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資料

包括的土壌分類第1次試案の概要と特徴

小原 洋・大倉利明・高田裕介・神山和則・前島勇治・浜崎忠雄

1 .はじめに

わが閣では国の各種事業によって土壌調査が行われたた

め，農耕地(水田，畑)，林野など事業単位毎の分類と基

本土壌図が作成されてきた.1954年から開始された国土

調査では，林野，農耕地にとらわれず，全国土をカバーす

る土壌留が作られてきたが，そこで用いられた分類は，農

耕地では農耕地土壌分類林野では林野土壌分類を基本と

したもので，統一的な分類基準によるものではなく，土

地利揺が変わると j可じ土壌で、も名称が変わるという問題を

含んでいた.その中でも，最も大きな問題は林野土壌の

褐色森林土の中に，農耕地土壌分類の黒ボク土壌グルー

プとされるものが多数含まれていることJ(日本学術会議，

2004) とされている. このことは，土壌留を流域レベル

の物質移動や土壌炭素蓄積などの環境問題に利用する際に

大きな問題となっていた.

一方，日本ペドロジ一学会(1日ペドロジスト懇談会)は，

土壌分類・命名委員会を設費し 日本の統一的土壌分類

体系の確立に取り組んで、きた.その結果， 2003年に「日

本の統一的土壌分類体系一第二次案 (2002)J (日本ペド

ロジー学会第四次土壌分類・命名委員会， 2003)が第四

次土壌分類・命名委員会から発行された. しかし，この案

も多くの専門家の意見を聞いて改善点があれば改善する

必要がある.また，大縮尺土壌国に活用するためには下位

カテゴリーを設定する必要があるJ(日本学術会議， 2004) 

と指摘されていた.

このような背景のもとに 農林水産省は農林水産研究基

本計画(農林水産技術会議， 2005)において，深層土壌を

合む耕地・非耕地の包括的土壌分類体系試案の公開を目標

として掲げた. これを受けて，農業環境技術研究所(以後，

Hiroshi OBARA， Toshiaki OHKURA， Yusuke TAKATA， 

Kazunori KOHYAMA， Yuji MAEJIMA， Tadao日AMAZAKI:
Out1ine of comprehensive soil classification system of 
J apan， first approximation 
独立行政法人農業環境技術研究所 (305-8604茨城県つ

くば市観音合 3-1-3)
2012年5月31日受付 .2012年7月2日受理
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農環研)では，平成 18~22 年度の第 2 期中期計画の中で，

f包括的土壌分類」の作成に取り組み， 2011年 3月に「包

括的土壌分類第1次試案(以後包括 1次試案)J を取

りまとめた(小原ら， 2011).本資料では，その概要と特

徴を紹介する，なお，包括 1次試案は農業環境技術研究所

報告第 29号として，農環研のホームページから無償でダ

ウンロードすることができる (h抗p://www.niaes.affrc. 

go.jp/ sinfo/publish/bulletin.html). 

2. 包括的土壌分類の概要

1 )包括 1次試案作成の基本方針

包括的土壌分類は，下記のような基本方針で作成した.

(1)農耕地土壌分類 第3次改訂版(農耕地土壌分類委

員会， 1995) (以後，農耕地3次案)と日本の統一的土壌

分類体系一第二次案(日本ペドロジ一学会第四次土壌分類・

命名委員会， 2003) (以後，ペド 2次案)とを融合する形

で，実用的な包括的土壌分類の作成を試みる(図1).

(2)農耕地3次案との対応関係を出来るだけ保つために

農耕地の主要土壌(低地土，黒ボク土など)については，

選極 軍曹コ

間l 近年の日本の土壌分類と包括的土壌分類の関係

注:I週中の略称は第1次案(1973): .土壌統の設定基準およ

び土壌統一覧表 第1次案(農業技術研究所化学部土壌第3科，
1973)，第2次案 (1977):土壌統の設定基準および土壌統一覧表

第2次案(農業技術研究所化学部土壌第3科， 1977)， I第2次案

改訂版 (1983)J :農耕地土壌の分類一土壌統の設定基準および

土壌統一覧表一 第2次案改訂版(農業技術研究所化学部土壌第

3科， 1983)を示す.また林野土壌の分類 (1975)は，林野

土壌の分類 (1975) (林業試験場土じよう部， 1976)である.
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改訂は必要最小限にとどめる.森林の主要土壌(褐急森林

土，ボドゾルなど)については，農耕地3次案には無い分

類基準・単位を導入し，分類単位を充実させる.

(3)実用性重視を実現するため，分類に必要な調査・分

析項目を最小限にとどめる.可能な限り，現場で土壌名を

同定できるようにする.環境問題などに対応できる土壌毘

分を提供する.

(4) 入手可能なデータ(農環研土壌モノリスデータ，地

力保全調査データ，基準土壌断面データベースなど)に基

づいて検証を行う.検証困難な分類基準・単位の導入は行

わない.

2)分類の対象とする土壌

これまでの農耕地土壌分類では 対象は農耕地に限られ

ていたため，厳密にどこまでを分類の対象とするのか定め

る必要は無かった. しかし 包括 1次試案では全土地利用

を対象とするため，対象とする土壌の範囲を下記のように

定めた.

(1)土壌の深さ

地表から 1mまで，もしくはそれよりも浅くに岩盤が

出現する場合には，その深さまでを対象とする.

(2)土地被覆状態

林地，農耕地，市街地など土地利用に関わらず，そこに

分布する土壌を対象とする.ただし舗装道路や建造物(ピ

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

に諾出している土地，および¥湖詔など長期間にわたり水面

に覆われている底泥については分類の対象としない.

(3)その他

産上緑化，植木鉢(ポット).有底ライシメータ，用土

などで用いられている土壌については，分類の対象とはし

ない.

3)分類のカテゴリーについて

包括 1次試案では，農耕地3次案の 4つのカテゴリーの

うち土壌統を除く 3つのカテゴリー(土壌群，土壌班群，

土壌統群)と，ペド 2次案の 3つのカテゴリー(土壌大群，

土壌群，土壌亜群)を対応させ，土壌大群，土壌群，亜群，

統群の 4つのカテゴリーとした(表1).

4)土壌大群と土壌群

包括 I次試案では 10土壌大群と 27の土壌群が設定さ

れた(表2). ここでは土壌大群について簡単に紹介する.

A(造成土大群〕

人工物質による壇め立て，また大規模な客土，造成に伴

う異質土壌物質の盛土などのため 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.

B. (有機質士大群〕

湿生植物の遺体が，過湿のため分解を免れ厚く堆積した

土壌.主として沖積地や海岸砂丘の後背湿地，低層湿原，

谷地や高山などの視地に分布する.

有機質土大群には. 1土壌群「泥炭土」がある.農耕地

3次案にあった「黒泥土j は泥炭土の中の「腐朽葉J亜群

に棺当する.

C.(ポドゾル大群]

漂白層/腐植または鉄集積層の層序をもっ土壌. 自然状

態では，漂白層の上に粗腐横層が存荘するのが普通である.

北海道，東北，中部地方の山地に主として分布するが，

部，海岸砂丘地にも発達している.

D. (黒ボク土大群〕

黒ボク土の中心概念となるものは，主として母材が火山

灰に由来し， リン酸吸収係数が高く，容積重が小さく，軽

しような土壌である.農耕地3次案には無かった「未熟黒

ボク土」が加わり. 6土壌群となった.

E. (暗赤色土大群〕

結赤色の次表層をもつか，石灰岩あるいは「石灰質堆積

物Jに由来する塩基性の土壌.主に山地の一部，丘陵地や

石灰岩台地に分布が認められる.

F.(低地土大群〕

現世の河成，海成，瀬沼成沖積{民地の土壌.

G. (赤黄色土大群〕

本土壌は，洪積台地，丘陵・低山地帯に分布する赤黄

色特徴」を示す「粘土集積層」または「風化変質届j をも

ち，岩盤が30cm以内に現れない土壌.

H. (停滞水成土大群]

年間を通じであるいは年開のある期間，停滞水または地

下水による影響を受け，断面内に湿性の特徴である「グラ

イ特徴J.1"表酷水湿性特徴」または「地下水湿性特徴」を

示す層をもっ台地，丘陵地，山地の土壌.

1. (褐色森林土大群)

「黒ボク特徴Jおよびf赤黄色特徴」をもたず，黄褐色の「風

化変質層j または「粘土集積j習j をもち，岩盤が30cm

以内に現れない土壌.ただし 下膚に「赤黄色特徴」を示

表1 包括分類と農耕地土壌分類 第3次改訂版及び臼本の統一的土壌分類体系

一第二次案 (2002)のカテゴリーレベルの関係と区分数

日本の統一的土壌分類 農耕地土壌分類 包括的土壌分類
カテゴリー 第二次案 第3次改訂版 第1次試案

区分数 分類名(例) 区分数 分類名(例) 区分数 分類名(例)
大群 10 沖積土 10 低地土
群 31 灰色沖積土 24 灰色低地土 27 灰色低地土
:i!E群 116 硫酸酸性質 77 硫酸酸性質 116 硫酸酸性質

統群 204 紹粒質 381 綴粒質

統 303 粘質
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す f風化変質層」または「粘土集積層」をもつものも含ま

れる.一般的に，岩石構造が喪失し，粘土化や土壌構造の

発達が認められ，塩基飽和度が低い.群としては，褐色森

林土のみが設定されている.

J. [未熟土大群]

本土壌は層位の発達が認められないか，あるいは非常に

弱くJ富塩基暗色表層」以外の特徴層位をもたない.母材

および堆積様式の違いにより 4つの土壌群が設定されてい

る.

5)亜群，統群について

亜群は，各土壌群内で重要と思われる特徴によって，検

索表のJI聞に従って分類される.表3に亜群の区分に用いら

れる接頭語のリストを示した.それぞれの土壌群毎にどの

区分が用いられるかは，検索表に示されている.検索表に

取り上げられる特徴を持たない土壌が最後に残り「普通j

亜群となる.

統群レベルでも亜群と問様に重要と思われる特徴が亜群

毎に定められ，検索表の順に従って分類される.統群は，

主に次表層の土性，瞭膚・岩盤の深さにより土壌が細分さ

れる(表 4). また，亜群レベルの分類に用いられる重要

な特徴のうち，検索JI買の関係で亜群の分類名に反映されな

い特徴は統群レベルで、反映される.たとえば「アロフェン

質黒ボク土」の亜群レベルの分類に用いられる「厚層」の

場合水田イヒj 亜群が「厚層」亜群より前にキーアウトさ

表2 包括的土壌分類 第1次試案の土壌大群・土壌群と農耕地土壌分類，第3次改訂版，臼木の統

一的土壌分類体系第二次案との対応関係

包括的土壌分類 農耕地土壌分類 臼本の統一的土壌分類体系

第1次試案 第3次改訂版 第二次案 (2002)

大群 若干 土壌群 大群 群

A.[造成土大群] A 造成土大群

A1人工物質土 AA 人工母材土

A2盛土造成こと 01 造成土 AB 感ニt造成土

B. [有機質土大群] B 泥炭土大群

B1泥炭オニ 02 泥炭土

03 黒泥土

C. [ポドゾノレ大群] 04 ポドゾノレ C ボドゾノレ性土大群

C1ポドゾル 040普通ポトゾノレ CA ポドゾノレ性土

D. [黒ボクオニ:大群] D 黒ぼく土大群

D1未熟黒ボク土 06 火山放出物未熟土 DA 未熟黒ぼく土

D2グライ黒ボクゴニ 07 黒ボクグライオ二 DB グライ黒ぼく土

D3多湿黒ボク土 08 多湿黒ボク土 DC 多湿黒ぼくこi二
D4褐色黒ボクェ上 09 森林泉ボク土 DD 褐色黒ぼく土

D5非アロフェン質黒ボク土 10 非アロフェン質黒ボタ土 DE 非プロフェン黒ぼく土

D6アロフェン質祭ボク土 11 黒ボク土 DF アロフェン黒ぼく土

E. [緒赤色土大群] 21 陪赤色土 E 11者赤色土大群

E1石灰性陥赤色土 211 石灰型陪赤色土 EA， 表層日音色石灰質土，

EC. 黄渇色石灰質土，

EB 赤褐色石灰質土

E2酸性11者赤色土 212磁性型|情赤色土

E3塩基性陥赤色土 213 普通陪赤色土 ED 11音赤色マグネシウム質土

F. [低地土大群] F 沖積土大群

FHi民地水田土 12 低地水際土 FA， 集積水出土，

FB 灰色化水白土

F2夕、ライ低地土 13 グライ低地土 FC グライ沖積土

F3灰色低地土 14 灰色低地土 FD 灰色沖積土

F4褐色低地土 16 褐色低地土 FE 褐色沖積土

F5未熟低地土 15 未熟低地土

G. [赤黄色土大群] 日 赤黄色土大群

G1粘土集積赤紫色土 237 黄色土，赤色土 HA 粘土集積質赤黄色土

G2風化変質赤黄色土 236黄色土，赤色土 HB 風化変質赤黄色土

日.[停滞水成土大群] G 停滞水成土大群

H1停滞水グライ土 17 グライ台地土 GA 停滞水グライ土

H2疑似グライ土 18 灰色台地土 GB 疑似グライ土

1. [褐色森林土大群] 褐色森林土大群

11褐色森林土 24 褐色森林土

IB普通褐色森林土

1. [未熟土大群] J 未熟土大群

J1火山放出物未熟土 06 火山放出物未熟土 JA 火山放出物未熟土

J2砂質未熟土 05 砂丘未熟土 JB 砂質土

J3固結岩屑土 19 岩屑土 JC 国結岩f湾土

J4陸成未熟土 20 陵成未熟土 JD 非固結岩屑土
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れるため水田化j亜群に「厚層」土壌統群を設定しその

特徴を反映させている.

6)特徴腫位・識別特徴・識別物質

近年の土壌分類では，分類基準をできるだけ定量的に行

うようになってきており 分類の判断基準に明確に定義

された「特徴爵位J，r識別特徴J，r識別物質」を使うように

なっている.包括 1次試案では，農耕地3次案，ペド 2

次案から引き継ぎ，またWorldReference Base for Soil 

Resources (FAO， ISRIC and ISSS， 2006) (以降WRB

表3 包話的土壌分類第1次試案の土壌亜群に用いられ

る接頭語とその英文名

亜群コード箪群 Soil Subgroups 
a1 還冗型 Strong 
a2 斑鉄型 Mott1ed 
a3 湿性 Aquic 
a4 地下水梨 Groundwater-aquic 
a5 表層グライ化 Epi-gleyed 
a6 表層灰色 Epi-gray 
a7 グライ化 Gleyed 
b1 疑似グライ化 Pseudogleyic 
b2 表層疑似グライ化 Epi-pseudogleyic 
b3 下j留褐色 Endoaeric 
b4 褐色 Aeric 
c1 水位1化 Anthraquic 
c2 水田化(褐色{民地土)Protoanthraquic 
c3 水田製 Irrigation water-aquic 
d1 下層台地 Thapto-upland 
d2 下層低地 Endofluvic 
d3 下関累ボク Thapto-andic 
d4 下隠赤黄色 Thapto-red-yellow 
巴1 高位 High-moor 
e2 中間 Transitional-moor 
e3 {底{SL Low-moor 
e4 腐朽質 Sapric 
e5 表!習泥炭質 Epi-peaty 
e6 泥炭質 Peaty 
f1 花溺岩型 Granitic 
f2 石灰質 Ca1caric 
f3 泥灰岩質 Marlitic 
f4 軟岩型 Para-lithic 
h1 厚層 Cumulic 
h2 淡色 Low-humic 
h3 腐植質 Humic 
h4 埋没腐植質 Thapto-humic 
i1 台地 Upland 
i2 台地(褐色森林土 Terrace
i3 低地 Lowland 
j1 硬盤型 Ekranic 
j2 無機質 Mineral 
j3 有機質 Organic 
j4 粘土集積 Argic 
j5 灰白化 Albic 
j6 潔白化 Albic 
j7 硫駿酸性質 Thionic 
j8 塩基裂 Eutric 
k1 赤色 Reddish 
k2 ばん土質 Andic 
k3 ポドゾノレイヒ Podzolic 
zl 普通 Haplic 

(2006) )の定義等を参考に特徴麗位・識別特徴・識別物

質を定義した.

表 5~こ特徴庸位，識別特徴，識別物質の例を WRB(2006)

との対応とともに示した.WRB (2006) の特徴層位等と

の関係では，細かい定義は異なる部分もあるが内容的には

ほぼ対応している.

4. 包括 1次試案の特徴

1)農耕地3次案との遣い

(1)人工土壌への対応

農耕地3次案にも「造成土j はあったが，包括 l次試案

では，都市緑地，埋め立て地などを対象とすることから，

新たに f人工物質土j を土壌群として導入した.人工土壌

については，ペド 2次案の人工母材土を基本的とし下記の

ように定義している.

A1人工物質土

「造成土大群Jのなかで，土壌表面から 50cm以内 に人

工物質J(家庭ゴミ， ビニール，プラスチック，鉱山廃棄

物，鉱淳，家屋・ピル・道路などを壊した瓦磯・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費J)

を断面割合で20%以上含む層の厚さが積算して 25cm以

上であるか，または土壌表面から 25cm以内に，連続し

た不透水性の人工物質(コンクリート，アスフアルトなど)

が現れる土壌.

ただ L，r人工物質j の名称については，ペド 2

次案における定義・名称「人工土壌物質JがWRB

(1998) (FAO， ISRIC and ISSS， 1998) の定義名称

(Anthropogeomorphic soil mater匂1)に基づいてお

表4 包括的土嬢分類 第1次試案の土壌統群に用いられ

る接頭語とその英文名

統群コード統群 Series Group 
pl 岩盤質 lithic 
p2 華誉賞 skeletal 
p3 盤層型 petoric 
tl 納粒質 fine-textured 
t2 中粒笈 medium-textured 
t3 中粗粒質 coarse-medium-textured 
t4 粗粒質 coarse-textured 
vl 淡色 low-humic 
v2 厚!脅 cumulic 
v3 多腐槌E霊 high-humic 
v4 腐植質 humic 
v5 壊没腐植質 thapto-humic 
wl 表唐無機質 epi-mineralic 
w2 下層無機質 endomineralic 
w3 下関泥炭 thapto-peaty 
w4 下層低地 endofluvic 
w5 下層黒ボク thapto-andic 
x1 湿性 aqmc 
x2 繊維質 fibric 
x3 |溶色表層 mollic 
x4 非アロフェン質 non-allophanic
y1 典型 typic 
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特徴!霞{立・識別特徴・識別物

質の例

特徴層f立水防鉄集積層

表5 包括的土壌分類 第1次試案の特徴溜位・識別特徴・識別物質の例

内容
対応する WRB2006の

特徴!替位等

水はけのよい乾悶裂の水回で発達する鉄の集積層.通常マンガンの集積も伴う Hydragrichorizon 
水田の議減水の影響で，還元的な状況が次表層におよび表面水混性特徴j 形態を

水田灰色化!脅 示すようになった盾.粘震な地下水位の低い水田に多く見られる水間鉄集積層JHydragric horizon 

腐槌質表層

多腐植質表層

粘土集積層

}lliI.化変質層

を伴う場合もある.

有機物含量が高い暗色の表!献立である.なお泥炭物質Jからなる層ではない Umbrichorizon 
f腐植質表燈」の中で有機物含量がとくに高い表層である.なお泥炭物質」からな

Melanic horizon 
るj習ではない.

上部爵位と比絞して，急激に粘土含量が多くなる次表層位である. このこ七性の急激

な変化は，粘土の移動集積，下!習での粘土生成，表}醤での粘土破壊，表j留での粘土 Argichorizon 

の選択的佼会，生物活動などによって生じることが知られている.

下部j替位と比較して風化変震を受けている次表層位である.風化変質層は{惚の多く
Cambic horizon 

の特徴層位の前段階であると考えられている.

ポドゾノレ化作沼によって形成された集積隠である.表}脅から溶脱された鉄 アルミ
ポドゾノレ性集積jお Spodic horizon 

ニウム，有機物が集積するため，下層より赤みまたは黒みが強い.

識別特徴 グライ特徴

泉ボク特徴

Reducing conditions 

Gleyic colour pattern 
容積震が低く，また，火山ガラスなどの風化により生成した活性アルミニウムの彩

Andic properties 
響によって， リン酸吸収係数が高く，腐械が集積され易くなるという特徴である.

水飽和条件下で還元鉄の影響を受けて土色が青みを塁する特徴である

地下水湿性特徴

表面水滋性特徴

年間のある持期に地下水で飽和され還元状態に泣かれていることを示す特徴である Gleyic colour pattern 
年間のある狩期に表問水で飽和され，還元状態に霞かれていることを示す特徴であ

Stagnic colour pattern 
る.

未熟黒ボク特徴

識別物 質 火111放出物

火山放出物の風化と有機物の蓄積がある程度進行していることを示す特徴である Vitricproperties 
火山灰，火山際，軽石やスコリアおよび火砕流機積物などの火山砕属物.明らかな

Tephric material 
火山灰の風成再会伎積物からなる火山灰砂丘堆積物は含まない.

人工物資

地球表!替の自然界に元々無く人聞が作った物質.例えば，家庭ゴミ， ビニーノレ，プ

ラスチック，金属， ~勾器などの一般廃棄物および工業活動に由来する鉱山廃楽物
: Artefacts 

鉱浮，家屋・どノレ・道路などを壊した瓦磯・廃材・アスフアルト・ガラスなどのilE

業廃棄物

泥炭物質
主として，水面下で集積した未分解または分解した植物遺体から構成され，有機物

， "._... Organic material 
合設が20%以上.

沖積土佐積物 完新t立ーの河成，海成，湖沼成の新しい米関結堆積物. Fluvic material 

り，その WRBが2006年に改許され，名称が「人工物質

(Artefacts) Jに変更されたため 本分類においても「人

工物質j と改名し，定義も修正した.

(2)赤黄色土に関する変更

本土壌大群は農耕地3次案では土色の違いにより赤色土

と黄色土に分類されていたが，両土壌の土壌理化学性には

統計学的に有意な差は認められなかった(高田ら， 2010). 

そのため包括 1次試案では 国際分類との整合性をとるた

めに「粘土集積層」または「風化変質膚Jの有無で土壌群

を底分し亜群において土色を識別基準に取り入れること

としTこ.

(3) r粘土集積層」と f風化変質層」の分類単位への導入

ペド 2次案ではすでに取り入れられていた粘土集積層と

風化変質層の分類への導入については，既存のデータによ

る検証(高田ら， 2010)を行い，赤黄色土について土壌群

レベルで，日告赤色土では亜群レベルで、導入した.

(4)未熟黒ボク土

農耕地3次案では， リン酸吸収係数 1500未満で火山放

出物を母材とする土壌は f火山放出物未熟土」に一括さ

れている.しかしペド 2次案ではある程度火山放出物

の風化や有機物の蓄積が進んでいるが， リン酸吸収係数が

1500まで達していない土壌は「未熟黒ぼく土」として別

にIR分されている.また， WRB等でも未熟な黒ボク土は

VitricなAndosolsとして区分されていることから，包括

1次試案でも「未熟黒ボク土」群として導入した.

2)ベド 2次案の掲色森林土大群との違い

日本の統一的土壌分類体系(第一次案) (ペドロジスト

懇談会土壌分類・命名委員会， 1986，以降ベド 1次案)

では，冷温帯林下には掲色森林土が分布し，暖温帯下には

黄褐色森林土が分布するとして 2つの土壌群が設定され

た.ペド 2次案では，その分類を継承する形で，両土壌群

を区分するために f黄褐色特徴」が定義されており，その

識別基準として風化変質膚の炭素含量が2%未満であるこ

とが定められている.しかし 炭素含量が 2%未満である

という f黄褐色特徴」の定義に基づいて褐色森林土のデー

タを検討した結果，ペド l次案で述べられた本来の気候帯

区分との対応が暖味になる結果が示された.また，ベド 2

次案においても f黄褐色特徴」の定義は今後更に検証され

るべきであると明記されていることもあり黄褐色特徴j

を基準とする黄褐色森林土の導入を包括 l次試案では見合

わせることとした.

3)国際的分類との対応関係

表6に， WRB (2006)およびSoilTaxonomy (2010) 

(Soi1 Surey staff， 2010) との土壌群レベルで、の対応を示
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表6 包括的土壌分類第1次試案の土壌大群と土壌群の SoilTaxonomy，およびWorldReference 

Base for Soil Resourcesとの対応関係

包括的土壌分類第1次試案 SoilTaxonomy (USDA，2010) 

土壌大群群

A. [造成こと大群}

人工物質土

盛土造成土

B. [有機質土大群]

泥炭こと

C. [ポドゾノレ大群〕

ポドゾノレ

D. [黒ボク土大群]

未熟黒ボク土

グライ黒ボクゴニ

褐色黒ボク土

(U dorthents) 
(U dorthents) 

Histosols 
Histosols 

Spodosols 
Andisols 
Vitrands， Aquands 
Aquands 

Fulvudands 

非アロフェン質黒ボクこと A1ic Hapludands Melanudands 

アロブエン質黒ボク土 UdandsSilandic Andosols 
E. [暗赤色土大群〕

石灰性絡赤色土

酸性i情赤色土

場基校時赤色土

F. [{I民地土大若手]

低地水防土

グライ低地土

灰色{民地土

褐色{民地土

米熟低地土

G. [赤黄色ゴニ大群}

粘土集積赤黄色土

風化変質赤黄色土

H. [停滞水成ゴニ大群]

停滞水グライ土

疑似グライ土

1. [褐色森林土大群]

褐色森林ニヒ

J. [未熟土大森]

火山放出物未熟土

砂質未熟土

協結岩}湾土

建成未熟土

Udalfs， Udepts 
Udults， Udepts 
Udalfs， Udepts 

Anthraquic Eutrudepts 
Aeric Epiaquepts 

Aquents， Aquepts 
Aquepts， Aquents 
Udifluvents. Psamments 
Udifluvents， Psamments 

U dultsA1isols， Acrisols 
U deptsCambisols 

Aquepts， Aquults， Aquents 

Epiaquepts， 

Endoaquepts，Endoaquents 
Aquepts， AquultsStagnosols， 

Gleysols 

Udepts 

Orthents 
Udipsamments 

U dorthents， Rendolls 
Udorthents 

羽TorldReference Base for 

SoilResoureces (2006) 

Technosols 
Regosols (Transportic) 

Histosols 

Histosols 
Podzols 
Podzols 
Andosols 
Vitric Andosols 

Gleyic Silandic Andosols 
Gleyic Aluandic Andosols 
Fulvic Silandic Andosols 
Fulvic Aluandic Andosols 

Aluandic Andosols 

Luvisols， Cambisols 
A1isols， Acrisols， Cambisols 
Luvisols， Cambisols 
Fluvisols. Anthrosols 

Fluvic Hydragric Anthrosols 
Gleyic Fluvisols 
Gleyic Fluvisols 

Hap1ic Fluvisols 
Haplic Fluvisols 

Gleysols， Stagnosols， 

Anthrosols 

Gleysols， Anthrosols 

Cambisols， Stagnosols 

Regosols (Tephric) 

Arenosols 

Leptosols 
Regosols， Leptosols， Phaeozems 

した.土壌群レベルでは ほぼ 1:1対花;と考えられる群

はWRB，Soil Taxonomyともに 11群 (27群中)となっ

ている.1: 1となっていない主な原因は，包括1次試案

の暗赤色土における粘土集積躍による区分が1段下の亜

群レベルになっていること， Soil Taxonomyは低地土を

EntisolsとInceptisolsの2つのオーダーに分けているこ

となどがあげられる.亜群レベルでの対応関係については

ここでは紹介しないが，包括 1次試案に掲載しているので

興味のある方はご覧いただきたい.

4. おわりに

従来の土壌分類では，向じ土壌でも土地利用が異なると

使用される分類方式が異なり，土地利用の境界が土壌の境

界にもなっていた. このような状態では，土壌の分類名と

ともに蓄積された知識・データがそれぞれの土地利用内で

しかうまく利用できない.2011年には，東京電力福島第

1原発の事故により広範囲の土地が放射能汚染され，汚染

された土壌の中で放射性元素がどのような挙動をするのか

が注目されている. このようなときに，同じ土壌を農耕地
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では黒ボク土と呼び，森林では褐色森林二とと呼んでいては

統一的な検討・対策を進めるのに樟害となるだろう.また，

土性や諜層・岩盤の有無は物質の流れに大きな影響を与え

るが，それらの細分のないペド 2次案のような車群段階ま

での分類では，土性などの性質が分類に反映されないため，

実用的な匹分を十分には提供できない.包括 1次試案はこ

れらの問題を解決できる分類案と思われる.

今回発行した「包括的土壌分類，第 1次試案」は，第 1

次試案とあるように完成されたものではない.例えば，農

耕地においては作物栽培に大きな影響を与える作土層

(O~15 cm)は「黒ボク特徴」もつが，作土題以下は

ボク特徴j をもたない「沖積堆積物j で構成される事例が

ある.包括 1次試案による分類名は f中粒質普通褐色低地

土」となり，作ごとの黒ボク質が表現できないとの指摘も検

討過程であった.また森林土壌分類で、重要視される，乾

湿の区分が取り込まれていなしっとの意見もあった.その

ほかにも積み残した問題があるが それらについては今後

の現地での適用などを通じて データの蓄積と合わせて検

討していきたいと考えている.
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