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摘

要

土壌は生態系において，植物に水や養分を供給し，また系（土壌）から流出する水
の量や質に影響を与える。火山灰土壌は，火山砕屑物を主な材料として生成した土壌
であり，黒く軽しょうで透水性と保水性に優れ，有機物やリンを良く吸着するという
性質を持っている。これらの性質は，火山灰土壌に含まれる極めてサイズの小さいア
ロフェン，イモゴライト，フェリハイドライト，有機 Al（Fe）複合体の反応性に起
因している。これらは，高い反応性より活性 Al・Fe と呼ばれる。火山砕屑物の風化
により生成するこれらの活性 Al・Fe は，時間とともに減少し，火山灰土壌はより風化・
生成の進んだ非火山灰土壌へと変化する。しかし，火山帯の土壌は非火山性土壌へと
生成が進んだ後も，近隣の土壌と比べて活性 Al・Fe を多く含んでおり，より大きな
有機物蓄積やリンの吸着のポテンシャルを有している。自然および農業生態系の基盤
である土壌に対して火山砕屑物が与える影響を考慮することは，より正確な自然の理
解と適正な利用につながる。

キーワード：アロフェン，イモゴライト，活性 Al・Fe，有機物蓄積，リン吸着
Key words：allophone, imogolite, active Al and Fe, organic matter accumulation,
phosphorus sorption

1．はじめに
土壌は生態系において，多様かつ重要な役割を果
たしている。土壌は，植物をはじめとする生物に物
理的基盤を与えるとともに水や養分を供給し，生物
遺体を分解し，また，流出する水の量や成分に影響
を与える。火山砕屑物
（噴火によって放出された固
体物質であり，火山灰，火山礫，火山岩塊を含む。）
はこのような土壌の機能に極めて大きい影響を与え
ている。
火山砕屑物は火山の噴火により放出され，その周
囲に降り積もり土壌の材料となる。火山砕屑物は，
噴火の規模によりその飛散する範囲が異なり，巨大
な噴火では火山灰が 1,000 km 以上も飛散する。例え
ば，九州の姶良カルデラ，阿蘇カルデラから噴出し
た火山砕屑物は，それぞれ東北，北海道においても
1）
数 cm 以上の厚層を成す 。
火山砕屑物を主な材料とし，その影響を強く受け
た土壌は，
「火山灰土壌」と呼ばれる。火山灰土壌の
特徴は他の土壌と比べた時に際立っており，世界の
全地表の 1％に満たない面積を占めるに過ぎないに
もかかわらず，アメリカの土壌分類
（Soil Taxonomy）

では 13，FAO の分類（World Reference Base for Soil
Resources : WRB）では 32 ある最上位のカテゴリー
の 1 つとされるなど，特殊な土壌として認識されて
いる。なおここで「火山灰土壌」とは，日本の統一
2）
的土壌分類体系の黒ぼく土 ，アメリカの Soil Tax3）
onomy のアンディソル
（Andisols），FAO の WRB の
4）
アンドソル（Andosols） を指す。また，火山灰土壌
の「火山灰」は，火山砕屑物を主な材料とすること
を表している。
本稿では，火山灰土壌の分布とともに，その特徴
とそれをもたらす土壌の成分について説明し，また
火山砕屑物が，土壌ひいては生態系に与える影響に
ついて論ずる。
2．火山灰土壌の分布
火山灰土壌は，火山砕屑物の影響を強く残してい
る土壌である。土壌は，岩石や堆積物を材料とし
て，その場の気候，地形，生物の影響を受けながら
時間をかけて生成する。十分に時間をかけて土壌が
生成した場合，土壌はその場の気候や植生の影響を
強く反映して分布する。例えば，寒帯にツンドラ
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土，北方林地帯にポドゾル，半乾燥帯にチェルノー
ゼム，熱帯地域にラテライト土壌が分布する（いず
れもアメリカの旧分類名）
。このような土壌を成帯
性土壌と言う。一方で，成帯内の地形や材料を反映
した土壌を成帯内性土壌という。火山灰土壌は，火
山砕屑物を材料とした生成年代の短い「若い」成帯
内性土壌であり，その性質には気候よりも材料（火
山砕屑物）
の影響が強く表れている。
5）
（図 1）
，その
火山灰土壌は世界の火山帯 に分布し
3）
，4）
。
面積は地表の 0.7～0.8％と極めて限られている
6）
その分布 が最も多いのは環太平洋火山帯であり，
南北アメリカからアリューシャン列島，カムチャッ
カ半島，日本，フィリピン，インドネシア，ソロモ
ン諸島を通り，ニュージーランドまで分布してい
る。その他にはアフリカ大地溝帯やイタリア西岸，
ハワイ諸島などに分布している。
日本においては，火山灰土壌は極めて広く分布し
7）
ており
（図 2）
，地表の 17％を占める 。これは，日
本が環太平洋火山帯の一部を形成しており，数多く
の火山を有しているためである。特に，北海道から
関東にかけてと九州において，その面積が広い。一
方で，近畿，中国，四国地方においては，最近の火
山活動が少ないためにその分布域は限られている。
より狭い範囲においては，地形も重要であり，火
山灰土壌の分布や厚さに影響する。急な斜面におい
ては，火山灰は侵食を受け土層は薄くなりやすく，
場合によっては火山灰土壌とは分類されない。逆に
安定した平坦な地形においては，侵食を受けにくい
ために土層は厚くなりやすい。

3．火山灰土壌の特徴
火山灰土壌は，黒く，軽しょうである（図 3）。こ
の黒い色は，日本，アメリカ，FAO の火山灰土壌の
分類名の語源となっている
（Ando は日本語の暗土を
4）
語源とする 。）。この黒色は土壌に含まれる有機物
によるものである。火山灰土壌に多く含まれる有機
物は接着剤として土壌粒子を結合させ，空隙の多い
土壌構造を発達させる。火山灰土壌を乾燥させたと
－3
3），4）
で
きの単位体積当たりの重さは 0.9 g cm 以下
あり，土壌の主要な構成鉱物であるケイ酸塩が概ね
－3
2.5～2.8 g cm の密度を持っていることを考えると，
空隙の多さがよく分かる。
なお，火山灰土壌の特徴となっている黒い色は，
野焼きや山火事などの燃焼による植物炭化物に起因
8）
するという考えもあり ，黒さそのものは火山灰土
2）
－ 4）
。
壌として分類する時の基準とはなっていない
火山灰土壌は発達した土壌構造を有するため，透
水性と保水性に優れ，また，畑として利用する際に
耕しやすい。構造の発達した土壌にはサイズの異な
る多くの孔隙があり，サイズの大きい孔隙は，水が
通り抜けるのが速いために，良好な透水性や通気性
に寄与し，一方，サイズの小さい孔隙は，毛管力な
どによる負圧により，水を良く保持する。また孔隙
が多く軽いために，易耕性に優れる。
火山灰土壌の重要な特徴として，リンを多く吸着
することがある。この吸着は，火山灰土壌に含まれ
る鉱物表面とリン酸の共有結合（配位子結合）によっ
ており，その他の多くの元素がイオン結合で吸着す
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5）
6）
世界の活火山
（上 赤三角）
と火山灰土壌（下 赤）
の分布．
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ることと比べると，リン酸は極めて強く土壌に吸着
される。吸着されたリン酸は，その植物可給度が低
くなる。
以上をまとめると，作物生産においては，火山灰
土壌は物理性
（透水性，保水性，通気性，易耕性）に
優れ，一方で，化学性（リンの強い吸着）に難がある
と言える。
日本の農業においては，火山灰土壌は問題土壌と
してみなされてきたが，近年は，畑作が行われる主
要な土壌となっている。かつては，リンを強く吸着
することと，日本では降水量が多く土壌が酸性化し
ていることから，作物生産に劣っていた。近年は，
リン酸と石灰の施用を中心とする化学性の改善によ
り，火山灰土壌は畑地，樹園地の主体となってい
9），10）
。
る （図 4）
一方で，熱帯においては，火山灰土壌は肥沃な土
壌として認識されている。これは，日本の火山灰土
壌の比較対象が，生産性の高い水田土壌であること
に対して，熱帯では，比較対象が強風化の土壌とな
りやすいことも一因かもしれない。世界的な傾向か
ら判断すると，火山灰土壌は生産性が高い土壌だと

言える 。
11）
火山灰土壌は人口の分布 にも影響を与えている
12）
ようである 。人口密度は，作物生産性の高い地域
で大きい（図 5）。すなわち，アジアの水田地帯，ア
メリカのプレーリーやユーラシアのチェルノーゼム
地帯，そして火山帯である。特に，火山活動の活発
なジャワ島やフィリピン諸島と活火山のほとんど無
いカリマンタン島や，火山帯であるアフリカの大地
溝帯やアンデス山脈とその周囲の非火山地帯の人口
密度は対照的である。これは，火山灰土壌が水田土
壌，プレーリー土やチェルノーゼムと並んで，高い
人口扶養力を持つことを示していると考えられる。
火山灰土壌は若い土壌であると先述したが，若いと
いうことは，その中に風化していない一次鉱物を多
く含んでいることを意味する。実際に火山島である
ジャワ島，スマトラ島と活火山のほとんど無いカリ
マンタン島において土壌中に含まれる全塩基量
（Ca，
－1
Mg，K，Na）
は，前者で 191±120 cmolc kg （平均±
－1
標準偏差，n = 42）
，後者で 33±23 cmolc kg （n = 60）
であり，火山帯の土壌には多くの一次鉱物が残存し
ていることを示している。この残存している一次鉱
物は，時間とともに溶解し土壌中に養分元素を放出
する。溶解により放出された養分元素は，その場の
植物や微生物に利用されるとともに，例えば，水田
のような流出先でも生物に利用されるであろう。こ
のように，若く一次鉱物を多く含む火山灰土壌は，
その地域の生物生産性を高くしていると考えられ
る。火山活動等によるこれら一次鉱物の付加を，地
12）
質学的施肥 と呼ぶこともある。
3）

4．火山灰土壌の性質を決める成分－活性 Al・Fe

図 4 集約的な農業がおこなわれる長野県の火山灰土壌．
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火山灰土壌の特徴は，それに含まれる鉱物により
もたらされている。火山灰土壌に含まれる鉱物に
は，アロフェンやイモゴライトなどのケイ酸塩鉱物

世界の人口密度 11）（Image by Robert Simmon, NASA's Earth Observatory）
．
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やフェリハイドライトのような鉄酸化物がある。ア
13）
ロフェンは直径 3.5～5.5 nm の球状 ，イモゴライト
13）
は直径 2.3 nm，長さ数千 nm の繊維状 ，フェリハ
14）
15）
。
イドライトは直径 2～6 nm の球状 である （図 6）
これらの鉱物は直径数 nm という非常に小さいサイ
ズであるために，極めて大きな比表面積を有してい
2 －1 13）
，イ
る。アロフェンの比表面積は 700～900 m g
2 －1 13）
，フェリハイドラ
モゴライトは 900～1,000 m g
2 －1 14）
である。非火山灰土壌に広
イトは 100～700 m g
く分布する粘土鉱物であるカオリナイトの比表面積
2 －1 16）
であることを考えれば，桁違いに
が 5～39 m g
大きいことが分かる。また，これらの鉱物の膨大な
表面には，Al あるいは Fe と結合した水酸基があ
る。したがって，火山灰土壌は，反応活性の高い水
酸基を有する大きな面積を持つ。この表面に，有機
物が結合し土壌構造の発達を促すことで，火山灰土
壌は，高い透水性，保水性，通気性，易耕性を有す
る。また，リン酸は鉱物表面の水酸基と置き換わる
配位子結合することで，植物可給性が低くなる。
アロフェンやイモゴライト，フェリハイドライト
は，火山ガラスなどの火山砕屑物に含まれる一次鉱
物が溶解した成分から，析出することで生成する。
火山ガラスは，火山灰の主成分であり，熱力学的に
不安定であり土壌中で速く溶解する。火山ガラスの
溶解に伴い，Ca，Mg，K などの養分元素とともに
Al や Si，あるいは Fe が土壌溶液中に放出される。
この Al や Si が再び結合し析出することでアロフェ
ンやイモゴライトが生成し，また，Fe が析出するこ
とでフェリハイドライトが生成する。アロフェンや
イモゴライトが析出するためには，土壌溶液中での
Al と Si の濃度がこれらの鉱物の溶解度よりも高くな
る必要があり，溶解速度の速い火山砕屑物を材料と
しない場合には生成が限られる。アロフェンやイモ
ゴライトはポドゾルなどにも含まれており，火山砕
13）
，17）
が，多量の
屑物を材料としなくても生成し得る
アロフェンやイモゴライトは，火山灰土壌に特徴的
であると言える。
土壌中に有機物の量が多い場合には，火山ガラス
の溶解に伴い放出された Al は，アロフェンやイモ

層状ケイ酸塩
（カオリナイト、2：1 型鉱物）

11 - 20
（2016）

ゴライトではなく，有機物と結合した有機 Al 複合
17）
体となる 。Al は有機物との反応性が高く，有機物
と結合して安定度の高い複合体を形成する。このよ
うな有機 Al 複合体は，有機物供給の多い表層土壌
や，火山の影響が比較的弱く火山砕屑物からの Al 供
18）
給が有機物供給に比べて少ない地域で多い 。ま
た，Fe も有機物と結合し有機 Fe 複合体を形成する
が，Fe 同士で結合する性質が強く，多くはフェリハ
19）
（Fe）
複合
イドライトとして存在する 。この有機 Al
体の Al（Fe）も，反応性が高くリンを強く吸着する。
これらの火山灰土壌の反応性を司る成分，すなわ
ち，アロフェン，イモゴライト，フェリハイドライ
ト，有機 Al
（Fe）複合体は，活性 Al・Fe として，酸
性シュウ酸塩溶液により溶解抽出され，定量され
20）
る 。この活性 Al・Fe の含量は，火山灰土壌を判
別する重要な基準の 1 つとなっている。
5．火山灰土壌の分類
火山灰土壌は，活性 Al・Fe とそれに伴う性質に
よって特徴づけられ分類される。日本の統一的土壌
分類体系，アメリカの Soil Taxonomy，FAO の WRB
－1
では，活性 Al＋1/2 活性 Fe が 20 g kg 以上である
こと（Fe の質量を 1/2 としているが，Al と Fe を元
素の数で考えるために，Al のほぼ 2 倍の原子量を持
つ Fe の質量を 2 で割る。），リン酸を添加した際に
その土壌への吸着量が基準値よりも大きいこと，単
－3
位体積当たりの乾燥土壌の重さが 0.9 g cm 以下で
あること（日本の統一的土壌分類体系では基準とし
ていない）などを，火山灰土壌の特徴としている。
以上の基準は，火山砕屑物の風化初期で活性 Al・Fe
の生成量が少ない場合には，火山ガラスなどの含量
が高いことを条件として緩められる
（活性 Al＋1/2 活
－1
以上など）
。これらの特徴を持つ土
性 Fe が 4 g kg
層が一定の厚さ（25 cm など）以上ある場合，その土
壌は火山灰土壌
（黒ぼく土，アンディソル
（Andisols）
，
アンドソル（Andosols））と分類される。日本の統一
的分類体系や FAO の WRB では，さらに，活性 Al
の主体がアロフェンやイモゴライトであるか，有機

結晶性

アロフェン、

Al・Fe 酸化物

イモゴライト

1 μm

図6

代表的な粘土鉱物の模式図 15）．
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Al 複合体であるかによって火山灰土壌を分類し，日
本の統一的分類体系では，前者をアロフェン質黒ぼ
く土，後者を非アロフェン質黒ぼく土と呼ぶ。
6．土壌に残る火山砕屑物の影響
火山砕屑物は長期間にわたり，土壌に影響を与え
続ける。ハワイ諸島は，島により噴火の年代が異な
る火山砕屑物を材料とする土壌が分布しているた
め，火山砕屑物の影響の残存を示す良い例となって
いる。図 7 に示されるように，降灰より数十万年後
21）
まで活性 Al・Fe の含量が増加する 。すなわち，
火山砕屑物に含まれる一次鉱物の溶解とともに，ア

非結晶鉱物の量（kg m-3）

400
300
200
100
0

0

1

10

100

1,000 10,000

土壌生成年代（×1,000年）

図7

 ワイ諸島における時間経過が土壌中の非結晶
ハ
鉱物（活性 Al・Fe を主とする鉱物）の量に及ぼす
影響 13）．

図8
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ロフェンやイモゴライト，有機 Al 複合体が生成す
る。その後，活性 Al・Fe は，より安定で反応性の
低い結晶性の鉱物へと変化するために減少する。噴
火から 410 万年後には，強風化土壌であるオキシソ
21）
ルとなっている 。
この火山砕屑物から，活性 Al・Fe，結晶性鉱物へ
の変化の速度は，材料や環境により大きく異なる。
例えば，火山性降下物のサイズが小さければ，溶解
速度は大きくなるし，火山砕屑物の成分は Si の多い
ケイ長質なものほど溶解が遅く，Si が少ない苦鉄質
22）
のものほど速くなる 。火山砕屑物の溶解速度が大
きいと，活性 Al・Fe ができる速度も大きくなると
考えられる。周囲の環境も影響し，温度が高いほど
17）
結晶性の鉱物の出現が早い 。
インドネシアのジャワ島，スマトラ島の火山帯に
おいては，火山灰土壌の特徴が，標高の低下ととも
に数十 km という短い距離で急激に無くなってい
く。図 8 にはスマトラ島の高標高帯の土壌と低標高
帯の土壌を示している。高標高帯の土壌は，黒い，
軽いといった火山灰土壌の特徴を強く持っており，
また近くでは集約的な畑作が行われている。一方，
低標高帯の土壌は，土色の彩度が高く鉄鉱物が結晶
化していることを示している。また，活性 Al・Fe の
含量も概ね 1,000 m 以上の高標高帯で値が大きく，
アロフェンやイモゴライトを多く含んでいること，
低標高帯では値が小さく活性 Al・Fe として抽出さ
れない結晶性の高い鉱物を多く含んでいることを示
している
（図 9 左）
。温度が高い低標高帯においては
Al や Fe を含む結晶性鉱物の生成が進みやすいため，

インドネシア・火山帯の高標高
（1,500 m，左図）と低標高（200 m，右図）の土壌とその近くの景観．
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低標高帯の土壌はより生成が進んでいると考えられ
る。また，標高の高い火口近くでは，小規模の噴火
がより新しい火山砕屑物を供給していることも原因
として考えられる。当地域の土壌は，アメリカの土
壌分類で，標高が高いところでは火山灰土壌であ
るアンディソル（Andisols），標高が低い場所では風
化生成の進んだ非火山灰土壌のインセプティソル
（Inceptisol）
，バーティソル（Vertisols），アルティソ
ル
（Ultisols）
等となっている。
火山帯では，風化生成の進んだ非火山灰土壌にお
いても火山砕屑物の影響は残存している。インドネ
シアにおいては，火山帯であるジャワ島およびスマ
トラ島の非火山灰土壌と，活火山が無く火山砕屑物
の影響がほとんどないと考えられるカリマンタン島
の土壌を比較すると，火山帯に分布する非火山灰
土壌の活性 Al・Fe は，非火山帯のものよりも多い
（図 9 右）
。これは，火山砕屑物の風化により生成
した活性 Al・Fe が，土壌生成が進んだ後でも比較
的多く残ることを示している。
アフリカの火山帯においても，インドネシアと同
様に，標高の減少に伴い火山灰土壌の特徴が急激に
無くなるが，火山砕屑物の影響は残存している。カ
メルーンには，ギニア湾より内陸に向かって火山が
列状に分布しており，概ねギニア湾より火山の年代

活性Al + 1/2活性Fe（g kg-1）
活性Al + 1/2活性Fe（g kg-1）

120
120

ジャワ・スマトラ
ジャワ・スマトラ
カリマンタン
カリマンタン

1515

8080
6060

1010

4040

55

2020

図9

が古くなる。最近の噴火の影響が強いと考えられる
地域
（図 10 左カメルーンの 100～400 m）
においては，
低標高であっても活性 Al・Fe の含量は高いが，噴火
年代が古いその他の地域においては，高標高帯で活
性 Al・Fe 含量が高く，低標高帯で低い（図 10 左）。
タンザニアの北部には，キリマンジャロ山等が火山
として存在している。こちらも高標高帯で活性 Al・
Fe 含量が高く，低標高帯で低い。いずれの地域の低
標高帯においても，非火山帯の土壌と比較すると活
性 Al・Fe 含量が高いことは，インドネシアの火山
帯と同じである（図 10 右）。
カメルーンやタンザニアの火山帯では，インドネ
シアと比較すると，火山灰土壌が分布する標高帯が
高く，概ね 2,000 m 以上となっている。その原因と
して，カメルーンやタンザニアでは噴火年代が古
く，活性 Al・Fe から結晶性鉱物への変化がより進
んでいることが考えられる。
活性 Al・Fe はその量が少なくても，土壌の特性
に強く影響をしている。
活性 Al・Fe は，有機炭素蓄積に大きく寄与して
いる。図 11 は，次表層土壌における活性 Al・Fe 含
量と有機炭素含量の関係を示している。表層土壌に
ついては鉱物と直接結合していない有機物もあるた
め関係が弱いが，10 cm 以下の次表層土壌について

2020
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（ジャワ島・スマトラ島）と非火山帯（カリマンタン）の次表層土壌における標高と
活性 Al・Fe 含量の関係
（赤線は火山灰土壌の基準（活性 Al ＋ 1/2 活性 Fe = 20 g kg－1），右は拡大図）
．
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カメルーンおよびタンザニアの火山帯と非火山帯の次表層土壌における標高と活性 Al・Fe 含量の関係
（赤線は火山灰土壌の基準
（活性 Al ＋ 1/2 活性 Fe = 20 g kg－1），右は拡大図）．
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図 11 次
 表層土壌における活性 Al・Fe 含量と全炭素含量の関係（赤線は火山灰土壌の基準
（活性 Al ＋ 1/2 活性 Fe = 20 g kg－1），右は拡大図）．
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活性 Al・Fe 含量とリン酸吸着容量の関係（赤線は火山灰土壌の基準
（活性 Al ＋ 1/2 活性 Fe = 20 g kg－1），右は拡大図）．

は活性 Al・Fe 含量と有機炭素含量は極めて良い関係
を有しており，活性 Al・Fe が有機炭素蓄積に大きく
寄与していることを示している。活性 Al＋1/2 活性
－1
Fe が 20 g kg 以上である火山灰土壌は，概ね有機炭
素含量も多い
（図 11 左）。火山帯の非火山灰土壌（活
－1
については活性 Al・
性 Al＋1/2 活性 Fe ＜ 20 g kg ）
Fe 含量の割に有機炭素含量が小さい（図 11 右）。こ
れは，活性 Al・Fe がアロフェンやイモゴライトな
どの鉱物として存在しているためであり，今後，こ
れらの鉱物に有機物が吸着しうるポテンシャルを有
19）
していると考えられる 。また，日本の森林土壌に
おける有機炭素の蓄積量は，世界の他地域と比べて
も大きいが，これは，火山灰の影響によると考えら
23）
れている 。
活性 Al・Fe はリン酸の吸着にも強く影響する。
図 12 には，活性 Al・Fe とリン酸の吸着容量の関係
を示しており，活性 Al・Fe がリン酸吸着に大きく
寄与することを示している。なお，これはリン酸吸
着の容量を示しているのであり，実際にリン酸が吸
着しているという意味では無い。
同様に，活性 Al・Fe は，硝酸イオンや硫酸イオ
ンの吸着量とも良い関係を有しており，これらイオ
ンの環境中での動態に影響することを示している。
水酸基に対する主要な陰イオンの吸着選択性は，リ
18

ン酸イオン＞硫酸イオン＞塩化物イオン＞硝酸イオ
24）
ン である。強く土壌に吸着するリン酸に対しては
溶存態としての流出を極めて少なくするのに対し
て，最も吸着が弱い硝酸に対しては流出を送らせる
効果をもたらすと考えられる。
－1
活性 Al＋1/2 活性 Fe が 20 g kg 以下の，火山灰
土壌としては分類されない土壌について着目して
も，有機物蓄積量とリン酸吸着容量は，活性 Al・Fe
と極めて良い関係を示している
（図 11 右，図 12 右）
。
火山帯の土壌は，非火山灰土壌であっても，活性
Al・Fe の含量が近隣の土壌よりも高い（図 9 右，
図 10 右）
が，これは，これらの土壌が有機物蓄積や
リン酸の吸着に対して非火山帯の土壌よりも大きい
容量を持っていることを意味する。
7．地球環境における火山砕屑物の意味
地球環境を考える上で，火山砕屑物が土壌に与え
る影響を考慮することは重要である。現在，人為が
地球環境に与えている影響については，特に，生物
多様性の減少，窒素汚染，リン汚染，気候変動が問
25）
題となっている 。火山砕屑物の影響を受けた火山
帯の土壌は，有機炭素蓄積，リン吸着，硝酸吸着を
良くする土壌である。すなわち，リンの放出，硝酸
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の放出，有機態としての炭素の蓄積に強く影響する
ことを意味する。この火山帯の土壌，さらには各地
域に分布する土壌の特徴とその中で起きているプロ
セスをよく知ることが，自然の理解とその適正な利
用につながる。
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