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研 究 報 告

長崎市柳谷町における水道管腐食の地質学的考察

1.長崎市北部地域の変質帯

長崎市の浦上盆地北部周辺から,時津町 0長

与町の低い丘陵地にかけて分布する火山岩類に

は,著 しい熱水変質を受けたり,ま たプロピラ

イト化された部分が広い範囲にわたって認tめ ら

れる。この地域の岩石は,熱水作用によって,

脱色化や粘土化を受けたり,ま た黄鉄鉱の染鉱

をともなっている場合が多い。この様な変質帯

において人工的な切取 りが行われた所では,崖

くずれや地すべりなどの斜面崩壊,あ るいは岩

盤表層部の膨張などによって,構造物が損傷す

るといった現象が発生している。また,変質帯

付近の擁壁や排水路のコンクリー トの表面が赤

褐色に染まり,いわゆる「焼け」を生じている

個所は頗る多い。

変質帯において,地盤の膨張によって家屋や

石段などに被害が発生した例 としては,長崎市

赤迫や横尾団地,長与町嬉里郷などの宅地造成

地におけるものがある。また、長与町高田郷に

昭和54年 に開校した北陽台高校の基礎地盤も変

質帯を含んでいるが,岩石中の亀裂が黄鉄鉱 (硫

化鉄)の結晶により充填された部分では,岩盤

やコンクリート擁壁の表面には,敷地造成後,

彦 (長崎大学教育学部地学教室)

也 (九州大学理学部島原火山観測所)

数か月もたたぬ中に酸化鉄によって赤褐色のさ

びで被覆された部分が見られる。

長崎市柳谷町は,浦上盆地北西部の,岩屋山

東麓斜面に位置する。この傾斜地に昭和44年 に

建てられた長崎大学教育学部附属養護学校では,

昭和54年の夏頃から,校舎の下に埋設した水道

管が数か所にわたって漏水を起こした。漏水個

所を掘 り出した所,水道管は著しく腐食し,全

く使用に耐えないものになっていた。この腐食

の原因となるのは,変質帯に含まれる黄鉄鉱の

風化作用によって生じた硫酸の生成と密接な関

係をもつものと判断したので,その調査結果を

報告する。

2.地質状況

長崎大学の附属養護学校の敷地は,運動場の

西側と,体育館 0プールの南側の斜面を切取 り,

北東側にその土石を埋めて造成したものである。

プール横の斜面には岩盤が露出し,そ の新鮮な

部分は黒灰色の堅硬な火山岩である。採取岩石

の薄片検鏡の結果では,角閃石含有複輝石安山

岩である。

運動場西側の斜面は崩積土で覆われていたが
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昭和57年 7月 23日 の長崎豪雨により崖 くずれが

起 き,かなりの上砂が運動場に流れ込んだ。

プール側や裏門付近の岩盤の露出部には,か

なり広い範囲に著しい熱水変質のため,本来の

安山岩の組織を止めない程に変化 し,脱色 と酸

化鉄の生成によって褐色を呈 している部分があ

る。 しかし,一部には黄鉄鉱 (硫化鉄)の微組

結晶の密集する部分を留めている所 もある。

したがって,校舎敷地内の埋土中には,こ の

様な黄鉄鉱を含有する岩塊や,変質した岩石 と

その風化物質が多量に混在 していることは当然

考えられる所である。

3.埋 土 と原 岩 の pH測 定

校舎下に埋設 した水道管が著 しく腐食 した個

所の埋土 と,熱水変質を受けた部分の原岩より

試料を採取 し,九州大学理学部附属島原火山観

測所の分析室において,pHの測定を行った。測

定には東亜電波工業laltt HM-7A型 ガラス電極

pH計を使用した。その結果は,第 1表 に示すよ

うな値が求められた。測定には,原試料100gを

100mlの 蒸留水に浸 け,攪拌分解 して 2, 5,

8,24時間経過 した時に pHの値を読みとった。

試料 1, 2は 中性～アルカリ性の値をとって

いるが,その原因については不明である。その

他の試料は著しく強酸性を示 し,明 らかに硫化

鉄の酸化の溶脱 により硫酸が生 じ,そ の結果

pHが著 しく低 くなっているもの と判断される。

4.硫 化鉄 の風 化 作 用 に よる変化 の

考 察

硫化鉄 FeS2は ,地下深所の還元環境 (無酸素

状態)では,黄鉄鉱 としてきわめて安定 してお

り,地下水に不溶である。 しかし,地表近 くで

通気のよい風化帯で酸化されると,水溶性の硫

酸塩 となり,地表水の滲透があると,水に溶け

て硫酸 を生 じ,そ の水は著 しく酸性 を呈 して

pHが ~下
がる。

FeS2+7/202+H20→  FeS04+H2S04

黄鉄鉱        硫酸第一鉄 硫 酸

こうして生じた硫酸第一鉄はさらに酸化 して,

硫酸第二鉄および水酸化第二鉄に変化する。

6FeS04+3/202+3H20~2Fe2(S04)3+2Fe(OH)3
硫酸第二鉄 水酸化第二鉄

この硫酸第二鉄は潮解性があり,水の存在下

では強い酸化力をもち,他の金属の硫酸塩をつ

くる性質がある。 また,水酸化第二鉄は,一般

に Fe203° nH20(n=4～ 1)式で示され,生成

後の時間の経過につれて脱水 し;Fe203・ 2H20

で代表 される褐鉄鉱 とな り,赤褐色のさび状

の集合体をつ くる。黄鉄鉱を含む岩石が地表に

おいて著 しく赤褐色になるのはこのためである。

5.結  語

以上述べてきたように,長崎市柳谷町の養護

学校の水道管腐食による漏水の原因は,埋上の

原岩が硫化鉄を含む変質岩であることに帰因す

る。埋土そのものが,今なお著しく酸性である

ことから,,風化によって生成された水溶性硫酸

塩が地下水に溶脱され,硫酸を生じ,埋設され

ている鉄管は容易に侵される結果 となったと考

えられ/る 。

このような被害現象は,長崎市北部の時津・

長与町を含む一帯の他の場所にも発生 している

ものと推察される。 とくに,変質帯をともなっ

た岩盤を切開いて造成した宅地では,岩盤の上

載荷重の解放 によよる膨張や亀裂の発生,空

気・水の流通が容易になることによる化学変化

をともなう風化作用などが急速に進行すること

が考えられる。

一般に宅地造成や道路工事などにおける地質
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第 1表 長大附養校の埋± 0岩石のpH* (昭和54年 9月 6日測定)

hr hr hr hr
備 考

1

2

3

4

5

6

8.28

7.20

3.74

4.41

3.35

3.05

8.55

7.38

3.74

4.15

3.30

2.98

8.40

7.30

3.74

4.15

3.30

2.95

8.34

7.30

3.72

4.10

3.21

2.89

埋土

〃

ノノ

〃

岩石 (黄鉄鉱含有部 )

〃 (変質部 )

注)*原 試料100gを 100mlの蒸留水に浸けた溶液のpH

**試料を蒸留水に浸けた後の経過時間

試料採取場所 (位置は第 2図 に示す)

1.校舎北側実習準備室横 (西側)

2.給食配膳室横 (西側)

3.校舎西側中学部廊下の下

調査は,工事前の設計段階では行われているが ,

工事中や完工後にも実施 していることは殆んど

ないのではなかろうか。熱水変質を受けた火山

岩地域におけるこのような特殊地盤の開発にお

いても,ア フターケアの必要なことはいうまで

もない。

終わ りに,本調査の機会を作って頂いた長崎

大学教育学部元事務長片岡 清事務官 と会計係 ,

及び附属養護学校の関係各位に謝意を表する次

第である。

4.校舎南側の小学部教室の下

5。 プール南側の露頭

6.同上
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