カルシウム
の影響ではなく、粒径の細かさによるものであると思わ
れる。Fig. 7 は、混和材に占める精製フッ化カルシウム
の割合がコンクリートの空気量に及ぼす影響を示したも
のである。この図より、精製フッ化カルシウムの増加に
伴い、コンクリートの空気量が増加していることが分か
る。Fig.5 において、石灰石微粉末を粒径が 0. 15mm 以
下の石灰ダストで置換すると、コンクリートの空気量
は 1. 8% 増加している。この石灰ダストは、フッ化カル
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シウムを 52. 7% 含んでいる。Fig. 7 より、石灰石微粉
末の約 50% を精製フッ化カルシウムで置換したコンク
リートの空気量は、置換していないものと比べ 1. 5% と
ほぼ同程度増加していることが分かる。佐々木らの研究
においても、フッ化カルシウム汚泥をコンクリート用増
粘剤として使用した場合に、同様の空気量の増加が確
認されている 3）。従って、石灰ダストの添加によって、
コンクリートの空気量が大きくなるのは、フッ化カルシ
ウムの影響であるといえる。
Fig. 8 は、粉体の体積を一定とした条件で、普通ポル
トランドセメントの一部を石灰ダストに置換した場合の
コンクリートのスランプフローを示したものである。図
中の●、■および▲は、それぞれ、粒径が 0. 15mm 以下、
0. 15mm から 0. 25mm および 0. 25mm 以下の石灰ダス
トを用いたコンクリートの結果を示している。また、▽
は、石灰石微粉末を用いたコンクリートの結果を示した
ものである。ただし、▼は、材料分離したことを示して
いる。この図より、粒径が 0. 15mm 以下および 0. 25mm
以下の石灰ダストを用いたコンクリートは、石灰ダスト
の増加に伴い、スランプフローは小さくなることが分か
る。これに対し、粒径が 0. 15mm から 0. 25mm の石灰
ダストを用いたコンクリートは、スランプフローが変わ

らないことが分かる。従って、粒径が 0. 15mm 以下お
よび 0. 25mm 以下の石灰ダストは、普通ポルトランド
セメントと比べ、コンクリートの粘性に及ぼす影響が大
きいといえる。また、粒径が 0. 15mm から 0. 25mm の
石灰ダストが、コンクリートに及ぼす粘性は、普通ポ
ルトランドセメントと同程度である。Fig. 9 は、単位石
灰ダスト量がコンクリートのスランプフローに及ぼす
影響を示したものである。ただし、単位セメント量は
350kg/m3 で一定である。図中の●、■および▲は、そ
れぞれ、粒径が 0. 15mm 以下、0. 15mm から 0. 25mm
および 0. 25mm 以下の石灰ダストを用いたコンクリー
トの結果を示している。この図より、粒径が 0. 15mm
以下および 0. 25mm 以下の石灰ダストを用いたコンク
リートは、石灰ダスト量の減少に伴い、スランプフロー
は大きくなることが分かる。以上のことから、粒径の細
かい石灰ダストは、普通ポルトランドセメントと比べ、
コンクリートの粘性に及ぼす影響が大きい。さらに、石
灰ダストを石灰石微粉末と置き換えることで、粉体量を
減らすことが可能となる。
Fig. 10 は、Table 2 に示されるコンクリートの U 形
充填装置を用いた間げき通過試験の結果を示したもので
ある。この図より、石灰石微粉末を用いたものに比べ、
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石灰ダストを用いたものの方が、充填高さが高いことが
分かる。フッ化カルシウムを含む石灰ダストを用いたコ
ンクリートは、石灰石微粉末を用いたコンクリートに比
べて空気量が多くなる。コンクリート中の空気が多くな
ることで、間げきを通過しやすくなったものと思われる。
Fig. 11 は、混和材に占める石灰ダストの割合がコン
クリートの圧縮強度に及ぼす影響を示したものである。
これらのコンクリートの圧縮強度の範囲は、67. 1 ～
72. 2N/mm2 程度であり、その差は小さいことが分かる。
一方、Fig. 12 は、混和材に占める精製フッ化カルシウ
ムの割合がコンクリートの圧縮強度に及ぼす影響を示し
たものである。石灰ダストと同様に、これらのコンク
リートの圧縮強度の範囲は、67. 3 ～ 70. 5N/mm2 程度
で、その差は小さい。従って、フッ化カルシウムがコン
クリートの圧縮強度に及ぼす影響は小さいといえる。
Fig. 13 は、単位石灰ダスト量がコンクリートの圧縮
強度に及ぼす影響を示したものである。ただし、単位セ
メント量は 350kg/m3 で一定である。この図より、粒
径が 0. 15mm から 0. 25mm の石灰ダストを用いたコン

クリートは、石灰ダスト量の減少に伴い材料分離を生じ
るため、圧縮強度が低下している。一方、材料分離を生
じていない粒径が 0. 15mm 以下および 0. 25mm 以下の
石灰ダストを用いたコンクリートの圧縮強度は、単位石
灰ダスト量が変わっても、変わらないことが分かる。ま
た、Fig. 14 は、単位石灰ダスト量がコンクリートの空
気量に及ぼす影響を示したものである。この図より、石
灰ダスト量を減らすことで、空気量は 1. 4% 程度となり、
石灰ダストによって増加する空気量は小さくなっている
ことが分かる。
Fig. 15 は、混和材がコンクリートの気泡分布に及ぼ
す影響を示したものである。図中の▲、□および○は、
粒径が 0. 25mm 以下の石灰ダスト、精製フッ化カルシ
ウムおよび石灰石微粉末を用いたコンクリートの結果を
示す。この図より、石灰ダストおよび精製フッ化カルシ
ウムを用いたコンクリートの気泡は、石灰石微粉末を用
いたものと比べ、気泡の大きさは変わらずに、気泡数が
増加していることが分かる。
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3. 2 石灰ダストを用いた自己充填コンクリートの表面
形状および耐久性

Photo. 1 は、Table 2 に示される石灰石微粉末および
粒径が 0. 15mm 以下の石灰ダストを用いたコンクリー
トの表面を撮影したものである。粒径が 0. 15mm 以下
のコンクリートでは、空気量の増加に伴い、表面に現れ
る気泡が多くなっている。Fig. 16 は、混和材の種類が
コンクリートの表面の空げき量に及ぼす影響を示したも
のである。この図より、石灰石微粉末を用いたコンクリー
トと比べ、石灰ダストを用いたものの方が表面の空げき
量が多いことが分かる。
Fig. 17 は、Table 2 に示されるコンクリートの中性化
試験結果を示したものである。図中の●、■および▲は、
それぞれ、粒径が 0. 15mm 以下、0. 15mm から 0. 25mm
および 0. 25mm 以下の石灰ダストを用いたコンクリー
トの結果を示している。また、▽は、石灰石微粉末を用
いたコンクリートの結果を示したものである。図中に
示される直線の傾きである中性化速度係数は、2. 35 ～
3. 06mm/√ days 程度で、大きな差はないことが分かる。

4.  まとめ
フッ化カルシウムは、コンクリートの空気量を増加さ

せるが、スランプフローおよび圧縮強度に及ぼす影響は
小さい。一方、石灰ダストは、コンクリートに粘性を与
え、スランプフローを小さくする。これは、石灰ダスト
に含まれるフッ化カルシウムの影響ではなく、石灰ダス
トの粒径が細かいためである。よって、これらの石灰ダ
ストを、従来用いられている石灰石微粉末と置き換える
ことで、粉体量を減らすことができ、より経済的なコン
クリートの製造が可能と考えられる。また、石灰石微粉
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末を用いたコンクリートと比べ、石灰ダストを用いたも
のの圧縮強度および中性化は同程度である。
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APPLICATION OF DISCARDED LIMESTONE POWDER 
INCLUDING CALCIUM FLUORIDE TO SELF-COMPACTING 

HIGH PERFORMANCE CONCRETE

Ryo OH 1, Akihiro TASAKA 1, Takashi FUJII 2 and Toshiki AYANO 3

1 DAIWA CRES CORPORATION, Dept. of Engineering （2-7-34, Fujiwara-nishimachi, Okayama-
shi, Okayama 703-8244, Japan）

2 OKAYAMA UNIVERSITY, Faculty of Environmental Science and Technology （3-1-1, 
Tsushima-naka, Okayama-shi, Okayama 700-8530, Japan）

3 OKAYAMA UNIVERSITY, Graduate School of Environmental Science（3-1-1, Tsushima-naka, 
Okayama-shi, Okayama 700-8530, Japan） 

ABSTRACT：The fluorine is the element which there is in the natural world widely. However, it 
is known that the fluorine gives great influence such as the neuropathy to the human body in 
the case of taking much fluorine. The semiconductor factories using fluorine must treat fluorine 
drained by the process of manufacture safely as social responsibility. Generally, the waste fl uorine 
is immobilized as calcium fl uoride, and it buried as specifi c industrial waste. The purpose of this 
study is application of discarded limestone powder including calcium fluoride to self-compacting 
high performance concrete. Calcium fl uoride increase air content in concrete. But eff ect of calcium 
fl uoride to slump fl ow of concrete is small. Slump fl ow of self-compacting high performance concrete 
with discarded limestone powder including calcium fluoride is smaller than ordinary limestone 
powder. This is not the infl uence of the calcium fl uoride but infl uence by particle size being small. 
Then eff ect of discarded limestone powder including calcium fl uoride to compressive strength and 
carbonation of concrete is small. It will be shown that discarded limestone powder including calcium 
fl uoride can show performance of self-compacting like limestone powder which is calcium carbonate. 
By using discarded limestone powder including calcium fluoride, It is possible to produce more 
economical self-compacting high performance concrete.

KEY WORDS：Calcium fluoride, Discarded limestone powder, Self-compacting high performance 
concrete, Particle size, Slump fl ow, Air content
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