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１．はじめに 

 コンクリートに要求される最も基本的な性能は、施工

性・安全性・耐久性である。さらに近年、形状や色彩等

の意匠性に富んだ建築物が増加していることや、環境問

題および維持管理に対して社会的関心が高まっている

ことなどから、先に記した 3つの性能のみならず、内外

装材の表象性や防汚性、環境負荷低減性など多種多様な

性能を考慮することが求められており、それらをコンク

リートに付与するための有効な手段の 1つである「適当

な混和材料の活用」は究明すべき課題といえる。 

 諸々の混和材料の中でも、白色顔料・光触媒として知

られる酸化チタン(以下、 TiO2)は、コンクリート用の

混和材としても一部の建築物への適用が試みられてお

り、一例として、PCa カーテンウォール部材やテラゾ

製品および意匠性・造形性・装飾性等を追求した白色を

基調とする外装部材の表層部やモルタル左官材などに

用いることが考えられる。その際、効率的かつ経済的に

混和することだけでなく、施工性の改善や長期的な耐久

性の向上を期待して内部に使用される場合も考慮すべ

きであるが、その強度特性や各種耐久性等の基本的性質

について検討した研究事例は極めて数少ない。 

 そこで、本研究では、TiO2 微粉末を混和材として用

いたモルタル・コンクリートの基本的性質の一端を明ら

かにすることを目的とし、前述した用途への適切な適用

を目標として、TiO2 置換率や W/C の違いによるフレ

ッシュ性状をはじめ、強度特性、乾燥収縮率、中性化深

さ、全塩化物イオン(以下、全 Cl⁻)浸透量等の硬化性状

に加え、表象性および防汚性に関して、明度保持率、窒

素酸化物(以下、NOx)除去率についても検証を行った。 

 

２．実験概要 

 本実験研究では、まず、使用混和材の諸物性を把握し

た(図 1、写真 1、表 1～2参照)。また、シリーズ I では

TiO2 モルタルにおける防汚性および環境負荷低減性に

ついて、シリーズ II では主に TiO2 コンクリートにお

けるフレッシュ性状および硬化性状ついて検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 主な使用材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 実験の要因と水準および実験項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．実験結果および考察 

３．１ シリーズⅠ：明度保持率 

 図 2より、脱型直後を基準としたときの材齢 24 ヵ月

の明度保持率は、無混和材試験体が 91.7%であったのに

対し、TiO2=5～20%試験体では 95.5～96.3%と高い値

を示すことが確認された。これは TiO2を置換した際、

試験体表面の TiO2が光触媒作用を発揮し、汚れ(有機物)

の酸化分解およびセルフクリーニング効果が働いたこ

となどによるものと考えられる。 

３．２ シリーズⅠ：NOx除去率 

 NOx除去率を求めるため、JIS R 1701-1(試験体の形

状・寸法は 1×1×10cm)に準じた試験を材齢 7 日で行

った。無混和材試験体の NO 除去率は、供給量に対し

1.5%と僅かであったものの、TiO2=5、10%試験体では

流入量の約 20%の NO を除去することができた。これ

はTiO2の光触媒効果およびモルタル表面へのNO2吸着

によるもの 1)と考察され、有害ガス(NOx)の総量が減っ

たことから、環境負荷低減性に繋がると考えられる。 

３．３ シリーズⅡ：スランプ・ワーカビリティ 

 図 3より、SPを同一とした 10%置換試験体(10a、10b)

では無混和材試験体とほぼ同等か若干小さく、20%試験

体(20a、20b)では最大 9cm 小さくなる結果となった。

これは、セメント粒子の約 22倍大きい比表面積の TiO2

微粉末が水分を吸着し、流動性の低下に繋がったものと

考えられるが、SPの使用量を変化させることによって、

適切なワーカビリティーが確保できると思われる。 写真 1 TiO2の SEM画像 図 1 TiO2の粒度分布 

×25,000 

W/C[%]  45、50、55

TiO2[%]  0、5、10、15、20

置換方法  内割り（b）

実験項目  モルタルフロー、圧縮・曲げ強さ、明度保持率、窒素酸化物除去率

W/C[%]  30、40、50

TiO2[%]  0、2.5、5、10、15、20

置換方法  外割り(a)、内割り(b)

化学混和剤  高性能AE減水剤、収縮低減剤

 スランプ、ブリーディング、凝結時間、全細孔量・細孔径分布、

 X線回折（XRD）、水和反応熱量、圧縮強度、静弾性係数、

 中性化深さ、乾燥収縮率、全塩化物イオン浸透量

シ
リ
ー

ズ
Ⅱ

シ
リ
ー

ズ
Ⅰ

実験項目

　白色セメント（C）※1）

　密度：3.05g/cm³、比表面積：3350cm²/g

細骨材Ⅰ 　栃木県産珪砂（SⅠ）

(シリーズⅠ) 　表乾密度：2.63g/cm³、吸水率：0.27%

細骨材Ⅱ 　鬼怒川産川砂（SⅡ）

(シリーズⅡ) 　表乾密度：2.58g/cm³、吸水率：2.25%、粗粒率：2.28

　山口県産石灰石砕石（G）

　表乾密度：2.68g/cm³、吸水率：0.94%、最大寸法：20mm

　アナターゼ型酸化チタン微粉末（TiO₂）（図１、写真１）

　密度：3.9g/cm³、BET比表面積：72,533cm²/g、平均径：0.509µm

化学混和剤 　高性能AE減水剤収縮低減タイプ（SP）
※2）

(シリーズⅡのみ) 　ポリカルボン酸系化合物とグリコールエーテル系誘導体

セメント

粗骨材

混和材

表中で、※1）はTA社、※2）はFL社、※3）はPO社の報告による。



３．４ シリーズⅡ：圧縮強度・静弾性係数 

 図 4より、材齢 91日の圧縮強度を無混和材試験体と

比較すると、外割り置換(10a、20a)では 7～27%程度高

い値であった。これは、TiO2 が粒径 0.509μm の微粒

子であるため毛細管空隙等を充填する作用 2) もあった

と考えられるが、全試験体の細孔径分布において顕著な

差異が認められないことから、微粉末表面へ水分が吸着

し見掛け上の W/C が低下したことが主因と考察される。 

３．５ シリーズⅡ：中性化深さ 

 写真 2に示すように、外割り試験体(10a、20a)では無

混和材試験体とほぼ同等の値を示した。他方、材齢 24

ヵ月における内割り置換(10b、20b)では、約 9～12mm

の深さまで中性化しており、これは単位セメント量の減

少に伴い実質の W/C が増大し、Ca(OH)2等のアルカリ

性成分が減少したことが影響したためだと考えられる。 

３．６ シリーズⅡ：乾燥収縮率 

 図 5より、全試験体で JASS 5に記載されている標準

的な設計値 8×10-4を下回り、無混和材試験体と比較し

て、外割り 10%試験体(10a)と内割り試験体(2.5b、5b、

20b)はほぼ同等、または、若干小さい値が得られた。一

方、その他の試験体では、無混和材試験体よりも若干大

きい乾燥収縮率であった。これは細骨材量の減少、また

は、骨材とセメントペーストの界面に生じた遷移帯によ

りポーラスな領域が生じたことに起因すると推察され

るが、適切な収縮低減剤の使用や繊維混入によるひび割

れ低減効果により、改善を図ることができると思われる。 

 

４． まとめ 

 本実験の範囲内ではあるが以下の事柄が示唆された。 

(1)混和材置換率の増加に伴いスランプは小さくなり、

ブリーディング量は減少、凝結時間の始発および終結

は 10～20分程度遅延し、練上がり温度は低下する。 

(2)材齢 91 日の圧縮強度は、外割りでは 107～127%の

発現を示し、内割りでは 77～106%の範囲を示した。 

(3)中性化深さは、外割り試験体では無混和材試験体と

ほぼ同程度か僅かに大きい値に留まるが、内割り試験

体では若干大きくなる。 

(4)乾燥収縮率は、置換率や置換方法および粉末度など

により差異を生じ、一部試験体では低減傾向にあった。 

(5)その他、全細孔量は外割りでは減少、内割りでは若

干増加傾向にあり、全 Cl－浸透量は僅かに増大するも

のの、内部(1～5cm)での浸透量は無混和材試験体と大

差なく、表層部(0～1cm)で留まることが示された。 
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図２ 材齢 24ヵ月までの明度変化 

図３ TiO2置換率の違いによるスランプの差異 

図４ 材齢 1年までの圧縮強度と材齢 7日の静弾性係数 

図５ 乾燥収縮率（W/C=40%） 

写真２ 中性化深さ（促進材齢 13週） 


