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第3章 土壌モニタリング 

3－1. 石炭採掘跡地に出現する問題土壌の特性と変化 

 

国際緑化推進センター 太田誠一・仲摩栄一郎 

Lambubg Mangkrat 大学 Dr. Fakhrur Razie 

 

１）硫酸酸性塩土壌の出現と土壌の堅密化 

 近年インドネシア各地で露天掘りによる石炭採掘が様々な規模で進行し、その跡地

に森林回復が困難な酸性土壌もしくは潜在的酸性土壌地帯が出現している。同国の南

カリマンタン州にあっても同州の Barito 川沿いに南北に連なる丘陵地帯に炭田が分

布しており、この地域で行われた石炭採掘の結果、大小の荒廃地が出現するに至って

いる。このため本事業では、石炭採掘跡の荒廃地を対象とした森林回復技術の開発を

目的として、南カリマンタン州の Banjar 県に位置する PT. Tanjung Alam Jaya 炭鉱

ならびに Hulu Sungai Selatan 県に位置する PT. Antang Gunung Meratus 炭鉱の採

掘跡に試験地を設けて、モデル林造成を実施している。 

 石炭採掘跡地における森林再生を困難なものにしている主要な原因はその特殊な土

壌環境であることが多い。特に石炭採掘時に随伴して掘り出される堆積物中にパイラ

イトが含まれる場合には、土壌が時間と共に著しく強い酸性を呈する硫酸酸性塩土壌

が出現するに到り、あらゆる植生の活着・生存が困難となる。加えて、石炭採掘跡地

において緑化を行う場合、採炭跡のピットを掘削残さで埋め戻して地拵えを行うが、

その際の土工は大型の重機を用いて行われるため、著しい土壌の堅密化が進行し植生

の定着を阻害する。さらに堅密化した表土は雨水の浸透能が極めて小さいために、雨

水の多くが表面流去水として流去する際に激しい表土流亡を随伴し、更に植生の定着

を阻害することとなる。 

 

ａ）パイライトの生成 

 パイライトは、海水ないし汽水による SO42-の供給と有機物の供給が同時に起こる

ような環境下で生成することが知られている。例えば、海水ないし汽水環境下に成立

するマングローブはこの２つの条件を備えている。海水中には 2.65ｇL-1の SO42-が存

在し、供給された有機物の分解に伴う酸素消費によって形成された嫌気環境下で、こ

の SO42-は還元され原子価 2 のイオウ（S(-II)）化合物である H2S が生成する。 

 

  2CH2O+ SO42-＝H2S+2HCO3- 

 

 この硫酸還元反応は一群の絶対的嫌気性菌に属する従属栄養細菌によって、無酸素

条件下（Eh -120－-180ｍV）でのみ進行する。こうして生成した S(-II)は、硫酸還
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元よりも高い Eh（+180－+150ｍV）ですでに生成している Fe2+と反応し、常温で準

安定な黒色の硫化鉄（FeS）が沈殿する。 

 

    Fe2++S2-=FeS 

 

 FeS は、S(-II)の酸化や SO42-が還元される際の中間産物として生成して海底堆積物

中にかなり普遍的に存在すると考えられる原子状硫黄（S(0)）と反応してパイライト

（FeS2）が生成する。 

 

   FeS+S(O)＝FeS2 

 

 このように、海水中に豊富に含まれる SO42-は、有機物の供給によって形成される

嫌気環境下で硫酸還元反応によって S(-II)に形を変え、 終的にはパイライト（FeS2）

として安定化し堆積物中に蓄積される。 

 

ｂ）硫酸酸性塩土壌の生成と酸化生成物の行方 

 海底堆積物中に蓄積したパイライトは、堆積物が陸化し脱水されると、酸素の存在

下で下記の反応が進行する。 

 

  FeS2+1/2O2+2H+＝Fe2++2S(0)+H2O 

  2S(0)+3O2+2H2O=2SO42-+4H+ 

 

 しかし、これらの反応はいずれも純化学的には極めて緩慢にしか進まない一方、微

生物が仲介すると極めて速やかに進行することが知られ、鉄バクテリア、硫黄バクテ

リアと呼ばれる微生物群がそれぞれ関与する。このようなプロセスでパイライトの初

期酸化が進むと生成した硫酸によって媒質は急激に酸性化し、pH が 3 以下になると

溶液中に Fe3+が溶存し、次には Fe3+を酸化剤としてパイライトの酸化が進行する。 

 

  FeS2+14Fe3++8H2O＝15Fe2++2SO42-+16H+ 

 

 この反応の半減期は 20－1000 分であり、極めて速やかなパイライトの酸化が進行し、

しかもこの反応は酸素を必要としない。ここで生成した Fe2+は鉄バクテリアに再び

Fe3+に酸化され、更なるパイライトの酸化にあずかる。 

 生成した酸が溶脱したり中和されたりして媒質の pH が＞3 となると、生成された

Fe3+は加水分解を受け褐色－黄橙色の加水酸化鉄として沈殿する。しかし pH 3－4 程

度の中度の酸性条件下では、Fe3+が部分的な加水分解を受けて生じた Fe(OH)2+から次

の反応によってジャロサイト（jarosite）が生成する。 
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  3Fe(OH)2++2SO42-+K+=KFe3(SO4)2(OH)6 

  

ジャロサイトは淡黄色を呈し糸根状、管状、膜状の斑紋として出現し、その特徴的

な色は、硫酸酸性塩土壌あるいはキャットクレイ（ジャロサイト斑紋をもつ粘土質堆

積物）の存在を現場で識別するのに役立つ。ジャロサイトは pH＞4 で加水分解を受け

硫酸と黄橙色ゲータイト（FeOOH）を生じる。 

 一方、パイライトの酸化によっていったん生成した大量の硫酸のうちの多くは下方

への浸透水や地表流去水と共に徐々に失われてゆくと考えられるが、残りは土壌中の

塩基性物質と反応して中和される。 も有効にこの酸を中和するのは堆積物中に含ま

れる CaCO3 であり、また易風化性の一次鉱物（造岩鉱物）や二次鉱物（粘土鉱物）

も硫酸によって破壊され Ca、Mg、K、Na などの塩基性カチオンを開放し硫酸を中和

する。 

 このようにパイライトの酸化は大量の硫酸の生成を伴うが、先に述べたようにその

酸化プロセスは必ずしも常に迅速に進行するわけではなく、生物的関与が限られる初

期の酸化条件下ではむしろ酸の生成は極めて緩慢に進行する。更に、生成した硫酸は

堆積物中に共存する塩基性のカチオンによって中和されるため、堆積物中に多くの塩

基性物質が共存する場合には生成した酸は直ちに中和され、土壌の急激な酸性化は進

行せず中性－アルカリ性を示すにすぎない。しかし、時間の経過と共にパイライト酸

化に微生物が参加し大量の硫酸が急激に解放され、加えて酸の中和に与る塩基性物質

が堆積物中にあまり含まれていない、あるいはすでに中和反応によって消費されてい

ると、土壌は著しく強い酸性を示すことになると考えられる。 

 このようにパイライトを含む堆積物を原材料とする土壌の酸性の強さは、堆積物が

含むパイライトの量、その酸化のスピード、堆積物が持つ硫酸中和のキャパシティー、

硫酸が浸透水や表面流去水によって除去されるスピード等、複数の関連する要因のバ

ランスとして決まることになる。しかし、石炭採掘の際に共に掘削されたパイライト

を含む堆積物を地表に露出した場合、こうした関連プロセスがどのような強度とスピ

ードで進行するかは明らかでなく、石炭採掘跡地における緑化・植生回復を行う際の

重要な不確定要因の一つとなっており、これらプロセスの実態を堆積物の特徴との関

連の下に明らかにすることが必要とされる。 

 

ｃ）各試験地の造成に用いられた堆積物（土壌母材）の特徴 

① PT. Antang Gunung Meratus（AGM）試験地 

 PT. Antang Gunung Meratus は Hulu Sungai Selatan 県、Kandangan 市の南に

位置し、試験地は 2012 年の初めに採炭時に同時に掘削した堆積物を用いて、採炭ピ

ットを埋め戻して造成された。本試験地には掘削堆積物を用いた埋め戻し区に加えて、

採炭前に剥離し別の場所に保管してあった森林土壌を材料とした表土被覆区が設定さ

れている。下で述べるように表土被覆区の用いた土壌は Acrisols に分類される。 
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② PT. Tanjung Alam Jaya（TAJ）試験地  

 PT. Tanjung Alam Jaya 予定地は数年前に採炭が行われ、掘削された後放置されて

いた堆積物を用いて埋め戻しが行われ、写真のような平坦な試験地が造成された。 

 

 

 

 本試験地は埋め戻しに用いられた材料が不均一であり、中性－アルカリ性を示す黒

灰－黒色の材料が も広く分布したが、掘削後放置されていた期間に堆積物の一部で

すでに酸化が進行した結果、酸性で黄褐色を呈するも部分も混在分布していた。本試

験地では表土被覆は行わず、埋め戻し作業時に重機によって填圧・堅密化した土壌の

理学性や排水を改善する目的で、重機を用いリッピング処理区が設定された。写真 2.3

は造成時の土壌断面写真であるが、土色を問わず、極めて緻密に細粒土壌物質と石礫

が圧密された状態で表層土壌を形作っていることが観察される。 

 

 

 

写真 2.1 AGM における試

験地造成の様子。 

 黒灰色の堆積物を用いて

採掘ピットの埋め戻しと試

験区の造成が行われた。奥

のノリ面には褐色の森林土

壌が見え、同様の材料を用

い表土被覆処理が行われ

た。 

写真 2.2 TAJ 試験地造成

時の様子。 

 全体に黒－黒灰色部分が

多いが部分的に黄褐色部分

が混在。 
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③ 周辺地域の自然土壌の特徴 

 試験地周辺の地帯は熱帯雨林気候下にあり、FAO の Soil of the World 

(FAO-UNESCO, 1975)によれば、強い風化の結果としての酸化鉄が卓越する ferric 

Acrisols が主要な土壌であり、これに随伴して河川沿いや排水が劣る場所には次表層

－下層土に灰色－灰青色の還元斑を持つ gleyic Acrisols が、また高標高の中央山地域

には多めの腐植を表層に含む humic Acrisols が分布するとされる。 

 AGM 試験地において表土被覆処理に用いられた材料はこの地域に も広く分布す

る ferric Acrisols もしくはその近縁の土壌であると考えられる。 

 なお、Acrisols は土壌断面中での粘土粒子の洗脱と集積によって形成された砂質な

表層と埴質な下層土を 大の特徴とする湿潤熱帯の代表的土壌であり、熱帯アジアの

陸域の約 60％をこの土壌が被覆すると推定され、アジア低地熱帯雨林の大部分がこの

土壌の分布域と重なっている。砂質な表層のために土壌浸食が起こり易く、特に傾斜

地で植被が失われると激しい表土の流亡が起こることが知られている。また Acrisols

は高温・多湿な環境の下で強度に風化・溶脱が進んだ結果 Ca、Mg、K などのミネラ

ルに乏しく酸性が強く、粘土はカオリナイトなどの低活性粘土で占められるため養分

の保持能力も小さい特徴を持っている。なお、FAO－UNESCO による Acrisols は

U.S. Soil Taxonomy の Ultisols、World Reference Base for Soil Resources (WRB)

の Acrisols に対応した分類群である。 

 

 

写真 2.3 AGM、TAJ 試験地の土壌断面。 

右は AGM 地区に広く分布する黒－黒灰色の材料、左は数年に及ぶ放置期間中

に酸化プロセスが進み黄褐色を呈する TAJ の材料。いずれも造成時に重機によ

って著しい堅密化が進み石礫の間を細粒物質が密に充填している。 
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２）土壌モニタリングの方法 

ａ）土壌 pH と土色のモニタリング 

 露天掘りで採炭された後のピットは速やかに埋め戻し、再緑化することが義務づけ

られているが、上で述べたように石炭と随伴して掘削された埋め戻し材料にパイライ

トが含まれることが少なくなく、その酸化によって生成した硫酸による土壌の著しい

酸性化が緑化の障害になる事例がある。しかしパイライトを原因物質とする土壌酸性

化の様相やスピードやその変化は不明な点が多く、使用する樹種や採用すべき土壌管

理方策を含む具体的な緑化計画の立案と実施の障害となっている。このため本事業で

は、石炭採掘跡地を対象とした緑化技術体系の構築に貢献することを目標に、石炭採

掘跡地で埋め戻しによって造成した試験地において土壌酸性のモニタリングを実施し

ている。なお、本モニタリングについては下で述べる土壌理学性モニタリングや潜在

酸性評価法の開発も含め、研究的要素を持つため、南カリマンタン州の国立大学

Lambung Mangkrat 大学農学部土壌学研究室の Dr. Fakhrur Razie の参画を得て実

施している。 

 

① 土壌ｐＨ・土色の調査地点・タイミング・方法 

 AGM 試験地では「原材料区」と「表土被覆区」の処理毎に 10 点の計 20 点の、TAJ

試験地では「原材料区」「リッピング区」の各 5 点に加え「植穴処理区」に 14 点の計

24 点の定点を設けてモニタリングを行っている。なお、TAJ 試験地の「植え穴処理区」

については、初年度の pH 測定の結果、処理の内容を反映していないことが明らかに

なったため、2013 年 7 月以降はモニタリングを中止し、代わりに「原材料区」「リン

ッピング区」の測定点をそれぞれ 5 点増やし、各処理につき 10 点の定点を設けてモ

ニタリングを実施している。 

 pH 測定はこれまで、2012 年 5 月、2012 年 9 月、2013 年 2 月、2013 年 7 月、2013

年 11 月の 5 回を実施している。上記各地点においてソイルオガーを用いて、0－10cm、

10－20cm 及び 20－30cm の 3 深度の試料をプラスチック袋に採取して実験室に持ち

帰り、湿潤試料 10g に対して蒸留水 25cc を加え攪拌後ガラス電極法によって pH を

測定した。ただし 2013 年 7 月までの結果を解析したところ、20－30ｃｍ深土壌の pH

はそれよりも浅い土層と大きく変わることはないことが判明したため、2013 年 11 月

からは 0－10ｃｍ0－20ｃｍのみを測定対象としたモニタリングを行っている。 

 パイライトを多く含む堆積物は一般に暗色を少ししか含まないものは淡色を呈し、

一方酸化の進んだ材料は鉄酸化物や水酸化物によって黄－褐－赤色を示す。このため、

本試験においても、土色が pH の高低やその変化を反映する可能性が想定されたこと

から、pH 測定した試料について同じタイミング、深度で土色の測定を行ってきた。

土色の記載は新鮮試料についてマンセル土色帖を行った。ただし 2013 年 7 月までの

結果を解析したところ、土色と pH の間に一貫した明瞭な関連を見出すことはできな

かったため、2013 年 11 月のモニタリングでは土色の測定を実施しなかった。 
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ｂ）土壌理学性のモニタリング 

 露天掘り炭鉱では植生の復元を行う際、採炭後速やかにピットの埋め戻し（バック

フィリング）と整地が行われるが、通常、度重なる大型ダンプカーによる埋め戻し材

料の搬入と大型ブルドーザによる平準化作業によって、土壌は填圧され極めて堅密な

土壌が形成されることとなる。このように堅密化した土壌は植物根の伸長・展開を物

理的に阻害するのに加え、空隙に乏しく通気・透水が制限されることから、排水不良

に起因する過湿障害によって植栽樹木の生存・生長が著しく制限される可能性が高い。

また、堅密で透水性の低い土壌では雨水の下方への浸透が妨げられる結果、下部斜面

方向へ土壌表面を流化するいわゆる表面流去水が増加することで、激しい土壌浸食を

引き起こす危険性が著しく高くなる。そのため本事業においては、採炭後の埋め戻し

造成地土壌がどのような理学的特性を持つのか、更に堅密化した土壌が植栽木の成長

や地表の暴露時間の経過と共に、その理学的性質をどの様に変化させてゆくかを明に

することを目的にモニタリングを実施している。同時に、通気・透水性、排水を改善

し、植栽木の生存及び成長を補助する効果を期待して、TAJ 試験地ではリッピング処

理を行った試験地を設け、その理学性とその変化についても同様にモニタリングを行

っている。 

 

① 土壌理学性の調査地点・タイミング・方法 

 理学性モニタリングは、AGM 試験地では「原材料区」と「表土被覆区」の処理毎

に 5 点の計 10 点、TAJ 試験地では「原材料区」と「リッピング区」に各 5 点計 10

点を設定した。これらのモニタリング地点は対応する土壌 pH モニタリングプロット

に隣接する地点において土壌 pH モニタリングに影響を及ぼさないよう配慮しつつ試

料採取を行っている。土壌理学性の変化は緩やかであろうと予想されたことからモニ

タリングは年 1 回の頻度で実施している。 

 土壌理学性の測定には 100cc の土壌採取円筒を用い、pH と同様に 0－10cm、10－

20cm 及び 20－30cm の各層の中央部分から円筒 2 もしくは 3 個分の非撹乱試料を採

取して解析を行っている。また理学性分析用の試料採取時にプシュコーン型の山中式

硬度計を用いて各深度の土壌硬度を測定した（10 回繰り返し）。 

 採取した非撹乱円筒試料を用いた理学性の分析は、実験室で行う必要があり時間も

要することから、作成したマニュアルに従って Lambung Mangkrat 大学農学部土壌

学研究室において行っている。分析は、①細土容積重、②孔隙率、③石礫量である。

詳細は土壌モニタリングマニュアルに示した（2012 年度報告書に掲載）。 

 

３）土壌モニタリングの結果 

 ａ）土壌 pH の特徴と変化 

 AGM、TAJ における 2012 年の 5 月、9 月ならびに 2013 年の 2 月、7 月、11 月、
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2014 年 5 月の計 6 回分の pH(H2O)測定結果（平均値と標準誤差線）を図 2.1 に示し

た。AGM 試験地（上図）の新鮮な埋め戻し材料からなる対照区（黒印）土壌の土壌

pH(H2O)の多くが第一回目測定時に 6.5-7.0 を示したが、その後 9－14 ヶ月後にかけ

て新鮮堆積物中に含まれる塩基類の風化に伴う解放により pH7.0 前後までやや上昇

した後、18 か月後には 6.2 程度までやや低下し、緩やかなアルカリ化に引き続く酸性

化傾向が示唆された。しかし周辺地域の Acrisols を中心とする森林土壌の pH が 4.0

－5.0 程度であるのと比べ、試験地の新鮮材料区の pH は測定期間を通じて一貫して

明らかに高く、酸性化プロセスは全体として緩やかに進行することが示された。採取

深さ 0－10、10－20、20－30cm による pH の差は小さく、その差が時間経過と共に

一貫して変化する傾向も認められなかった。また誤差線の長さからわかるとおり、新

鮮材料区の測定地点による pH 変動は大きく、材料中に含まれる塩基類とパイライト

の量が空間的に不均一に分布していることが示唆された。  

 一方、森林土壌を用いた AGM の客

土区の pH は 5.7－5.8 で測定期間を通

じて安定しており、深さによる違いも

小さく、客土に用いられた周辺土壌の

特性を反映したものであると考えられ

た。また客土区 pH の標準誤差は小さ

く、用いられた客土材料が均質であっ

たことが示唆された。また、時間を経

過した材料（2003 年採掘物）を用いて

埋め戻し・整地が行われた TAJ 試験地

対照区の pH は多くが 3.6－6.5 の範囲

にあり、AGM 原材料区に比べると相

対的に酸性化が進行しているものの、

周辺自然土壌に比べれば pH は高く、

全般的に未だ酸性化が進行しつつある

段階にあると考えられた。また、時間

経過に伴う一貫した pH 変化は認めら

れなかった。 

 一方 TAJ 試験地のリッピング区の土

壌 pH は 5.5－6.8 の範囲で変動し、全般

に対照区よりも高い pH を示した。この

ため当初、リッピングにより透水性が改

善されたことによって材料中に含まれた

パイライトの酸化により生成した硫酸の

洗脱が促進され、土壌の中性化が進行し

図 2.1 土壌 pH(H2O) の AGM (上図) 

と TAJ（下図）における変化。測定は

2012 年の 5 月、9 月ならびに 2013 年

の 2 月、7 月、11 月、2014 年 5 月の計

6 回。黒ならびに赤色は対照区と処理

区（AGM は客土、TAJ はリッピング） 。 
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た可能性を考えた。しかしながら、2012 年 11 月に TAJ の全プロットの表層 pH を測

定して解析した結果、対照区とリッピング区の表層 pH の平均（標準誤差）はそれぞ

れ 5.49（2.06）、5.32（2.09）で両者間に有意差（5％レベル）が認められなかった。

このことから、リッピング区で観測された相対的に高い pH は、リッピング区に設け

たモニタリング地点が、偶然にパイライト含量が相対的に少ない地点と重なったため

と解釈され、リッピング処理が酸性化を緩和した可能性は小さいと考えられた。また、

対照区、リッピング共に、図中の長い誤差線が示すように地点による pH 変動が大き

く、これもパイライト濃度の異なる材料が不均一に分布していることの反映と考えら

れた。また対照区、リッピング区共に深さによる一貫した pH の違いは認められなか

った。 

 以上 AGM と TAJ の pH モニタリング結果から、埋め戻しに用いた堆積物は自然状

態での風化に伴い徐々に塩基類を解放しその pH を低下させるが、周辺の森林土壌と

同程度の pH まで低下するには少なくとも 10 年以上期間を要すること、一方パイラ

イトを多く含む材料は条件が整えば比較的速やかにパイライトの酸化と土壌の酸性化

が進行することが予想された。  

 このため、更に、18 か月間の

pH 変化をモニタリング地点毎に

明らかにするため、図 2.2 に 1 回

目と 5 回目測定の pH をプロット

した。 

 AGM 試験地の原材料区では全

20 試料のうち多くが 1：1 の線付

近に分布しパイライトを含まない

材料の塩基解放による pH 低下は

1 年半程度では進行しない一方で、

4 試料で明瞭な酸性化を認め、こ

れらの試料では 1 回目 pH が 5－

7.5 程度であったのに対し 5 回目

には全て 4.2 以下、2 試料につい

ては約 pH2 程度まで酸性化が進

行しており、パイライトの酸化と

それによる土壌酸性化は比較的速

やかに進行することが明らかであ

った。一方客土区の pH 変化はい

ずれの地点でも小さく著しい酸性化は観察されなかった。また、深さによる一貫した

pH 変化傾向は認められなかった。  

 

図 2.2  各処理区における 1 回目（2012 年 5

月）と 6 回目（2014 年 5 月）測定 pH の関係。 
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 一方 TAJ 試験地では 全体（対照区、リッピング区）に多くの試料が 1：1 の線付近

に分布しその pH 域が幅広い（pH2.0－pH9.0）ことから、試験地造成時点で、本来パ

イライト含量が多い材料はすでに多くが酸化・酸性化していたこと、パイライトを含

まない材料は風化による塩基の解放が終了しておらず風化途上にあったこと、が示唆

された。一方で 1 回目から 5 回目測定時にかけ、1 試料で著しい酸性化（pH7.5 から

4.2 へ低下）が、2 試料で pH の上昇（pH3.0－4.5 が 7.5 程度に上昇）が観察され、

一部の材料は掘削された 2003 年から造成時に至る期間長期にわたってパイライトが

酸化を免れて保存され、造成に伴う露出と共に酸化・酸性化が進行した可能性が、ま

た一部材料では酸性化した材料と塩基を含む材料が造成時に混和され、酸性環境下で

塩基の解放が促進され土壌酸性の中和とアルカリ化が進行した可能性が示唆された。

ただし、pH のモニタリングは同一地点で行うものの、毎回採取する位置は少しずつ

移動し毎回試料は同一ではないことから、地点近傍の小範囲でパイライトの含量など

を異にする材料が不均一に分布している場合は、1 回目と 5 回目に見られる pH の差

は時間経過に伴う変化を反映しておらず、単に材料の分布の不均一性の表れである可

能性もあり、今後のデータ蓄積と解析が必要である。 

 

ｂ）土壌養分の特徴 

 AGM、TAJ 両試験地の表層土壌（0-10cm）における N、P 含量を 2013 年 11 月に

測定し、図 2.3 に示した。図中にはカリマンタン島の典型的な森林土壌と考えられる

東カリマンタンの低地フタバガキ科林表層土壌のデータを比較のため併せてプロット

した。 

図 2.3 AGM 、TAJ における無処理区（原土区）、処理区（表層土客土区（AGM）

もしくはリッピング区（TAJ））ならびに天然林表層土壌の全窒素と全リン含量 (○, 

原土区； ●, 処理区；×,ブキットスハルト天然林表層土） 
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 AGM 原材料区表層土の全窒素含量は 0.06%を上回ることはなく、また全リン含量

はすべて百数十 ppm を下回り、中には 10ppm 以下の試料も含まれていた。これら両

元素の含量は自然林表層土壌では窒素 0.07%以上、全リン 100ppm 以上でありこれに

比べ、調査地土壌では明らかに低く、強い養分制限を受けていると考えられた。全リ

ンについてはその一部だけが可給態であり、これもって直ちにリン肥沃度を表すこと

はできないが、全体のリンプルールの小ささは、相対的なリン肥沃度の低さを表すこ

とには違いがないといえよう。 

 TAJ 試験地の土壌も AGM 同様に窒素含量は極めて低くいずれも 0.08%以下であっ

た。土壌中の窒素は一部大気からの投入があるのを除けば、多くはマメ科植物などが

微生物との共生を通じ大気中から固定した窒素、あるいは一群の窒素固定土壌微生物

群が固定したものであり、植物の存在が土壌窒素プールの拡大と維持を保証している。

このため採掘後時間を経ない AGM の材料は無論、採掘後時間を経た TAJ の材料にあ

っても植生の定着が行われることなく保存されていた場合には土壌窒素プールの拡大

は望めないものと考えられる。TAJ 試験地土壌の全リン含量は AGM に比較すればや

やレベルが高く、天然林表層土のうちリンレベルの低い試料と同程度であった。 

 

ｃ）土色の特徴と変化 

 AGM、TAJ 地区の土壌土色をマンセル測色系によって 2012 年 5 月、2012 年 9 月、

2013 年 2 月、2013 年 7 月の 4 回にわたって記載し、L*、a*、b*測色系に換算した。

L* は明度を表し値が小さいほど黒味が強く、a*は赤－緑の強さを表し値が大きい程

赤味が強く、b*は黄－青の強さを表し値が大きい程黄味が強いことを意味している。

図 2.4 にそれぞれの土色パラメータの経時的変化を示した。 

 AGM 試験地の多くの土壌試料で L*の経時変化は比較的小さい一方、原材料区は客

土区に比べ全体に黒味が強く 14 カ月後にはその差が拡大する傾向を示した。本来未

酸化で暗色の原材料区で特に激しい表土流亡が進行した結果、より未酸化の下層が露

出した結果 L*の低下が起こった可能性が疑われた。一方、原材料区は客土区より一貫

して赤味（a*）が弱く鉄の酸化が未進行であることがその原因と考えられた。a*は 1

回目から 3 回目にかけていったん上昇傾向を示したのち 4 回目にかけて急激に低下し

たことから、地拵え後 1 年程度は鉄の酸化物の生成や酸化物の形態変化によって赤味

の増大が起こったが、時間経過と共に土壌侵食によって鉄酸化物を含む細粒物質の流

亡が進行し赤味の消失が進んだと推定された。黄味（b*）もまた赤味と同じく、一貫

して客土区よりも原材料区で弱く、相対的に未酸化で鉄酸化物の量が少ない原材料の

特性を反映したものであった。また黄味は観察期間中、客土区、原材料区共に一貫し

て低下を続け、観察期間前半（1－3 回目）には鉄酸化物が黄色系から赤色系の化合物

へ形態変化した可能性が、後半（3－4 回目）には酸化物に富む細粒物質の土壌流亡に

よる損失が起こった可能性が、それぞれ示唆された。  

 TAJ 地区の無処理区、リッピング区の L*は観測期間中に比較的大きな変動を示し、
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1－2 回目、3－4 回目には上昇、2－3 回目には低下した一方、当初ならびに 14 ヵ月

後には処理区にかかわらずほぼ同程度の L*となった。 一方、TAJ 地区土壌の赤味（a*）、

黄味（b*）は共に AGM 地区より全体に弱く、赤味は大部分の地点・深度で大きな経

時変化を示さなかった。黄味はリッピング区では 1－3 回目まではほぼ一定であった

が 4 回目にかけて急激に低下する一方、無処理区では一貫して低下を続け、両区共 14

ヵ月後には全ての試料で極めて低い値まで低下した。こうした赤味、黄味が弱くしか

も時間と共に更に減少するのは、地拵えの時点で既に土壌細粒物質がかなりの程度失

われていた、もしくは材料が元来砂質で鉄の存在量が少なかったこと、さらに地拵え

後にあっては土壌侵食による細粒画分の流亡が起こったためと考えられた。 また、リ

ッピング区で当初（1-3 回目）、黄味が維持されたことから、リッピングによる排水の

改善により一時的に土壌流亡が抑制された可能性が示唆された。 

 

図 2.4 AGM、TAJ 地区における土色（マンセル土色を L*、a*、b*に換算表示）

の変化（2012 年 5 月、2012 年 9 月、2013 年 2 月、2013 年 7 月の 4 回）。黒と赤

はそれぞれ対照区と処理区（AGM は客土、TAJ はリッピング）。○, 0－10cm； △,10

－20cm； □, 20－30cm） 
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ｄ）土壌理学性の特徴と変化 

 図 2.5 に 2012 年 11 月ならびに 2013 年 11 月に測定した容積重（細土容積重）と孔

隙率（全孔隙率）を示した。2012 年 11 月時点で、AGM 試験地土壌のぼぼ全ての試

料で、深さに関わらず、容積重は 1.5Mg/m3 を超え、周辺地域の森林土壌の容積重は

多くが 1.0 内外であるのに比べ極めて堅密な土層を形成していることが明らかであっ

た。また処理区間で明瞭な違いはなく、客土区の表層も著しく堅密化していた。孔隙

率もいずれの試料でも 40%を超えず、自然土壌ではほとんどの場合 40%を下回ること

はないのに比べ極めて低い値を示した。このように、AGM 土壌は当初、大型ダンプ

によるピット埋設材料の搬入と重機による整地が行われた結果、土壌は堅密化し通気

透水性は極めて劣悪となり、植物根の発達・伸長が強く制限されると共に、雨水の下

方浸透の制限による表面流去水の増加によって表土流亡が加速されたと推定された。  

 一方TAJ試験地の土壌はAGM試験地に比べ、全体に容積重は低く、1－1.5 Mg/m3

の範囲に多くの試料が分布するが、一部に 1.5Mg/m3を超えるものが含まれた。また、

リッピング区の表層（0－10cm、10－20cm）は相対的に容積重が小さい傾向（1.0－

1.3Mg/m3 の範囲）があり、当初はリッピングによって理学性が若干改善された可能

性が示唆された。また、孔隙率は何れの処理区でも 40%を超えず、特に対照区（非リ

ッピング）には極めて低孔隙率（<20%）の試料が含まれていた。  

 1 回目の 2012 年から 1 年後に測定した理学特性は大きく変化しており、特に容積

重の顕著な低下が特徴的であった。 

 AGM 試験地の 2 回目（2013 年 11 月）測定の容積重は 0.7－1.5 Mg/m3の範囲にあ

り、いずれの処理区でも少なくとも細土画分に着目すれば堅密度は減少しており、特

に原材料区に比べ客土区での容積重低下が顕著であった。一方、全孔隙率はいずれの

処理区でも一回目測定値から 12－28％程度の範囲にまで減少し、特に原材料区でその

傾向が大きかった。 

 また、TAJ 試験地においても AJM 試験地同様に、1 回目測定時から 2 回目測定時

にかけて容積重の低下と孔隙率の減少が並行して進行したが、AGM に比較すれば全

体に容積重が小さく孔隙率が低い傾向を認めた。また処理区間で比較すれば、リッピ

ング区での孔隙率の減少程度が非リッピング区よりも小さい傾向が認められ、リッピ

ングによる理学性改善効果が比較的長期にわたって持続する可能性が示唆された。 

 一方で、容積重（細土容積重：（細土画分の重量）/（細土画分の占める容積））が低

下すれば（軽しょうになれば）、並行して孔隙率（採土円筒容積に占める全孔隙%）も

上昇するのが一般的であるが、本事業試験地においてはいずれも容積重が低下してい

るにも関わらず孔隙率は低下する傾向にあり、「土壌が粗しょうとなり孔隙が増加する」

といった一般的な理学性変化とは異なる現象が 1 年間の間に進行したことが窺われた。 
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 このため、土壌採取円筒によって採取された試料中に占める細土、礫、孔隙の体積

割合を算出して図 2.6 に示した。その結果、AGM 試験地の第１回目測定時の採土円

筒試料の多くはほとんど礫を含まず、細土容積が 60－80％、孔隙が 20－40％を占め

ていた。一方 2 回目測定時には細土容積が急減し 15－40％に、孔隙は大きく変化せ

ず 20－40％を維持したが、礫体積は 30－70％にまで顕著に増加していた。 

 また TAJ 試験地では、埋め戻しに用いた材料が本来礫質であったか堆積保管中に細

粒物質を多く失ったことで、多くの試料が当初から 0－50％の礫を含む一方細土体積

は 30－80％、孔隙量は概ね 20－40％の範囲にあったが、１年後には、すべての試料

が多量の礫を含み（30－70％）、それと並行して全容積に占める細土の体積割合は著

しく低下（15－20％）したことが明らかであった。  

 

図 2.5 AGM、TAJ 試験地土壌の容積重と孔隙率とその１年間の変化 

白抜、2012 年 11 月測定；黒抜、2013 年 11 月測定 

○、△、□はそれぞれ 0－10、10－20、20－30cm 
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 以上の結果から、両試験地の土壌は当初、大型ダンプによる埋め戻し材料の搬入と

重機による整地作業に伴って土壌は著しく堅密化し、細粒物質・礫等の土壌物質が極

めて密に充填され孔隙に乏しい土壌環境が形成されていたと考えられた。こうした劣

悪な理学性で特徴づけられる土壌環境下にあって、雨水の土壌深部への下方浸透が妨

げられることで表面流去水が著しく増大し、加えて植生による土壌被覆のない条件と

降雨強度の大きな湿潤熱帯の降雨が相まって、表層土壌は激しい侵食に曝されたと考

えられる。その結果、時間と伴に表層土壌中の細粒土壌物質は流亡し、土壌空間の極

めて大きな割合を石礫が占めるに到ったと推定された。1 回目と 2 回目調査時の土壌

断面の形態的特徴にみられた変化もこうした仮説を支持するものであった。 

 上記のように土壌理学性の変化は激しい土壌流亡がその一因であると考えられたが、

現地調査においても、写真 2.4－2.7 に示したように、AGM 試験地全域で激しいシー

ト、リル、ガリーエロージョンの発生が観察され、地拵え斜度が 3-5°とやや急であ

ったことが土壌浸食を加速させた原因の一つと考えられた。一方で AGM の客土処理

区では、客土中に含まれていた埋土種子から Trema 等のパイオニア種が急速に発芽・

定着したことで比較的速やかに土壌表面が被覆された箇所もあり、そうした場所での

土壌流亡は相対的に少なく、迅速な土壌被覆が重要であることが明らかであった。一

方で、埋土種子を含まない原材料区(対照区)では植生の再生はなく激しい土壌流亡が

進行したが、表土の流亡に伴って地表に露出する石礫の占める面積が徐々に増加する

図 2.6 細土、礫、空隙割合と１年間の変化。（白抜は１回目；黒抜は２回目の測定結

果：△は対照区、○は処理区）  

 

ＴＡＪ ＡＧＭ 
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に伴い、少なくとも雨滴衝撃が緩和され浸食の進行速度が緩和されたことが現地観察

結果から推定された。 

 

 

 

 

 

写真 2.5 AGM 試験地原材料区におけ

る激しい表土流亡。遺棄されたプラスチ

ックポットの下に 10cm 程度の土中が

写真 2.6 AGM 原材料区の地表は、

細粒物質が流亡した結果、著量の石

礫が地表を覆っている。 

写真 2.4 AGM 試験地原材料区で観

察されたガリーエロージョン。 

写真 2.7 TAJ リッピング区では凸部

の細粒物質が凹部へ再堆積し、雨水は

凹部沿いに緩やかに排水される。 
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 一方 TAJ 試験地は AGM 試験地に比べて地盤傾斜が緩やかで（1°内外）、土壌細粒

物質の輸送エネルギーは小さく土壌流亡強度は相対的に低いと考えられた。また、リ

ッピング区では凸部の細粒物質が洗脱され凹部に再堆積すると共に、雨水は凹部を伝

い緩やかに排水が進行することが観察された。 

 以上の観察結果から、地盤傾斜は細粒物質の輸送エネルギーを小さくするため、ご

く緩やかに設定する必要があること、リッピングによって透水性改善と緩やかな排水

の確保を図ること効果的であること、カバークロップ等による早急な土壌被覆が不可

欠であること、雨滴衝撃の緩和には石礫を用いた地表被覆も効果を発揮する可能性が

あること、等が指摘された。  
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3－2. 潜在酸性判定手法の開発 

 

１）簡易な潜在酸性評価手法の必要性について 

 上で述べたように、石炭採掘と同時に掘り出された堆積物がパイライトを含んでい

ると、地表に露出し酸化環境下に置かれた際にパイライトが時間と共に微生物プロセ

スを経て酸化され硫酸が生成し、土壌の顕著な酸性化を引き起こすことがある。一般

に、パイライトを含む堆積物を原材料とする土壌の酸性の強さは、大きくは堆積物が

含むパイライトの量と堆積物が持つ硫酸中和のキャパシティー等の要因間のバランス

として決まる。パイライト含量が高く中和キャパシティーの小さい材料の場合、極端

な例では土壌の水懸濁試料について測定した土壌 pH(H2O)の値が 3を下回り 1に近い

レベルまで時間と共に酸性化が進行することもあり、こうした材料は強い潜在的酸性

を有しているということができる。強い酸性が発現した土壌条件下での植生復旧は極

めて困難とならざるを得ない。このため、石炭採掘跡のピットを埋め戻して植生の復

旧を目指す際には、パイライトを含まず潜在酸性を有しない堆積物を選んで埋め戻し

材料とすることが一義的に重要であり、堆積物の潜在酸性をあらかじめ判定すること

が必要となる。 

 潜在酸性を推定するには大きくは、パイライトに含まれる硫黄を分別抽出して酸性

の発現に関与する硫黄を直接定量し潜在酸性を推定する方法と、試料を過酸化水素水

によって化学的に酸化し生成する水素イオン量を滴定し潜在酸性を推定する方法の二

つがある。しかしながら、これらの推定法はいずれも実験室での分析を基礎とし高度

な専門的知識を要することから、採掘ピットから産出する数多くの種類の堆積物を、

随時、個々に分析するのはコストや手間を考えると現実的ではない。このため本事業

では今年度、現場で簡易に潜在酸性を推定するための方法の開発を試みた。 

 

２）簡易潜在酸性評価法に関するマニュアルの策定 

 潜在酸性評価法は豪州クイーンズランド州による「“ASS laboratory methods 

guidelines”by QASSIT, Qld NRM&E, SCU, NatCASS, QSAAMAC & ASSMAC」

のうち、野外判定法（Field pH test）に準じ一部改定してマニュアルを策定した（巻

末試料として添付）。また、実験室的手法のうち相対的に容易と考えられる、酸度を

滴定によって塩基による中和キャパシティーを原子吸光法で測定する方法についても

上記出典に準じて英文マニュアルを作成した（巻末資料として添付）。 

 野外において潜在酸性を簡易に判定するには、野外 pH（pHF）ならびに試料を過酸

化水素で強制酸化した後の pH（pHox）を測定することで行う。ここで述べる方法は

小限のコストと器具により簡便かつ迅速に潜在酸性を評価できる方法であり、顕在

酸性と潜在酸性のレベルを定性的に指標することが可能である。 

 

ａ） 測定法 
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野外 pH の測定は試料採取現場で行うことが望ましいが、それが困難な場合でも試料

採取後遅くとも 24 時間以内に行う。方法概要は下記のとおり。 

 

① 野外 pH（pHF）の測定 

✓pH メーターのスイッチを入れ校正を行う。 

✓ガラス製試験管（直径 20 mm 長さ 200mm 程度のもの）を金属製試験管ラックに

用意する。pHOX 測定時の激しい反応によるコンタミネーションを防ぐため、試験管

立ては pHF用と pHox 用を別々に用意する。 

✓茶さじ一杯程度の試料を分け取り、その半分を pHF 用試験管に残りの半分を pHOX 

用の試験管に入れる。これら二つのサブサンプルは同一の敵対的特徴を同じくする堆

積物に由来するものであることが重要である。例えば、一方は灰褐色であるがもう一

方には黄色の斑紋がみられるといった試料を用いると誤った結果を導くことになる。 

✓pHF 用の試験管に蒸留水もしくは脱イオン水（水道水やミネラルウオーターなどを

用いてはいけない）を深さ 3cm ほど入れ、プラスチック製の撹拌棒（長さ 30cm 程度

のものが使いやすい）を用い、試料中の塊が無くなり泥状になるまで撹拌する。 

✓直ちに pH メーターの電極を試験管に入れ読みが安定するまで待って pHF を測定

し、測定値を記録する。 

 

②強制酸化 pH（pHox）の測定 

✓30％の過酸化水素水を用意し、現地に出掛ける前にその pH を 4.5-5.5 に調整して

おく。pH の調整は pH メーターでモニターしながら稀 NaOH 溶液を数滴ずつ加え目

標の pH レンジに合わせる。一旦 pH 調整した過酸化水素水を 15 分間放置した後、再

度 pH をチェックしておく。pH 調整する過酸化水素水は概ね 1 カ月で使い終わる量

とし、冷蔵庫に保存する。さらに、現場へ出かける日の朝、過酸化水素の pH が調整

したレンジにあるか再度チェックする。 

✓電源の入っている pH メーターの校正を行う。 

✓ガラス製の試験管を金属製の試験管ラックに用意する。試料に硫化物や有機物が含

まれる場合、過酸化水素による酸化反応でかなりの発泡が起こるため、試験管は広口

で背の高いもの（直径 20mm 長さ 200mm 程度）が望ましい。 

✓pHF の測定に用いた試料の残り茶さじ半分量の試料を pHox 用の試験管に入れる。 

✓ 30%の過酸化水素水 ( pH 4.5–5.5 に調整したもの) を 1-2ml 程度（試料が過酸化

水素水に浸る程）加え、試験管を軽く振って内容物を撹拌する。 

過酸化水素水と試料の反応物が試験管から溢れないよう、一度に数 ml 以上を加えて

はいけない。 

✓試料と過酸化水素水との反応強度を下の表 2.1 に従い X－XXXX スケールでレーテ

ィングし記録する。 

✓すべての反応が終了するまで約 15 分間放置する。試料が硫化物を多いと、ほぼ即
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座に激しい反応が起こりその場合は試料を撹拌する必要はない。もし反応が激しく試

料と過酸化水素水の混合物が試験管から飛び出したり溢れ出したりする場合は、洗瓶

か駒込ピペットで少量の蒸留水（あるいは脱イオン水）を加え冷却して反応を静めて

もよい。通常はこれによってオーバーフローを防ぐことができる。ただし、あまり多

量の蒸留水を加えると希釈されて pH が変わるため、反応を静める 小限の蒸留水を

加えることが重要である。 

✓試料‐過酸化水素水の反応が緩やかになるまで、上記の 5－7 番目の操作を繰り返

す。この操作によって大部分の硫化物を反応させることができる。実験室では完全に

反応が起こらなくなるまでこの操作を繰り返すが、野外では通常に 1－2 回余分に数

ml の過酸化水素水を加えれば十分である。 

✓もし反応が開始しない場合は、試料‐過酸化水素混合物をの入った試験管を直射日

光に当て初期反応の開始を助ける。試料が発泡を開始したら直ちに試験管ラックに戻

す。✓試料‐過酸化水素混合物を放冷する（ 長 10 分ほどを要する）。 

✓pH メーターの電極を試験管に入れ読みが安定するまで待って pHOX を測定し、

測定値を記録する。 

 

③ 過酸化水素による酸化反応のレーティング 

 酸化反応の強さは一般に含まれる硫化物量と比例するが、一方で土性や他の含有物

の種類や量によっても異なる。例外はあるものの、ごく少量の硫化物を含む試料の場

合は「X」に、一方で硫化物含量の高い試料の場合は「XXXX」にレーティングされ

ることが多いと予想される。しかしマンガンや有機酸を含むその他の要因が反応を進

めるため、本レーティングのみで潜在酸性の有無とその強さを予想してはならない。

ちなみに、有機物との反応ではより多くの発泡が見られ、硫化物との反応に見られる

激しい発熱は見られないことが多い。またマンガンとの反応は極めて激しいが pH を

低下させる傾向はない。下の表 2.1 に pHOX テストのレーティング法を下に示した。

ただし、過酸化水素との反応の強さは有用な指標となるが単独で用いることはできな

い。有機物やマンガンも激しい反応を起こすため、とくに有機物を多く含む試料は注

意が必要である。 

 

表 2.1  pHOX テストにおける反応レーティング 

反応スケール 反応レーティング 

X 微弱 

XX 中程度 

XXX 激しい 

XXXX 極めて激しく、ガスの発生、発熱（一般

に>80°C） 
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④ 野外 pH テストの解釈 

 下記の 3 つの要因を組み合わせ、野外で硫化物の有無を判定することになる。 

 

(i)過酸化水素との反応の激しさ  

(ii) pH OX が pH Fの違い、および 

(iii) 実際の pH OX値 

 

✓pHox と pHF の差（▲pH：pHF－pHox）は未酸化の硫化物の量が多いほど大きく

なると考えられ、潜在的酸性硫酸塩土壌/堆積物（PASS）の存在を示す指標となる。

pHox が pHFよりなくとも 1.0 低いと、潜在的な酸性硫酸塩堆積物（あるいは土壌）

である可能がある。ただし下記の pHox 自体の値が低いとさらにその可能性が高い。 

✓pHox が 3未満で,他の二つの条件を満たせば、硫化物の存在が強く疑われる。更に、

3 以下への pH 低下量が大きいほど硫化物の存在の可能性がより高くなる。pHOX が

3-4 の場合は多量の硫化物が含まれている可能性はより低くなるが、正確な評価は実

験室での分析が必要である。  

✓pHOX が 4－5 の場合は硫化物が存在するとも存在しないとも断言できない。少量

の硫化物が存在する可能性や、多量の炭酸塩を含むために生成された酸が中和された

可能性も否定できない。また有機酸の生成も pH 低下をもたらすため、正確な評価の

ためには酸化可能な硫化物量を実験室で定量する必要がある。 

✓pHOX が 5 よりも高く、過酸化水素酸化による pH 低下がほとんどないか僅かであ

る場合は酸性化の可能性はほとんどないと考えられる。  
 

３）潜在酸性簡易判定手法の開発 

ａ）試料とその形態的特徴 

①試料 
 潜在酸性簡易判定は石炭採掘ピットの埋め戻しに用いる材料からパイライトを含み

潜在酸性を持つ堆積物を選別しこれが埋め戻し時に地表に露出することを防ぐことが

その主な目的となる。このため、多様な堆積物を対象として行うことが想定され、本

手法開発においても、採掘跡ピットの壁面に観察される累層の多様な堆積物を対象と

して実施することとした。 

 AGM 社の採掘跡ピットにおいて、ピット壁面下部を徒歩で移動しながら、壁面を

斜行して累積する異なる堆積層を対象として、粒度等の形態的特徴の記載、土色計に

よる色の測定、潜在酸性（pHox）の測定に用いるための試料の採取を行った（写真

2.8）。 

また、堆積物の形態や色などの変異と潜在酸性の強弱との間に関連性が存在するか、

また関連性があるとすればどのように定式化することが可能かなどを明らかにするた
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め、できるだけ多数の試料を扱うことが必要と考え、AGM 社の 2 つの異なる採掘跡

ピットにおいて幅広い形態的特徴を持つ約 100の堆積層を対象として観察ならびに試

料採取を行った。 

 

 

 

 

②粒度 

 採取した試料はごく砂質なものから極めて埴質な堆積物まで幅広い変異を含んでい

た（写真 2.9）。一般に砂質な堆積物は固結しているのに対し、埴質な堆積物は湿潤な

状態では相対的に柔らかくチーズを切るようにナイフで切ることができる。指の触感

によって粒度を判定し野外土性を記録した。 

 

写真 2.8 採掘跡のピットの壁面に露出する多様な堆積物を対象に形態観察なら

びに試料採取を行った。 

写真 2.9 堆積物の粒度は極めて粘土質なもの（左写真）なものから極砂質な

もの（右写真）まで幅広い変異が観察される。 
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③マトリクス色 

 マトリクス色には、淡灰色・灰色・暗灰色・黒褐色まで幅広い変異が観察された（写

真 2.10）。一般に砂質な堆積物の多くが灰色－灰色を呈する一方、粘土質な堆積物に

は灰色－暗灰色－黒褐色まで幅広い色の変異が見られるのが特徴であった。 

 

 

④ラミナ構造 

 堆積物の中にはマトリクス中に相対的により多くの有機物を含む暗褐色のラミナ状

構造を持つ物と持たないものが観察されたため、その有無を記録した（写真 2.11）。  

 

 
写真 2.11 堆積物中にラミナ構造を持つもの（左）と持たないもの（右）がある。 

写真 2.10 堆積物は淡灰色（左写真）から暗褐色（右写真）まで幅広い変異が存
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 ラミナ構造の有無は堆積物の色や粒度と明確な関連は認められず、淡灰色の砂質な

堆積物中に暗灰色のラミナ構造が、褐色の粘土質の堆積物中により暗褐色のラミナ構

造が観察されることもあった。  

 

ｂ）土色計を用いた現地にける土色の測定 

 上で述べたように堆積物は色において極めて多様であり、一般にパイライトは暗灰

色を呈することから、色によってパイライトの有無を判定できる可能性がある。この

ため、現地採掘ピット壁面において、対象とする堆積物の色を、土色計（コニカミノ

ルタ社製 SPAD-503）を用いて測定し、L*a*b*色空間座標で結果を表した。 

 堆積物表面は採掘時から長時間を露出しているため、写真 2.12（左）のように表面

は酸化鉄の被膜によっておおわれていることが少なくない。このため、色を測定する

際には、対象とする堆積層の表面をナイフで削り取り未酸化の新鮮な堆積物に平滑面

を作成し、これに土色計を押し当てて色の測定を行った。また、堆積層の色は必ずし

も完全に均一でなく、多くの場合同一の堆積層にあっても若干の色の変異を含んでい

る。このため、対象とする堆積層の色を代表する数値を得る目的で、1 つの堆積層に

ついて 10 回の測定を行い、得られた L*、a*、b*それぞれについて平均値を算出し、

当該試料の色とした。測定は湿潤な状態の試料について行った。 

 

 

 

 

ｃ）過酸化水素酸化前後の pH  

 対象とした堆積層からそれぞれ約 100g 程度の試料を採取しジッパー付きプラスチ

写真 2.12 時間を経た堆積層の表面は酸化鉄の被膜によって覆われているため

（左）、ナイフで表面の酸化した部分をはぎ取って新鮮な材料を露出させた後に、

土色計を用いて色の測定を行った(右)。１つの層に対して 10 回測定を繰り返し、

平均値を算出した。 



 

88 
 

ック袋に入れて密封した。密封した試料は半日以内に現地事務所に持ち帰り、酸化反

応を抑制するために直ちに冷蔵庫に保存した。（可能であれば、試料採取後直ちに現場

で冷剤を入れたクーラーボックスに保存し酸化を抑制することが望ましい。） 

現地事務所持ち帰った試料について、上で述べた潜在酸性の測定法に従って、酸化前

の pH（pHF）と過酸化水素によって酸化した後の pH（pHox）を測定した。また、

酸化反応の強さを上記の方法に従ってレーティングを行った（写真 2.13）。 

 

 

 

 

ｄ）新鮮堆積物の潜在酸性と土色、ならびに両者の関係 

 図 2.7 に過酸化水素による酸化前の pH(H2O)と酸化後の pHox をプロットした。酸

化前の pH は 3－8 の広い範囲に分布したが、酸化することで多くの試料の pH は低下

し、半数以上の試料で pH3 以下、低いものは pH1 台の極めて強い酸性を呈するに至

った。また pH の低下量は一様でなく変動が大きい試料では 4 ユニットもの低下が観

察された。これらの結果から、AGM 社の採掘ピットから採取した試料の多くがパイ

ライトを含む可能性が高い一方、その含有量は試料で大きく異なることが示唆された。

一方で、一部試料の pH は過酸化水素による酸化の後明瞭に上昇し、高いものは 8 に

達した試料も見られ、酸化反応のプロセスで多量の塩基類（おそらく炭酸カルシウム

由来の Ca が主体か？）が解放されたものと考えられた。なお、明瞭な pH 変化が見

られない試料は一部に限られた。 

 反応のレーティングと酸化後 pHox の間、あるいは酸化による pH 低下量の間には

一貫した関連は見られず、潜在酸性の判定に反応強度を参考にすることは実際上困難

であると考えられた。 

写真 2.13 現地事務所での過酸化水素による酸化と pHox の測定。試料によっ

て、激しい発泡、発熱がみられる。
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 パイライトを含む堆積物の多くが暗灰色を呈することから、堆積物の色を指標にし

て潜在酸性を判定する可能性について検討した。土色は上で述べたように L*a*b* 色

空間座標で表現され、L*は明度を示し値が大きいほど明るく（白く）、小さいほど暗

い（黒く）ことを意味する。また a*と b*はそれぞれ赤－緑の強さと黄－青の強さを

表し、それぞれの値が大きい程赤味が強く黄味が強いことを意味する。 

 これら 3 つの色を表す指標と過酸化水素酸化後の pHox の関連について検討した結

果、a*、b*と pHox の間にはいずれも明瞭で一貫した関係性は認められなかったが、

L*については pHox と明瞭な関係をもつことが示された。 

 

図 2.7 過酸化水素による酸化前ならびに酸化後の pH 
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 図 2.8 に L*と pHox の関係を示した。酸化後の pHox は 1－8 の範囲に広く分布し、

試料によってパイライトの含量が大きく変異する可能性が示唆された。また L*も 25

－65 の範囲に広く分布し幅広い明度の試料が含まれていることがわかる。更に、pHox

と L*の間にはグラフに見えるような明瞭な正の相関関係が認められ、L*の低下（黒

味の増大）と共に過酸化水素による酸化後の pHox も低下することが明らかであった。  

 特に、L*が 35 以下の暗色を呈する試料は全て pHox が 3 以下の領域に、また L*が

35－45 の範囲の試料の多くも pHox が 3 以下を示した。一方で L*が 45 より大きい試

料は一部を除けばほとんどが pHox は 3 以上であり、L*の増大と共に更に pHox が上

昇する傾向が認められた。なお、本事業のモデル林造成の結果によれば pH3 以下の領

域はほとんどの植栽樹種の生存にとってクリティカルなレベルであると考えられる。 

 更に、粒度やラミナ構造の有無等の特徴と pHox の関連に着目すれば、L*＜35 で

pHox＜3 の試料のほぼすべてがラミナ構造を持つ堆積層由来の試料であり、更に多く

が粘土質で占められていた。一方で、L*>45 で pHox＞3 の試料は一部の粘土質土壌

を除けば大部分が砂質に区分された試料であり中にはラミナ構造を含むものも含まれ

ていた。また、同じ領域に分布する粘土質な試料は全てラミナ構造を持たないもので

あった。  

 また強い潜在酸性を示す堆積層と石炭層の位置関係については、必ずしも石炭層の

近傍の層位で強い潜在酸性を示すことはなく、層序の位置関係からパイライトの有無

図 2.8 新鮮堆積物の L*(明るさの指標)と潜在酸性（pHox）の関係 

○、埴質ラミナなし；○、埴質ラミナあり；△、砂質ラミナなし；△、砂質ラミナ
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や量を判定することは難しいと考えられた。 

 

ｅ）色と過酸化水素酸化 pH を指標とした潜在酸性判定法試案  

 上で得られた結果に基づき、堆積物の色、特に明るさを表わす L*と過酸化水素によ

る酸化後の pH である pHox を組み合わせて潜在酸性の程度を判定する試案を下記の

とおり考案した。ここでは仮に pHox が 3 を下回った堆積物を埋め戻し材料として用

いると強酸性化するリスクが大きいと仮定して判定基準試案を設定した。 

 

① L*<35 の堆積物は酸性化リスクが極めて高い。緑化、植生復旧の地盤造成に

用いてはならず、酸化が進まないよう地下深く（10ｍ以深に）埋設・隔離することが

必要。 

 

② L*が 35－45 の堆積物の多くは高リスクに区分され、上記の L*<35 の堆積物

と同様の取り扱いは必要である。しかしこの領域に属する一部堆積物はややリスクの

低いものも含むため、これを選別して植生基盤の材料として用いようとする場合は、

過酸化水素による強制酸化による潜在酸性を判定することが必要。  

 

③ L*>45 の堆積物、特に砂質でラミナ構造を持たないものはリスクが低い。た

だし、一部の堆積物、特に粘土質でラミナ構造を持つ堆積物は 3 弱の潜在酸性を示す

場合もあることから、この種の形態的特徴を有する場合は pHox による判定が必要。  

 

 ただし、ここで得られた L*と pHox の関係性は、AGM 社の 2 つの採掘跡ピットか

ら得た限定された試料について得られた結果に基づいていることから、他の地域の他

の堆積物についても同じ判定基準が適用可能かどうかは今のところ不明である。しか

しながら、他地域にあっても堆積物の色（特に L*）と過酸化水素酸化後の pHox の間

には、ここで得られたのと同様の関係性が存在する可能性が高いと予想されるため、

それぞれの地域・堆積物について同様の検討を行い、両パラメータの間の関係性を検

証し独自の判定基準を設定することが必要と考えられる。 

 

f）残渣埋め戻し地土壌の土色と潜在酸性 

 以上のように、「新鮮な堆積物」については色（L＊：白さ/明るさ）が潜在酸性の程

度を知るための迅速・簡便な指標の 1 つとして用いることが可能であることを明らか

にした。そこで、既に採掘残渣を用いて埋め戻しを行った場所の「土壌」についても

同様の手法を適用することができれば、緑化に先立って土壌改良（入れ替えや客土）

が必要であるかどうか、適切な植栽法や樹種は何か、等を判断する助けとなる。この

ため本事業で造成された埋め戻し試験地の表層土壌を試料に用い、土色と潜在酸性の

関連について検討を行った。 
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図 2.9 埋め戻し地土壌の L*(明るさの指標)と潜在酸性（pHox）の関

 試料は AGM の 2012 年、2013 年に造成された非客土区（採掘残渣による埋め戻し

区）の各 10 地点、同地で 2014 年に造成された非客土区 20 地点（リッピング、非リ

ッピング処理区各 10 地点）、ならびに 2012 年に造成された TAJ（全面採掘残渣によ

る埋め戻し）の 20 地点（リッピング、非リッピング処理区各 10 地点）の計 60 地点

から深さ 0－10cm の土壌試料を 2014 年 6 月に採取し試験に用いた。 

 測色計による色の測定は均質な面の反射光によることから、新鮮堆積物の場合はナ

イフなどで湿った平滑面を調整し測色することができるが、土壌で被覆された地表面

は凹凸に富み材料も不均質で様々な起源、粒径の鉱物粒子で構成され現地で直接土壌

表面の色を測定することは難しい。このため本試験では、土壌試料を風乾後 2mm の

篩を通して風乾細土試料を調製し、ペトリ皿に平滑に薄く広げて、測色計による土色

測定を行った。また潜在酸性の測定は、風乾細土試料を用い上記新鮮堆積物の測定法

に準拠して行った。 

 

 

 

 

 

得られた結果（図 2.9）から明らかなように、埋め戻しに用いられた採掘残渣を起
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源とする表層土壌から調製した風乾細土について測定した土色と過酸化水素強制酸化

法による潜在酸性の間に、いずれの試験地おいても明瞭で一貫した関連を見出すこと

は困難であった。このことから、一旦埋め戻しに用いられた採掘残渣の潜在酸性を土

色を基準に簡易判定することは困難であると考えられ、測色に際し湿潤で平滑な表面

を調製可能な未撹乱の新鮮堆積物について予め潜在酸性の評価を行うことが極めて重

要であると考えられた。 
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3－3. 潜在酸性判定手法（英語版） 

 

1. ACID SULFATE SOIL FIELD pH TESTS 

(after “ASS laboratory methods guidelines” by QASSIT, Qld NRM&E, SCU, 

NatCASS, QSAAMAC & ASSMAC) 

 

Introduction 

 

 The field pH (pHF) and field pH peroxide (pHOX) tests have been developed 

for a rapid assessment in the field of the likelihood of acid sulfate soils. These tests 

are easy to conduct, quick, and have a minimum set-up cost. The field tests have 

been developed to give reasonable prediction for many soils (provided the tests are 

performed properly) whilst at the same time being relatively easy to perform with 

a minimal amount of equipment. Soil field pH tests provide a useful indication of 

the existing and potential acidity levels in the soil. Although these field tests may 

provide an indication of ASS presence, they are purely qualitative and do not give 

any quantitative measure of the amount of acid that has been or could be produced 

through the oxidation process. It is recommended that field tests be conducted 

on-site, in the field. If the tests can’t be performed in the field on-site, tests should 

be conducted within 24 hours of soil sample collection. Samples suspected of 

containing monosulfides should undergo field pH testing immediately in the field. 

 

(a) Field pH test (pHF) 

 The procedure for the field pH test (pHF) is outlined below: 

 

✓Calibrate battery powered field pH meter. 

✓Prepare the test tubes in the test tube rack. Use of separate racks for the pHF 

and pHOX tests is recommended as contamination may occur when the pHOX 

reactions are violent. 

✓Remove approximately 1 teaspoon of soil from the profile. Place approximately 

½ teaspoon of that soil into the pHF test tube and place ½ teaspoon of the soil into 

the pHOX test tube. It is important that these two sub-samples come from the same 

depth and that they are similar in characteristics. For example, DO NOT take ½ 

teaspoon of soil from the 0–0.25m depth that is grey mud, while selecting ½ 

teaspoon from the same depth that is a yellow mottled sample. These will 

obviously give different results independent of the type of test conducted. 

✓Place enough deionized water (never use tap water) in the pHF test tube to make 
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a paste similar to ‘white sauce’, stirring the soil:water paste with a skewer to 

ensure all soil ‘lumps’ are removed. Do not leave the soil samples in the test tubes 

without water for more than 10 minutes. This will reduce the risk of sulfide 

oxidation. 

✓Immediately place the spear point electrode (preferred method) into the test 

tube, and measure the pHF. 

✓Wait for the reading to stabilize and record the pH measurement. 

✓All measurements should be recorded on a data sheet. 

 

(b)Field peroxide pH test (pHOX) 
 The procedure for the field pH peroxide test (pHOX) is outlined below: 

 

✓Adjust the pH of the hydrogen peroxide to pH 4.5-5.5 before going into the field. 

Thiscan be done by adding a few drops of dilute NaOH stirring and checking the 

pH with an electrode regularly until the correct range is reached. Recheck the pH 

after allowing the peroxide to stand for 15 minutes. Only buffer the amount to be 

used in the field for about a month. This must be kept in a fridge to ensure the 

longevity of the peroxide. It is important to check the pH of the peroxide in the 

morning before departing to the field. 

✓Calibrate battery powered pH meter. 

✓Prepare the heat-resistant test tubes in the test tube rack as for pHOX test. It is 

recommended that a tall, wide tube be used for this test as considerable bubbling 

may occur, particularly on highly sulfidic or organic samples. 

✓From the teaspoon of soil previously collected for the pHF test, place 

approximately ½ teaspoon of the soil into the pHOX test tube.  

✓Add a few mL of 30% H2O2 (adjusted to pH 4.5–5.5) to the soil (sufficient to 

cover the soil with peroxide) and stir the mixture. Do NOT add more than a few 

mL at a time to prevent overflow and wastage of peroxide. 

✓Rate the reaction of soil and peroxide using a XXXX scale (see below and Table 

1). 

✓Allow approximately 15 minutes for any reactions to occur. If substantial 

sulfides occur, the reaction will be vigorous and may occur almost instantly. In 

this case, it may not be necessary to stir the mixture. If the reaction is violent and 

the soil: peroxide mix is escaping from the test tube, a small amount of deionized 

water (not tap water) can be added using a wash bottle to cool and calm the 

reaction. Usually this controls overflow. Do NOT add too much deionised water as 

this may dilute the mixture and affect the pH value. It is important to only use a 
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small amount of soil otherwise violent reactions will overflow and the sample will 

be lost. 

✓Steps 5 to 7 may be repeated until the soil: peroxide mixture reaction has slowed. 

This will ensure that most of the sulfides have reacted. In the lab this procedure 

would be repeated until no further reaction occurs, however in the field, best 

judgment is recommended. Usually one or two extra additions of a few mL of 

peroxide are sufficient. 

✓If there is no initial reaction, individual test tubes containing the soil: peroxide 

mixture can be placed in direct sunlight. This will encourage the initial reaction to 

occur. When the sample starts to ‘bubble’, replace test tube immediately into test 

tube rack. 

✓Wait for the soil: peroxide mixture to cool (may take up to 10 minutes).  

✓measure the pHOX using an electronic pH meter.  

✓Wait for the reading to stabilize and record the pHOX measurement. 

✓All measurements should be recorded on a data sheet. 

 

(c) Rating soil reactions of the pHOX test using the XXXX scale 

 The rate of the reaction generally indicates the level of sulfides present, 

but depends also on texture and other soil constituents. A soil containing very 

little sulfides may only rate an ‘X’ however a soil containing high levels of sulfides 

(remember the exact level of sulfides cannot be determined using the pHOX test) is 

more likely to rate a ‘XXXX’ although there are exceptions. This rating scale alone 

should not be used to identify ASS. It is not a very reliable feature in isolation as 

there are other factors including manganese and organic acids which may trigger 

reactions. Reactions with organic matter tend to be more bubbling and don’t tend 

to generate as much heat as sulfidic reactions. Manganese reactions will be quite 

extreme, but don’t tend to lower the pHFOX. Table 1 indicates the reaction scale for 

pHFOX tests. 

 

Table 1. Soil reaction rating scale for the pHFOX test. 

Reaction scale Rate of reaction 

X Slight 

XX Moderate 

XXX High 

XXXX Very rigorous, gas evolution and heat 

generation commonly>80°C 
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(d ) Intrepretation of field pH tests 

 A combination of three factors is considered in arriving at a ‘positive field 

sulfide identification’. 

 

i) reaction with hydrogen peroxide,  

ii) a much lower pHFOX than field pH F (▲pH) , and 

iii) actual value of pHFOX 

 

(i) The strength of the reaction with peroxide is a useful indicator but cannot be 

used alone. Organic matter and manganese oxides can also cause a reaction. Care 

must be exercised in interpreting a reaction on soil/mud/marine clay high in 

organic matter 

(ii) A pH FOX value at least one unit below field pH F may indicate a PASS. The 

greater the difference between (▲pH), the more indicative the value is of a PASS. 

The lower the final pH FOX value is, the better the indication of a positive result. 

 

✓If the pH FOX < 3, and the other two requirements are met, it strongly indicates a 

PASS. The more the pH FOX drops below 3, the more positive the presence of 

sulfides. 

✓A pH FOX 3-4 is less positive and laboratory analyses are needed to confirm if 

sulfides are present. If only low pH peroxide is available, the field test is less 

discriminatory, particularly for sands because of their low pH buffer capacity.  

✓ For pH FOX 4-5 the test is neither positive nor negative. Sulfides may be present 

either in small quantities and be poorly reactive under quick test field conditions 

or the sample may contain shell/carbonate, which neutralizes some or all acid 

produced by oxidation. Equally the pH FOX value may be due to the production of 

organic acids and there may be no sulfides present in this situation. In such cases, 

the sulfur trail would be best to check for the presence of oxidizable sulfides. 

✓For pH FOX >5 and little or no drop in pH from the field value, little net 

acidifying ability is indicated.  
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2. ACID TEST USING DRIED SOIL; SAMPLING, HANDLING, PREPARATION 

AND STORAGE FOR ANALYSIS (after “ASS laboratory methods guidelines” by 

QASSIT, Qld NRM&E, SCU, NatCASS, QSAAMAC & ASSMAC) 

 

2.1 SOIL SAMPLING 

 Samples of soil should be a minimum of 0.2 kg each. Large shells and 

other large fragments such as wood, charcoal, stones and the like should be noted 

before being removed from the samples in the field. When taking samples for 

verification testing (eg. to assess 500 m3 or 1000 m3 of treated soil), several grab 

samples may be bulked to obtain a more accurate average of the ameliorant 

content in the soil. Gravels associated with acid sulfate soils from below the 

watertable have been known to contain sulfides in the weathered rind. Oxidation 

of sulfidic mud balls or fines coating gravel extracted from a river causes 

vegetation and fish kills after a rainfall event. It is also possible that sulfides may 

be a component of the gravel or rock. Yellow jarosite coatings on gravel or rocks 

can indicate that follow-up laboratory analysis is required. At the time of sampling, 

soil texture, field pH (pHF) and field pH after oxidation with 30% hydrogen 

peroxide (pHFOX) should be determined. 

. 

2.2 SAMPLE HANDLING and PREPARATION 

 Upon collection in the field, soil samples should be immediately placed in 

sealable plastic bags with air extruded to minimize the sample’s contact with air. 

The samples should be kept cool in the field to reduce the possibile oxidation of 

sulfidic compounds.  
 On arrival at the laboratory, samples should be dried preferably in a 

quick-drying, fan-forced, oven at 80–85 degree C for at least 48 h, to kill bacteria 

and rapidly remove water to minimize oxidation of pyrite. Samples should be 

spread out in trays to no more than 2–3 cm depth to allow rapid drying. Where 

possible, cloddy or plastic clay samples should broken into lumps no more than 1–2 

cm in diameter. After drying, any coarse material especially gravel should be 

picked out. Samples that do not easily break up after oven drying such as some 

heavy clays, should be crushed/ground to pass through a 2 mm sieve. The dried 

ground sample should be stored in a cool dry location in an airtight plastic or other 

inert container for subsequent laboratory use.  
 

2.3 ACIDITY MESUREMENT 
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The ‘acid trail’ involves direct determination of acidity by titration. 

 

(a) Potassium chloride pH (pHKCl) and Titratable Actual Acidity (TAA) 

 Determination of actual acidity is necessary on soil with a laboratory 

pHKCl of <5.51. The pHKCl is measured in the laboratory after 4 h extraction with 1 

M KCl (followed by overnight standing). Titratable Actual Acidity2 is then 

determined by suspension titration to pH 6.5. The method is as follows. 

 

Reagents: 

✓1 M KCl. 

✓Standardized －0.25 M NaOH (c1 mol/L) 

✓Standardized －0.05 M NaOH (c2 mol/L) 

 

Apparatus: 

✓Electronic balances (100 - 0.01 g and 100 - 0.0001 g),  

✓Sample shaker (able to keep soil particles continuously in suspension),  

✓Plastic extraction container with stopper, 

✓2 x 10 mL A-grade 0.02 mL graduated burettes  

✓Magnetic stirrer plate and Teflon-coated magnetic stirrer bar  

✓Titration vessel (of at least 100 mL capacity). 

 

Procedure: 

✓Weigh accurately (to the nearest 0.01 g) between 1.9 g and 2.1 g (m1 g) of finely 

ground oven-dried (80–85 degree C) soil into a suitable extraction container and 

make a 1:40 suspension with 80 mL 1 M KCl solution. (Include a solution blank in 

each batch and subject it to the same procedure as the soil. 

Note: A larger sample weight can be used, providing the soil solution ratio remains 

at 1:40. Use the exact mass weighed (m1) in subsequent calculations. 

✓Stopper the container and extract soil on a reciprocal or end-over-end shaker for 

4 h (+-0.25 h). Allow bottle and contents to stand overnight (for at least 12 h but no 

more than 16 h). 

✓Re-suspend contents after standing by briefly shaking container (- 5 min) before 

quantitatively transferring its contents to a separate titration vessel (if not 

titrating in extraction container using a minimum volume of deionized water. 

✓While stirring, measure and record the pH of the suspension (pHKCl) using a pH 

meter. 

✓Perform a titration to pH 6.5 with standardized NaOH solution using 
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appropriately calibrated pH meter and burette. Use the appropriate option below, 

depending on the measured pHKCl. 

 

i) If pHKCl is <4.0, titrate the suspension with stirring to pH 6.5 using standardized 

0.25 M NaOH (c1 mol/L) and record titrated volume (V1 mL). 

ii) If pHKCl is >4.0 but <6.5, titrate the suspension with stirring to pH 6.5 using 

standardized 0.05 M NaOH (c2 mol/L) and record titre volume (V1 mL).  

iii) If pHKCl is >6.5, no titration is required and TAA is zero. 

 

✓Titrate a blank sample using 0.05 M NaOH (c2 mol/L) and record titrate volume 

(V2  mL) . 

 

Calculations: 

 Calculate titratable Actual Acidity (TAA) (expressed in mol H+/t oven-dry soil). 

 

If 0.25 M NaOH is used: 

TAA (mol H+/t) = (V1 x c1 – V2 x c2) x (1000/m1) 

 

If 0.05 M NaOH is used: 

TAA (mol H+/t) = [(V1 – V2) x c1] x (1000/m1) [m1 in g, V1 & V2 in mL, c1 in mol/L] 

 

 

(b) Peroxide oxidized pH (pHOX) and Titratable Peroxide Acidity (TPA) 

 This method involves the use of 30% hydrogen peroxide to oxidise sulfides 

(usually pyrite) and produce sulfuric acid, as shown below. 

 

  FeS2 + 15/2H2O2  ->  Fe(OH)3 + 4H2O + 2SO4 2- + 4H+ (15) 

 

 Following oxidation pHOX is measured. After peroxide decomposition and 

addition of KCl, Titratable Peroxide Acidity (TPA) is measured by suspension 

titration to pH 6.5. Titratable Peroxide Acidity (TPA) represents the amount of 

acid released from the complete oxidation of sulfides (and organic matter). Method 

is as follows. 

 

Reagents: 

✓－2.66 M KCl (dissolve 198.81 g KCl in 1L of deionized wate) 

✓Standardized －0.25 M NaOH (c1) 
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✓Standardised －0.05 M NaOH (c2) 

✓Standardised －0.5 M HCl (c3) 

✓30%w/w hydrogen peroxide (H2O2): Determine a blank TPA with each run. 

Blanks should be low (ie. less than the equivalent of 6 mol H+/t).  

✓30%w/w hydrogen peroxide (H2O2) (pH adjusted): Adjusted to pH 5.5 with dilute 

(0.05 M) NaOH solution for use in the ‘final oxidation’ step. 

✓6.30 x 10-3 M CuCl2.2H2O solution (400 mg Cu/L): Prepare (1 L) by dissolving 

1.073 g of copper(II) chloride dehydrate (CuCl2.2H2O) in deionised water and 

dilute to 1000 mL at 20 �C using deionised water. 

✓Potassium hydrogen pHthalate (C6H5O4K): Dry at 105 degree C for 4 h and store 

in desiccators prior to use. 

✓Sodium tetraborate (Na2B4O7.10H2O) 

 

Apparatus: 

✓Electronic balances (500 - 0.01 g and 100 - 0.0001 g); 

✓250 mL tall-form borosilicate (‘pyrex’) glass 

✓Beakers (with 50 mL volume accurately marked)  

✓wash bottle for deionised water  

✓Electric hotplate or Steam bath (able to keep beaker and contents at 80–90 �C)  

✓Fume hood  

✓Adjustable dispensing pipette (1-10 mL, or separate 1 mL and 10 mL pipettes)  

✓pH meter, magnetic stirrer plate, teflon-coated magnetic stirrer bar  

✓2 x 10 mL 0.02 mL graduated burette 

✓Titration vessel (at least 100 mL capacity). 

 

Procedure: 

Peroxide digests (oxidation) 

✓Weigh accurately between 1.9 and 2.1 g of finely-ground oven-dried (80–85 �C) 

soil into a 250 mL tall-form borosilicate glass beaker on which the 50 mL level is 

accurately marked and record soil mass (m2). In each analytical run, perform a 

minimum of two solution blanks and subject them to the same procedure as the 

soil. (If one or more samples in the run undergo the carbonate modification, then 

subject one of the blanks to this procedure). 

✓In a fume hood, add 10 mL 30% hydrogen peroxide (H2O2) to each flask and 

swirl to mix. 

✓If the reaction becomes overly vigorous at this stage and any loss of digest 

material occurs, the sample must be repeated with greater care and/or with a 
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lesser sample weight (ie. 1 g). For high sulfide content soils, add -10 mL of 

deionized water to the soil prior to an incremental addition of the 10 mL of H2O2.  

✓After 30 min, add deionized water with swirling to make the total volume of 

suspension in the beaker between 45 and 50 mL. Swirl digest solution to give a 

homogeneous suspension, then rinse the inside wall of the beaker with deionized 

water. 

Note: It is important to periodically swirl the sample to prevent soil from settling 

on and adhering to the bottom of the beaker during the subsequent hotplate 

heating stages. Rinsing the inside wall of the beaker with small squirts of 

deionized water also serves to dissolve any salts that may have accumulated there. 

✓Place the beaker on a hotplate (or steam bath) for a maximum of 30 min and 

maintain sample at 80–90 degree C. Swirl samples periodically (eg. every 10 min) 

and add deionized water as required to maintain volume between 45 and 50 mL, 

and to wash soil residue from the inside of the beakers. 

 

i) If a digest reacts vigorously on the hotplate, temporarily remove it from the 

hotplate and/or moderate the vigor of the reaction by adding small amounts of 

deionized water. Replace digest solution on hotplate when reaction has moderated. 

When the digest solution stops reacting while on the hotplate (eg. typically 

effervescent bubbling has ceased, soil settles and supernatant clears), remove from 

hotplate. If the digest solution continues to react whilst on the hotplate, remove 

after 30 min has elapsed.  

ii) For a digest that reacts only slowly or moderately while on the hotplate, remove 

only after reaction ceases. If the reaction on the hotplate is continuing after 30 min 

has elapsed, remove the digest solution from the hotplate.  

iii) For a digest that showed no obvious reaction after peroxide addition prior to 

being put on the hotplate and that failed to subsequently react while on the 

hotplate, remove from the hotplate after 30 min has elapsed. 

iv) For a digest that reacts vigorously after initial peroxide addition (before being 

put on the hotplate), but does not react further whilst on the hotplate for 10 min 

(indicating that the added peroxide may have already been consumed), remove at 

this stage. 

 

✓Allow samples to cool to near room temperature. 

✓Add a second 10 mL aliquot of H2O2, waiting 10 min before returning flask to the 

hotplate for a maximum of 30 min, adopting the procedure outlined earlier. 

✓Allow samples to cool to room temperature and make volume to 50 mL with 
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deionised water. 

✓Measure the pH of the suspension (pHOX) while stirring using a pH meter. Use 

the appropriate option below, depending on the measured pHOX. 

 

i) If pHOX is < 2 (indicative of high sulfide levels), repeat digest using 1 g of soil 

ii) If pHOX is >2 but < 6.5, continue from peroxide decomposition step 

iii) If pHOX is >6.5 (meaning that the soil may contain excess carbonates), treat 

according to carbonate modification before continuing with peroxide decomposition 

step. 

 

Carbonate modification (HCl titration to pH 4) 

✓For soil with pHOX >6.5, quantitatively transfer suspensions to titration vessels 

(if not titrating in digest beaker) with deionized water. 

✓While stirring perform a slow titration (typically 10–30 min duration) to pH 4 

with standardized 0.5 M HCl (c3). 

Note: Do not titrate solution blank with HCl.  

Note: This titration with dilute HCl is designed to dissolve excess carbonate, 

which interferes with the efficiency of peroxide oxidation. It can be used to 

estimate a net (excess) acid neutralizing capacity of the soil. The reaction between 

solid carbonate and soil solution as the acid is added is slow. The pH tends to 

oscillate near the pH 4 end point, so a slow titration is necessary to ensure 

maximum recovery of carbonate. Addition of a set aliquot of HCl at a fixed time 

interval may be the best approach to standardizing the titration if titrating 

manually. If the endpoint (pH 4.0) is slightly overshot, do not calculate the volume 

of titrant added to reach the endpoint, instead use the total volume of HCl solution 

added in subsequent calculations.  

✓Record volume and molarity of titrant added (V3, in mL). Calculate HCl-titration 

(mol H+/t). 

✓Quantitatively transfer contents of titration vessel to original digestion beaker 

(if not titrating in digest beaker). 

✓Add 25 mL 30% H2O2 and place on hotplate. Swirl digest periodically (eg. every 

10 min) and then wash the soil residue from the walls of the beaker with a small 

amount of deionized water for a maximum of 1 h, following the appropriate option 

below: 

 

i) If a digest reacts vigorously after being placed on the hotplate, temporarily 

remove it from the hotplate and/or moderate the vigour of the reaction by adding 



 

104 
 

small amounts of deionized water. Replace digest solution on hotplate when 

reaction has moderated. When the digest solution stops reacting while on the 

hotplate (eg. typically effervescent bubbling has ceased, soil settles and 

supernatant clears), remove from hotplate. If the digest solution continues to react 

whilst on the hotplate, remove after 1 h has elapsed. 

ii) For a digest that reacts only slowly or moderately while on the hotplate, remove 

only after reaction ceases. If the reaction on the hotplate is continuing after 1 h 

has elapsed, remove the digest solution from the hotplate. 

iii) For a digest that showed no obvious reaction after peroxide addition prior to 

being put on the hotplate and that failed to subsequently react while on the 

hotplate, remove from the hotplate after 30 min has elapsed. 

 

Peroxide decomposition  

✓Add 1 mL of 6.30 x 10-3 M CuCl2.2H2O (400 mg Cu/L) to digest solution to 

decompose any remaining peroxide. 

✓Return digests to hotplate and allow samples to reach between 80 and 90 �C (by 

which time peroxide decomposition should be occurring). Remove digest from 

hotplate when peroxide decomposition has ceased (eg. effervescent bubbling has 

stopped and usually supernatant has cleared. If peroxide decomposition has not 

ceased after 30 min, then remove digest solutions from hotplate. Maintain digest 

volume at between 45 and 50 mL during this time (adding deionized water as 

necessary). 

✓Where the volume of the digest is >50 mL after peroxide decomposition (eg. in 

samples that underwent the carbonate modification), decrease volume to between 

45 and 50 mL on the hotplate. 

✓When samples have cooled to near room temperature, quantitatively transfer 

beaker contents to a titration vessel using 30 mL of - 2.66 M KCl. 

✓Give the digest beaker a final rinse with no more than 5 mL of deionized water 

(into titration vessel), giving a suspension of approximately 80 mL, 1 M in KCl (ie. 

for 2 g samples a final soil : solution extraction ratio of 1:40). 

 

Measurement of TPA 

All samples with pH <5.5 are first titrated to pH 5.5 with either 0.05 M or 0.25 M 

NaOH (depending on the initial pH of the suspension – see below). Subsequently 

all samples are titrated to pH 6.5 using 0.05 M NaOH. 

✓Measure and record pH of suspension (TPA pH) using a suitably calibrated pH 

meter and electrode prior to TPA titration. Use the appropriate option below, 
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depending on the measured TPA pH. 

 

i) If pH is < 3, titrate with stirring to pH 5.5 using standardized - 0.25 M NaOH (c1) 

and record volume of titre (V4). 

ii) If pH is >3 but < 5.5, titrate with stirring to pH 5.5 using standardized - 0.05 M 

NaOH (c2) and record volume of titre (V5). 

iii) If pH is > 5.5 but < 6.5, go to final oxidation step. 

iv) If pH is > 6.5 then TPA is zero. Do not perform final oxidation. 

 

✓If the blank has a pH <5.5, titrate it to pH 5.5 using 0.05 M NaOH and record 

titrated volume (V7). 

✓Perform a ‘final oxidation’ on all samples where pH is now <6.5 by adding 1 mL 

of 30% H2O2 (that has been adjusted to pH 5.5 with dilute NaOH solution). Allow 

pH to stabilize then measure. 

Note: The addition of 1 mL of 30% peroxide converts any Fe2+ to Fe3+ ensuring 

complete conversion of iron to Fe(OH)3 during titration. 

✓While stirring, titrate those suspensions with pH <6.5 to pH 6.5 using 0.05 M 

NaOH (c2). Record morality (c2) and titrate (V6 mL) of alkali added to reach pH 6.5. 

For blanks record corresponding titrate (V8) and morality (c2). 

 

Calculation of TPA without carbonate modification 

✓Calculate TPA result and express as mol H+/t of soil 

   If 0.25 M and 0.05 M NaOH are used: 

  TPA (mol H+/t) = [(V4 x c1) – (V7 x c2) + (V6 – V8) x c2] x (1000/m2) 

 

   If only 0.05 M NaOH is used: 

  TPA (mol H+/t) = [(V5 + V6 – V7 – V8) x c2] x (1000/m2) 

 

Calculation of Excess Acid Neutralizing Capacity (ANCE) or TPA with carbonate 

modification 

 

✓For those samples that underwent the carbonate modification to the method, 

calculate HCl titration (to pH 4) and express as mol H+/t. 

 

  HCl titration (mol H+/t) = V3 x c3 x (1000/m2) 

 

✓Calculate excess acid neutralizing capacity (a-ANCE) in mol H+/t 
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 a-ANCE = HCl titration - TPA titration (in mol H+/t) 

 

   If 0.25 M and 0.05 M NaOH has been used: 

 

a-ANCE (mol H+/t) = [V3 x c3 x (1000/m2)] - [(V4 x c 1) - (V7 x c 2) + (V6 - V8) x c 2] x 

(1000/m2) 

  

   If only 0.05 M NaOH has been used: 

 

a-ANCE (mol H+/t) = [V3 x c3 x (1000/m2)] - [(V5 + V6 - V7 - V8) x c2] x (1000/m2) 

 

 

Calculated acidity parameters 

 

Titratable Sulfidic Acidity (TSA) 

Titratable Sulfidic Acidity is defined as the difference between TPA and TAA. 

 

 TSA = TPA – TAA 

 

For un-oxidized soil material in many situations (with negligible 

acid-buffering/acid-neutralizing Components) the TSA is comparable to the 

potential sulfidic acidity.  
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3－4. 半乾燥気候・隆起珊瑚礁石灰岩地帯に出現する問題土壌の特徴 

 

１）アルカリ性土壌地域－西ティモールの自然環境 

ａ）気候 

 一般に森林回復が困難とされる半乾燥気候下の中性－アルカリ性土壌地帯における

荒廃地を対象とした植林技術を開発することを目的として、インドネシア国東及び西

ヌサテンガラ州（西ティモール）に広く分布する、過度の農牧利用の結果荒廃地化し

た地域でモデル林造成を実施している。 

 西ティモール地域の年降水量は 1000mm 弱で、降水は 12 月から 3 月の雨季に集中

しこの間の月降水量は 100mm を超えることが多いが、7 月から 10 月までの 4 ヶ月は

乾季で月降水量は 20－30mm を超えない。また、それ以外の雨季と乾季の間の月は

50mm 程度の降水がある。年平均気温は約 27℃でケッペンの気候区分では熱帯サ

バンナ気候（Aw）に区分される。土壌気候のうち水分環境は「土壌の一部がほとん

どの年に年間の積算で 90 日以上乾となるが、積算 180 日以上は湿な状態にあり、か

つ少なくとも 90 日間は引き続き湿であるような水分レジーム」と定義される ustic 水

分レジームに区分され、地温に着目すれば「年平均土壌温度が 22℃以上で夏季と冬季

の平均土壌温度の差が 6℃未満」と定義される isohyperthermic 地帯に属する。 

 

ｂ）地形及び地質 

 ティモール島にはスンダ諸島の他の島と異なり火山島ではなく隆起によって形成さ

れた島であるため、地質学的には大部分が隆起珊瑚礁、一部に海成の堆積岩で構成さ

れる。隆起珊瑚は炭酸カルシウムによって構成され、この熱帯サバンナ気候下風化生

成物は極めてカルシウムに富む。 

 地形的には島の中央部に比較的高標高の山地が分布し国立公園に指定されているが、

周辺は低－中標高の比較的なだらかな丘陵や台地地形が主体を成し、こうした地域で

は収奪的な農牧利用が長年にわたって継続されてきた。丘陵地の斜面地形での長年に

わたる農牧利用は、特に凸型斜面において激しい土壌浸食をもたらし、現在では荒廃

地として放置もしくは弱度の農牧利用が行われているに過ぎない場所が広く分布する。

一方で、凸地形斜面を縁取るように分布する凹地形には浸食によって移動した土壌物

質が比較的厚く堆積した結果、相対的肥沃でありこうした場所は集約的な農牧利用が

行われている。 

 

ｄ）土壌 

 西ティモール・クパン地区の米国 Soil Taxonomy によって作成された土壌図（図

2.9）によれば本地域には各種の土壌の分布が予想される。面積的に も大きな土壌タ

イプは図 2.9 中で薄水色に塗られた 20 番の土壌であり、この地域には Entisols と

Mollisols （WRB の Leptosols と Kastanozems にそれぞれ相当）が混在分布してい
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る。次に面積が大きな土壌地帯は白色の 12 番で、ここには Alfisols と Inceptisols 

（Luvisols と Cambisols にそれぞれ相当）が混在分布するとされる。図 2.9 中に青

色で示された（15 番）Inceptisols と Entisols の混在分布域も比較的広範囲に分布す

る。また一部には Vertisols （WRB の Vertisols と同じ）が Entisols もしくは

Inceptisols を随伴して分布する地域も見られる（土壌図中の 16、17 番）。 

 なお、上記の出現が予想される土壌の特徴と WRB（世界土壌資源照合基準：World 

Reference Base for Soil Resources）との関連は下の通りである。 

 

✓Leptosols：土壌発達が極めて制限された、もしくは岩盤上または非固結の極めて

礫質な物質よりなる非常に浅い土壌。Leptosols には一部変質した岩盤ある

いは強度に石灰質の岩盤上に発達する土層の浅いもしくは極めて石礫質な

土壌が含まれる。いわゆる未熟土。Leptosols は母材の性質を強く反映し、

石灰質のものは化学的には非石灰質のものより肥沃で、排水は良好である

が、水分保持容量が根を支える土壌の有効体積も限られる。FAOのLithosols、

U.S. Soil Taxonomy の Entisols の Lithic 亜群や Rendoll（Mollisols の

一種）に相当。 

✓Kastanozems：乾燥気候下に発達する土壌で、有機物に富む暗褐色の表土と石灰質

または石膏質の下層土を持つ土壌。しかし、Kastanozems の黒土層（Mollic 

表層）は Chernozems 等に比べて薄く色も黒味が薄く、乾燥気候下で、その

生物生産量も小さい。pH は中性～弱アルカリ性を示し塩基飽和度が高い。

黒土層の孔隙率は低く（40-55％）、水の浸透が制限され、しかも土層が薄

いことから、このような土壌を耕作すると表土流亡が問題となる。FAO の

Kastanozems、U.S. Soil Taxonomy の Ustolls（Mollisols の一種）に相当。 

✓Luvisols： 高活性粘土が集積した次表層を持ち、陽イオン交換容量（CEC）と塩

基飽和度が共に高くアルミニウム飽和度が低い、化学的には肥沃な土壌。

半乾燥気候下で溶脱が抑制され養分が保持されたことの反映である。pH は

中庸～弱アルカリである。一般には排水良好であるが、下層に緻密な粘土

集積層が存在すると透水性が低くなる。特に FAO の Livisols、U.S. Soil 

Taxonomy の Alfisols に相当。 

✓Cambisols： 大きく異なる環境条件下に出現する弱度ないし中程度に発達した土

壌で、鉱物組成、化学性、理学性に極めて幅広い変異を持つ。しかし、大

部分の Caomisols は中粒質の土性を持ち安定した土壌構造、高い孔隙率と

良好な内部排水性を備える。多くの Cambisols は弱酸性～中性で一般に比

較的肥沃である。FAO の Cambisols、U.S. Soil Taxonomyn の Dystrochepts

や Eutrochepts （いずれも Inceptisols の一種）に相当。 

✓Vertisols： スメクタイトのような膨潤性粘土を多く含み、暗色で深い土壌で、

湿潤により膨張し、乾燥により収縮する。乾燥が進むと地表から少なくと




