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要 旨       
林床に堆積した1977年有珠山噴火による噴出物および埋没土壌の化学性を，噴火から毎年５年間と21年

後に調査した。調査地の噴出物の厚さは10～35 ㎝であった。噴出物の水溶性塩基類濃度は噴火直後あるい

は１年後に最大に達し，その後数年間は減少した後，一定で推移したが，表層部分の水溶性塩基類濃度は５

年後から21 年後にかけて大きく増加した。埋没土壌の水溶性塩基濃度は当初５年間は減少したが，21 年後
にかけて増加した。噴出物の水溶性塩基濃度は当初Na＞Ca＞Mg＞K の順であった。各成分は上層から下層

へ移動したが，その移動速度はNa が最も達かった。噴出物の置換性塩基類濃度は水溶性塩基に似た変化を

示したが，より緩やかであった。埋没土壌の置換性塩基類濃度は噴火後やや増加する傾向があったが，５年

後から21年後にかけては減少した。噴出物の置換性塩基濃度は当初Ca＞Na＞Mg＞K の順で，下層への移

動速度はNaが最も速かった。噴出物のpHは当初6.8～7.7の弱アルカリ性であったが，５年後にかけて5.9

～6.9に低下し，21年後も似た値を示した。噴出物の炭素量は５年後までは少なかったが，21年後には表層
で大幅に増加した。土壌への炭素集積速度は0.495～2.55t/ha/yr と推定された。

キーワード：有珠山，水溶性塩基，置換性塩基，火山噴出物，炭素集積

は じ め に       
1977年８月７日に有珠山が噴火を開始し，その後1978年の９月まで大小の噴火を繰り返した。この噴火

は林木に直接噴出物が付着することにより，幹や枝の湾曲や折れなどの被害を生じさせ，若齢級のカラマツ

林では枯死木を多く発生させた。いっぽう，噴出物は林床に堆積したため，噴出物に含まれる様々 な化学成

分による根を介しての林木への影響が生じた可能性がある（寺渾ほか，2000）。また，噴出物の長期的な土

壌化の過程で，徐々 に林木への影響が生じてくることも考えられる。

これらの噴出物の林床への堆積が森林に及ぼす影響を明らかにするためには，まず噴出物および埋没土壌

そのものが堆積後に短期的，長期的にどのように変化していくのかという基本的現象を明らかにする必要が
ある。このような研究例はかなり少ないのが現状である（西本ほか，1982；真田ほか，1965）。

いっぽう，地球温暖化防止のため森林による二酸化炭素の吸収への期待が高まっているが，地上部だけで

はなく，地下部とくに未熟土壌は炭素の吸収力が高いとされている。しかし，未熟土壌における炭素の集積

速度を測定した例は少ないのが現状である(堤，1963；Van Breemen and Fejitel，1990)。この集積速度は

気候帯によっても異なることが予想されるが，冷温帯における測定例は特に少ない｡火山噴出物のような炭素
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の含有量の少ない土壌での炭素量の経時変化を測定することは，土壌への炭素の集積速度を知る上で有効な
手段となる｡
以上のような観点から，筆者らは火山噴出物堆積後の短期的，長期的な，樹木の成長に関わる土壌特性の

変化，及び土壌への炭素の集積速度を明らかにすることを目的として，噴火直後から毎年５年間，さらに21
年後の噴出物及び埋没土墳の化学性の変化を調査した｡

調査地と方法       
調査地は本試験場が1977年有珠山噴火直後に設定した固定調査地のうち，泉２（虻田町），東関内（伊達

市），月浦２（虻田町）である（菊地・山根，1980）。ここでは順に泉，東関内，月浦と呼ぶ。各調査地の位
置を図－１に示す。調査地に近い伊達市
における1951年から1977年の年平均気
温は8.0℃，年降水量は1030㎜である（札
幌管区気象台，1983）。泉は広葉樹二次
林，東関内はトドマツ人工林（1977年当
時20年生），月浦はカラマツ人工林（同
９年生）で，1977年噴火により堆積した
噴出物の厚さは泉33 ㎝，東関内10 ㎝，
月浦10 ㎝であった（表－１，図－2）。
1978年９月初旬にさらに泉では２㎝，東
関内では１㎝の降灰があった。詳細な降
灰状況については当時の報告（北海道立
林業試験場，1979；山根ほか，1982）に
譲る。1977年から1981年にかけては毎
年秋（９月末～10 月）に，1998 年には
７月（泉）と 11 月（東関内，月浦）に
試孔を掘り，土壌断面の観察および土壌
層位ごとの土壌試料のサンプリングを行
った。試孔は年ごとに数10 ㎝ずつずら
した。1998年調査時の土壌断面を写真－
１に示す。土壌試料は風乾細土にし，水
溶性成分については，５ｇの風乾細土に
純水100cc を加えて，１時間振とうした
後，24時間放置したものをろ過し，200cc
にメスアップして抽出液を作った。置換
性成分については純水の代わりに，1Ｎ
－ＮＨ4ＣＨ3ＣＯＯを用いて水溶性成分
と同様の方法で抽出液を作った｡各抽出
液は原子吸光光度計(日立Ｚ－6100 型)
を用いて，Ca，Mg，K，Na について濃
度を測定した。
炭素含有率は風乾細土約 0.5ｇを用いて

CN コーダー（柳本MT－500Ｗ型）によ
り測定した。
以上の測定値は,残りの風乾細土を110℃

図－1 調査地の位置図
Figure 1． Location of stuby sites nearby Usu Volcano ，

southwestern
Hokkaido，northeern Japan.

図－2 1978 年噴火後の土壌断面図．
深さ0 ㎝以上は火山噴出物，0㎝以下は埋没土壌を示
す。IC1～IC4は1977 年噴出物を，IC0は1978 年噴
出物を示す。

Figure 2. Soil profiles after eruption in 1978. Tephras are shown above
0cm and buried soil is shown below 0cm. I c1－I C4 are 
tephras of 1977 eruption and I C0 is tephra of 1978 erup－
tion.



で48 時間乾燥させることにより絶乾重を測定し，風乾重に対する絶乾重の比を求めて，塩基類濃度につい
ては絶乾重当たりの濃度に，また炭素含有率については絶乾重に対する炭素重の割合に換算した。

pH は10g の風乾細土を25cc の純水に混ぜ，撹件した後，pH メーター（東亜ＨＭ－40Ｖ型）で測定した。
以上の測定は各層位ごとに行ったが，結果では1977年噴出物，1978年噴出物，埋没土壌に３区分し，各

区分に含まれる層位の値を区分ごとに平均して示す。

結 果       
１．水溶性塩基類の経時変化（図－３）

(1) Ca
1977年噴出物のCa濃度は1978年にピークに達した後徐々 に低下した。1978年噴出物のCa濃度は当初

３年間は徐々 に低下したが，1988年には大幅な増加が見られた。埋没土墳のCa濃度は1978年あるいは1979
年に増加した後，低下したが，泉では1998年に増加した。
(2) Mg
全体にCaの変化パターンと類似していた｡1977年噴出物のMg濃度は1978年にピークに達した後は徐々

表－1 調査地の概要

調査地 標高 方位 傾斜 噴出源からの距離 1977噴出物の堆積厚 1978噴出物の堆積厚 林相 1977年時の林齢

Study site Altitude Aspect Slope Distance from the Depth of tephra Depth of tephra Stand type Stand age in
（ｍ） （°） summit erupted in 1977 erupted in 1978 1977

（km） （cm） （cm）

泉
Izumi

180 NE 5 3.5 33 2 広葉樹二次林
Secondary

hardwood forest

－

東関内
Higasisekinai

260 W 7 7.4 10 1 トドマツ人工林
Abies sachalinensis

plantation

20

月浦
Tsukiura

200 SE 2 6.8 10 0 カラマツ人工林
Larix kaempferi

plantation
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Table 1. General description of the study site.

写真－1 1998 年の土壌断面写真
Photo. 1. Photographs of soil profiles in 1998.



に低下傾向にあった｡1978 年噴出物のMg 濃

度は徐々 に低下したが，1998年には大きく増

加した｡埋没土壌のMg濃度は1977年あるい

は1978年にピークに達した後,低下傾向にあ

ったが，1998年には泉と月浦で増加した。

(3) Ｋ

  1977 年噴出物のＫ濃度は当初４年間は

1978年あるいは1980年をピークにした変化

が見られ,1998 年に最大に達した｡1978 年噴

出物のK 濃度は堆積後，徐々 に減少したが，

1998 年に最大に達した｡埋没土壌のＫ濃度は

当初４年間はいずれかの年にピークに達した

後は減少傾向にあったが，1998年には再び増

加した｡

(4) Na

1977年噴出物のNa濃度は当年あるいは1

年後にピークに達した後比較的急速に低下し，

1998 年にはやや増加が見られた｡1978 年噴

出物のNa濃度は急速に低下し，1998年には

やや増加が見られた｡埋没土壌の Na 濃度は

1977年が最も高く，若干の変動を伴いながら

徐々 に減少し，1998年にはやや増加した｡

(5) Ca＋Mg＋Ｋ＋Na

以上の４水溶性塩基の合計値の経年変化を見

ると，1977 年噴出物の濃度は1977 年あるいは1978 年をピークに徐々 に減少し，噴火21 年後の濃度は４

年後と同様の値であった。1978年噴出物の濃度は1977年噴出物よりも塩基類濃度は高かったがその後減少

し，５年後から21年後の間に腐植の発達により大きく増加した。埋没土壌の濃度は1977年から減少傾向を

辿り，1981年から1998年にかけては増加傾向にあった。

２．置換性塩基類の経時変化（図－４）

(1) Ca

1977 年噴出物のCa 濃度は大きな変化は見られなかった。1978 年噴出物のCa 濃度は初めの３年間は緩

やかな減少傾向にあったが，1998年には大きく増加した。埋没土壌のCa濃度は増減を繰り返しながら，長

期的には減少傾向にあった。

(2) Mg

Ca と類似した変化パターンを示した。1977 年噴出物のMg 濃度は大きな変化は見られなかった。1978

年噴出物のMg濃度は当初３年間は変動が小さかったが，1998年には大きく増加した。埋没土壌のMg濃度

は泉では1980年以降は減少したが，東関内と月浦では一定の傾向は見られなかった。

(3) Ｋ

1977年噴出物のＫ濃度は緩やかに増加した｡1978年噴出物のＫ濃度は泉では1980年にピークを持つ変化

図－3 水溶性塩基類の経年変化

Figure 3. Temporal change in water－soluble cations



を示したが,東関内では徐々 に増加した｡埋没

土壌のＫ濃度は泉と東関内では途中にピーク

を持つ変化を示したが，月浦では初め減少し，

1998年に増加するという逆の変化を示した｡

(4) Na

1977年および1978年噴出物，埋没土壌と

もに Na 濃度は減少傾向にあった｡減少速度

は他の３元素に比べて速かった｡

(5) Ca+Mg+Ｋ+Na

噴出物における４元素合計の置換性塩基濃

度は水溶性塩基に比べて当初４年間の減少速

度が小さかった｡土壌表層に当たる1978年噴

出物（泉，東関内），1977 年噴出物の最表層

（月浦）の置換性塩基濃度は 1981 年から

1998年にかけて，1～5.82me/100g から6.29

～14.26me/100g と大きく増加した（付表－

１）｡埋没土壌における置換性塩基濃度は水溶

性と異なり，1981年から1998年にかけての

減少が顕著だった｡

３．pH の変化

1977 年噴出物，1978 年噴出物の pH は

1981 年までは減少傾向にあったが，1998 年

にかけてはほぼ横ばいであった（図－５）｡

埋没土壌のpH は泉や東関内では1977 年か

ら1978 年にかけて上昇したが，その後は緩

やかに減少した｡月浦では埋没土壌の pH の

変化は小さかった｡

４．土壌への炭素集積速度の推定

1977 年噴出物の炭素含有率は泉,東関内で

は少なく，その後もほとんど変化しなかった

（図－５）。月浦では1978年噴出物がないた

め，1981年から1998年にかけてリターの堆

積，腐植の増加により炭素含有率が大きく増

加した。1978 年噴出物の炭素含有率は1981

年から1998 年にかけてリターの堆積，腐植

の増加により大きく増加した。埋没土壌の炭

素含有率は場所により傾向は異なり，泉では

横ばい傾向，東関内では減少傾向，月浦では

増加傾向にあった。

1998年までの炭素含有率の増加が著しか

図－4 置換性塩基類の経年変化

Figure 4. Temporal change in exchangeable cations

図－5 pH（上段）と炭素含有量（下段）の経年変化

Figure 5. Temporal changes of pH（upper）and carbon content（lower）.



ったＡ層である最表層について炭素集積速度の推定を試みた。この火山灰の容積密度は１～1.3ｇ/cm3 とさ

れている（岡島ほか，1978）ので，1998年の炭素含有率（付表－１）と土壌層厚（泉3.5㎝，東関内１㎝，

月浦２㎝）と併せて，面積当たりの炭素重量を求め，1977年からの年数21で割ると，広葉樹二次林の泉で

は 1.967～2.557t/ha/yr，トドマツ人工林の東関内では 0.495～0.643t/ha/yr，カラマツ人工林の月浦では

0.657～0.852t/ha/yr となった。

考 察       
１．塩基類およびpH の変化

1977，1978年噴出物の特徴としてはpH が最大８程度と高いこと，高い水溶性・置換性CaとNaが挙げ

られる（岡島ほか，1978）。その理由として今回の噴火が，外輪山に囲まれた火口原内で弱アルカリ性の水

の影響を受けて堆積した土壌を巻き込む形で起きたためである，と指摘されている（近堂ほか，1978）。

1977 年噴出物の水溶性塩基類濃度が1978 年にピークに達するのは（図－３），風化して水溶性成分が増

加するのには１年程度かがるためであると推察される。その後塩基類が下方へ移動することにより，濃度は

減少したものと考えられる。1981 年から1998 年にかけては水溶性CaとMg は低下したが，K とNa は増

加した。後者はリターからの成分の溶出が多かったと思われる。1978 年噴出物の水溶性塩基類濃度が1981

年から1998 年にかけて大きく増加したのは，この噴出物が1998 年には腐植を含むＡ層となっているため，

リターからの供給によるものと思われる。埋没土壌の水溶性塩基類濃度も1977 噴出物の風化の遅れに対応

するように，堆積１～２年後がピークになったものと思われる。いずれの土壌区分でも水溶性Na は他の元

素に比べると，ピークに達する年が早く，下方への移動スピードが達いことがうかがえる。Na 以外の３元

素の間では移動スピードに顕著な違いは見られなかったが，本研究と近接した場所で1977年から1980年ま

で塩基類濃度を調べた西本ほか（1982）の研究ではNa＞K・Mg＞Caと報告されている。岡島ほか（1978）

はNaの溶出速度が最も速い，としている。

1977 噴出物の1977 年時点での水溶性塩基の濃度はNa＞Ca＞Mg＞K の順であった。有珠山頂から東に

約3.9km 離れた大平（伊達市）ではNa＞Ca＞K＞Mg という報告があり（岡島ほか，1978），場所による

若干の違いはあるがほぼ同じ傾向であると言える。

有珠山の1977年噴出物の噴火直後の置換性塩基類濃度はCa1.25～4.3me/100g，Mg0.17～0.46me/100g，

K0.06～0.4me/100g，Na0.28～0.9me/100g であった（付表－1）。 1978 年噴出物の噴火直後の置換性塩基

類濃度はCa1.25～7.7me/100g，Mg0.25～0.87me/100g，K0.15～1me/100g，Na0.23～0.84me/100g であ

った。いっぽう十勝岳の 1988 年噴火直後の噴出物では Ca12.5～34.5me/100g，Mg0.22～0.52me/100g，

K0.01～0.04me/100g，Na0.05～0.18me/100g であった（真田ほか，1990）。有珠山の噴出物は十勝岳に比

べてCaが少なく，K およびNaが多いという特徴を持つと言える。

1977噴出物の置換性塩基類はNaが下方へ移動した以外は顕著な変化は見られず，他の３元素は移動しに

くかったと考えられる（図－4）。 1978噴出物の置換性CaとMg は1981年から1998年にかけての増加が

顕著で腐植の増加によるものと思われるが，置換性K とNaは泉では減少したが，東関内では増加した。林

分の違いによって置換性K，Naの増減に違いが生じた原因は現段階では不明である。

噴出物における置換性塩基濃度が水溶性塩基に比べて減少速度が小さたったこと（図－４）は西本ほか

（1982）の報告とも一致する。今回の置換性塩基濃度の算出方法によると，置換性塩基には水溶性成分と非

水溶性成分が含まれている。水溶性成分は減少速度が大きかったので（図－３），置換性塩基のうち非水溶性

成分が移動しにくかったものと考えられる。

十勝岳において噴火から63 年を経過した泥流の表層の置換性塩基濃度は0.33～0.82me/100g,131 年を経

過した泥流では13.93me/100g と置換性塩基濃度の増加は1977 有珠山噴火による噴出物に比べて緩慢であ



った（真田ほか，1990）。十勝岳では噴火により植生が完全に破壊された後に森林が回復しつつあるという

条件であることから，森林の有無が置換性塩基の増加に大きな影響を与えると言える。

埋没土壌における置換性塩基濃度が，1981年から1998年にかけて減少したのは，水溶性塩基は増加して

いる（図－３）ことから，非水溶性成分の減少によると言える。噴出物における置換性塩基は増加している

ことを考え併せると，水溶性塩基はリターから噴出物，噴出物から埋没土壌へと移動しやすいのに対し，非

水溶性成分はリターから噴出物へは移動するが，噴出物から埋没土壌へは移動しにくいことが推察される。

噴出物のpH が当初減少しだのは塩基類の流失によるものであろう（西本ほか，1982）。逆に埋没土壌のpH

の上昇は塩基類の集積に伴う水素イオン濃度の減少によるものと考えられる（図－５）。特にトドマツ林であ

る東関内では1977年の埋没土壌のpH が4.95と低く，1977年から1978年のpH の上昇が顕著だったこと

から，塩基類の集積の影響を強く受けたと考えられる。霧島火山群新燃岳の噴火による噴出物はpH が低く，

S03の含有量が多く，pHが４以下の場所ではスギ，ヒノキなどの造林木が噴火から８ヵ月を経過してから枯

損するなどの被害が見られた（明石，1965）。 1977 年有珠山噴火による噴出物でこのような被害が見られ

なかったことには，硫黄酸化物濃度が低いこと（近堂ほか，1978）や，水溶性塩基類に富んでpH が高かっ

たことなどが大きく関係していると思われる。水溶性塩基に富んでいる理由は考察の冒頭で述べたが，硫黄

酸化物濃度が低い理由は，火口原で堆積物が堆積する間，中央火口丘ではS02，H2S ガスの活動が比較的微

弱であったためであると推察されている（近堂ほか，1978）。

十勝岳で噴火からの経過年数が0年，63年，131年，と異なる泥流の化学性を調べたところ，pH は直後

の3.2～3.5から時間の経過とともに4.7～5.6と増加が見られた（真田ほか，1990）。このように噴火直後に

酸性あるいはアルカリ性に傾いていた噴出物は時間経過とともに中性に近づいていくものと考えられる。

２．土壌への炭素集積速度

瀬戸内海沿岸の花崗岩を母材とした荒廃地に年代を変えて植栽されたヒメヤシャブシ，オオバヤシャブシ，

ヤマハンノキ，ニセアカシア，アカマツなどから成る森林の土壌炭素含有率を時系列に並べて炭素含有率の

時間変化を調べた研究（堤，1963）によると，20年間の炭素集積速度は0.58t/ha/yr であった。スリナムの

フェラルソル土壌における植林後50年間の炭素集積速度は0.23～0.73t/ha/yr であった（Van Breemen and 

Feijtel，1990）。1977有珠山噴火による噴出物での炭素集積速度はこれらと同等か数倍程度で，地域が異な

っても類似した値であると言える。北海道有林の天然林固定成長量試験地における地上部の炭素固定速度は

1.09t/ha/yr と推定されている（梅木，1995）。道北地方の針広混交林では0.85t/ha/yr，トドマツ人工林一と

カラマツ人工林ではいずれも 1.7t/ha/yr，ウダイカン八二次林では 0.41t/ha/yr，渓畔ヤナギ類二次林では

1.59t/ha/yr と推定されている（白石ほか，1997）。以上の推定はいずれも根や土壌への炭素集積は無視され

ている。しかし本研究から，未熟火山灰土壌への炭素集積速度は地上部と同じオーダーであることが明らか

になったので，未熟土壌や耕作放棄地への造林を考える場合には，土壌への炭素集積量は無視できないと考

える。
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Summary
Usu Volcano，Hokkaido，northern Japan erupted from August 1977to September 1978.For the 

purpose to clarify the effect of tephra deposition on living trees, chemical properties of tephra from the 
eruption of Usu Volcano and buried soil were investigated for years（1977 to 1981）and after twenty－

one years （1998）from the eruption.Thickness of tephra in three investigated sites were from10cm to 

35cm. Concentration of water-soluble cations of tephra reached maximum just after the eruption or 
after one year from the eruption, then decreased for several years. It was constant from 1981 to 1988. 
While， concentration of water-soluble cations of surface horizon of tephra greatly increased from 1981 

to 1998.Concentration of water-soluble cations of buried soil decrdased for four years after the eruption，

then increased from 1981 to 1998.The concentration of the constituents of tephra just after the eruption 
decreased in the order Na＞Ca＞Mg＞K. The constituents moved from upper horizon to lower horizon. 

The mobility of Na was highest in the constituents. Temporal change pattern of concentration of 
exchangeable cations of tephra was similar with that of water－soluble cations. But change rate of 

exchangeable cations was lower than water－soluble cations. Concentration of exchangeable cations of 

buried soil increased a little for first four years, then decreased from 1981 to 1998. The concentration of 
the constituents of tephra just after the eruption decreased in the order Ca＞Na＞Mg＞K. The 

downward mobility of Na was highest in the constituents. PH or tephra was 6.8 to 7.7 first, then 

de-creased to 5.9 to 6.9 in 1981. It was constant from 1981 to 1998. Carbon content of tephra was very 
little for first four years,then greatly increased in surfilce horizon in 1998. The rate of carbon 

accumulation into soil was estimated at 0.459 to 2.557t/ha/yr.

Keywords：Usu volcano,water－soluble cation,exchangeable cation,volcanic tephra,carbon accumulation



付表－1 土壌層ごとの測定値

Appendix 1. Whole measurements of soil chemistry in each horizon.
Unit of cations is me/100g，and unit of carbon content is weight percent. Because I C1～I C4 horizons in Tsukiura were measured as one horizons from 1977 to 1978，those measure－
ments are the same value.

単位は塩基類はme/100g，炭素含有量は重量％で表す。月浦のI C1～I C4は1977年から1981年までは1つの層として測定したため，同一の値を示す。


