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１．はじめに

　酸性硫酸塩土壌は、イオウやイオウ化合物を高濃度
に含有し、酸化すると硫酸が生成されるため、強酸性
を呈する土壌である。そのため、植物や作物の生育に
甚大な被害を及ぼす。農業の作物栽培での課題のみな
らず、道路や河川事業における法面や後背地緑化の工
事等においても課題となる土壌である。
　資源保全チームでは、1994年度に、その時点で確認
できていた34所在地（37箇所）の酸性硫酸塩土壌の性
状・区分・分布地点を取りまとめて平成６年度北海道
農業試験会議（成績会議）に提出し公表した（以下、平
成６年度資料１）という）。
　その後、2010年度までに新たな30箇所の出現地点を
追加記録しているが、取りまとめた情報としては未公
表のままであった。また、平成６年度資料で公表した
34所在地の中には、酸性硫酸塩土壌が出現した地点を
特定できる調査位置図等の情報が不備であったり、散
逸してしまっているもの、および公表漏れとなってい
た地点もあった。
　そこで、34所在地と未公表の30箇所の資料を再整理
して、出現地点を特定できた場所の緯度・経度を計測
するとともに、2010年における出現地点の現状（特に、
酸性硫酸塩土壌の露出状況）を確認する調査を行い、
67箇所のうち45箇所の緯度・経度と現地状況を、従前
から蓄積していた土壌分析値とともに取りまとめるこ
とができた。
　本資料の前半は、第54回北海道開発技術研究発表会
の発表論文２）と一部重複するが、新たに、緯度・経度
を測定した地点の字名や酸性硫酸塩土壌が露出した法
面写真の情報を追加した。
　酸性硫酸塩土壌は北海道に特有の土壌ではなく、世
界中に分布しているが、日本国内での分布や土壌性状
に関する研究報告は多くはない。そのため、参考文献
や論文の検索に手間取ることも多い。酸性硫酸塩土壌
の分布や性状に関する文献・論文等をリストで紹介す
るので、執務の参考としていただきたい。

２．調査方法

２．１　既存資料の再整理

　資源保全チームが保管している昭和53年度以降の土
壌調査報告書等（国営土地改良事業の調査計画地区お
よび実施現場からの土壌調査や分析の依頼に答える内
容で作成）を検索し、酸性硫酸塩土壌の採取地点や出
現地点を示す地形図またはポンチ絵等を抽出した。
　即座に酸性硫酸塩土壌の採取地点が特定できないケ
ースでは、該当地区の計画平面図等を収集し、報告書
の記載内容から出現地点を特定した。
　また、共和町と三笠市での出現地点３）、および十勝
岳泥流に由来する酸性硫酸塩土壌４）の代表的な地点
は、それぞれの情報が記載されている既往の資料から
特定した。

２．２　現地状況の確認調査

　現地状況の確認調査は、2010年９～ 11月に実施し
た。位置精度10mRMSの GPS 機器（写真－１）を携帯
して現地に赴き、緯度・経度（世界測地系WGS84）を
計測するとともに、酸性硫酸塩土壌の露出の有無や植
生等による被覆の程度等を主体とした現地状況を観察
し、写真記録した。加えて、酸性硫酸塩土壌の露出が
確認でき、かつ、露出地点に立ち入ることが可能な現
場では土壌試料の採取も行った（写真－２）。

写真－１　使用した GPS 機器と緯度・経度の表示部の拡大
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表－１　酸性硫酸塩土壌の調査対象とした所在地のリスト

写真－２　現地での確認調査の状況

３．調査結果

３．１　出現地点リスト

　表－１に既存資料から整理した全ての所在地のリス
ト（67箇所）を示した。
　所在地の市町村名は2010年時点の179市町村の名称
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で、平成の大合併以前の212市町村での名称も旧名と
して付記した。なお、本報告では市町村の並び順番を
総務省の自治体コードに準じて振興局単位で整理し直
した。そのため技研論文２）とは順序が異なっている。
　表－１に付した着色の意味は以下のとおりである。
①　地点番号の列：無着色は、緯度・経度を計測でき
た出現地点（45地点）。紫色の着色は、出現地点を特
定できなかった地点（22地点）。したがって、緯度・
経度の値も記入できてていない。
②　所在地の列：黄色の着色は、平成６年度資料に掲
載していた所在地の出現地点（37地点）。無着色は、
平成６年度資料に掲載していなかった地点および
1995年度以降に新たに追加記録した出現地点（30地
点）。

　地点番号は、同一の市町村で同一の地層からの出現
であっても、連続した露頭でなければ、複数の出現地
点のそれぞれに地点番号を与えた。
　平成６年度資料では、複数の酸性硫酸塩土壌の出現
地点が存在していても、同一の市町村内で同一の地層
から出現した場合は、どこか１箇所の情報を掲載して
いたため所在地という表現を用いていた。しかし、今
回の整理では、酸性硫酸塩土壌の現地調査といった要

望に応えることができる位置情報の把握も目的とした
ため、酸性硫酸塩土壌の偏在を考慮して、全ての出現
地点に地点番号を割り振った。

３．２　分布図

   出現地点の緯度・経度が明らかとなった45地点を北
海道全図に地点番号と青点で示した（図－１）。
　市町村の境界線は2010年時点の179市町村である。
　出現地点の緯度・経度は特定できなかったが、平成
６年度資料で酸性硫酸塩土壌の存在を確認していた以
下の10市町村は、黄色の着色と丸数字で示した。
　①石狩市（旧厚田村および旧浜益村）　②余市町
　③岩見沢市（旧栗沢町）　④深川市
　⑤奈井江町　⑥雨竜町
　⑦北竜町　　⑧遠別町
　⑨幌延町　　⑩白糠町
　これらの市町村では、出現地点が特定できなかった
とはいえ、酸性硫酸塩土壌が消失したということでは
ない。したがって、大規模な土木工事の施工に際して
は、近傍で出現地点が確認できている酸性硫酸塩土壌
を含む地層の分布範囲から当該市町村での出現区域を
推定し、注意を払う必要がある。
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図－１　緯度・経度が明らかとなった45カ所の出現地点の位置図
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３．３　緯度・経度の利用

　緯度・経度は、インターネットのマップサイト等で
出現地点の場所の確認や周辺状況の事前調査等に利用
できる。
　例えば、図－２に示した「GoogleEarth の旅」では、
緯度・経度を入力すると、その地点の地図や航空写真
が表示されるので、酸性硫酸塩土壌の出現地点の状況
をビジュアルに把握できる。このサイトでは、緯度・
経度の値は、10進数でも60進数の度分秒でも利用でき
る。
　写真－３はこのサイトを利用して、北緯44度49分
50.22秒、東経141度48分53.46秒の地点番号16のダムサ
イトを表示させた画像である。ダム堤体左岸取り付け
部の露頭が酸性硫酸塩土壌で、現地で撮影した堤体天
端からの露頭の写真は写真－７に示した。

　また、酸性硫酸塩土壌の特徴的な青灰色～灰白色の
露頭５）が消失してしまっている現地に行くにあたって
も、GPS 機器や携帯電話の GPS 機能を利用すること
で、酸性硫酸塩土壌の出現地点に辿り着くことができ
る。写真－４は地点番号34の現況写真である。普通土

に覆われ、若干の植生も回復しているため、酸性硫酸
塩土壌が潜んでいるとは判別しがたいが、20cm程度
の掘削で酸性硫酸塩土壌が出現する（写真－５）。
　このような地点の探索において、緯度・経度の情報
は有効である。

３．４　出現地点の現状

　表－２に各出現地点の酸性硫酸塩土壌の露出状況を
示した。以下のように集計される。
①全面的に普通土や植生で被覆されている・：33地点
②部分的に酸性硫酸塩土壌が露出している・：５地点
③酸性硫酸塩土壌が露出している・・・・・：６地点
④不明・・・・・・・・・・・・・・・・・：１地点
　表－２で②は黄色に、③は桃色に着色して示した。
　45カ所の出現地点のうち、33地点は自然植生に被覆
されたり、対策工事によって酸性硫酸塩土壌の露出が
解消されている。また、湖底浚渫土やボーリング調査
土のように、土壌を利用しようとして採取・分析した
結果、酸性硫酸塩土壌であることが判明した地点では、

図－２　「GoogleEarth の旅」トップページの一部

写真－３　地点番号16の「GoogleEarth の旅」での

表示画像　　　　　　　　　

写真－４　地点番号34の法面の現状

写真－５　地点番号34の法面を20cm ほど掘削して

露出した酸性硫酸塩土壌　
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そもそも酸性硫酸塩土壌は露出していなかったケース
もある。
  一方、大部分が露出または部分的に露出している11
地点では、法面が急峻で対策の難しい場所も含まれて
いるが、露頭から浸出する酸性水による影響の回避や
景観保全の観点から、普通土による被覆や新しい緑化
工法による対策を行うことが望ましい。酸性硫酸塩土
壌が大きく露出していた６地点の現況写真を写真－６

～ 11に示した。

３．５　酸性硫酸塩土壌の分布や性状に関する文献等

　表－３に酸性硫酸塩土壌の分布、性状、対策工法に
関して記述された発表要旨（表の上段、21件）、論文・
文献等（表の下段、76件）を年代順に示した。近年は、
酸性硫酸塩土壌から有用な成分や微生物を探索する分
野での論文等が多くなっているが、これらの文献等は
掲載していない。文献等の記述内容の変遷を概括する
と、酸性硫酸塩土壌の認知度や対策技術の進展がうか
がわれる。すなわち、1930年代に湖沼干拓地で干陸後
の水稲への障害の原因究明の研究が開始されたが、干
拓地土壌といった呼称が一般的であった。酸性硫酸塩
土壌という名称は1967年の「中海・宍道湖」干拓に関
わる一連の論文で発表されたことが嚆矢である。
　その後、岩手県・北海道など内陸部を含む、各地で
の発見事例の報告が続いた。1980年代は、発見された
露頭等の情報に基づく分布範囲や酸性硫酸塩土壌の性
状に関する発表が多い。その後、酸性硫酸塩土壌の判
定基準に係る分析手法や定義と続き、1990年代は、土
壌改良対策・法面緑化対策が主体となっており、2000
年代から現在は、酸性硫酸塩土壌と微生物との関係や
土壌そのものの有効利用に踏み込む論文が多くなって
いる。

４．まとめ

　酸性硫酸塩土壌といえども、適正な対策を施すこと
で農地利用や法面緑化等の対応が可能となってきてい
る。しかし、一方で、酸性硫酸塩土壌の分布域に関す
る整理は遅れており、本土壌が含まれる地層の分布域
から注意を促すことは可能であるが、実際に疑わしい
土壌が出現した際に、酸性硫酸塩土壌であるか否かを

写真－８　No19地点　　　　写真－９　No23地点

　写真－10　No35地点　　　 写真－11　No36地点

表－２　出現地点の2010年での露出状況

写真－６　No ７地点　　　　写真－７　No16地点
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確実に判定するためには、土壌の分析が必須である５）。
　酸性硫酸塩土壌は思いも寄らぬ場所から出現するこ
とがある。したがって、一般市民や土木建設事業者か
らの酸性硫酸塩土壌に関する種々の問い合わせに、い
つでも的確に答えていけるように、また、今回の調査
では緯度 ･経度を特定できなかった所在地での出現地
点の特定を含めて、データの蓄積と整理を充実させて
いくことは、研究機関として大切な使命であると考え
ている。
　そのためには、農業・河川・道路・建築といった事
業部門を問わず、工事現場から情報を提供していただ
くことが極めて重要である。関係者の協力を改めてお
願いする。
　今回の調査で整理した、緯度・経度や土壌分析結果
等は、出現地点ごとに１パッケージにして原本として
保管してある。機会を得て電子データ化して資料の散
逸を防ぐとともに、検索に供する態勢を整えたいと考
えている。本資料が酸性硫酸塩土壌対策の一助となる
ことを期待している。
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