
第９回 岩石の風化と土壌の形成

地球を構成する岩石や地層は、それが地表に露出するや太

陽の光と水と大気に接し、反応を始める気温の日較差によっ

て岩石を構成する鉱物は膨張と収縮を繰り返し、細かく砕か

れていく(物理的風化作用)。一方、水に溶け込んだ二酸化炭

素は炭酸・重炭酸イオンとなり、岩石を構成する原子をイオ

ン化させ、結晶構造を破壊し、化学的に分解していく(化学

的風化作用) 。また、酸素が充分にある大気の下では、岩石

は酸化され化学的に変質していく。これらの過程が複合して、

地質学的に長い時間の中で岩石は粘土化し、有機物と混じっ

て土壌が形成される。粘土と有機物の種類と量によって様々

な土壌が形成され、その種類はもとになる岩石の種類と気温、

降水量、酸化状態などによって決まる。

参考書：「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



岩石から溶け出し粘土に固定されなかったイオンは、

河川の水によって海に運ばれ、生物の骨格や殻となって、

あるいは化学的に沈殿して最終的には海底の堆積物とな

る。海底の堆積物はプレート運動によって長い年月の後、

再び陸上に露出し、風化・浸食作用を受けるようになる。

このように地球上の物質は、地質学的な長い時問の中で

循環している。

粘土層は不透水層となって地下水を滴養したり、原油

を貯留したりする。日常生活の中で粘土は、陶磁器(セラ

ミックス)、鉛筆、ノートなどの原材料として広く使われ

ている。また農業にとって良い土壌づくりは、良い農作

物づくりの基本である。

一方で、粘土に水が加わると膨潤し、様々な土砂災害

を引き起こす。



堆積岩 (地球表層の堆積物)
地殻の大部分は玄武岩質や花崗岩質の岩石で構成されて

いるが、大陸表層の75%以上、全地球表層の90%以上は堆

積岩あるいは堆積物でおおわれている。したがって堆積岩

は人問の活動場におけるもっとも重要な岩石といえる。ま

た、エネルギー資源としての化石燃料はほとんどすべて堆

積岩中に胚胎されている。たとえば世界の原油生産量の約

50%が石灰質堆積岩中に胚胎されており、サンゴ礁を初め

とする現世の石灰質堆積物の理解は、石油の探査にとって

不可欠な知識となっている。また世界の大都市の多くは河

川あるいは海岸に隣接した平野に発達しており、都市の地

下は河川や海岸で堆積した若い堆積物で構成されている。



都市計画や防災計画とその実施のために、堆積物につい

ての知識が必要になってくる。土壌は農業にとって不可欠

なものであり、土壌の良し悪しや厚さは土地生産性と密接

に関わっている。

地殻を構成する岩石中の元素は、風化・堆積過程を通し

て分解と溶解作用により分別される。砕屑成分の砂にはSi
が、粘土にはNa、 Ca、 KやA1、Siが濃集する。海水中に

はNa、 Ca、 Mg、 Feなどがもたらされるが、溶存成分の

Ca、 Mgなどは炭酸塩岩などの生物岩や化学的沈殿岩中に

濃集する。



物理的風化作用

岩石が分解され、小さな粒子になる過程を物理的風化という。火

成岩が冷却したり、堆積岩が圧力を受けた際、節理と呼ばれる弱い面

が形成され、それに沿って分解が進み、巨大な岩山も小さな砂粒に分

解されてしまう。その主要なメカニズムは次の3つである。

(1)気温の日較差による風化

大陸表面では気温の日較差が大きく、砂漠では1日の気温差が40～

50℃に達することもある。そのため岩石を構成する鉱物粒子は高温下

で膨張し、低温下で収縮する。鉱物粒子ごとに、また同じ鉱物でも結

晶方位ごとに熱膨張率は異なる。その結果、鉱物粒子問に問隙が形成

され、それが拡大し岩石の結合力は次第に弱くなっていく。

たとえば、花崗岩は3つの異なった鉱物、石英と長石と雲母ででき

ており、相互に熱膨張率は異なるので、気温の日較差により鉱物間の

結合が弱くなりマサ土になっていく。



(2)結氷圧力による風化

岩石の割れ目にしみこんだ水は、気温が下がると結氷

する。その時体積が9%増加することにより、割れ目には

15 MPaの破壊的圧力が加わる。南極や北極の探検時代に

は、多くの調査船が海水面の結氷圧力により破壊された。

(3)植物の根の成長圧力による風化

植物の根の成長圧力は1.0～1.5 MPaに達し、樹木の根は

大きな岩も分断する。このような機械的風化の進行に伴

い、化学反応が起こる岩片の表面積が増大する。岩石の

一辺の長さが半分になると、岩片の表面積は2倍になる。

物理的風化と化学的風化は相互に作用しながら風化を促

進する。



化学的風化作用

地球表層の岩石と水あるいは大気中の気体成分が反応し
て化学的風化が進む。そのプロセスは酸化・加水分解・溶
脱の3つの反応にわけられる。これらの反応を通して、高温
高圧下で形成された岩石は、地球表層の環境下で安定な異
なる物質に変化していく。

(1) 酸化・加水分解・溶脱

金属や硫化物などは大気中の酸素によって酸化され、酸
化物や水酸化物に変化していく。鉄の硫化物である黄鉄鉱
FeS2は酸化され、水酸化鉄Fe(OH)3となる一方、硫黄は酸化
され、硫酸となる。

423222 SO8H4Fe(OH)O14H15O4FeS 



雨水には大気中の二酸化炭素が溶け込み、水素イオンと重
炭酸イオンが形成されている(式1)。重炭酸イオンはさらに分
解して、炭酸イオンを生じている(式2)、そのため雨水はpHが
5～7の弱酸性である。石灰岩と弱酸性の雨水が接すると、下
記の(式3)のような反応が起こる。もしCO2濃度が上がると、
反応は右に進み石灰岩CaCO3が溶けるが、濃度が下がると反
応は左に進みCaCO3は沈殿する。CaCO3が溶解した地下水か
らCO2が失われてできたのが鍾乳石である。
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(a)付加された古生代の

礁性石灰岩からなる山口
県秋吉台

(b)石灰岩の弱酸性雨水

の溶食によりつくられた
地下鍾乳洞

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



岩石を構成する鉱物中の原子がイオンとなって、水に溶
け出す作用を溶脱という。SiはpHが高いアルカリ性の水
によって溶脱するが、NaやMgなどのアルカリおよびアル
カリ土類金属は酸性の水によって溶脱される。地殻を構成
する主要な元素7種の溶脱のし易さの度合いは、次のよう
になっており、鉄とアルミニウムがもっとも難溶性である。

Na, Ca > Mg, K > Si > A1, Fe
ミネラルウォーターに含まれるミネラルとは、このよう

にして岩石から溶脱したものである(下表に参考)。 

ナチュラルミネラルウォーターのミネラル成分表

(1000ml 中) 
カルシウム 24.0 mg ナトリウム 18.0 mg 
マグネシウム 5.7 mg カリウム 0.3 mg 

 



(2) 岩石の化学的分解過程

地殻を構成する珪酸塩鉱物は、化学的風化により不溶性
の残留物である粘土と可溶性の成分に分解される。後者の
一部は水和・酸化され沈殿するが、残りは河川により運搬
され、海水にもたらされる。岩石の化学的風化のプロセス
は次のように分解することができる。

a. 岩石と弱酸性の水あるいは有機酸が反応し、溶脱しやす
いアルカリ・アルカリ土類金属が溶脱される。

b. アルカリ・アルカリ土類金属が水に溶けた結果、中性か
らアルカリ性になった水にSiが溶脱される。

c. 岩石と腐植の有機酸が反応し、FeやA1も溶脱される。

d. Feは水と結合し水酸化鉄を形成する。

e. 溶脱したSiとA1およびNa、Ca、Mgイオンが結合し、粘
土鉱物が形成される。



造岩鉱物の化学的風化過程

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



(a) 花崗岩質の大陸地殻の化学的風化

正長石の例：

正長石+二酸化炭素+水→Kイオン+重炭酸イオン+カオリナイト(粘土)+珪酸

Kイオンは重炭酸イオンと結びつき、土壌中に固定される。
また珪酸は水分子をもつコロイド状珪酸となり河川により運搬
され、残りは粘土として残留する。粘土は加水分解され、難溶
性のアルミニウムの水酸化物(ボーキサイト)とコロイド状珪酸
となる。
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(b) 海洋地殻の化学的風化

鉄輝石の例

鉄輝石+酸素+水→水酸化鉄+珪酸

輝石の2価の鉄は溶脱、酸化され3価の鉄となり、水和して
難溶性の水酸化鉄(褐鉄鉱、かってっこう)となる。珪酸は
コロイド状珪酸となって水に溶ける。

長石や雲母の化学的風化によって形成された粘土は、水
分や養分を保持するので土壌の機能や性格は、粘土鉱物の
種類と量および腐植の量によって決まる。また、輝石や角
閃石の化学的風化によって溶脱した鉄の酸化状態は、土壌
の色を決める。2価の還元的な状態だと青っぽい土、3価の
酸化的な状態だと赤い土になる。

2223 4SiOFeO(OH)4O2HO4FeSiO 



長石や雲母の化学的風化作用によりできた粘土
鉱物の一種：カオリナイト

「地球学入門」、酒井治孝著、東海大学出版社、2003



輝石の表面が溶脱されてできたエッチピットの
電子顕微鏡写真

(Bemerほか, 1980)



変化する土壌の色

(土壌は粘土と腐植からなり,その量と鉄の酸化状態によって色を決める)

(「土の世界」編集グループ編『土の世界一大地からのメッセージ』朝倉書店,1990を改作)



II. 土壌の形成

粘土に腐植(微生物によって分解された植物遺体)が
加わったものが土壌である。水温が上昇しイ才ン化の

程度が高くなり、降雨量が多くなるほど化学的風化は

促進される。したがって、気候帯によって特有の土壌

が造られることになる。熱帯地域では赤色のラテライ

ト、寒帯は灰白色のポドゾル、温帯は褐色森林土で特

徴づけられる。



(a) 熱帯のラテライト(赤色土)

熱帯地域では高温多湿なため微生物の活動が盛んで、
そのため植物遺体が分解されてしまい腐植酸が少ない。
また降雨によって腐植酸が流されてしまう。その結果、
AlやFeが水酸化物として地表近くに残留し、赤色土が造
られる。

また熱帯－亜熱帯のモンスーン－サバナ気候下では乾
季と雨季が半年ごとに交互し、それとともに地下水位が
大きく下降・上昇する。雨季が始まると弱酸性の雨水は
岩石中に浸透し、前記の式1が進行してアルカリを溶脱す
る。降雨が続くとアルカリ性の地下水は水位が地表まで
上昇し、式2の作用でSiが溶脱する。その結果、難溶性の
FeとA1が濃集し、水酸化鉄あるいは水酸化アルミニウム
となって残留土壌は赤茶－赤紫色を呈する。



(b) 寒帯のポドゾル

寒帯地域では植物遺体や腐植が厚く堆積している。
その結果、有機酸やフルボ酸に富むようになり、地表
付近の水は強酸性になる。そのため、Siだけが溶脱でき
ず、微細な非晶質の珪酸や石英が残留し灰白色（かい
はくしょく）の土が形成される。黒い有機物に富む土
の直下に、灰白色の層が形成していることから、ポド
(下に)ゾル(灰色)と名づけられた。

(c) 温帯の褐色森林土

温帯北部には落葉広葉樹が多く、比較的温暖で湿潤
な気候のため動植物の遺体は分解され、腐植が充分に
つくられている。その結果すべてのイオンが溶脱され、
腐植土層の下に多量の粘土層と水酸化第二鉄(赤色)が形
成され、両者が混じり褐色(かっしょく)の土壌が形成さ
れている。



粘土とその利用

粘土は自由自在に変形させることがで、いろいろな造形
を楽しむことができる。この性質を可塑性という・粘土に
多量の水を加えると粘着力を失い流動化する。粘土の物理
的特徴は可塑性と粘着力をもっていることである。また粘
土鉱物の層間にある交換性イオンのなかには、他のイオン
や分子を強く吸着する性質をもっているものがある。

このように粘土といえば柔らかいイメージがあるが、実
は水晶やダイアモンドと同じ立派な鉱物なのである。岩石
を構成している鉱物の多くは、地下深くの高温高圧下で形
成されたものである。ところが地表に露出すると、常温常
圧下の水や空気と接し加水分解し、より安定な鉱物あるい
は非結晶に変わってしまう。そのなれの果てが粘土である。
粘土は土の主要成分となっているだけでなく、その物理化
学的特徴を生かして、生活の様々な場所で使われている。



粘土鉱物の結晶構造



セラミックス

洗面台、皿、茶碗そして便器などに使われている。整
形した陶土を700～900℃の窯の中で焼くと、粘土鉱物中
の水が脱水し、さらに1100～1500℃に温度を上げると長
石や微細な雲母が融け始め、ガラス質物質が生じる。ま
た陶土中のカオリン粘土は、シリカとアルミナからでき
た針状の鉱物ムライトに変わり、石英粒子は高温で安定
なクリストパライトの結晶に変わってしまう。

高温で焼かれた磁器は、結晶とそれを取り巻くガラス
質物質の集合体からできている。最近ではガラス質物質
をほとんど含まず、ほぼ1種類の結晶からできたニュー
セラミックスが、エンジンやコンピュータの部品、人工
の歯や骨などとして広く利用されている。



紙や鉛筆

木材パルプの繊維を固めただけの紙は凹凸があって書きにくい
ので、粘土鉱物のカオリン、タルク、ろう石や炭酸カルシウムの微
細な粉末と接着剤を加えた水性塗料をぬって、光沢のある滑らか
な紙に仕上げている。また鉛筆の原材料は炭素からできた石墨で
あるが、それだけでは軟らかいので、適度に粘土を混ぜ硬くする。

化粧品

特に白粉（おしろい）は90%以上がタルク(滑石カッセキ)とセリサ
イト(絹雲母)からできている。粘土鉱物は層状構造をしており、タ
ルクのように層間の結合力が弱いとよく皮膚の上でのび、顔の表
面をなめらかな皮膜でおおうことができる。その上軟らかく、光沢
があるので化粧品には不可欠である。また吸着性のあるスメクタ
イトやカオリナイトを含む粘土は、脂や汚れを吸着し洗浄する効果
をもっている。



水分子を層問に取り込んで膨潤する粘土鉱物
(モンモリロナイトの例)

(白水晴雄「粘土のはなし」技報堂出版、1990)



ほかのいろいろ

粘土は自然災害の一つである地滑りの元凶となっているのも

事実である。モンモリロナイトのような粘土は水分をよく吸収

し、その体積が膨脹する。粘土の結晶構造の中に水分子が押し

入ることにより、膨潤が起きる(体積が膨脹する)。雨期になっ

て大量の降雨があるとモンモリロナイトは膨れ上がり、層間の

水分子が弱い面となって、地滑りを発生させる。

土壌の中の粘土鉱物は、水分の他に養分となる窒素、燐酸、

カリなどのイオン(K、NO3、NH4、PO4イオンなど)を層間に吸

着し、土の中に蓄える役割をしている。粘土は層間に有機物を

吸着させ、有機物と粘土の複合体をつくる。粘土表面あるいは

層間の性質の違いによって、ある特定の有機物を選択的に取り

込み、濃縮・重合を繰り返し、より複雑な有機化含物へと進化

し、生命が発生した可能性も考えられている。


