
  
  緑化土壌におよぼすコンクリートからのアルカリ成分の溶

出について

  誌名 ランドスケープ研究
ISSN 13408984
著者名 岡本,紘典

前中,久行
発行元 日本造園学会
巻/号 73巻5号
掲載ページ p. 804-807
発行年月 2010年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



54 

曜研究論文

緑化土壌におよぽすコンクリートからのアルカリ成分の
溶出について
Effect of Eluted Alkali Substance from Concrete on Surrounding Soil for Revegetation 

関本紘典 t 前中久行文

Hironori OKAMOTO Hisα.yuki MAENAKA 

Abstract : In the city a1'ea， soil fOl・plant1'evegetation has been su1'rounded with concrete. The influence on g1'owth of the plant was 

concerned due to shifting f1'om acid soil to alkali soil by adclition of the alkali mate1'ial. On this 1'esea1'ch， we paicl attention to the 

elution of alkali f1'om conc1'ete block， ancl aimecl at the elucidation of the elution COU1'se. After the akatama soil was packed into 

containe1'， the conc1'ete block was set in cente1' of container， ancl the change of the pH (H，O) of soil adjacent block was measu1'ecl in 

every day. Mo1'eover， anothe1' block was sunk in the plastic bucket filled with tap water， and the pH (1-:1，0) of the water in the 

bucket was measu1'ed day by day. This experiment was conducted on three conditions. These a1'e only tap watel' without conc1'ete 

block， tap water was exchangecl eve1'y c1ay with conc1'ete block， and tap water was not exchanged with concrete block. The pH 

0 .. r，0) of soil at nea1' the concl'ete block tended to 1'ise， ancl the change of the pH CI乞0)of soil in the moist soil tencl to happened. 

1n water， big rise of the pH O-I，o) was occurred in the early stages， and the pH (H，O) was dec1'ease graclually in late stage 

Keywords: ciか αrea，concrete， soilαl1wlizαtion， soil pH (品。)， revegetαtlOn 

キーワード:?flirli部，ニiニ主義アルカリイヒ， コンクリート，土壌 pH0-1，0)，秘j主

1.はじめに

緑化においてm裂となるのは総裁法椴となる土壊で、ある。特に

?fli市部においては， fi，1i装lfIiの土壌はコンクリート構造物などに取

り凶まれているのが現状である。この場合，客土に{史われたこr..壊
が弱酸性であっても，コンクりートから渋!日tする成分が植栽土壊

をアルカリ悦に変えることが懸念される"。一般の成熟上~の常

識範凶を超えた異常な強罰金事1:やアルカリ '1/1:土壌のIUJQぺ街路樹

調従でアルカリ性の影響が見られた例 9， j:..主義アルカリイヒの傾向

が見られた報告JJ'もある。 j二地改良法の改正 (2001)により，環

境との調布1と適切な維持・?を政!・立i新に配lぶした資材の検討が1111

ばれるようになり i\ それに Ilkl .ì!liした資材として航~&ポット、や公

観舗装コンクリートなどがある O コンクリートはセメントの水平LI

反応により生じた水般化カルシウムを合んでいるため， pHl2.6 

程度の高いアルカリ性を正式しており 1::!¥土壌アルカリ化の姿11，1と
してコンクリートからのアルカリ分の淡出が考えられる。

水認定化カルシウムは水溶性であるため， Jj信二仁後のf戸いlI~j'Jmから

i制Uが起こると1fbJ!lIされる。本研究では，コンクリートからのア

ルカリ分の続出に若[]し，初期状態における淡It¥状況の犯慌を [1

的とした。

2.調査方法

(1)調査地概要

調奈は大I坂府堺市内で行った。羽衣は 2008"1ミ 6 月 ~9 )~にか

けて行った。大阪府堺市の過去 22年Il¥J (1979~2000) の1:1 平均

気視は 15.6
0

C，年平均降水jji:(ま 1206.9mmで あ る ~

(2 )実験方法

コンクリートからのアルカリ成分のj容IL¥による pH(H，O) の

i時間経過を明らかにするため，コンクリートブロックを設択した

実験(以後，ブロック設ii'fJ:実験とする)とコンクリートブロック

を投入した水の pH(比0)変化の測定(以後，ブロック投入に

よる水の pH(H，O)変化とする)を行った。ブロック設問実験

私大Ii&J(:fJ'L大学大学院生命環庇科学研究科
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では刊行仮j二~をコンテナ lこ詰め， {'1:Jili:したコンクリートブロック

を役iFfし，ブロック周辺土壊の pH(H，O)の日変化を測定した。

ブロック投入による水の pH(H，o)変化の測定では，水道水を

満たしたポリバケツに作成したコンクリー卜ブロックを沈め，水

の pH(I-LO)変化をiJ!iJ定した。

( i )ブロック設政実験の方法

i支1 1 (a) に示すように， pH ，iJrJ1完済みのrliJ仮亦五二仁(栃木県

路上質亦ミId:(小中立)，入手時 pH5.7)をビニールシートに広1:f，

…仁枝を粒係 5mm以下になるように事flく粉伴し，ある程度均一に

なるようならしたf麦， コンテナ (55.6x 38.6 x 31.0cm， 66L， 43. 

3 x 30.8 x 30.0cm， 45L)に光現し， Jililこlを付けたホースをJIj，、

てこ仁接表rmに 15分以上Jj!uJ，し，京力水が抜けたと判断された約

2411.¥'IlfH灸に，作成したブロック(10.1x 13 x 6.5cm，主句 2kg)を

コンテナ小央部にJmめ込む形で設ぽした。ブロックは J1SR 

5201でJ+lt、られる配合(セメント:砂:水セメント比=1:3 : 

0.5)でモルタルブロック(以後，ブロックとする)を作成した。

ブロックにHJいた材料は市販ポルトランドセメント， rliJ坂砂 Ct立
派 5mm 以下，出分 0.04%以 n で，級!り ir~せ寸くには蒸潟水を

JIJ t 、fこ。
7JJミ一五ごl二はコンテナの深度 23cmまで詰めた。土iiU立正l'63L 限度

とした。月jいた赤ミG:土の乾燥街jたは 0.62g/cm'であった。 排水の

ため，コンテナの底には穴をIJHけた。コンテナは反復として屋外

と泌室内の-:131所に設ii'せした。地表而からの水分の蒸発と， j:l~水

等の流入を防ぐためにコンテナにはこl二綾採1&1I1J‘以外では常時設を

しfこO

iJ!U定m土壊の採取はブロック胤辺から採取し，ブロックのffJで

は採取しないように注;なした。土擦は，隠1-2に示すように移梢

ごてを川い，ブロックに接したこと峻を約 5x5cm問プJの範凶内で，

J@i次 11何十回りに採取した。 t宅取Ífr~llHはブロックから 0~5cm ，

10cm以 t隊れた滋所(10cm以降)の二筒FJfから採取し，採取

した地点は坊!め民しを行い，コンテナ内の採取地点以外の土壊で
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処理

・水を交換しない

'pH測定後1こ水を交換する:

'7)くのみ j 

(a)ブロック設援実験 (b)ブロック投入による水の pH(H，O)変化

図-1 実験方法断面図

図-2 土壌採取方法平面図

補充した。土Jmkの採取深度は 0~5cm 程度とし，ブロック円1官の

接地而まで到達するようにした。採取二i二滋はiJtU定に必要な設に余

裕を持たせ 100g以上採取した。 採取した土壌をビニール袋に入

れ内郊の空気を押し出し?をiilitした。

採取した土壌を室内に持ち帰り，土質工学会の方法に準拠して，

土壌採取時に再lilil結によって粒径 10mm以上の土枝子が存主主し

た場合には，手およびピンセットで取り徐いたものを試料とし，

測定用試料(約 30g) に対する水のý~jI1:比が 2~3 になるように

蒸潟水を1JfIえ，撹t下様で!怒溺させ， 30 分以上 3 時間以内静ìj~': し

た後， p狂言l'(HORIBA pH/DO METER D-55)を用い， pH 

(H，O)を測定した"0pH (H，O) 測定は 2~41並行い，その平均

f戒を用L、fこ。 iJ!lJ定問1mの傑準誤差は小さく，最大でもこと0.2でほ

とんどの場合ごと0.05以下であった。以後，本論文においては pH

(H，O)を単に pHと表現する O

ブロック設援実験のj限定作業は 2同行った。まず，ブロック役

立t後のブロックJi'ij辺土壌 pHの変化を 10EI HiU皮iJtUii:した。 iJtUii:

終了後，ブロックが設iFfされた状態のコンテナに海水処理として

水撒きを行い，が~ 24時間終過後の土壊 pHの変化を二週間稼皮

iJ限定した。

(u) ブロック投入による水の pH(H，O)変化の泌定方法

~J 1 (b)に示すように，ブロックからのアルカリ成分の溶出

の動態を把録するために，作成したブロックClOX lO~13X7~9

cm， 1.8kg)をlOLの水道水を満たしたポリバケツ(内径ゆ310

mm， h340mm， 20L答)中に沈め， pHの隠さ主化をiWJ定した。

別のバケツに， pH測定後にバケツの71くを取り替える処政を設け，

その場合においてもiJ特定を行った。また，対照実験として，水道

水のみのバケツの pHも測定した。なお，蒸発により，実験初期

の水没よりも各バケツ内の水位の減少があった時は，初期の水位

になるまで新たに水道水を加えた。

この実験で得られた結果を元に，バケツの水を入れ替えた前後

の pHの廷から水酸化物イオン濃度を計算した。71<のイオン積

Kw=[H'] [OH]出1.0X 1011(mol!D'から，スK自主化物イオン濃度

[OW] (mol!Oを求め， ブロックの単位差是雨積，単f立11封筒あた

りの水間変化物イオン溶1:11泣 (mmol!cm'day) に換算し，近似式

を求めた。

ここで Kw:水のイオン積Cionproduct of water) 

Kw=[W] X [OW]=(1.0x lO~，) (1.0x 10')出1.0X 10 11 (mo!jl) ， 

[IrJ : .水素イオン濃度(mol!D，[OW]:水駿化物イオン濃度

(mol!D 
pH=-!og[紅一] [W]口 1x lOpll(mol!Dより

[OH…]=Kw/[W]出 1x 1011/[W]を計算した~

LRJ 73 (5)， 2010 
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実験を行ったJ9J1t日の水協は 20~360C程度であった。ノ'1<温が 36
0

C

以上で pHが明らかに異常な値を示した場合には， 11寺|誌が経過し

て水泌が 35
0

C以下に下がってから時測定を行った。

3.結果および考察

(1)ブロック設置実験によること壌 pH(H，O)の変化

0)フ守ロック設iiit後のこi二段 pH(H20)の変化

結果を図-3 (こ示す。土壌 pHが急激に上昇ーするなどの劇的な

変化は見られなかったが，日変化に注目すると，測定を震ねるご

とに pHは緩やかに下i得していく傾向が見られた。土壌 pHの変

化は，設ì~i: した二信i所のコンテナでは同じ傾向が見られたが， Ii室

外設 -ií~tではブロック設置rìíîの pH6.18 に対し， 10 日後の pH は

5.90付近まで下がり，在草案内設置ではブロック設置前の pH6.00

に対し， 10日後の pHは5.63まで低下し，屋外設伎のコンテナ

で土壊 pHがやや高い値を示した。入手状態での pHは5.7程度

と供試ニt壊が罰金1'¥:であったため， pHの変化が現れにくい結果と

なった。ブロックからの土壌採取距l~IÊでi七絞すると，随一 3 ， 4 

より，ニ筒rfrのコンテナでは，共に距離 0~5cm とブロックに近

い距離での pHが高い結果となった。

(u)水散布による滋水処理後のニi二機 pH CI~LO) の変化

結果を鴎 4に示す。土壌 pHには変動が見られ，全体として，

水散布後に pHが上昇していく傾向があった。 pH'ま2EI後から

上昇し， 5日後付近で下降した後，再び pHが上昇ーするという傾

向が見られた。ブロックからの距離 0~5cm での pH の日変化に

務EIすると，窓外設i注では水i技術前の pHが 5.90付近だったの

に対し， pHは 6.30付近まで上昇し， 13 EI後には水散布部の

pH5.90付近まで下がった O 温室内設伎では水散布前の pHが

5.60付近だったのに対し， pH'ま最大で 6.27まで上昇し， 13 EI 

後には 5.80付近まで下がった。

設践した二筒所のコンテナでは同じ傾向が見られたが， 7Jく散布
による浴水処理から 2 日後に滋室内設í~tの給巣で pH のと5手が顕

著に見られ，全体的に屋外設置のコンテナの土壌 pHが高い結果

となった。ブロックからの距維で比較すると，共に 0~5cm とブ

ロックに近い距離での土壌 pHが高L、結果となった。ブロック設

i佼後の土壌 pHと比絞すると，健主役iIl1.ilml勾ではあるものの， pH 

は6.00付ー近まで上昇し， pHの変動が確認される結巣となった。

(2 )ブロック設置実験の考察

ブロック設置直後の土壌 pHには大きな変化が見られず，水散

布による潅水処理後の土壌 pHに変化が見られたことから，湿潤

状態の土壌にコンクリート片を設躍しただけではこi二壌のアルカリ

化は起こりにくいと推察された。

土壌 pHに大きな変化は見られなかったものの，ブロック設I背

後，水散布による海水処理後の結楽において，共にブロックから

10cm以上縦れた土壊よりも， 0~5cm のブロック付近の土壊で

pHが高くなる傾向が見られたことから，ブロックと密接に接し

ていない土壌と比べて，ブロックに近接している土壌の方が，

pHの上昇や変動は起こりやすいと考A えられる。71<の移動があっ

た場合でも，ある程度の土壌 pHの変化は見られたが，急激にア

ルカリイとが起こらないことが推察された。

一方で，土壊の滋潤状態の程度，ブロックのサイズ，ニt長，放

水のH寺問，実験lこ}奇いた赤王土のこiニ粒の粉砕具合などがこi二壌 pH

の変化に影響すると考えられる O 赤玉二iニの性質に着目すると，粘

質で透水性が低いという特徴があるためぺ水散布による滋水処

壊後の土駿では，ブロックから総出したアルカリ物質を含んだ水

分が土中に保持されたことにより， pHの変化に影響したと考え

られる。崩れて粉末状になった赤玉土は通気性や透7j<jtJ，が低下す

ると考えられるため，赤玉j二のこと粒が微細だった場合は，地表illi
付近にコンクリートから溶出したアルカリ成分がWIまりやすくな

805 
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図-3 ブロック設置後の土壌 pH(H，O)の変化

(2008/5/30~2008/6/9) 
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ー務ー屋外 (Ne産量10cm-)
-k-畠室内(~臣殿0-5cm)
一~ー温室室内 (~ê尾監10cm-)

5.00 

水散布前 3回後 58後 7日後 9日後 118後 13白後

経過回数

図-4 水散布による潅水処理後の土壌 pH(H，O)の変化

(2008/町12~2008/6/24)

り，より顕著な pH上昇が起こる可能性があると怠われる。

ブロック設置後と水散布による浴水処理後で結果に迷いが生じ

たのは，ブロックへの直接的な放水の有無が影響したと考えられ

る。ブロック設置後の土壌では，ブロック設置前に行った放水後

に重力水が抜け，土嬢水分量lま闘場容7.l<i設相当であったと考えら

れるものの，ブロックを設資しただけでは，水の移動が起こらな

いために，セメントの主成分である水酸化カルシウムの溶出が，

活発に起こらなかったことが推察される。また，ブロックからの

溶出が起きても，土壌の緩衝能により，変化が緩和されたと考え

られる。コンクリートは多孔質で内部に毛総管~I裁が生じるため

に透水性が場大しやすく 12) また，実験中にブロックが乾燥しや

すいことが観察されたため，水の移動がブロックからブロック周

辺土壊の方向へ向かつてではなく，ニlニ壌からブロッ夕方向への水

の移動が起きたことも要因として考えられる。

ブロック設置後の土壌 pHが低下したことについては，空気仁ド

の二酸化炭素のl吸収による影響が考えられる O 二酸化炭素は水溶

性であるため，空気中の二酸化炭素が土中に侵入したど考えられ

る。また，森林ニt嬢などでは降水量が多いと，土壌中の塩基のj寄

脱によって土壌の酸性化が起きることから;)放水効果により，

土中の成分の溶脱が起こった可能性も考えられる。

ブロック設置実験による結果を，植栽恭量産禁備の土壌調ままで用

いる土壌分級f直(輿水 1982)6)を用いて評価してみると，土壌

pHは，わずかに良 (4.5-5.6，6.8-8.0)に近づくものの，ほと

んど優 (5.6-6.8)の範囲内に収まっており，植生への影響は

ほとんど出ないことが予怨される。土嬢 pHが{衰の範図であった

ことから，ブロックをアルカリ性資材と考えたH寺，赤玉土の場合

では土壊条件は良好になると考えられる。

今回の結果から，ブロックを設置することで，ある程度の土壌

806 
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図-7 ブロックからのアルカリ物質の溶出の経時変化

(2008/6/16~2008/7/10) 

pHの変化は見られたが，急激にアルカリ化が起こらないことが

分かった。コンクリート周辺土擦の pHを測定した既往の研究

においても，問題となる土壌アルカリ化は見られてはいなL¥11)。

( 3)フロック投入による水の pH(H，O)変化の結果

水を交換しない場合の pHの変化を図 5rこ示す。ブロック投

入前の初期 pHは6.98であり，投入した 24時間後には， pHは

11.34まで上昇した。その後， pHは緩やかに下降を続け， 28日

後には pH9.00付近まで低下した。以後， pHの大きな変動は見

られず， pH9.00付近にわずかに変動する傾向が見られた。

pH 測定後に毎回水を入れ替えたi侍の pHの変化の結果を図

6 rこ示す。ブロック投入前の初期 pHは7.85であり，投入した

24時間後には， pHは 10.49まで上昇ーした。その後， pHの依は

下降し， 19 EJ後には pH8.46まで下がった。以後は pHの急激な
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変化は見られず，緩やかに停滞し pH8.50近辺に信まる傾向が兇

られた。

71くのみの場合の結巣は，初期 pHは 7.93であり，その後 8.50

付近までと昇した。初期に pHの上昇が兇られたが，それ以後は

pH8.50付近で変動している結果となった。

(ヰ)ブロック投入による水の pH (H，O)変化の考察

ブロック投入後に pHの急激な上昇が起きたのは，ブロックか

らのアルカリ成分の溶出によると考えられる。セメント材料には，

Na20や K20などの極微設のアルカリ成分が含まれているが1ヘ

ブロックから溶出した主要なアルカリ成分は，水溶性の水酸化カ

ルシウムだと推祭される O コンクリート I~If本の pH 純凶は 12.6

税皮であり 12¥ ブロック投入による水の pHは，その上限付近の

値まで上昇した。

ブロックを投入したままの場合において， pHが低下した原!現

については，空気中の二酸化炭素の浴解による中和反応，水中で

遊離した炭酸水素イオンによるブロックの炭酸化および中性化な

どの化学的侵食の影響J)が考えられる。水を入れ終えた場合のtit

来で， pH'ま初1)9]に大きく上昇ーした後，緩やかにド降する傾向が

rT!.られたこと，特に 15日後まではブロック役人前と投入後の

pHの相違が顕箸であったことから，水溶性のアルカリ成分は初

期に大脳に放出されると判断される。水中では徐々に pHが下がっ

たが，中世1:付近まで iご|捺することはなく，依然としてアルカリ性

を係っていたことから，ブロックは長期にわたって水溶性のアル

カリ成分を維持していることが挽測され，水の移動のある状態で

長期間コンクリート構造物に隣接していた土壌は，隣接していな

かったこと綾に比べて pHの上昇が起こりやすいと考えられる。

pHが低 iごした原凶については，二酸化炭素による "1:'和反応が

考えられるが，バケツ内の水の場合，セメントの水平11反応で、溶け

出したアルカリ成分が再びブロック内へ戻る可能性も考えられる。

水溶性のアルカリ物質は，初期に多く溶けf1lし，その後も緩や

かに裕出を続ける傾向が見られ，このことから水溶性のアルカリ

成分は初期に大脳に放出されることになると判断される。特に，

ブロック投入から 15日後までは，水替えの前後で pHの粉途が

顕著であったことから，ブロックが投入されてから 2週間程度の

期間はアルカリ成分の淡iJ'，設が多いことが挽泌される O 初期段階

において， pHが急激に上昇し，その後の pHは下降していくも

のの，図 5， 6より pHは依然として 8.00以上のアルカリ性

総!邸内にあり， 7}く罰変化物イオンの溶11¥が継続されていると判断さ

れるため，コンクリート製品はアルカリ資材の一種となりうる可

能性があることが考えられる。また， pHが低下しでも中性に到

透こそすれ，二程変化炭素と水酸化カルシウムの反応によるコンク

リートの炭酸化で生じるのは中性の炭殻カルシウムであり 12¥二

酸化炭素によってブロック自体が酸性になることはなく，図 5，

6より測定期間中の pHがアルカリ側にあったことと，水和反応

で生じた7}く罰金イヒカルシウムの一部がコンクリート内部で語変化アル

ミニウムと反応して水平日生成物 (3CaO・A120:，・Ca(O狂)2・12H20)

を形成していることから 1ヘブロックは施こにされてから一定期間

の防は弱アルカリ燃を保っているのではないかと忠われる O

今聞の尖CJ験結果では，水の pHが下がる傾向はあったが， 9'性
付近まで下降することはなく，依然としてアルカリ伎を保ってい

たことから，長期にわたって水法性のアルカワ成分を維持してい

ることが推測される。少なくとも，一ヶ月以上コンクリート構造

物に隣接していたこiニ壌は，隣接していなかった土壌に比べて pH

の上昇が起こりやすいのではな L、かと，忠われる。

( 5)ブロックからのアルカリ成分の溶出塁の検討

gj 6から水を交換した後の pHとブロック再投入後の pHの

i~~を取り，片対数グラフに表記し，悶 ?に示した。グラフから

pHの初期変動が大きく， ftJtきは直線的で指数法fliJにl!日っている
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傾向が見られた。また籾関係数 Rは-0目94を示し，高い相|主jの

見られる近似式が得られたため，コンクリートからのアルカリ成

分の溶I1U設の計算において応用が可能だと考えられる。一方で，

アルカリ成分のi容IUには，水量およびコンクリートブロックの規

模が大きく影響することが考えられる。アルカリ成分の溶出量の

計算を一般化するためには， 71d設やコンクリートの規模などの設

定を具体的に規定する点において検討が必主主だと考えられるが，

今回行った 10L程度の水にブロックを投入する実験において，

アルカリ化に寄与するコンクリートブロックからの物質の基本的

な溶出の経時的な変化が明らかとなった。

コンクリートが設置された初期に水の移動が頻繁に起きた場合，

土中には高濃度のアルカリ成分が干容積されることになり，設置さ

れたコンクリート構造物の規模によっては，アルカリ成分の波乱i

設は今回の実験結果を上悶る可能伎があるため，大掛かりな舗装

によって，布Eli北地の土壌の緩衝能をこえるアルカリ成分が溶けfU

した場合，その後のこiニ壊アルカリ化に繋がる pHと界が起こるこ

とが懸念される。

4. まとめ

コンクリートブロック設訟による土壌の pHは極端に上昇しな

かったが，コンクリートブロックに近接した地点で土壌 pHが高

く，水の移動がある淑ìl~J状態のこi二嬢で pH の変化が認められた。

また，コンクワートブロックを投入した水の pHの上昇はlJl，、段

階で起こり，緩やかに低下する傾向が見られ，7.1<を交換した場合

では，二週間程度の問，7.1<交換の前後での pHの粉途が顕著に認

められた。今回行った実験から，コンクリートからのアルカリ成

分の液lliによる pHの変動は，水道71<に対しては活発であった

が，赤玉ニiニへの影響は少ないと思われる。

今回用いた赤王土の特性が結果に反映していると思われるので，

今度の課題として， pH 操作を行った復数のニl二壊に対してアルカ

リ分の施肥による pHの反応、を検討するなどの実験を行う必要が

あると恋、われる。
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