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1.はじめに

コンクリー トに従来以上の長期間耐久性が求められるにつれて､コンクリー ト劣化の定量的

評価が問題 となりつつある｡ たとえば､低レベル放射性廃棄物の隔離には､1000年を超える耐

久性を持つコンクリー トが期待されている｡

コンクリー トの劣化は､究極的には組織あるいは物理強度の変化として評価されるべきもの

であろう｡ しかし､組織あるいは物理強度の変化は､岩石と同様にコンクリー トの化学組成に

も反映されると考えられる｡ どのような化学成分が組織劣化の指標につかえるか?コンクリー

トの化学的風化は､そこに含まれる石灰分と,水+二酸化炭素 (HCO3~)の反応による組織劣化

だとみなされよう｡地球化学的に風化作用は､様々なアルカリ元素が移動 し易い指標元素であ

ろうが､大粒の骨材を含み､不均質なコンクリー トでは､その定量性から最も信頼出来る指標

は,炭素14であると考えられる｡ なぜなら､アルカリ元素は微量元素としてコンクリー ト中に

偏在するが､炭素は石灰分としてセメン ト中での主成分元素の一つで､その挙動は石灰分の組

織変化を直接に反映する｡石灰分の起源は､地質時代の石灰岩であるから､新鮮なコンクリー

ト中に炭素 14は全く含まれない｡新鮮なコンクリー トが長い時間をかけ､HCO3-と反応すれば,

反応程度が大きくなればなるほど,(その反応がセメン トを溶かす方向でも石灰分を再沈殿する

方向でも)､HCO3~は大気/地下水からの成分であるから､たっぷ りと炭素14を含んでおり､コン

クリー ト中に炭素14が増加すると期待される｡

2.コンクリー ト風化におけるナチュラルアナログの考え方

コンクリー トの劣化は､きわめて長い時間をかけてゆっくりと進行する｡ したがって室内実

験で作られた風化部分をはぎ取り､その炭素 14を測定するのは､風化部分量が小さく極めて困

難である｡ 本研究には､コンクリー ト模擬物質として十分な幅の風化 (劣化)断面を持つ地質

時代の石灰質砂岩の天然露頭断面を用いる｡ 新鮮な石灰質砂岩の中に炭素 14は存在しない｡ど

のような露頭環境にある試料が研究目的に合致するかを模式的に図 1に示 した｡まず､風化速

度の定量的把握には､風化が始まった時間を特定する事が必要であるo 一般に風化 した部分は

強度が減少し､削剥されやすいので､河床で常時流水に曝されている堅岩の表面は新鮮である｡

(図 1の右方)(風化物質の蓄積が少ないので通常の地質の研究ではこのような所で試料を採取

する)｡場所によっては､石灰質砂岩の河床が段丘堆積物に覆われている場所もある (図1中央)0

このような場所では､段丘堆積物に覆われた時から流水による表面削剥が止まるOしかし､HCO3-
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を含む地下水は常時流れているであろうから､地下水による石灰質砂岩の化学風化は進行する｡

すなわち､段丘堆積物に覆われた時から現在までの風化断面が形成 される｡ 段丘堆積物の中に

木片を見出す事が出来たら､段丘の堆積年代､すなわち､風化断面の形成が始まった時間を特

定出来る｡試料として､その風化断面試料ならびに風化を受けていない堅岩を採集する｡

鯛 性摘 線 描 きコンワ牛 卜壌叔餅極 り
ナチ久う ル アナ｡ゲ厨棄 投与

図1:石灰質砂岩の風化断面を用いたコンクリー ト風化のナチュラルアナログの考え方｡

3.試料

分析試料は宮城県北東部の太平洋に面 した本吉郡歌津町浪板に露出する三畳系平磯層から採

集 した く図 2)｡竹内ほか(2005)によれば､平磯層は､一部陸成層とみなされる基底磯岩 ･砂岩

を主とし､デイサイ ト凝灰岩を挟んでいる｡ 平磯層を含む稲井層群は全域を通 じて岩相変化は

少なく､基底の一部は陸生層であるが,その他は浅海から陸だな海域での堆積層とされている｡

試料採集地層は,魚竜の一種である 『稲井竜』の化石が発見された地層としても有名である｡

この地層が陸に近い海域での堆積物であったが故に､溶解 しやすい石灰粒が砂岩の中に混在 し

た石灰質砂岩が生成 されたものと思われる｡ 試料採集地点における,試料採取後の露頭断面写

真を図 3に示す｡採取した試料は図3に映し込まれたタガネの位置にあり､タガネの左方約 10cm

のところには幅約 2cmの風化断面が観察される｡ この石灰質砂岩の風化断面の鉱物学的,地球

化学的､更には炭素 14の変化を､コンクリー トの長時間風化のナチュラルアナログとみなし得

よう｡
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図2:石灰質砂岩試料の採取地域の地質 (竹内ほか､1/20万 一関図幅)および採集地点｡

図中の紫色 (Hro)部分が三畳紀稲井層群中の平磯層および大沢層の分布域を示す｡

図3:分析に供 した石灰質砂岩試料 06100303の採取跡｡左方に風化断面が観察される｡

タガネの全長は 18cm｡
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4.元素存在度のプロファイル

採取した岩石試料の風化面を垂直に切る方向で岩石をスライスし､その断面において､珪素,

アルミニウム,秩,カルシウム､チタン,マンガン およびカリウムの元素分布 (特性エック

ス線強度分布)を図4に示す｡相対スケールは図の右側に付けたスケールに示す｡ この図にお

いて試料の堆積面はほぼ立ってお り､チタンや鉄の分布に見られる左上から右下に走る濃淡模

様が,試料本来の堆積構造に由来するものと考えられる｡ 鉄およびマンガンは､試料の上下と

右側 (マンガンは計数が少ないこともあり,明瞭には認めにくい)に元素が濃集 している｡岩

石の風化に伴い風化の進んだ部分-の鉄やマンガンの濃集は､若い堆積岩や花尚岩においても

良く見られる現象である (たとえば､栗山ほか､2006,Yoshidaet.a1.,2006)｡もっとも著し

い特徴は,鉄が濃集 している風化部分にカルシウムがほとんど検出されない (溶脱してしまっ

ている)ことである (図4において二つの元素分布領域を注意深く対比されたい)｡
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図4 :石灰質砂岩 06100303の風化断面の元素存在度プロファイル｡
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5.炭素 14濃度のプロファイル

5-1測定概要

石灰質砂岩試料 06100303を風化面に直交 した約 1cm厚さの断面にスライスした｡岩石表面の

変質部 と､岩石内部の変質 していない部分に分け､それぞれを乳鉢で粉砕 した｡粉砕 した粉末

試料を 85%リン酸によって分解 し､発生 した試料ガスを､二酸化炭素ガス精製ガラスラインの

真空中にて精製 した｡精製 された二酸化炭素ガスを鉄触媒下､水素を用いて､650℃に 6時間加

熱 して還元 し､グラファイ トを作成 した｡ このグラファイ トをアル ミニウム製のターゲットホ

ルダーに詰めて､名古屋大学年代測定総合研究センターの加速器質量分析計によって 14C濃度を

測定した｡標準試料 としてはシュウ酸 (NISTSRM4990C)を用いた｡

5-2測定結果

表 1に､リン酸分解を行なった際の炭素収量､得 られた二酸化炭素の炭素安定同位体比 (6

13cpDB)の結果を示す｡ a13C｡｡Bの測定は､名古屋大学年代測定総合研究センターの気体用質量分

析計 (FinniganMAT-252)を用いて行なった｡

表 1.石灰質砂岩試料の炭素収量､炭素安定同位体比 (613C｡｡B)の結果

分析試料 試料量 (g) 炭素量 (mg) 炭素収率 (%) 613cpDB(%0)

禾変質部 0.51747 7.71 0.11% +1.31

変質部-1 0.70888 0.105 0.015% +3.45

変質部-2 1.13576 0.167 0.015%

変質部-3 6:28842 1.16 0.018%

表 1から判る様に､変質部は､変質していない部分に比べて､ほぼ 10分の 1の炭素量である｡

上記4においても議論をしたように､変質を受けかな りの炭酸成分が抜け出していることがわ

かる｡ 分析 した石灰質砂岩の試料は､海岸で採取 されたものであり､海水による風化 ･浸食の

影響を受けていると考えられる｡ 北緯 40度における表層海水の ∂13cp｡B値は+2%0位 と報告されて

お り (Kroopnicketa1.,1977)､南三陸町歌津の海岸での海水の 613cpDB値が+2%Oかどうかは､

今の段階では不明であるが､変質部は､海水の 613C｡｡Bの影響を受けて､値が変化 したことが示

唆される｡

次に､石灰質砂岩の 14C 測定結果を表 2に示す｡14C 濃度値は､同時に測定している613Cを用

いて conventiona114C年代 (同位体分別補正 14C年代)を算出したものであるが､これまでの議

論から明らかなように､年代 "値"は全く意味を持たない値である｡

これ らの結果から､石灰質砂岩試料の変質を受けていない新鮮な部分は 14C を全く含んでおら

ず､変質を受けた部分は明らかに14Cを含んでいることがわかる｡

表 2. 石灰岩砂岩試料の 14C測定結果

試料番号 試料説明 14C濃度 14C 年 代 測定番号

(/modern14C±10.) (BP+′-1U) (NUTA2-)

1.Ori-1-Cacite 石灰質砂岩(未変質部分-1) -0.00004±10.10137 検出限界 12386

2.Ori-2-Calclte 石灰質砂岩(未変質部分-1) -0.00137±0.27690 検出限界 12387
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6.考察

コンクリー ト劣化の指標は､様々に考えられている｡アルカリ元素は､水-の溶解度が大き

く,測定に有利な指標 と考えられるが､本研究では､石灰質砂岩にはアルカ リ元素存在度が小

さい事もあってか,風化に伴 う明瞭な変化は見られなかった｡本研究では､鉄およびマンガン

の溶脱が明瞭に観察 された｡元素の中でもっとも明瞭な風化指標は､カルシウム (図4)と炭

秦 (表 1:炭酸 として含まれる炭素)であった｡ しかしながら､骨材を含むコンクリー トに応

用 した場合は､元来の新鮮なコンクリー ト中の値が骨材等の違いにより変化 し､一定でないと

考えられる｡さらには､これらの元素 1重量%中の1/100の変動を定量するのは不可能である｡

本研究で,風化を被っていない新鮮な石灰質砂岩中の炭素14量は､確実にゼロであることが

確認 された｡名古屋大学の加速器質量分析計の炭素14感度は､0年代値量の約1/1000である

(1/1000の劣化/汚染を検出し得る)｡石灰質砂岩の風化部分では,炭素の半分が,現生の炭素

に置き換割っている事が確認 された｡本炭素14量法は極わずかな初期風化でも把握する事が出

来ることが確認された｡

今後､最近建造されたコンクリー ト建造物中の新鮮なコンクリー トには,炭素14が含まれな

い事を確認すると共に､手法の感度が良い事を利用 して､建造年代の明らかな人工のコンクリ

ー ト試料に対しても適用を試みたい｡更には､試料 として用いた石灰質砂岩に､力学特性など

の工学的検討を加えるならば､工学的劣化度 と､炭素14風化度の比較をより確実なものに出来

よう｡
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Abstract

14cabundancesaremeasuredacrossaweatheringrindfb-edinTriassiccalcareoussandstone･

14ChasnotbeendetectedbyoursensitiveAMSinthefreshsandstone,whileaboutahalfamount

oftheprese山 14cisdetectedintheweathedngrindorthesandstone･14cisfわundtobea

sensitiveindexofconcreteweathering.Thefreshconcretemadefromnaturallimestonedoesnot

containany14C･weatheringlnatmosphericconditionwillreplacethedeadcarbonintheconcrete

withradiogenic14candwillbeabletodetecteasily･
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