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人工物質の影響を受けた土壌の分類上の取り扱い

一日本の土壌分類体系と SoilTaxonomy及び世界土壌照合基準の比較一

木田仁廣 *1 • 川東正幸 *1

キーワード：人間活動土壌生成観．土壌機能人為的改変情報．基質士壌

要 旨

近年，人為的影響を強く受けた土壌を分類するための基準が国際的な土壌分類体系に取り入れられてきており，

記載項目や記載表現の充実が図られ，新たな士壌大群や主層位名，添え字などが考案されている。しかし，人為的

影響を受けた環境下に存在する土壌の分類について各分類体系における士壌生成と「人為」の関係や「人為」の概

念が異なるため，人為的影響を受けた土壌分類の位置付けを整理しておく必要がある。そこで． 日本の土壌分類体

系と国際的な土壌分類体系である WorldReference Base for Soil ResourcesとKeysto Soil Taxonomyにおける人為的

影響を受けた士壌の分類での位置づけ．上壌分類における「人為」や人工物質の取り扱いについて比較・検討し

た。その結果各分類体系内では整合性がとれているが．分類体系間での士壌分類名の正確な対比は困難であり．

人為的影響を受けた土壌を議論するうえで分類体系間での互換性がない可能性が指摘できた。当該士壌に対する各

分類体系間での名称の互換性や整合性を図るには士壌生成を論議するうえでの「人為」の取り扱いについての国際

的な共通認識が形成される必要がある。

ー背 景

1) 人口増加・都市域の拡大

世界的に人口は増加しており， 2050年の世界人口

は97億人に達することが予測されている。現在，世

界人口の約半数が都市に居住しており，その割合は

2050年には約 3分の 2に達すると予測されており

(UN, 2014), 都市への人口の集中は進行していくと

考えられている。人間活動の陸域生態系への影響は不

凍の地球陸域面積の約 75%に及ぶことが推算されて

いる (Ellis, 2011)。都市域は人間活動の影響が特に

集中する場であり，都市域に留まらずその周辺環境に

も様々な影響を与える (Mills,2007)。しかし，快適

で便利な居住地を供給するために，都市面積は拡大し

続けている。

2) 土壌の機能と都市化

欧州連合は Theproposed Soil Framework Directive 

(CEC, 2006) において七つの土壌機能を認めている。

1. 生物生産機能（農林業を含む）， 2.養分や水など物

質の貯留や濾過および変換機能. 3. 生物多様性（生息

域種および遺伝子）の保存機能. 4. 生活および文化

環境機能.5. 原材料の供給機能， 6.炭素貯留機能， 7.地

質学および考古学的遺産の保存機能である。また，土

壌はそれらの機能を通じて広範かつ重要な生態系サー

ビスを産生する。生態系サービスは供給 (Provisioning

services). 制御 (Regulatingservices) . 補助 (Supporting

services). 文化 (Culturalservices) の四つで構成さ

れており (MA,2005), 土壌がもたらす生態系サー

ビスの詳細については Statusof World's Soil Resources 

(FAO and ITPS, 2015) の表 1.2によくまとめられ

ている。また， Statusof World's Soil Resourcesでは

., 首都大学東京大学院都市環境科学研究科地理環境科学域(〒 192-0397 東京都八王子市南大沢 1-1(8号館））
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表 1. 人工物質と「人為」の分類体系ごとの比較

Item Japan 
The United States Department of Agriculture 

(USDA) 

Name of soil 

classification system 

Year of publication 

The concept for the 

human activity as the 

soil forming factors 

Existence of the top 

category for soils 

influenced by artifacts 

Unified Soil 

Classification 

System of Japan 

2nd 

Approximation 

2002 

Comprehensive 

Soil Classification 
Soil 

System of Japan 
Classification 

First 
System of 

Approximation 
Japan 

2011 2017 1998 2014 

Modifier 

Anthropedoge-

omorphic 

material soils 

Soil forming 

factor 

Artefactual 

soils 

Soil forming 

factor 

Artefactual 

soils 

Keys to Soil 

Taxonomy 

Eighth Edition 

1998 

No mention 

Not exist. 

Keys to Soil 

Taxonomy 

Tenth Edition 

2006 

No mention 

Not exist. 

Keys to Soil 

Taxonomy 

Twelfth Edition 

2014 

No mention 

Not exist. 

Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO) 

World 

reference base 

for soil 

resources 

Second edition 

World 

reference base 

for soil 

resources 

First edition 

No mention 

Not exist. 

2006 

Soil forming 

factor 

Technosols 

World 

reference base 

for soil 

resources 

Third edition 

Soil forming 

factor 

Technosols 

Existence of definition 

for artefact 

Anthropedoge-

omorphic soil 

material was 

defined 

Artefact was 

defined. 

Artefact was 

defined. 

Not defined 

artefact. 

Not defined 

artefact. 

Artefact was 

defined. 

Anthropogeo-

morphic soil 

material was 

defined 

Artefact was 

defined. 

Artefact was 

defined. 
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表2. 現行の各分類体系における人工物質や造成の影響を受けた土壌分類の定義
8
4
 

造成士大群

【造成土大群】（中心概念）

「人工物質」による埋め立て，ま

た大規模な客士，造成に伴う「異

質土壌物質Jの盛土などのため，

自然状態の土壌と著しく異なる断

面形態をもつに至った土壌。

日本士壌分類体系 2017

人工物質土・盛土造成土

【人工物質土】

「造成土大群」のなかで，

1. 土壌表面から 50cm以内に，「人工物質」（家

庭ゴミ，ビニール，プラスチック，鉱山

廃棄物，鉱滓，家屋・ビル・道路などを

壊した瓦礫・廃材などの「人間が作った

地球表層の自然界に元々無かった物」）を

断面割合で 20%以上含む層の厚さが積算

して 25cm以上である；または

2. 土壌表面から 30cm以内に連続した不透

水性の人工物質（コンクリート，アスファ

ルトなど）が現れる土壌。

土壌のなかで，次のすべての要件

を満たす土壌。

1. 盛土が「水田鉄集積層」，［水

田灰色化層J' 「ポドゾル性集

積層」，「疑似グライ層J' 「粘
土集積層」， 「風化変質層」，お

よび「グライ特徴」，「地下水

湿性特徴J' 「表面水湿性特徴」
を示す層をもたない。

2. 次のいずれかの要件を満たす。

a. 土壌表面から 50cm以内に，

「人工物質」を断面割合で

20%以上含む土層の厚さが

積算して 25cm以上である。

b. 土壌表面から 30cm以内に，

連続した不透水性の「人工

物質」からなる層の上端が

現れる。

c. 35cm以上の I異質士壌物質」

が盛土されている。ただし，

自然状態で起こりうる「異

質土壌物質Jの組み合わせ

ではない。

亜群には，その主要な人丁物の種類により「人

工物質」の主体が有機物からなる l有機質」，
連続した不透水性の「人工物質」が現れる「硬

盤型」およびそれ以外の「無機質」を設定する。

【盛土造成土】

「造成士大群」のなかで，盛土造成土 l自然

には起こりえない，異質土壌物質が35cm以

上盛土され，対応する士壌断面形態をもつ土

壌が見あたらないほど大きく変化した士壌」

を造成土とする。造成土大群以外で分類でき

る場合は，その土壌（土壌群，亜群のどの段

階でもあり得る）の造成相とし，盛土造成土

とはしない。

切り土の場合は，断面の性質に基づき分類さ

れる。例えば，切り土によりグライ層が浅い

位置に出現するようになれば灰色沖積士がグ

ライ沖積土に変わることも，盛土によりグラ

イ層が深くなればグライ沖積士が灰色沖積上

に変わることもあるが，盛土が異質土壌物質

でなければ造成土とはしない。

亜群には台地・丘陵地・山地にある l台地」，
上記以外（低地にある）の「低地」を設定する。

WRB2014 

Tehnosols 

1. with all of the following: 
a. having~20% (by volume, 

weighted average) artefacts 
in the upper 100 cm from the 
soil surface or to continuous 
rock or technic hard material 
or a cemented or indurated 
layer;and 

b. not having a layer containing 
artefacts that qualifies as an 
argic, chernic, duric, ferralic, 
ferric, fragic, hydragric, nat-
ric, nitic, petrocalcic, petrodu-
ric, petrogypsic, petroplinthic, 
pisoplinthic, plinthic, spodic 
or vertic horizon starting :5 
100 cm from the soil surface, 
unles sburied; and 

c. not having continuous rock or 
a cemented or indurated layer 
starting :5 10cm from the soil 
surface; or 

2. having a continuous, very 
slowly permeable to imper-
meable, constructed geo-
membrane of any thickness 
starting :5 100 cm from the 
soil surface; or 

3. having technic hard material 
starting :5 5 cm from the soil 

KST2014 

Anthropic Epipedon 

1. When dry, has structural units with a diam-
eter of 30 cm or less ; and 

2. Has rock structure, including fine stratifica-
tions (5 mm or Jes s thick), in less than one-
half of the volume of all parts ; and 

3. Formed in human-altered or human-trans-
ported material on an anthropogenic land-
form or microfeature ; and either: 
a. Directly overlies mine or dredged spoil 

material which has rock structure, a root-
limiting layer, or a lithologic discontinuity 
with horizons that are not derived from 
humanaltered or human-transported ma-
terial; or 

b. Has one or more of the following throughout: 
(1) Artifacts, other than agricultural 

amendments (e.g., quicklime) and litter 
discarded by humans (e.g., aluminum 
cans); or 

(2) Midden material (i.e., eating and cook-
ing waste and associated charred prod-
ucts); or 

(3) Anthraquic conditions ; and 
4. Has a minimum thickness that is either: 
a. The entire thicknes s of the s oil above a 

root-limiting layer if one occurs with in 25 
cm of the soil surface; or 

b. 25 cm; and 
5. Has an n value of less than 0. 7. 
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土地資源 (Landresources) を土地利用別（林地，農

地都市 ）に 7つの因子 (Biomass(蓄積量と年間生

産量）， Waterresources, Soil health, Above-ground 

biodiversity, Economic benefits, and Social/Cultural 

benefits) から評価している。この評価によると都市

は経済及び社会・文化的利益において高い評価を受け

ているが，それ以外の因子は非常に低く評価されてい

る。都市と農地の評価を比較すると，経済及び社会・

文化的利益は都市の方が高く，蓄積生物量は同じレベ

ル，それ以外の因子は低評価となっている。このよう

に都市と農地では上地に求められる機能が異なると同

時に，土地機能に関わる士壌の性質も異なっており，

何を目的とした土壌資源であるのか考慮する必要があ

る。

世界的に増加する人口と都市面積に対し，食糧問題

や環境問題に配慮した土壌資源の適切な利用が持続可

能な社会の形成に不可欠である。そのため，農地や林

地だけでなく様々な土地利用の土壌を多面的に評価す

る士壌分類が必要である。特に， 日本は少子高齢化に

よる人口減少が問題となっている世界的に珍しい国で

ある。同時に都市への人口の集中が問題となってお

り，新規開発地としての都市的土地利用が増加する一

方で，過疎化などで管理されなくなった土地も増加し

ていくことが予測される。都市域の土壌を評価・分類

することは，土壌資源の効率的な利用形態を考案する

ために重要でありかつ基本情報の提供も可能にする。

3) 人為的影響を強く受けた土壌の分類動向

近年，人為的影響を強く受けた土壌を分類するた

めの基準が国際的な土壌分類体系に取り入れられて

きており，記載項目や記載表現の充実が図られ，新

たな士壌大群や主層位名，添え字などが考案されて

いる。現在，人為的影響を強く受けた土壌の分類と

して W邸 (WorldReference Base for Soil Resources) 

(IUSS Working Group WRB, 2015) には Anthrosolsと

Technosolsが設けられている。 Anthrosolsは長期的な

農業利用に特徴づけられる士壌を示す士壌大群であ

り， Technosolsは人工物質の存在に規定される士壌を

表す土壌大群である。日本では 日本土壌分類体系

（日本ペドロジ一学会第五次土壌分類・命名委員会，

2017) において人為的影響を強く受けた土壌の分類と

して， 「人工物質による埋め立て，また大規模な客土，

造成に伴う異質士壌物質の盛土などのため， 自然状態

の士壌と著しく異なる断面形態をもつに至った士壌」

を中心概念とした造成土大群が設けられているが，長

期の農業利用に特徴づけられる士壌は WRBと異なり

一つの土壌大群としてはまとめられていない。さらに，

WRBのTechnosolsに近い土壌群として，造成土大群

の中に人工物質士が設けられている。一方，アメリカ

合衆国農務省 (USDA) の土壌分類体系 (Keysto Soil 

Taxonomy: 以降 KST) (Soil Survey Staff, 2014)では

人為的影響に特徴づけられる土壌の分類は土壌群に相

当する上位カテゴリーには設けられていない。このよ

うに，人為的影響を受けた士壌の分類について概念の

相違が認められ，それらの位置付けを整理しておく必

要がある。

本論文では，人為的影響を受けた土壌の内，特に人

工物質の影響を強く受けた士壌に焦点を当て，各土壌

分類体系における位置づけ，土壌分類における「人為」

や人工物質の取り扱いについて論議する。

2. 人工物質の影響を強く受けた土壌の位置づけ

1) 人工物質の影響を強く受けた士壌の現在の分類

最新 (2017年6月現在）の主要な土壌分類体系に

おける人工物質の影響を強く受けた土壌の位置付けを

表 1に示した（日本ペドロジ一学会第四次土壌分類・

命名委員会， 2003;小原ら， 2011;日本ペドロジ一学

会第五次土壌分類・命名委員会， 2017; FAO, 1998 ; 

IUSS Working Group WRB, 2006, 2015; Soil Survey 

Staff, 1998, 2006, 2014)。WRB2014(IUSS Working 

Group W邸， 2015) は人工物質の影響を強く受けた

士壌を分類カテゴリーの最上位である ReferenceSoil 

Group (RSG) に位置づけて， Technosolsという名称

を与え， 3番目にキーアウトしている。日本土壌分類

体系（日本ペドロジ一学会第五次土壌分類・命名委員

会, 2017) では同土壌は最初にキーアウトされる

造成土大群の中に人工物質士として位置付けられてお

り，分類カテゴリーは上位から 2番目に相当する。一

方， KST第 12版 (SoilSurvey Staff. 2014) では，上

から 4番目の分類カテゴリーである亜群として分類さ

れ. Anthropicという修飾語が与えられている。そし

て． この分類カテゴリーの違いは各分穎体系における

土壌に求める機能や「人為」，人工物質の取り扱いの

差が反映されていると考えられる。それぞれの分類体

系において対象士壌は識別物質である人工物質の量と

質を基準としてキーアウトされている。表 1に示した

通り， USDAが最新版 (KST第 12版）の分類体系に
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おいて人工物質を新たに定義したことにより，人工物

質が識別物質であるという共通認識がいずれの土壌分

類体系でも持たれることになったが．人工物質の定義

や分類上の扱いは各分類体系で異なっている。表 2に

各分類体系における人工物質の影響を強く受けた士壌

の分類定義を示した。

2) 分類体系間における相違点

表 1に示した通り，現行の各土壌分類体系は．過

去の土壌分類体系を基にして人工物質の影響を重要視

し，人工物質を一つの分類基準として取り込んでき

た。実際に人工物質の影響を受けた士壌を分類する際

に分類体系間で認められる相違点を以下に記す。

(1) 「各分類体系における人工物質や「人為」の取り

扱い」

WRB2014と日本土壌分類体系は比較的分類カテゴ

リーの序列が類似しており， Technosolsと人工物質士

の基本概念も似ているため．土壌群としての対比は一

応可能である。しかし，厳密には定義が異なるため，

Technosolsに分類されるが人工物質土に分類されない

士壌やその逆の事例も存在する。また， KST第 12版

では人工物質および人為を表す修飾語が土壌群以上の

上位の分類カテゴリーでは存在せず，その修飾語は士

壌亜群よりも下位カテゴリーでのみ適用が可能である

ため， KST第 12版から他の 2分類体系の土壌分類名

に読み替えることは極めて困難である。

(2) 「人工改変前の土壌および人工改変に関する情報

の取り扱い」

日本土壌分類体系の人工物質士と WRB2014の

Technosolsでは人工改変前の土壌情報や基質の土壌物

質の情報が表現されない場合がある。逆に KST第 12

版では，人工改変前の士壌情報や基質の士壌物質の性

質から分類がなされるため，人工改変に関する情報が

表現されない場合がある。例えば，人工物質を多景に

含んだ士壌の分類は， 日本士壌分類体系では上位3カ

テゴリーまでの情報（土壌亜群）で含まれている人工

物質が無機物か有機物かを区別して表現するが，どの

ような土壌に含まれているか，基質の土壌情報が表現

されない。 WRB2014では上位 2カテゴリー (Principal

qualifier) の情報が含まれている人工物質の種類を表

現するために使われ基質の土壌情報は上から 3番

目以降の情報として付加される。一方， KST第 12版

では上から 4番目のカテゴリー (SubGroup) までの

分類では人工改変がなされたという情報しか表現され

ず，人工改変の情報は，下位のカテゴリーで人工物質

の質と含まれている層の厚さから付加的に表現される

にすぎない。このような相違点をもたらした要因に

ついて次節以降で検証する。

3. 土壌分類体系における土壌の定義と

「人為」の扱い

1) 士壌生成における「人為」の概念

土壌生成における「人為」の扱いが分類体系ごと

に異なっており，人工物質の影響を強く受けた土壌の

キーアウトに影響している。

表 1に示した通り， WRB2006において人間活動が

土壌生成因子であると明言されるまで， 日本と KST

およびWRBのどの分類体系においても土壌は 5つの

土壌生成因子（母材，気候，生物，地形，時間）の相

互作用によって地表面に形成される自然体であるとい

う共通の認識がもたれていた。現在においてもこれ

らの 5因子は国際的に土壌生成の基本因子と考えら

れている。 KST第 8版 (SoilSurvey Staff, 1998) で

は，土壌生成の基本概念はこの共通認識に従っており，

土壌生成と「人為」の関係は一切言及されていない。

WRB1998における士壌生成の基本概念も同様にこの

共通認識に従っており，土壌生成論的システムの説明

において，土壌生成と「人為」の関係について言及さ

れていない。ただし，長期間の耕作により生じる多様

な表層・次表層を人工層 (Anthropedogenichorizon) 

としており，農業による人為的上壌生成を認めている

(FAO, 1998)。一方， 日本の統一的土壌分類体系第二

次案 (2002)では国際的な分類に先駆けて，土壌生

成の基本概念と「人為」の関係についての説明がなさ

れている。士壌は 5つの因子の相互作用により生成さ

れた歴史的自然体であるという共通認識に加え，人間

活動は生成された土壌を本来の性質から変異させるも

のとして扱われており， 「人為」を士壌生成因子とは

明言していないが，士壌に甚大な影響を与えるものに

位置づけている。

しかし， 2006年以降 5つの生成因子の相互作用に

よって士壌が形成されるという士壌生成の概念が共通

認識ではなくなった。すなわち， WRB2006(p5) に

おいて人間活動が土壌生成因子であると明言してい

る。つまり WRBの認識では，土壌は共通認識として
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の5つの土壌生成因子に「人為」という新たな因子を

加えた 6つの土壌生成因子の相互作用により地球表面

に形成されるということになる。 WRB2014でも士壌

への人間活動の強い影響により現れる特徴を既存の

士壌生成因子により形成される士壌特徴と同列に扱っ

ている。

日本では， 2006年以降に発行された土壌分類体系

である包括的士壌分類第 1次試案（小原ら， 2011) に

おいて，「士壌は人間活動を含めた様々な生物活動の

影響下に発達する」としており，「人為」は 5つの士

壌生成因子の一つである「生物」に含まれている。こ

の考え方は日本士壌分類体系（日本ペドロジ一学会

2017) においても変わっていない。

一方 USDAでは 5つの因子による上壌生成の概

念 は SoilSurvey Manual (Soil Survey Division Staff, 

1993) に詳述されているが， 1993年以降 2017年 6

月まで改訂がなされていなかった。 KST第8版(1998)

では土壌生成の概念はこの SoilSurvey Manualの記述

に従っており，その後 KST第 10版 (2006) および第

12版 (2014) においても土壌生成の概念は変わってお

らず， 2006年以降も 1998年以前の土壌生成因子とし

て「人為」を考慮しない土壌生成観が維持されている。

これに関して， 2017年 6月に SoilSurvey Manualの

改訂がなされ，その中で USDAにおける士壌生成と

「人為」の関係について言及されており，「人為」を

生成因子と認める意見を紹介している (SoilScience 

Division Staff, 2017)。しかし，士壌生成と「人為」

の関係についての議論に決着はついておらず，基本的

な土壌生成の概念は以前のものを踏襲し， 「人為」は

5つの因子すべてに影響を及ぽすものと認識されてい

る。また，分類上では， 「人為」は土壌に影響を与え

るものとして扱われている。

以上，現状では「人為」と土壌生成の関係に対する

国際的な共通見解が存在していない。 2006年以降に

各分類体系間に生じた土壌生成因子に関する考え方の

相違には，各土壌分類体系における時代に応じた「人

為」の概念とその取り扱いの変化が密接に関係してい

る。

2)土壌分類における「人為」の概念

現在．土壌分類における「人為」の扱いは．農業活

動に関連する「人為」とそれ以外の活動に関連する「人

為」の二つに大別されており． この点において見解の

相違は見当たらない。しかし，「人為」の中でも造成（特

に盛土造成）の扱いは例外であり，現在の士壌分額体

系では農業目的の造成かそれ以外の目的の造成かは区

別されていない。

FAOの土壌分類体系では， WRBの前身にあたる

Revised Legend of the Soil Map of the World (世界士壌

図改訂凡例） (FAO, 1988) において最上位カテゴリー

に人為改変を受けた土壌大群 (Anthrosols)が存在し

ており，その下のカテゴリーに農業目的の「人為」に

よる 3つの土壌群と農業以外の目的の「人為」によ

る1つの士壌群が存在していた。その後 WRB1998

では人工層と人工母材士壌物質 (Anthropogeomorphic

Materials) が新たに定義されたため， Anthrosolsは

農業目的の「人為」のみを扱う分類となり， 1つの

土壌群だけ存在していた農業以外の目的の「人為」

による改変を受けた土壌は Regosolsに分類されるよ

うになった。「人工層は農業による人為的土壌生成

過程により生じた特徴層位」（中井， 2000) であり，

Anthrosolsはこの人工層に特徴づけられる」分類に

なっている。一方，人工母材士壌物質は土壌生成過程

を示す重要な特徴を持たないと明言されている。その

ため，世界土壌図改訂凡例において Anthrosolsに分

類されていた農業目的以外の人為を受けた土壌は土壌

生成の認められない土壌となり， Regosolsに分類さ

れることになった。しかし，人工母材士壌物質には

深耕などの撹乱を受けた層位に由来する物質が含ま

れるため，農業目的の「人為」とそれ以外を目的と

した「人為」が完全に区別されたとは言い切れない。

WRB2006では人工母材士壌物質がなくなり，新たに

人工物質 (Artefacts) が識別物質として定義された。

これに伴い新たに人工物質に規定された RSGである

Technosolsが設定された。これにより，農業以外を目

的とした「人為」影響を特徴とした土壌が分類上明確

に区別され，最上位のカテゴリーで分類されるように

なった。また，士壌分類において，農業以外の「人

為」の一つとして士壌被覆の概念 (Ekranic) が，人

工物質の定義を同時に満たす識別物質である人工硬盤

(Technic hard rock)の定義と共に導入された。さらに，

盛土造成の表現として意図的に土壌母材が近隣外か

ら運搬されたことを示す士壌相に相当する下位カテ

ゴリーにおける修飾語である Transporticが導入され

たが，盛士の目的に関する言及はないため，農業目的

かそれ以外の目的による盛土かは区別できない。これ

らの「人為」の扱いおよび位置づけは WRB2014にお

いても踏襲されており，変更点は Technichard rockが
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Technic hard materialに名称変更されたのみである。

日本においては， 2002年以前の土壌分類体系では

農業目的の「人為」のみが分類で取り扱われていた。

その後日本の統一的士壌分類体系第二次案 (2002)

で初めて農業以外を目的とした「人為」の概念が導入

された。極めて強い「人為」の影響を受けた土壌の最

上位カテゴリーとして造成士大群を設定している。こ

の中心概念は，人工母材や異種土壌物質を多量に盛土

することによって生じた自然には存在しない母材配列

を持つ人工土壌である。自然にできた未熟土とは性質

が異なるため最初にキーアウトされる。その下位カテ

ゴリーとして植物の生育に適さない人工母材に規定さ

れる士壌群の人工母材土と，農地に適した異種土壌物

質に規定される土壌群の盛土造成士を分類している。

また，人工母材土も士壌改良を行い，農地として利用

できるようになれば盛土造成土に分類が変わるとして

おり，農業目的の「人為」とそれ以外の目的の「人為」

を完全に区別して「人為」の影響を強く受けた土壌を

分類している。

その後包括的土壌分類第一次試案 (2011) では

WRB2006を踏襲して，人工母材がなくなり，新たに

人工物質が識別物質として定義され，人工母材土から

人工物質土に名称が変更された。この人工母材と人工

物質は定義が異なり，同じ物質群を示さない。そのた

め，統一土壌分類二次案で人工母材土に分類されてい

た土壌の一部が包括一次案では盛土造成土に分類され

るようになり，農業目的とそれ以外の目的による盛土

造成が分類上区別されなくなった。また，包括 1次

案では， WRB2006を参考に日本の士壌分類体系に初

めて人工物質の材料に由来した亜群への分類基準が導

入された。これらの「人為」に影響された土壌の扱い

は日本士壌分類体系においても継承されている。ただ

し， 日本土壌分類体系では，硬盤に長期間持続的に被

覆されている土壌は分類対象から除外することが前文

に記載されている。さらに，屋上緑化で使用される

土壌なども日本土壌分類体系の対象外とされており，

WRB2014やKST第 12版では分類・ 命名可能な人工

物質の影響を受けた士壌の一部が分類対象になり得な

い。例えば， WRB2014において Ekranic(硬盤による

土壌の被覆）や Isolatic(人工物質に囲まれ，他の土

壌と接触していない）という修飾語が用いられる士壌

に対し， KST第 12版ではその基質土壌の分類名を人

工活動 (Anthropic) で修飾することで命名が可能で

あるが， 日本土壌分類体系では分類対象外となり， こ

れらの事例においては土壌分類・命名は行えない。ま

た， Ekranicは硬盤による土壌の被覆を意味する修飾

語であることから， 日本士壌分類体系 (p17) で硬盤

型を Ekranicと英訳しているが，前文に記載されてい

る分類対象外となる土壌と硬盤型の定義から考えると

(Epi-)Technolepticが妥当である。

USDAの土壌分類体系では， KST第 8版において

農業に関連する「人為」のみを取り扱っていた。人

間活動による攪乱を示す特徴層位である Anthropic

epipedonが設定されていたが，その内容は 1%クエン

酸可溶リン酸に規定されるものであり，植物生産の向

上を意図した農業目的の「人為」を指している。また，

Soil survey Manual (Soil Survey Division Staff, 1993) 

にて「人為」が士壌にもたらす影響として士壌侵食

を促進することが言及されているが，その事例も耕

作，放牧，伐採と農業に関する「人為」のみである。

KST第 10版では，層位名の決定の際に農業以外を目

的にした人工物質 (Artifacts) の存在を示す添え字と

して "u"が導入され， ここで農業以外の「人為」が

取り扱われ始めたが，分類としては反映されておら

ず，人工物質の定義も存在していない。さらに，土壌

層位名として M層が導入されこれは土壌表面下（大

気浅い水，堆積腐植層 (0層）と土壌物質の境界よ

り下）のアスファルトやプラスチックなど人為的に製

造された物質 (HumanManufactured Materials) によ

る根の生育阻害層 (RootLimiting Layer) を表現して

いる。人工物質と同様に人為的に製造された物質の定

義はなされていない。また，盛士造成に相当する人

為的に運搬されてきた物質を示す記号""'" (Caret) 

も導入されたが上記の添え字やM層と同様に分額に

は反映されず物質の定義も存在していない。その後

KST第 12版にて人工物質 (Artifacts), 人為改変物

質 (HumanAltered Materials : HAM), 人為移動物質

(Human Transported Materials : HTM) が新たに定義

され，それぞれの物質の特徴に応じた SubGroupが

設定された。各物質にはそれぞれ農業目的の「人為」

の影響が強い物質とそれ以外の目的による「人為」の

影響が強い物質の例が示されており，農業目的とそれ

以外の目的の「人為」は明確に区別されるようになっ

た。しかし，人工物質や人為改変物質および人為移動

物質に規定される SubGroupでの分類では農業とそれ

以外の人為は区別されておらず，さらに下位のカテゴ

リーである Familyの中でのみ部分的に区別されてい

るにすぎない。 USDAの分類体系では原則的に一つの
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土壌に対して一つの SubGroup名が与えられるが． こ

の人工物質や人為移動物質，人為改変物質を示す Sub

Groupは例外的に他の SubGroupと組み合わせて使う

ことができ人工物質の影響は付加情報として扱われ

る。また，造成による改変地形など物質以外に影響す

る「人為」の扱いにおいても農業目的とそれ以外の目

的は区別されていない。さらに，道路に関する記述が

あるが，舗装などの士壌被覆の概念は土壌分類の基準

として存在していない。被覆材料は土壌相として表現

されるものの，材質と厚さを基準としているため連続

性の有無や被覆または埋設の状態での存在についても

区別がつかない。士壌相だけでなく土壌層位名を参照

した場合， M層が存在すれば連続的であり埋設され

た物質だと判断できる。

日本と USDAにおける「人為」の士壌分類上での

取り扱いの変遷は，古くから人工層の概念があり，そ

こに新たに農業以外の盛り士造成の概念と人工物質

の概念が同時に導入されたという点では類似してい

る。日本と USDAにおいて異なる点は， 日本では農

業目的の盛士造成が，農業以外を目的とした盛土造成

の概念の導入前に分類に取り上げられている点及び．

USDAの人工物質が農業目的の物質も含むという 2点

である。一方． 日本と FAOは農業以外を目的とした

盛土造成が分類に導入される前に農業目的の盛士造成

が取り上げられている点で類似しているが, FAOで

は農業以外を目的とした盛土造成が分類に導入される

前に人工物質の初期概念を有している点が異なる。

日本の土壌分類体系における「人為Jの分類上の扱

いは W皿に影響されている。両者とも人工物質を農

業目的以外の「人為」を代表する一つの特徴として人

工物質士（士壌群）あるいは Technosols(土壌大群）

と上位のカテゴリーの分類として設定しており, KST 

の農業目的を含む人工物質の取り扱いと大きく異なっ

ている。

また． 日本では異質土壌物質を識別物質として厚

さ35cm以上の盛土を定義に土壌群を設定し，盛士

造成を上位のカテゴリーで分類している。厚さ 35cm

未満の場合は土壌相の造成相として表現される。こ

の分類は日本独自のものである。 WRBとKSTでは，

盛土造成は土壌群より下位の土壌亜群として修飾的

に表現される。 WRBでは Transporticが， KSTでは

Anthroporticが用いられるが． これらは人為的に移動

されてきた物質を示すのみであり，厚さの規定も存在

しない。

4. 「人工物質」の定義と分類における位置づけ

WRBと日本の土壌分類体系において人工物質は農

業以外を目的とした「人為」を示す識別物質であるが．

その定義と「人工物質」が示す物質は両者間で異なる。

一方， KSTでは人工物質の定義が他の分類体系と大

きく異なり．農業目的の人工物質も存在する。以下で

人工物質の定義と分類における位置づけについて考察

する。

日本の土壌分類における人工物質やその前身にあ

たる人工母材土壌物質の概念は WRBにおいて定義

されたものを参考に導入されている。「人為」の影

響を受けた物質を最初に識別物質として定義したの

はWRBである。 WRB1998にて人工母材土壌物質

(Anthropogeomorphic soil material) を定義した。その

定義は「人間活動の産物である埋立て．鉱山廃棄物．

都市ごみ，生ごみ，浚渫士砂などに主に由来する非固

結の無機及び有機物質であり． これらの物質は十分な

時間経過を受けておらず．土壌生成過程を示す重要な

特徴を持つに至っていない」とされている。その実

例として， 1.深耕などの撹乱によって土壌表層から

25-lOOcm深の間の一つ以上の層にわたって．特徴層

の断片が体積で 3%以上不規則に存在する無機質士壌

物質 2.主として有機性廃棄物を含む埋立て物質 3.嫌

気条件下でガスを発生する還元性廃棄物. 4. 工業活動

に由来する士質物（鉱山廃棄物．浚渫士砂．高速適路

建造廃土など）. 5. 破片体積35%以上のビルの瓦礫や

人工物を含む土質物が挙げられている。ここで重要な

のは人工母材士壌物質が土壌生成過程を示す特徴を持

つに至っていないと定義されている点である。一方，

WRB1998を参考に統一分類体系二次案では人工母材

を定義した。その定義は人工母材を「植物の生育や農

地に適さない母材物質。」としている。実例として，

家庭ごみなどの主として有機廃棄物を含む埋立て物

質．工業活動に由来する鉱山廃棄物浚渫土砂，嫌気

状態でガスを発生する還元性物質（汚泥など），高層

ビルや高速道路建造などの廃土，ビルの瓦礫や人工物

を含む士質物などが挙げられており. WRB1998の実

例の 1. として挙げた無機質土壌物質以外を示してい

る。このように人工母材は WRI汎998の人工母材士壌

物質と類似した物質群を示しているが． 日本における

人主母材は植物生育に適さず農業を目的としない物質

とする植栽基盤の機能としての定義であり. WRBの
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人工母材土壌物質は土壌生成過程の特徴がみられない

人為的物質とする生成論からの定義と異なっており．

類似した物質に対する分類体系ごとの捉え方の違いが

表れている。

その後WRB2006において．人工栂材土壌物質がな

くなり，新たに人工物質が定義された。それは「1-a.

工業・製造加工の過程で創られた物質や変質された物

質。または， 1-b.地表面で変質過程を受けない深さか

ら物質の性質が明らかに異なる環境の表層に人為的に

運搬された物質。かつ， 2.製造変質掘削された時

点から化学的，鉱物的特性が変化していない。以上の

基準を満たす液体または固体である。」と定義されて

いる。すなわち．自然界に存在しない物質や士壌生成

を受けていない物質が元とは異なる環境の表層に運搬

され．現在の環境下での土壌生成を受けていない物質

と解釈できる。このように人工母材士壌物質とは異な

るが．物質そのものが士壌生成過程の特徴を示さない

ことは WRBの土壌分類では一貫している。これは基

本的に同じ物質を対象とする定義であるが，撹乱によ

る特徴層が断片化した無機質士壌物質は人工物質には

含まれず．深耕により生じたもののみ Arieという土

壌相に相当する下位カテゴリーの修飾語として扱われ

る。さらに．人工硬盤 (Technichard rock)が人工物

質の定義と同時に「自然の物質とは違う性質を持つエ

業過程によって固結された物質」という定義を満たす

物質として導入された。この変更を受けて． 日本では

包括的土壌分類第 1次試案 (2011)においても人工母

材が廃止され．人工物質が定義された。その定義は「地

球表層の自然界に元々無く人間が作った物質」とされ

ており，その実例として，家庭ゴミ，ビニール，プラ

スチック．金属陶器などの一般廃棄物および工業活

動に由来する鉱山廃棄物，鉱滓．家屋・ビル・道路な

どを壊した瓦礫・廃材・アスファルト・ガラスなどの

産業廃棄物を挙げている。

しかし．厳密には WRB2006と包括的上壌分類第

1次試案の人工物質では対象となる物質群が異なる。

WRB2006では浚渫土や砕石などの土壌生成作用を受

けていない自然物質の一部が人工物質に含まれるが，

包括的土壌分類第 1次試案ではこれらの物質は非土壌

自然物質と呼ばれており，識別物質として定義されて

いない。主として盛り土材料にしかなりえないため．

異質士壌物質に規定される盛土造成土に分類される。

その後現行の士壌分類体系である WRB2014(2014). 

日本土壌分類体系 (2017)が発行されているが，人工

物質の取り扱いは WRB2006, 包括的士壌分類第 1次

試案のそれぞれを継承している。

KST第 8版では人工物質 (Artifact) は Plaggen

epipedonの説明の中で存在が言及されるのみであっ

た。 KST第 10版では，土壌層位の命名において．エ

業や都市的活動により生じた人工物質の存在を示す記

号 "u" が導入された。その実例として，加工木材，

石油，石炭，焼却副産物．アスファルト，繊維や布，

レンガ，シンダーブロック（中空コンクリート）．コ

ンクリート，プラスチック．ガラス，ゴム．紙ボー

ル紙鉄鋼変質された金属や鉱物医療衛生廃棄物．

生ごみ．埋立て廃棄物などが挙げられている。その後．

KST第 12版において人工物質は「居住製造採掘

農業建造のために人間によって創造変性，元の場

所から運搬された物質。」と新たに定義された。さら

に人工物質を不連続の人工物質（コンクリートやアス

ファルト，木材など）．整形された岩（砥石，石器など）．

作物生産を高める分解性の人工物質（化学肥料．石灰

など）．および難分解性の人工物質（調理ごみや貝殻．

骨など）に分類されている。このように肥料も人工物

質に含まれるため．人工物質の存在を示す士壌亜群に

相当する AnthropicはWRBのTechnosolsや日本の人

工物質士と異なり．農業利用の概念を有している。

5. 結論

WRBが分類対象とする士壌は地表面から深さ 2m

以内に存在し，生物や 2m以上氷や水に覆われた場所

を除く，大気と接する物質である。この定義には硬

盤や舗装下の士壌，工業地域の土壌，洞窟内の士壌，

2mより浅い水底も含まれている。また，「人為」を

土壌生成因子として明言していることもあり，人工物

質の影響を受けた土壌はその士壌に含まれる人工物質

の質や量といっだ情報から最上位カテゴリーで分類さ

れる。そのため，元の土壌情報の優先度が下がり，付

加的表現となる。また，舗装下の土壌が対象となって

いるように上壌被覆の概念が分類に取り入れられてい

ることも特徴的である。

日本土壌分類体系は， 「人為」を生物因子の一部と

考えており，人工物質の扱いは WRBと似ている。し

かし，分類の対象となる範囲は WRBより狭く，舗装

道路や建造物（ビル，住宅）など，人工物によって長

期間持続して地表が被覆されている土地ある程度の

広がりをもって岩盤が地表に露出している土地あるい
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は湖沼など長期間にわたり水面に覆われている底泥

屋上緑化．植木鉢（ポット）．有底ライシメーター，

用土などで用いられている士壌などは分類の対象とさ

れていない。そのため．土壌被覆の概念は分類体系中

に存在しない。また，異質士壌物質による盛土を土壌

群として設定していることも特徴的である。造成士大

群とその下位に設定されている土壌群土壌亜群は土

壌に盛られた識別物質を基準に分類され，盛られた物

質（人工物質や異質土壌物質．識別物質ではないが非

土壌自然物質）は土壌相の造成相として表現される。

盛土造成土では．盛土の対象となった元の土壌情報を

造成相として記載するが．人工物質の混合がなされた

元の土壌情報は造成相として記載されないこととなっ

ており．情報が失われてしまう。

KSTにおいて土壌に期待している機能は主に植物

の生育基盤であり，他には水の浄化や廃棄物のリサイ

クル機能について言及されている。また， 「人為」は

土壌に影響を与えるものとして扱われていることもあ

り，人為的影響を受ける前の元々の土壌情報を主とし

て表現することが特徴的な分類となっている。すなわ

ち．人工物質の影響を受けた土壌では．人工物質では

なく基質の士壌情報を基に分類が行われる。そのた

め，人工物質など人為的影響の詳細情報は付加的に扱

われており．土壌相に相当するカテゴリーで表現され

る。しかし， このカテゴリーに適切な分類が存在しな

い場合，人為的影響の表現が上手くなされず．その情

報の大部分が失われる。また，土壌に最も期待してい

る機能が植物生育基盤であることから被覆された士壌

に対する分類の概念は存在しない。

このように，人工物質の影饗を強く受けた士壌の分

類には士壌生成における「人為」の取り扱い，分類対

象とする土壌や人工物質の定義の違い，各分類体系に

おける士壌に求める機能の違いが反映されている。各

分類体系内では整合性がとれているが分類体系間での

正確な対比は困難であり，人為的影響を受けた土壌を

議論するうえで分類体系間での互換性がない可能性が

指摘できた。 WRBは「人為」を士壌生成因子として

捉え．生成因子から特徴づけられるものとして人工物

質の情報を分類上基質の士壌物質より優先している。

日本士壌分類体系は「人為」と土壌生成の考え方は

異なるが．「人為」の取り扱いは WRBに近い。一方

KSTでは， 「人為」は士壌に影響を及ぼすものとして

扱われており，士壌生成因子から特徴づけられる土壌

物質の情報を優先している。これらの土壌分類体系に

実用上の整合性をもたせるには「人為」の情報と元の

土壌情報の優先順位を明確にする必要がある。土壌資

源の実用的な分類としての優先順位では，その土地の

士壌にどのような機能を求めるのかが重要な判断材料

になると考えられる。また，土壌分類におけるキーア

ウト順に関しては「人為」と士壌生成の関係について

の議論によって土壌生成観の国際的な共通認識を形成

する必要がある。
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The soil classification concept for soils influenced by artefacts; 

comparison between soil classification systems of Japan, 

Soil Taxonomy, and World Reference Base for Soil Resources 
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Summary 

In recent years, the major international soil classification systems have been revised to classify or to explain soils of anthropized 

environment. Definitions of the soil great group, names of master horizons and descriptions of the soils were newly developed in the 

revision process. However, differences in concept of "human impact on soil" and its implication for pedogenesis make it difficult to 

translate the soil between the classification systems. To recognize the soils affected by human activity in each classification system, 

concepts for human activities and artefacts in soil classification were discussed by comparison between soil classification systems, i.e. 

World Reference Base for Soil Resources and Keys to Soil Taxonomy, and soil classification systems of Japan. As a consequence, 

the three classification systems can explain the anthropized soils with accompanied information relating to anthropogenic activities. 

However, a name of an anthropized soil according to each classification system cannot be translated using another classification system 

because of difference in key-out levels between three classifications. Again, it will be recommended to reconsider the concept and the 

key-out level of the anthropized soils for translation between three soil classification systems. 
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