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1 緒　　　　　言

構造物の景観設計の概念が広く認識され始め，近年，
建築の分野のみならず，土木構造物においても，カラー
コンクリート（着色コンクリート）が使われることが多く
なった．1)コンクリートを着色する方法には，コンクリート
表面を塗装する方法と着色材をコンクリートに練混ぜる
方法がある．2)表面塗装は，狙った色が自由に表現でき，
微妙な変化も付けやすい特徴がある反面，コンクリート
の材質感が損なわれる欠点がある．一方，着色材を用い
る方法は，コンクリートの質感を保つことはできるが，
微妙な色彩表現が難しい，コンクリート内部まで着色す
ることとなり不経済になる等の欠点がある．しかし，大
型構造物を着色する場合は，表面塗布による着色では長
期の着色効果が期待できず，メンテナンスまで含めた全
体的な費用では，着色用顔料を用いた場合の方が経済的
になる場合もある．
本論文は，顔料によって着色を行う場合において，カ
ラーコンクリートの色度を予測し，目的に合った着色を
行う手法の提案を行うものである．着色材には，酸化鉄
系，酸化クロム系，酸化チタン系のものが市販されてい
る．酸化鉄系の着色材は，青色および白色以外のほとん
どの色を発色することが可能で，とくに赤色および黄色
系の着色材に使われている．酸化クロム系は青色の着色
材として，また，酸化チタン系は白色の着色材として用

いられている．3)本研究では，酸化鉄系および酸化クロム
系の着色材を用い，着色材がコンクリートの明度，彩度
および色相に及ぼす影響を調べた．

2 実　験　概　要

2・1 色の表現方法

本論文では，CIE（国際照明委員会）により，均等知
覚色空間として推奨されている L∗a∗b∗表色系を用いて，
カラーコンクリートの色を数値化した．L∗a∗b∗表色系は，
心理的に，同じ色と異なる色に見える色同士の距離を均
等にしたもので，日本工業規格では，JIS Z 8729に規定
されている．L∗は，明度とよばれ，この値が高くなるほ
ど白，低い場合が黒となる．

Fig. 1の上図の Cの位置の色を，球体の真上から見
て，a∗と b∗の座標位置だけを表したものを Fig. 1の下
図に示す．a∗および b∗が共に 0の位置となる原点は無彩
色で，原点から遠ざかるほど，彩度が高くなり，鮮やか
な色となる．線分 OCの長さを彩度とよび，a∗の軸から
の角度 θは色相とよばれている．L∗軸の範囲は 0≦ L∗≦
100であり，a∗軸および b∗軸の範囲は−120から 120で
ある．a∗の値がプラスの場合は赤色に，マイナスの場合
は緑色に近い値となる．また，b∗の値がプラスの場合は
黄色に，マイナスの場合は青色に近い値となる．なお，
本論文では，L∗a∗b∗表色系における色度を (L∗, a∗, b∗) と
表記する．
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2・2 使用材料

2・2・1 着色材　本実験には，酸化鉄系赤色顔料
（密度：5.0g/cm3），酸化鉄系黄色顔料（密度：4.1g/cm3），
酸化鉄系茶色顔料（密度：4.4g/cm3），カーボン系黒色
顔料（密度：1.8g/cm3）および酸化クロム系緑色顔料
（密度：5.2g/cm3）を用いた．Fig. 2は，セメントの質
量に対して，3%の顔料を添加したコンクリートの色見本
である．左は，普通ポルトランドセメントを用いた場合
の見本で，右が白色ポルトランドセメントを用いた例で
ある．

2・2・2 モルタルおよびコンクリート 顔料は，セメ
ントモルタルおよび鉄鋼スラグ水和固化体モルタルに添
加した．セメントモルタルは，水セメント比が 30%で，
砂セメント比が 1.61のものを用いた．セメントには，普
通ポルトランドセメントを，細骨材には，砕砂（密度：
2.65g/cm3，吸水率：1.10%，F. M.：2.88）を用いた．鉄
鋼スラグ水和固化体モルタルは，水粉体比が 23.3%で，
単位水量が 215kg/m3のものを用いた．フライアッシュ
（密度：2.20g/cm3）を用いる場合には，高炉スラグ微粉
末（密度：2.89g/cm3）と体積一定で置換した．アルカ
リ刺激材には，石灰集塵微粉末（密度：3.14g/cm3）を
用いた．骨材には，粒径が 0～ 5mmの溶銑予備処理ス
ラグ（密度：3.05g/cm3，吸水率：7.22%，F. M.：4.20）
を用いた．TableⅠにセメントモルタルの配合を，また，
TableⅡに鉄鋼スラグ水和固化体モルタルの配合を示す．
顔料の添加を行う場合には，顔料を細骨材の一部と置換
した．顔料無添加のセメントモルタルの色度は，(62, −1,
4) である．フライアッシュ無添加の鉄鋼スラグ水和固化
体モルタルの色度は，(76, 0, 4) で，フライアッシュ添加
の鉄鋼スラグ水和固化体モルタルの色度は，(72, −1, 3)
であった．

2・3 色の数値化

カラーコンクリートの色度は，解像度が 600dpiで，光
源が冷陰極蛍光管ランプのスキャナを用いた．1,000 ×
1,000ピクセルの範囲をスキャンニングし，画像処理ソ
フトにより平均し数値化した．

3 実験結果および考察

3・1 着色材の添加が色の変化に及ぼす影響

Fig. 3は，セメントモルタルに赤色，黄色および緑色
の顔料を添加した場合の色の変化を L∗−a∗−b∗座標系を用
いて表現したものである．○は，顔料が無添加のセメン
トモルタルの色度で，●，■および▲は，それぞれ，赤
色顔料，黄色顔料および緑色顔料を粉体量の 0.5%，1.0%，
1.5%，2.0%および 3.0%添加した結果を示している．図中
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Fig. 1.  L*a*b* color order system.

Fig. 2.  Color samples.

(L*, a*, b*)=(62, 1, 43)

(44, 25, 27)

(45, 11, 25)

(23, -1, 4)

(55, -11, 21)

(81, 9, 59)

(54, 36, 33)

(56, 17, 29)

(25, -1, 3)

(75, -20, 24)

Base: OPC Base: White cement

Yellow

Red

Brown

Black

Green

TableⅠ．Mixture proportion of cement mortar.

TableⅡ．Mixture proportion of steel-slag hydrated matrix
mortar.



の矢印の方向が顔料の添加に伴う色度の変化を示してい
る．この図から明らかなように，顔料添加に伴う色度の
変化は，L∗−a∗−b∗座標系において，直線的であることが
分かる．
また，Fig. 4は，粉体量の 1.5%の緑色顔料を添加し
たセメントモルタル，1.5%の黄色顔料を添加したセメン
トモルタルおよびプレーンのセメントモルタルに，赤色
顔料を粉体量の 0.5%，1.0%，1.5%，2.0%および 3.0%添加
した場合の色の変化を L∗−a∗−b∗座標系を用いて示したも
のである．矢印の方向が，赤色顔料添加に伴う，それぞ
れのセメントモルタルの色の変化を示している．○は，
プレーンのセメントモルタルの結果を，□は，事前に粉
体量の 1.5%の緑色顔料を添加したセメントモルタルの結
果を，また，△は，事前に 1.5%の黄色顔料を添加したセ
メントモルタルの結果を示している．この図から明らか
なように，すべてのセメントモルタルの色は，同じ色に

向かって直線的に変化することが分かる．
3・2 色度の収束座標

Fig. 5および Fig. 6は，それぞれ，赤色顔料を添加し
たモルタルの色の変化を，L∗−a∗平面および a∗−b∗平面に
投影した結果である．中塗りのデータは，セメントモル
タルの結果を，白抜きのデータは，鉄鋼スラグ水和固化
体モルタルの結果を示している．●および○は，赤色顔
料添加前に他の顔料を加えていないモルタルの結果を，
◆および◇は，事前に粉体量の 1.5%の黄色顔料を添加し
たモルタルの結果を，また，▲および△は，事前に 1.5%
の緑色顔料を添加したモルタルの結果を示している．赤
色顔料は，粉体量の 0.5%，1.0%，1.5%，2.0%および 3.0%
添加した．これらの図から明らかなように，いずれのモ
ルタルの色度も同じ座標に収束することが分かる．赤色
顔料を多量に添加した場合の収束座標は，（46, 31, 22）
と予測される．

Fig. 7および Fig. 8は，それぞれ，黄色顔料を添加し
たモルタルの色の変化を，L∗−a∗平面および a∗−b∗平面に
投影したものである．中塗りのデータは，セメントモル
タルの結果を，白抜きのデータは，鉄鋼スラグ水和固化
体モルタルの結果を示している．●および○は，黄色顔
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Fig. 3.  The effect of pigment dosage on color change.
(L*−a*−b* coordinate space)

Fig. 4.  Effect of red pigment. (L*−a*−b* coordinate space) Fig. 6.  Effect of red pigment. (a*−b* coordinate plane)

Fig. 5.  Effect of red pigment. (L*−a* coordinate plane)



料添加前に他の顔料を加えていないモルタルの結果を，
■および□は，事前に粉体量の 1.5%の赤色顔料を添加し
たモルタルの結果を，また，▲および△は，事前に 1.5%
の緑色顔料を添加したモルタルの結果を示している．黄
色顔料は，粉体量の 0.5%，1.0%，1.5%，2.0%および 3.0%
添加した．赤色顔料を添加した場合と同様に，いずれの
モルタルの色度も同じ座標に収束することが分かる．黄
色顔料を多量に添加した場合の収束座標は，（63, 3, 51）
と予測される．

Fig. 9および Fig. 10は，それぞれ，緑色顔料を添加し
たモルタルの色の変化を，L∗−a∗平面および a∗−b∗平面に
投影したものである．中塗りのデータは，セメントモルタ
ルの結果を，白抜きのデータは，鉄鋼スラグ水和固化体
モルタルの結果を示している．●および○は，緑色顔料
添加前に他の顔料を加えていないモルタルの結果を，■
および□は，事前に 1.5%の赤色顔料を添加したモルタル
の結果を，また，◆および◇は，事前に 1.5%の黄色顔料を
添加したモルタルの結果を示している．緑色顔料は，粉体
量の 0.5%，1.0%，1.5%，2.0%および 3.0%添加した．緑色
顔料を多量に添加した場合の収束座標は，(51, −29, 19)
と予測される．

酸化鉄系顔料を用いた場合においても，酸化クロム系
顔料を用いた場合においても，顔料固有の座標へと色の
変化が直線的に収束することがいえる．このことは，セ
メントモルタルであっても，鉄鋼スラグ水和固化体モル
タルであっても，同様に，添加量の増大とともに顔料固
有の色に収束するといえる．

3・3 着色材の添加量が色差に及ぼす影響

Fig. 11は，酸化鉄系の黄色顔料の添加に伴う色差の
変化を示したものである．図の縦軸に示すDiは，顔料を
添加する前の色度と，顔料を多量に添加し収束座標に達
した場合の色度の差，すなわち，Fig. 4におけるDiと示
される色差に相当するものである．また，dxは，黄色顔
料を添加する前と，所定の量の黄色顔料を添加した場合
との色差を示している．すなわち，黄色顔料が無添加の
場合は dx = 0となり，黄色顔料固有の収束座標まで多量
に黄色顔料を添加した場合には dx = Diとなる．また，
図中の Liは，黄色顔料無添加時における明度 L∗である．
この図から明らかなように，黄色顔料無添加時における
明度が高い場合ほど，色差比 dx/Diの変化が大きいこと
が分かる．すなわち，明度の高いモルタルほど顔料添加
の効果が大きいことが分かる．Fig. 12は，酸化クロム系
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Fig. 7.  Effect of yellow pigment. (L∗-a∗ coordinate plane)

Fig. 8.  Effect of yellow pigment. (a∗−b∗ coordinate plane)

Fig. 9.  Effect of green pigment. (L∗-a∗ coordinate plane)

Fig. 10.  Effect of green pigment. (a∗−b∗ coordinate plane)



の緑色顔料添加に伴う色差の変化を示したものである．
緑色顔料においても，緑色顔料添加前の明度が高いほど，
緑色顔料添加に伴う色差比の変化が大きいことが分かる．

Fig. 13は，各々の顔料を粉体量の 3%添加した場合の
色差比 dx/Diと各々の顔料を添加する前の初期明度 Liと
の関係を示したものである．図中の曲線は，次式に示さ
れるべき乗式によって αおよび nを未定係数とし回帰を
行った結果である．

(1)
顔料によって αおよび nの最適値は異なるが，いずれの
曲線も実験データとよく一致を示している．色差比 dx/Di

と顔料添加量 ωおよび初期明度 Liとの間には比例関係
が成り立つことがいえる．

(2)
Fig. 14は，緑色顔料添加に伴う色差比 dx/Diの変化
と，顔料添加量に初期明度 Liの n乗を乗じた値との関係
を示したものである．緑色顔料の nには，Fig. 13に示
される回帰の結果を基に，n = 1.68を用いた．この図か
ら，ベースとなるモルタルに関係なく，初期明度 Liと顔

料の添加量によって，色差比 dx/Diを一つの曲線で表さ
れることが分かる．

3・4 提案手法の実証結果

Fig. 15は，打設 1年後における鉄鋼スラグ水和固化
体の表面を撮影したものである．TableⅢに鉄鋼スラグ
水和固化体の配合を示す．骨材として用いた溶銑予備処
理スラグ内に残る鉄の錆によって，固化体表面に赤茶色
の汚れが付着している様子が分かる．
下記の実験結果に基づき，鉄鋼スラグ水和固化体を錆
色に着色した．

• ベースとなるコンクリートに関係なく，顔料の添加
に伴い色は顔料固有の色に収束する．

• ベースとなるコンクリートに関係なく，顔料添加前
の明度を考慮に入れた顔料添加量と色差比は，顔料
ごとに一つの曲線で表される．

Fig. 15に示される鉄鋼スラグ水和固化体に現れた錆
の色度は，(40, 12, 24) であり，錆の現れていない鉄鋼ス
ラグ水和固化体の表面の色度は，(75, 0, 3) であった．
鉄の錆との色差は，42.5であった．
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Fig. 11.  The effect of initial lightness on the change of
color difference ratio.

Fig. 12.  The effect of initial lightness on the change of
color difference ratio.

Fig. 13.  The effect of initial lightness on the
development of color different ratio.

Fig. 14.  Relationship between color difference ratio
and modified dosage of pigment by initial lightness.

Color difference ratio d D Lx i i
n= ( )α 100

Color difference ratio d D Lx i i
n∝ ⋅( )ω 100
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錆との色差が，35，25および 15となるように，鉄鋼
スラグ水和固化体に，赤色顔料と茶色顔料を用いて着色
を行った．錆との色差を 35および 25とする鉄鋼スラグ
水和固化体には，赤色顔料を 0.25%および 1.0%添加し
た．また，錆との色差を 15とする鉄鋼スラグ水和固化
体には，茶色顔料 0.5%と赤色顔料 2.0%を混合して添加
した．
それぞれの着色材を添加した鉄鋼スラグ水和固化体の
本論文で提案する手法に基づく理論上の色と実際に着色
された鉄鋼スラグ水和固化体の色を Fig. 16に示す．上
から，赤色顔料 0.25%添加したもの，赤色顔料 1.0%添加
したものおよび茶色顔料 0.5%と赤色顔料 2.0%を混合し
て添加したものである．理論上の色と実際の色との色差
は，それぞれ 9.2，6.1および 9.5と予測に近い値となっ
た．また，理論上の色と鉄の錆との色差は，それぞれ，
35.7，25.1および 18.4と Fig. 16に示す下から順に錆色
に近い着色となっている．Fig. 17に着色を行った製品
の外観を示す．
晴天の日に，任意に選択した 15名の観察者によって
鉄鋼スラグ水和固化体表面の錆が目立つか否かを調査し
た．その結果，着色材を添加しない鉄鋼スラグ水和固化
体においては，観察者全員が錆を確認できなくなったの
は 6m離れた地点であった．これに対し，茶色顔料 0.5%
と赤色顔料 2.0%を混合して添加し，錆との色差を 20以
下に着色した鉄鋼スラグ水和固化体では，観察者全員が
錆を確認できなくなったのは，2m離れた地点であった．
着色を行うことにより，錆の色を目立たせなくする効果
が確認された．

4 ま と め

酸化鉄系顔料および酸化クロム系顔料を用い，顔料の
コンクリートへの着色効果を検討した．その結果，いず
れの種類の顔料を用いた場合も，

• ベースとなるコンクリートに関係なく，顔料の添加
に伴い色は顔料固有の色に収束する．

• ベースとなるコンクリートに関係なく，顔料添加前
の明度を考慮に入れた顔料添加量と色差比は顔料ご
とに一つの曲線で表される．

となることが明らかとなった．この実験結果に基づき，
錆の色に近い着色を鉄鋼スラグ水和固化体に行い，理論
値に近い着色が行えることを確かめた．
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Fig. 15.  Rust of steel-slag hydrated matrix.

TableⅢ．Mixture proportion of steel-slag hydrated matrix.

Fig. 16.  Result of color of steel-slag hydrated matrix.
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Fig. 17.  Block of colored steel-slag hydrated matrix.


