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要旨 
 北硫黄島に分布する土壌を明らかにするために、2019年6月18日～23日に現地にて土壌

断面調査を実施した。調査を行った 6 断面中、4 断面が褐色森林土、2 断面が黒ボク土に分

類された。これらの土壌は、父島列島および母島列島に分布する黄褐色土壌や赤色土壌より

も若い生成段階にあると考えられた。また、北硫黄島では、火山灰の影響を強く受けて黒ボ

ク土が生成していると考えられ、この点は父島列島や母島列島の土壌には見られない特徴で

あると考えられた。 
 
キーワード 
 小笠原諸島、火山灰土壌、黒ボク土、日本土壌分類体系 
 
１．はじめに 
 土壌は植物養分や水分を保持する機能を持っていることから、植物の生産性を支配する大

きな要因となっている。植物は、種ごとに生育に適する土壌特性が異なるため、土壌特性の

変化は植生遷移や植物進化を促す要因にもなりうると考えられる。このように、土壌は生態

系を支える基盤となっていることから、生態系を適切に保全・管理するためには、土壌特性

を明らかにし理解することが重要である。 
 小笠原諸島においては、日本に復帰した 1968 年以降、土壌調査が実施されその結果が報

告されているが、これらは父島列島および母島列島についてのものであり、火山列島につい

ての土壌調査報告は見当たらない。そこで本研究では、北硫黄島に分布する土壌を明らかに

することを目的として2019年6月18〜23日に上陸調査を行った。 
 
２．材料と方法 
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 土壌断面調査は、北硫黄島の東側の海岸部から山頂までを踏査しながら、土壌の保存状態

が比較的良好な平坦面を探して実施した。土壌断面調査地点を図１および表１に示した。土

壌断面調査後、層位ごとに土壌試料を採取し、風乾後、2 mmの篩を通して土壌pH測定に供

試した。土壌 pH は、脱塩水中（pH(H2O)値）、1M KCl 水溶液中（pH(KCl)値）、および飽和

NaF 中（pH(NaF)値）で測定した。pH(H2O)値および pH(KCl)値の測定は、土壌 2g に対して

脱塩水あるいは1M KCl水溶液を5 mL加え、時々撹拌しながらおよそ24時間平衡後、ガラ

ス電極により測定した。pH(NaF)値は、土壌1 gに対して飽和NaF水溶液（pH 7.0）を50 mL
加え、2分間継続して撹拌後、ガラス電極により測定した。 
 
３．結果 
 調査を行った土壌の断面形態および周囲の状況を図２～１３に、土壌断面記載を表２～７

に示した。土色は、いずれも表層は黒～黒褐であり、その下層は大部分が黒褐～暗褐～にぶ

い黄褐～灰黄褐と黄色系であったが、土壌断面３のみ赤暗褐と赤色系が認められた。いずれ

の土壌断面も、土壌構造の発達程度は弱く、土壌硬度は< 20 mmと比較的柔らかく、野外土

性は埴壌土（CL）～シルト質壌土（SiL）～壌土（L）～砂壌土（SL）と比較的粒径は粗かっ

た。 
 土壌断面１、２、５は、土壌 pH(H2O)が 6.4～6.8、土壌 pH(KCl)が 4.9～5.7 と弱酸性を示

し、pH(NaF)値はいずれも9.2以下であった。日本土壌分類体系（日本ペドロジー学会第五次

土壌分類・命名委員会、2017）を参照すると、褐色森林土に分類されると考えられた。土壌

断面３は、土壌pH(H2O)が6.6～7.2、土壌pH(KCl)が5.6～6.0であり、土壌断面１、２、５よ

りもさらに酸性は弱かった。pH(NaF)値は23～78 cmの層位において9.2を超えていたため、

黒ボク土に分類されると考えられた。土壌断面６は、土壌pH(H2O)が5.3～6.1、土壌pH(KCl)
が4.5～5.5であり、土壌断面１、２、３、５よりも酸性が強かった。pH(NaF)値は全ての層位

において 9.2 を超えていたため、黒ボク土に分類されると考えられた。土壌断面４は、土壌

pH(H2O)が4.5～5.3、土壌pH(KCl)が3.4～4.2であり、今回調査した土壌断面の中で最も酸性

が強かった。pH(NaF)値は全ての層位において9.2以下であったため、褐色森林土に分類され

ると考えられた。なお、土壌断面５および６では、かつて表層だった層位が後の土砂堆積等

の作用を受けて埋没した結果、埋没層として出現していると考えられる層位（2A層）が見ら

れた。 
 
４．考察 
 これまで行われてきた母島列島および父島列島の土壌調査では、主としてリソゾル土壌

（岩盤質土壌）、暗色土壌、黄褐色土壌、赤色土壌（暗赤色土、帯暗赤色土、赤色土を含む）

が分布していること、これらの中でもとくに赤色土壌の分布が広いことが報告されている

（加藤・宇津川、1983；宇津川 1993）。黄褐色土壌と赤色土壌は粘土含量がとくに高く（多

くが重埴土に相当）、風化（土壌化）の進行に伴って粘土鉱物はモンモリロナイトからカオリ
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ナイトへと変化すると考えられている（後藤ほか、1975；後藤・蜷木、1976a、1976b）。土壌

化プロセスは、リソゾル土壌 → 暗色土壌 → 黄褐色土壌 → 赤色土壌、と進行すると考え

られる。 
 これに対して、北硫黄島には褐色森林土および黒ボク土が広く分布していることが、本研

究により示唆された。これらの土壌は、父島列島および母島列島に広く分布する黄褐色土壌

および赤色土壌に比較すると、いずれも粘土含量が低く土壌の発達程度も弱いことから、よ

り風化の初期段階にあると考えられた。なお、土壌生成分類学上からも、褐色森林土および

黒ボク土は、黄褐色土壌や赤色土壌に比較すると、土壌生成は若い段階にあると考えられる。 
 また、北硫黄島では、火山灰の影響を強く受けて黒ボク土が生成していると考えられた。

この点は、父島列島および母島列島の土壌には見られない特徴であると考えられる。北硫黄

島の黒ボク土は、火山灰が比較的平坦な地形面に累積的に堆積して生成した可能性が考えら

れる。土壌断面３および６の黒ボク土の粒径は細粒質かつ比較的均質であり、大きな礫を含

まないことから、その給源は島外の海底火山である可能性がある。中野・古川（2009）も、

土壌断面３付近の地表面下約50 cm付近において火山灰の存在を報告しており、その化学組

成から海底火山起源の可能性を指摘している。 
 本研究では、土壌断面調査を実施し、その際の野外調査記載および採取した土壌試料のpH
測定結果から土壌生成を推定したが、今後さらに土壌分析を進め、より広範な情報を得る予

定である。 
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図１．北硫黄島における土壌断面調査地点 
Figure 1. Locality of soil survey plots on Kita-iwoto Island  

 

 

緯度
1)

経度
1)

標高
2)

土壌断面1 N25°26’15.53” E141°17' 31.19"   36 m
土壌断面2 N25°26’15.34” E141°17' 13.29" 203 m
土壌断面3 N25°26’18.70” E141°16' 58.88" 449 m
土壌断面4 N25°26’16.77” E141°16' 57.27" 468 m
土壌断面5 N25°26’12.38” E141°17' 23.08" 143 m
土壌断面6 N25°25’46.31” E141°16' 58.82" 715 m
1: GPSによる読み値
2: GPSによる読み値をもとに、地形図より読み取った値

表１．北硫黄島における土壌調査地点の位置情報
Table 1. Latitude, longitude, and elevation of soil survey plots on Kita-iwoto Island
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OGASAWARA RESEARCH 
 

SUMMARY 
 

Soils distributed on Kita-iwoto Island  
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   Soil survey was conducted to clarify soils distributed on Kita-iwoto Island in June 18th to 23rd, 2019. 
Among 6 soil profiles investigated in the present study, 4 were classified into Brown Forest soils, and 2 
into Andosols. The soil formation stages of all the soils would be younger than those of Yellowish Brown 
soils and Reddish soils distributed on Chichi-jima and Haha-jima Island Groups. The Andosols on Kita-
iwoto Island would be formed under the strong influence of volcanic ash, and this would be the distinct 
characteristics of soils on Kita-iwoto Island over those on Chichi-jima and Haha-jima Island Groups.  
 
Key words 
 Andosols, Kuroboku soils, Ogasawara Islands, Soil Classification System of Japan 
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