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土壌中にイオウ化合物を多量に含むため､ 酸化する
と硫酸を生成します｡ イオウ化合物の起源により､ 二
つの大区分､ 四つの細区分に分類できることを当チー
ムの研究成果として発表しています１)｡ その区分とは���のとおりです｡
酸性硫酸塩土壌であるか否かを確認するための分析
手法はいくつか提案されています｡ 詳細は ｢土壌およ
び作物栄養の診断基準－分析法 (改訂版) －1992年､
北海道立中央農業試験場・北海道農政部農業改良課｣
を参照してください｡ 判定基準は､ 土壌を過酸化水素
水で処理したpHと土壌中のイオウの含有率が提示さ
れていますが､ 当チームでは､ 過酸化水素水で処理し
たpHが3.5以下となる土壌は酸性硫酸塩土壌である可
能性が極めて強いと判断し､ そのような試料のイオウ
含量を分析して最終判定を下しています｡
酸性硫酸塩土壌の色は､ 充分に酸化していない段階
では青灰色であることが多く､ 酸化が進行すると灰色

もしくは橙色となります｡ しかし､ 水田の下層土のよ
うに長期間還元状態となっている土や普通の泥岩の風
化物も青灰色ですので､ 土色は判定の有力な基準とは
なりません｡ また､ 土性は一般に細粒質ですが､ 粘土
質のものからシルト質のものまで幅がありますので､
判定基準とはなりません｡ 青灰色の土壌の塊を割った
時の新鮮な破断面から､ イオウ臭や硫化水素臭がする
場合は酸性硫酸塩土壌である可能性が強くなります｡
そのような土壌が出現した場合は､ 速やかに土壌の専
門家に相談するようにしてください｡

橙色の層は酸化が進行した酸性硫酸塩土層､ その下
部の青灰色の土壌が未酸化の酸性硫酸塩土壌｡ スケー
ルは1m｡
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資源保全チーム

｢土壌｣ を辞書的に簡潔に説明すると､ 『岩石や鉱
物の風化物と生物の複合作用で形成された地殻最表層
を覆う物質で､ 人類にとっては生活に必要な食糧・衣
料・住居の材料を提供する場でもある』 となります｡
一般には､ 作物を育てる培地と認識されています｡
土壌を研究対象とする自然科学は土壌学という学問
分野として確立されており､ 土壌の生成・性質・地理
的分布・利用を探究しています｡ 土壌学は本質的には
地球科学の一分野ですが､ 農林業との関連が深いため
農学や林学の分野として位置づけられます｡ そのため､
土壌の分類も､ 農業的利用や林業的利用に都合の良い
指標で区分されてきました｡ 世界的には土壌生成の脈

絡の原理を重視した分類体系が指向され､ 日本におい
ても統一的土壌分類体系 (第二次案) が提唱されてい
ます｡ その中に､ 従来の農耕地土壌分類では採用され
ていなかった ｢硫酸酸性質｣ ｢潜硫酸酸性質｣ といっ
た特徴が明記されている土壌があります｡ この特徴を
持つ土壌を包括して ｢酸性硫酸塩土壌｣ と呼んでいま
す｡ 酸性硫酸塩土壌は農業的利用のみならず土木的利
用においても注意を払う必要のあることから､ 機会あ
るごとに注意を喚起してきていますが､ まとまった研
究成果を公表してから15年を経過していますので､ あ
らためて､ Q&A形式で解説し､ 注意を喚起します｡
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<<海成堆積>>
海水中の硫酸イオン(SO42-)が還元条件のもとでH2S

となり､ 底泥の鉄と結合して硫化鉄(FeS)を経て二硫
化鉄(FeS2)を生成し多量に蓄積した土壌です｡ 二硫化
鉄を生成する反応が何時の時代に発生したのかを区分
するために､ ｢現世(河口周辺など低平地に分布してお
り､ 現在も生成が進行している)｣ と ｢化石的(過去に
河口周辺などの低平地で生成した酸性硫酸塩土が地殻
変動により隆起し､ 丘陵地や台地の地中深くに埋没保
存されたもの)｣ に細区分していますが､ 基本的な生
成過程は同じと考えられます｡

海水の一般的な組成は水分が96.5%を占め､ 塩分と呼
んでいる固形成分は3.5%程度です｡ この塩分の主要
な元素組成は表－２のとおりで､ イオウは４番目に多
く含まれています｡ そのため､ 干拓地や熱帯のマング
ローブ林床では､ このような現世海成酸性硫酸塩土壌
が頻繁に見いだされ､ 良く知られていました2)｡ しか
し､ 内陸部であっても､ 過去に海であった時代に生成
された酸性硫酸塩土壌が潜んでいることは､ 大規模な
掘削や切土という工事が可能となった近年に知られる
ようになったことです｡ 北海道開発局で酸性硫酸塩土
壌に注意するようにという事務連絡が発出されたのは
昭和56年７月のことでした｡

<<火山砕屑物>>
火山活動に伴って放出される火山砕屑物の中には､
十勝泥流のように､ イオウ化合物の含有量が多いもの
があります｡ このような火山砕屑物を母材とする土壌
の中には､ 土壌生成過程でイオウ化合物が蓄積して酸
性硫酸塩土壌となったものがあります｡

<<熱水変質>>
イオウ化合物を多量に含む熱水 (いわばイオウ温泉
の源泉) で変質作用を受けた母岩を母材とする土壌の
中には酸性硫酸塩土壌となったものがあります｡ これ
が､ 熱水変質による酸性硫酸塩土壌です｡
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1995年に公表した研究成果に掲載していた分布図に､
その後の発見地を加筆したものを図-1に示しました｡
図示した地点以外では酸性硫酸塩土壌が出現しないと
いう意味ではありません｡
イオウ化合物が高い濃度で土壌に蓄積する条件が整っ
ていた場所には､ 酸性硫酸塩土壌が潜んでいる可能性
があります｡ その場所とは､ 過去に海であった所や現
在の干潟である場所､ 火山の近傍ということになりま
す｡ そのような場所で､ 青灰色や暗オリーブ色でイオ
ウ臭のする土壌が出現した場合は､ 取扱に充分注意し
てください｡
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どのような場所で､ どのような行為で､ どのくらい
の量が出現したのか､ といった諸条件により､ 対応策
は異なってきます｡ しかし､ 基本的な対策は酸性硫酸
塩土壌の酸化を抑制することです｡ 加えて､ 既に酸化
してしまっている部位に対しては､ 炭カルなどのアル
カリ資材で中和することも可能です｡
酸性硫酸塩土壌が露出した道路切土法面で炭カルを
用いた中和工法と遮水シート工法による植生工を1992
年に試験施工しました３)｡ 施工断面を���に､ 施工
１年後の状況を����に示しました｡
この試験の結果の概要は 『中和工法区では良好な法
面植生が造成できた｡ 一方､ 遮水シート工法では､ 水
分不足で法面植生は枯死消失した｡ 造成４年後までの
植生基盤層のpHは5.6～7.3であり､ 強酸性化はしてい
なかった｡』 というものです｡ 詳細は平成10年度北海
道農業試験会議(成績会議) ｢酸性硫酸塩土壌が露出し
た切土法面の緑化工法｣ を参照してください｡
施工後16年を経過した2008年11月に追跡調査を実施
しました｡ ����は2008年の状況です｡ 中和工法区
では良好な植生が維持されており､ 酸性硫酸塩土層へ
の亀裂や植生根の侵入が進行していましたが､ 遮水シ

ート工法区では残存していた植生基盤にコケが繁茂し
ている程度で､ 植生が回復していると言える状況では
ありませんでした｡ 遮水シート直下の酸性硫酸塩土壌
のpHはpH(H2O)で3.5～3.2､ pH(H2O2)で2.2～3.4と酸
化も顕在化していました｡ 土壌の凍結融解による遮水
シートの剥離や隙間の形成で空気や雨水が浸入し酸化
を進行させたものと考えられます｡
一方､ 中和工法区では､ 深部の酸性硫酸塩土壌のp

HはpH(H2O)で2.8～3.7､ pH(H2O2)で2.2～3.2と遮水シー
ト工法区と同様に酸化が顕在化していましたが､ 植生
基盤部はpH(H2O)で6.0～6.6､ pH(H2O2)で5.2～6.4と
下層の酸性硫酸塩土壌の酸化の影響を全く受けていま
せんでした｡
強酸性土壌の法面緑化工法は様々な試行が継続され
ており､ 基準化するには至っていません｡ しかし､ 上
述したように遮水シート工法は適正な工法とは言えず､
普通土で厚く覆う工法や中和工法が適していると言え
ます｡
作物を栽培する農耕地面においては､ 客土材や浅層
となる置土材として酸性硫酸塩土壌を利用しないこと
が最善の対策です｡

(文責：石田 哲也)
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１) 北海道開発局開発土木研究所農業開発部土壌保全
研究室：北海道における各種酸性硫酸塩土壌の区分､
分布および性状､ 北海道農業試験会議 (成績会議) 資
料､ 1995

２) アーバンクボタNo.25 特集＝酸性硫酸塩土壌､
久保田鉄工株式会社 1986
３) 北海道開発局開発土木研究所農業開発部土壌保全
研究室：酸性硫酸塩土壌が露出した切土法面の緑化工
法､ 北海道農業試験会議 (成績会議) 資料､ 1999
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