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1/5万農耕地土壌図の包括的土壌分類第1次試案への読替え試行

若林正吉1.2・高田裕介1・神山和則1.小原 洋1
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1 .はじめに

わが国の農耕地に対する全国土壌図は，施肥改善事

業 (1952"-'1965) と地力保全基本調査事業 (1959"-' 

1976)の成果として.I農耕地土壌分類第2次改訂版(以下，

「農地2次案J;土壌第3科.1983)Jに基づいて編さんさ

れたものである.農耕地土壌分類は，その後. 3次改訂版

(以下.I農地3次案J;農耕地土壌分類委員会.1995)へと

改訂され，土壌統を基礎単位とする上昇方式による分類体

系から，切り取り法による下降方式へ移行した.さらに，

近年，農地3次案と[統一的土壌分類体系第二次案(日本

ペドロジー学会第四次土壌分類・命名委員会.2003)Jが

調和的に統合された「包括的土壌分類第 1次試案(以下.I包
括 1次試案J;小原ら.2011)Jが刊行され，非農地を含む

土壌への適応範囲の拡大段階的カテゴリー(土壌大群，

土壌群，土壌亜群，土壌統群)の充実化，国際的土壌分類

(FAO. ISRIC and IUSS. 2006 ; Soil Survey Staff.1999) 

との対応などの点について内容が拡充された.しかしこ

のような土壌分類の進展に対応する中縮尺程度の全国土壌

図の更新作業は達成されておらず，最新の分類学的知見が

土壌情報として活用し難い状況にある.

土壌図の更新を目的とした全国的な土壌調査事業を行う

には，多大な労力と資金を要するため，土壌図の更新作業

は，過去に整備された土壌図を新しい分類で読替えること

によって試みられてきた(井野ら.2013;菅野ら.2008; 

中井ら.1999). また，農耕地土壌に対する農地2次案か

ら農地3次案への読替えは，地力保全基本調査成績書(以

下.I成績書J.)や地力保全基本調査総合成績書(以下.I総
合成績書J.)の土壌統の代表断面記載や理化学性分析値

に基づいて行われた(中井ら.1999;須永・鹿沼.2000). 

これらの読替えでは，再分類のために用いる資料の種類や

数の選択によって，土壌図の図示単位に対する読替え結果，

ひいては土壌図の信頼性が異なるものと予想されるが，読

替え法の差異が土壌図の更新結果に及ぼす影響について検
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討した事例はない.

本研究では，北関東および東海地方の4県の 1/5万農

耕地土壌図について，調査地域別に編さんされた成績書と

これらを県内一律のデータとして集約した総合成績書の両

方を補完的に用い，土壌図を構成する全区画(ポリゴン)

の土壌統名を包括 1次試案の土壌統群へ読替えて土壌図更

新を試みた.加えて，成績書に記載される土壌統の分類結

果を集計・解析し農地2次案の土壌群と包括 1次試案の

土壌群・亜群の対応性および，土壌統に基づく読替えの一

意性について考察した.

2 材料および方法

1 )土壌図元データ

(一財)日本土壌協会の発行する「デジタル農耕地土壌図J
(以下.I土壌図J;日本土壌協会.2005)のうち，北関東地

方の群馬県，栃木県，東海地方の愛知県，三重県の土壌図

データを包括 1次試案への読替えのための元データに用い

た. これらの 4県については，読替えに利用可能な成績書

の収集点数が他の県と比較して多く，また，土壌図データ

において，農耕地土壌の主要な土壌群(黒ボク土，多湿黒

ボク士，グライ土灰色低地土褐色低地土，黄色士，灰

色台地土，褐色森林土)に対し，それぞれに全体の数%以

上の面積が配分されている点で土壌群別の解析に適して

いた.

土壌図の各ポリゴンには，県ごとに設定された「県土壌

統jの名称と，県土壌統を全国で320統に集約した「全

国土壌統」の名称，土壌図の図郭地域に対応した地域コー

ドが属性として含まれている.本研究では，県土壌統を，

地域コードとの組み合わせにより細区分しこれを「地域

コード県土壌統」と称して，読替えの最小区分とした. こ

れらの各項目について. 4県の土壌図データの構成を表1

に示した.

2)土壌国読替えの方法

土壌分類のための元資料として.(独)農業環境技術研究

所が収集した昭和34年"-'48年度の成績書(表2)および

総合成績書を利用した.成績書には，年度ごとの調査対

象地域に分布する県土壌統について，代表断面記載，理化

学性の分析値，母材，堆積様式などの情報が記載されてい

る. これらの情報を包括 1次試案に照合して，成績書ごと

に各県土壌統の包括 1次試案分類名を決定した.ただし

土壌図データに使用される県土壌統のすべてに対応する成
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表 1 読替えに利用した土壌図データの構成 とは別地域の成績書より，同ーの県土壌統の記載を参照し，

その包括 1次試案分類名を付与した(県土壌統に基づく読

替え);もしくは，③総合成績書より，ポリゴンと同ーの

全国土壌統の記載を参照し，その包括 1次試案分類名を付

与した(全国土壌統に基づく読替え). 

地域コード数

全国土壌統数

県土壌統数

群馬 栃木 愛知 三重

16 17 19 14 
88 71 93 68 
176 125 119 118 

地域コード県土壌統数 321 487 382 602 

内，読替えが可能であった点数

(個数割合)

171 214 215 268 
(53 %) (44 %) (56 %) (45 %) 

(56 %) (39 %) (56 %) (39 %) 

3)地域コード県土壌統に基づく分類データによる解析

上記3種の読替え法のなかで①地域コード県土壌統に

基づく読替えは，調査地域に実在していた土壌の断面記載

および理化学性データを参照しており，分類の信頼性・空

間精度が最も高いと考えられる.この方法による読替え結

果を集計し，元の土壌図に記載された農地2次案の土壌群

名と包括 1次試案における土壌群・亜群の分類名の比較を

行い，分類体系聞の分類単位の対応関係を考察した.

(面積割合)

績書を収集することはできなかった.そこで，各県の総合

成績書(愛知県農業総合試験場， 1978;群馬県農業試験場，

1979 ;三重県農業技術センター， 1978;栃木県農業試験

場， 1978) に記載されている全国土壌統区分の土壌データ

を読替えに使用し，成績書でカバーされない土壌統の読替

えを補完した.

また，土壌図の分類更新に際して，地域コード県土壌統

に基づく読替えが適用できなかったポリゴンに対しては，

全国土壌統ないしは県土壌統(以下J全国[県]土壌統J.) 
を読替え単位として用いたことから，土壌図の読替えは一

つの全国[県]土壌統に包括 1次試案の分類単位が一意的

に決まることが望ましい.そこで，読替え単位としての全

国[県]土壌統の一意性を評価するために，地域コード県

土壌統に基づく読替えの行われたデータセットを用いて，

全国[県]土壌統の区分における読替えのばらつき程度を

以下の方法で解析した.図 1は，土壌統数3点，地域コー

本研究では，まず，①土壌図のポリゴンの地域コード県

土壌統を，成績書の調査地域および県土壌統名と照合し，

地域と県土壌統の両区分において成績書の記載と一致する

ポリゴンに，その代表断面の包括 1次試案分類名を付与し

た(地域コード県土壌統に基づく読替え). この方法での

読替えが可能であった地域コード県土壌統の点数および土

壌図に占める面積割合は，全体の 4"-'6割であった(表 1). 

そのほかのポリゴンに対しては，②ポリゴンの地域コード

表2 読替えに利用した地力保全基本調査成績書の一覧

県 年度(巻号または調査地域名)

栃木 S36(1)， S37 (上三川・石橋・壬生・鹿沼)， S37 (4)， S40 (15， 16)， S40 (19)， S41 (22， 23， 24)， 
S43 (27)， S45 (32)， S46 (34)， 47 (36) 

群馬 S38(5-1)， S39 (6-1)， S40 (7-1)， S41 (8-1)， S42 (9-1)， S43 (10-1)， S44 (11-1)， S45 (12-1) 
愛知 S36(2)， S37 (1)， S38 (3)， S38 (3:豊川台地，一宮市千秋町，額田郡幸田町，豊田市)， S39 (1)， S41， 

S42， S44 (豊川流域，尾張北部)， S45 (東三河洪積その1)， S46 (知多半島北部)， S48 (尾張東部丘陵)

三重 S34(北勢平坦・中山間)， S35 (北勢平坦・北西中山間)， S36 (北勢平坦・北西中山間)， S37 (伊賀平坦・
伊賀中山間)， S38 (中勢平坦・中山間)， S39 (中勢地域II)， S40 (松坂地区)， S41， S42 (度会)， S44 (志
摩紀伊)， S47 (北勢)

L習ご
A統 001
A統 002
A統 003
B統 001
B統 002

旦ffi1t旦至
。統 001

豆盆_0笠

(b) 

読替え後の分類名
土壌大群 土壌罫

黒ボク土大群アロフェン質黒ボク土
黒ボク土大群アロフヱン質黒ボク土
黒ボク土大群アロフェン質黒ボク土
低地土大群 灰色低地土
低地土大群 灰色低地土
低地土大群 灰色低地土

褐色森林土大群 褐色森林土
褐色森林土大群 褐色森林土

地域 読替え後の分類名

土壌E群土壌統群
普通ー 腐植質ー ム

普通ー 腐植質 「、
淡色 典型_ v 

普通一 中粒質一
普通ー 細粒質
普通ー 細粒質
普通ー 磯質ー
普通ー 磯質

土壌統 コード 土壌大群 土壌群 土壕亙喜一五麗読群
A'統 001 黒ボク土大群アロフェン質黒ボク土 普通 腐植質-
A'統 002 黒ボク土大群ア口フェン質黒ボク土 淡色一 典型ー 亡、〉
A'統 003 褐色森林土大群 褐色森林土 ばん土質ー細粒質 v 

B'統 001 低地土大群 灰色低地土 普通 中粒質ー
B'統 002 低地土大群 灰色低地土 普通一 細粒質-
B'統 003 低地士大群 未熟低地土 普通ー 典型-
C'統 001 褐色森林土大群 褐色森林土 普通 礁質-
C'統 002 未熟土大群 陸成未熟土 普通一 典型ー

図1 読替えぱらつき度の解析例

(1)分類種数の集計結果
大群 群 E群統群

A統 1 1 2 2 
B統 1 1 1 2 
C統 1 1 1 1 

E分類種数 3 345  

b1.J一詩掛時替街云ぽ
大群群 E群統群
000 0.00 0.20 0.40 

(1)分類種数の集計結果
大群 群亜群統群

A'統 223 3 
B'統 1 2 2 3 
C'統 2 2 2 2 

Z分類種数 5 6 7 8 ι一 ぱ ら つ き 度 *
大群群亜群統群
040 0.60 0.80 1β0 

(a) (b)はいずれも，土壌統数:3，地域コード県土壌統数:8の架空のデータセットである.(a) デー

タセットを構成する土壌統の読替え結果が限定された分類単位に収まる場合，算出される読替えぱら

つき度は小さく， (b)土壌統の読替え結果が複数の分類単位にまたがる場合，読替えぱらつき度は大

きくなる*読替えぱらつき度=([L分類種数]-[土壌統数])/([地域コード県土壌統数]一[土壌統数])
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ド県土壌統数8点よりなる架空の県のデータセットを用い

た場合の解析例である.まず，データセット中の地域コー

ド県土壌統(図 1の左表の行に相当する)に付与された包

括 1次試案の分類名を，土壌統 (A統， B統， c統)ご

とに組分けし，各カテゴリーレベル(土壌大群・土壌群・

土壌亜群・土壌統群)における分類単位の種数を集計した.

図 1(a) のA統で、あれば， 3点の地域コード県土壌統は，

すべて黒ボク土大群のアロフェン質黒ボク土に読替えら

れ，土壌亜群の段階で「普通」亜群と「淡色J亜群に分か

れたため，その種数は，土壌大群・土壌群で1，土壌亜群・

土壌統群で2となる. この種数をデータセットに現れるす

べての土壌統に対して計上しその合計値(以下，四分類

種数J.)を求めた(図 1(1)). L:分類種数は，データセッ

トに出現する土壌統が，それぞ

替えられる(種数 1の)とき，土壌統数と等しくなるが，

読替え結果が複数種の分類単位に分かれると値が大きくな

り，その最大値は，地域コード県土壌統数と等しい.そこで，

以下の式により計算される値を「読替えぱらつき度」と称

し土壌統区分に対する読替え結果のばらつきを示す指標

として用いた(図 1(2)). 

読替えぱらつき度ニ(L:分類種数一土壌統数)/

(地域コード県土壌統数一土壌統数)

この値は， L:分類種数が土壌統数と等しいとき，最小値

Oをとり，地域コード県土壌統数に等しいとき，最大値 1

をとる. この読替えぱらつき度を各カテゴリーレベルにお

いて算出した. この値が，図 1(a) のように，上位カテ

ゴリーにおいて 0，下位カテゴリーにおいても低い場合は，

読替えによる分類名は土壌統ごとにほぼ一意的に決まると

考えられる.反対に，図 1(b)のように，読替えぱらつ

き度が上位カテゴリーにおいても Oから離れた値を示す場

合は，土壌統の読替え先が定まらず，土壌統区分を読替え

単位として利用することには問題があると考えられる.

また，土壌統の一意性について，土壌図の読替え結果に

対する影響を評価する上では，各全国[県]土壌統の土壌

図上での面積配分を考慮する必要がある.そこで，全国[県]

土壌統ごとに面積を乗じた以下の式で，面積基準でのばら

つき度を求めた.

読替えぱらつき度(面積)=

{工(分類種数×面積) *-L: (面積)}/ 

{L: (地域コード数×面積) -L: (面積)} 

*エ(x) は，土壌統ごとの (x) についての積算値.

このような解析を，県土壌統と全国土壌統の 2つの土壌

統区分に対して行った.なお，個々の土壌統が各県の土壌

図データ全体に占める構成率は，点数割合で<0.1 "'6.4 %， 

面積割合で<0.1"'10.3%であるが，解析に用いた標本(地

域コード県土壌統に基づく読替えが可能であったデータ

セット)においても，点数割合として'"< 0.1 "'7.6 %，面

積割合として<0.1 '" 13.5 %であり，大きな差異はない.

したがって，標本データセットの土壌統構成は，土壌図デー

タ全体の土壌統構成と比べて，著しい偏りは生じていない

ものと考えられた.

3. 結果および考察

1 )農地2次案の土壌群と包括 1次試案の土壌群.12:

群の対応性

地域コード県土壌統に基づいて分類された包括 1次試案

分類名を，農地2次案の土壌群ごとにまとめ，表3に示し

た.ただし分類点数が 1"'6点と少なかった泥炭土，黒

泥土， グライ台地土，砂丘未熟土，岩屑土については本報

告では議論しない.以降では，農地2次案に基づく分類名

と包括 1次試案に基づく分類名とを区別するため，前者の

語尾に(農)を，後者の語尾には(包)を付記した.

農地2次案の土壌群と包括 1次試案の土壌群において

分類名を比較した結果，黒ボク土(農)と赤色土(農)， 

褐色低地土(農)，灰色低地土(農)， グライ土(農)につ

いては，包括 1次試案においても 8割以上が，同名称の土

壌群ないしは新設(農地 2次案には設定されていなし、)の

関連性のある土壌群へと分類され，分類体系聞の対応性は

よいものと考えられた.ただし分類結果のうち，灰色低

地土(農)の「斑紋なしJ統群に相当する土壌群である(農

耕地土壌分類員会， 1995)未熟低地土(包)は，灰色低地

土(農)よりも褐色低地土(農)からの移行数が多い点で，

想定と反する結果となった.このほか，黒ボクグライ土(農)

は分類点数が 11点と少なかったものの，そのうち 7点は，

相当するグライ黒ボク土(包)に分類された.また， グラ

イ土(農)に対するグライ化灰色低地土(包)，黒ボク土

(農)に対するばん土質褐色森林土(包)・ばん土質風化変

質赤黄色土(包)，黒ボクグライ土(農)に対する湿性未

熟黒ボク土(包)などは，土壌亜群の段階で， もとの土壌

群の特徴を残す分類名となったものである. これらを加え

ると全体の 9割近くに，農地2次案での分類名と関連性の

ある分類名が包括 1次試案において付与されたといえる.

一方，多湿黒ボク土(農)，褐色森林土(農)，灰色台地

土(農)，黄色土(農)については，同名称ないしは新設

の関連性のある土壌群への分類点数は，全体の半数程度に

留まり，分類体系聞の対応性が悪いものと考えられた.多

湿黒ボク土(農)については，①非火山灰性物質が混合さ

れた， リン酸吸収係数の低い再堆積物が主観的判断により

黒ボク土グルーフ。に組み込まれたこと，②濯瓶水に由来

する作土層付近の斑紋が湿性特徴として評価されていた

ことが農地3次案への改訂の際に指摘されている(浜崎，

1998). 本結果で低地土大群(包)や疑似グライ土(包)， 

褐色森林土(包)に分類された土壌は①の問題に，非湿性

の黒ボク土土壌群(包)に分類された土壌は，②の問題に

該当したと考えられる.黄色土(農)に対しては，赤黄色

士大群(包)以外では，疑似グライ士(包)と褐色森林土(包)

の分類点数が多く，包括 1次試案の赤黄色特徴の基準を満

たさない黄褐色の土壌が多く含まれることが示された.褐
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表3 農地2次案土壌群の包括1次試案での分類先

分類点数 百分

栃木 愛知 三重合計率(%)
土壌亜群における分類点数
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(2) 1:高位

(5) 2:湿性， 1 :腐植質

(5) 3:厚層

(43) 13:普通， 12 :厚層， 1 :下層低地

(2) 1:厚層

(15) 4・普通， 2:水田化， 2:厚層， 1淡色

(5) 2:普通， 1 :下層褐色

(2) 1:斑鉄型

(8) 3:普通， 2:腐植質

(3) 1:湿性/水田化

(2) 1:普通

(7) 4:地下水型

(3) 1:湿性/ばん土質
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(2) 1:腐植質

(2) 1:普通

(18) 7:淡色 2:下層台地， 2:厚層

(2) 1:普通

(6) 3:赤色 1:普通

(6) 2:ばん土質， 1 :灰白化/普通

(2) 1:褐色

(50) 15:普通， 10 :ばん土質， 2:湿性/下層赤黄色

1 :腐植質/台地

(2) 1:普通
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黒ボタ土{農)

地域コード県土壌統数

未熟黒ボク土

多湿黒ボク土

非ア口フェン質黒ボク土

ア口フェン質黒ボク土

石灰性暗赤色土

褐色低地土

未熟低地土

粘土集積赤黄色土

風化変質赤黄色土

褐色森林土

火山放出物未熟土

陸成未熟土

多湿黒ボク土(農)

地域コード県土壌統数

泥炭土

未熟黒ボク土

グライ黒ボク土

多湿黒ボク土

非アロフェン質黒ボク土

アロフェン質黒ボク土

低地水田土

グライ低地土

灰色低地土

褐色低地土

未熟低地土

疑似グライ土

褐色森林土

黒ボタグライ土(農)

地域コード県土壌統数

未熟黒ボク土

グライ黒ボク土

多湿黒ボク土

グライ低地土

灰色低地土

褐色森林土 f農)

地域コード県土壌統数

未熟黒ボク土

多湿黒ボク土

アロフェン質黒ボク土

褐色低地土

粘土集積赤黄色土

風化変質赤黄色土

疑似グライ土

褐色森林土

108 

44 

49 

群馬
土壌群

1 

火山放出物未熟土

砂質未熟土

陸成未熟土

灰色台地土(農)

地域コード県土壌統数 11 16 1 28 (100) 
多湿黒ボク土 2 2 (7) 1:下層台地/普通

疑似グライ土 2 10 12 (43) 8:地下水型， 4・普通

褐色森林土 7 4 1 12 (43) 6:ばん土質， 4:湿性， 2:普通

陸成未熟土 2 2 (7) 2:普通

太字は，同名の土壌群，関連性のある新設土壌群，および別種の土壌群中の類縁性のある土壌亜群である.
*略字で示した.擬グ:疑似グライ化，灰白:灰白化，水田:水由化，ばん:ばん土質，下赤.下層赤黄色.
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表 3 続き

分類点数 百分
土壌群

群馬 栃木 愛知 二重 合計率(%)
土壌亜群における分類点数

赤色土(農)

地域コード県土壌統数 14 14 (100) 

非アロフェン質黒ボク土 2 2 (14) 2:普通

粘土集積赤黄色土 7 7 (50) 6:赤色 1:普通

風化変質赤黄色土 5 5 (36) 3:赤色 2:ばん土質

黄色土(農)

地域コード県土壌統数 38 86 124 (100) 
非アロフェン質黒ボク土 5 5 (4) 5:普通

アロフェン質黒ボク土 1 1 (1) 1・淡色

酸性暗赤色土 1 1 (1) 1・粘土集積

塩基性陪赤色土 1 1 (1) 1:普通

粘土集積赤黄色土 15 25 40 (32) 20:普通.7:疑グ.5:赤色 4:湿性.2:灰白/水田*

風化変質赤黄色土 3 14 17 (14) 6:疑グ.4・湿性.3:普通.2:ばん.1・灰白/赤色*
疑似グライ土 9 7 16 (13) 5:地下水型/褐色/普通.1 :水田化

褐色森林土 10 28 38 (31) 12:普通.11 :ばん.5:湿性/下赤.3:台地.2:水田*

陸成未熟土 1 4 5 (4) 5・普通

褐色低地土(農)

地域コード県土壌統数 36 32 6 21 95 (100) 

多湿黒ボク土 2 2 (2) 2:普通

アロフェン質黒ボク土 1 2 3 (3) 3:淡色

低地水田土 3 4 (4) 3:下層褐色 1:普通

灰色低地土 1 5 6 (6) 6:普通

褐色低地土 20 15 5 19 59 (62) 47:普通.10 :湿性.1 :腐植質/水田化

未熟低地土 8 9 2 20 (21) 20:普通

褐色森林土 1 1 (1) 1:普通

灰色低地土(農)

地域コード県土壌統数 5 34 60 50 149 (100) 
多湿黒ボク土 2 2 4 (3) 3:普通.1 :厚層
アロフェン質黒ボク土 1 1 (1) 1:水田化

低地水田土 4 15 4 3 26 (17) 11:普通.9:湿性.5:下層褐色.1 :漂白化

灰色低地土 12 41 41 95 (64) 90:普通.3:下層黒ボク.1 :腐植質/表層グライ化

褐色低地土 2 5 2 9 (6) 6:普通.2:湿性.1 :腐植質

未熟低地士 2 10 13 (9) 13:普通

疑似グライ土 1 1 (1) 1:普通

グフイ土(農)

地域コード県土壌統数 1 14 42 32 89 (100) 
グライ黒ボク土 1 1 (1) 1 普通

多湿黒ボク土 1 1 (1) 1 普通

低地水田土 3 3 (3) 3:湿性

グライ低地土 9 32 31 72 (81) 32:斑鉄型.28:還元型.12 :表層灰色

灰色低地土 2 9 11 (12) 7:グライ化.2:普通.1 :腐植質/表層グライ化

未熟低地土 1 1 (1) 1 普通

太字は，同名の土壌群，関連性のある新設土壌群，および別種の土壌群中の類縁性のある土壌亜群である.
*略字で示した.擬グ:疑似グライ化，灰白:灰白化，水田:水田化，ばん・ばん土質，下赤:下層赤黄色

色森林士(農)については，関東2県では，黒ボク土大群

(包)，東海2県では赤黄色土大群(包)への分類点数が比

較的多かった.反対にこれらの地域の黒ボク土(農)，黄

色土(農)の一部は，褐色森林土(包)に分類されたこと

から，各地域の主要な畑土壌の類型と褐色森林土との間で

は，読替えの際に，土壌群での分類における入れ替わりが

生じるものと考えられた.

2)全国[県]土壌統に基づく分類読替えの一意性

地域コード県土壌統に基づいて読替えられた土壌の包括

1次案分類名を，同ーの全国[県]土壌統ごとにまとめて

集計し読替えぱらつき度を算出した(表4).全体にお

ける読替えぱらつき度を 4県平均±標準偏差として表す

と，県土壌統と全国土壌統の場合，それぞれ，土壌大群で

0.13::t0.03と0.15::t0.02 土壌群で0.26::t0.03と0.29

::t 0.03となり，高次のカテゴリーの段階でも，全国[県]

土壌統に対する読替え結果がぱらつく場合があることが示

された.また，土壌亜群では 0.42::t0.05と0.45::t0.05，土

壌統群で0.50::t0.05と0.55::t0.05となった.カテゴリー

レベルごとに県土壌統と全国土壌統の読替えぱらつき度に

ついて t検定(両側 5%)を行ったところ，土壌統群では，

全国土壌統のほうが有意に高かったが，他のカテゴリーレ

ベルにおいては，有意差は認められなかった. このことか

ら， 2種の土壌統区分法における分類単位内の変異幅に

は大きな差異がないものと考えられ，農地2次案整備時の
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表4 全国[県]土壌統の読答えぱらつき度および読替えぱらつき度 (面積)

i也j或コ ード 県土壌 エ分類種数 読替えばらつき度 読替えぱらつき度(面積)

県土壌統数 統数 大1洋 群 亜群 統1伴 大i洋 1洋 盟群 統1洋 大1洋 1洋 亜1伴 統群

群馬 171 116 123 130 138 140 0.13 0.25 0.40 0.44 0.13 0.31 0.37 0.39 

栃木 214 105 118 138 158 166 0.12 0.30 0.49 0.56 0.02 0.13 0.28 0.33 

愛知 215 103 114 128 145 157 0.10 0.22 0.38 0.48 0.06 0.17 0.33 0.45 

三重 268 92 123 141 165 183 0.18 0.28 0.41 0.52 0.14 0.24 0.35 0.44 
地域コード 全国土壌 工分類種数 読替えばらつき度 読替えばらつき度(面積)

県土壌統数 統数 大群 群 亜群 統1洋 大群 群 亜群 統群 大群 群 亜群 統群

群馬 171 57 74 93 109 117 0.15 0.32 0.46 0.53 0.10 0.22 0.34 0.44 

栃木 214 62 79 109 137 151 0.11 0.31 0.49 0.59 0.03 0.15 0.31 0.39 
愛知 215 78 100 118 145 159 0.16 0.29 0.49 0.59 0.09 0.22 0.38 0.48 
三重 268 56 90 108 136 160 0.16 0.24 0.38 0.49 0.17 0.23 0.35 0.49 

上段は県土壌統，下段は全国土綴統について，いずれも地域コート。県土壊に基づく読替えが適用されたもののみを対象とした計
算結果である

県土壌統から全国土壌統への統合作業において，適切なグ

ルーピングが行われたことが再確認された.

面積基準で算出した読替えぱらつき度(面積) について

も，傾向は同様であったが，先の結果と比べると全体的に

低い値を示した. このことは，構成面積の広い土壌統は，

比較的読替えの一意性が高いことを意味している.この理

由に関して，地力保全基本調査において，単一の土壌統が

広範囲を占めるように図示された地域は， 土壌特性の空間

変動自体が小さい地域であったものと考えられる.

次に，県ごとの差異がわずかであったことから， 4県の

データをーまとめと し 農地 2次案の土壌群のうち，読替

えぱらつき度の式の分母(地域コード県土壌統数一土壌統

数)が 10以上と なるものについて，土壌群別に読替えぱ

らつき度を算出した(図 2). この結果，多湿黒ボク土(農)， 

黄色土 (農)，褐色森林土 (農)の3種の土壌群の値は，

点数，面積基準のいずれの計算値においても，他の土壌群

と比べて高かった.これらの土壌群は， 前節で包括 1次試

案との対応性が低いと考えられたものであるが，同ーの土

壌統に属する場合であっても 包括 1次試案において一意

的に分類名が定まらない場合が多いことが示された.

以上のように，全国[県]土壌統の区分は，包括 1次

試案への読替えに際して必ずしも一意的に分類名が決まら

ないことが示された.このことは，同ーの土壌統であって

も，他地域の代表断面データに基づいて読替えを行った場

1.0 
1.0 r 

県土壌統 全国土壌統。
:::0 0.8 

0.8 揮糧Z 
世話
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404  11< 0.4 
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1信
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合，その地域に分布する土壌とは異なる分類名に読替えら

れる危険性があることを意味している.多湿黒ボク土(農)， 

黄色土(農)，褐色森林土(農)などに属する土壌統の場

合は， とくにその可能性が高いものと考えられた.そのた

め，土壌図の読替えは，土壌統の区分のみに頼らず，可能

な限り ，実際の各地域の土壌データを参照することが望ま

しい.地域別のデータが十分に揃わない場合は，土壌統の

区分から分類名を読替えることになるが，その場合，全

国土壌統と県土壌統のいずれも 読替え単位としての一意

性に大きな差異はないものと考えられた.読替え後の土壌

図では，地域コード県土壌統に基づいた読替え部分と全国

[県]土壌統に基づく読替え部分では，分類結果に対する

信頼性が異なると考えられたため，読替え法の種類に関す

る情報は，信頼性の程度を示す指標として付記するべきで

あると考えられた.

3) 1/5万農耕地土壌国の読替え試行

包括 1次試案に読替えた北関東 2県の土壌図を図 3に，

東海2県の土壌図を図 4に，読替え前後の土壌図における

土壌群の面積率を表 5に示した なお，前節で述べた土壌

統に基づく読替えの一意性の問題から，土壌図の各ポリゴ

ンに対しては，読替え法の区分を属性として付与してある.

読替え後の土壌図には，大きく分けて 2つの変化があっ

た.第一に，包括 1次試案では農地2次案に比べ土壌群区

分が豊富であることから，従来土壌図における単一の土壌

-←黒木ク土
(219， 112，52) 

ー守一多湿黒ポク土
(61，41，25) 

<>褐色森林土
(62，39，23) 

_._黄色土
(124，52，24) 

「正一褐色低地土
(95，37，17) 

ー合一灰色低地土
(149，51，44) 。。 0.0 L Z> :且

大群群亜群統群大群群亜群統群 大群群亜群統群大群群亙群統群 (88，38，32) 

図2 農地2次案土壌群ごとの全国[県]土壌統の読替えばらつき度および、読替えぱらつき度(面積)

土壌群別の数値は， 4県の合計{直であり，同ーの全国土壌統であっても県をまたぐデータは， 個別のものとして集

計した.凡例中( )内の数値は，左から，解析に用いた地域コード県土壌統数，県土壊統数，全国土壌統数を示す.

--
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表5 土壌図読替え前後の土壌群の面積率

<読替え目iT> 面積率(%) <読替え後> 面積率(%)
農地2次案 群馬 栃木 愛知 二重 包括 1次試案 群馬 栃木 愛知 三重

泥炭土 <0.1 0.1 泥炭土 0.4 (0) <0.1 (0) < 0.1 (62) 
黒泥土 0.3 1.3 
黒ボクグフイ土 0.2 5.7 0.8グフイ黒ボク土 0.6 (0) 7.1 (18) 0.3 (100) 
多湿黒ボク土 5.6 30.2 1.7 4.0多湿黒ボク土 5.7 (29) 26.9 (13) 0.1 (0) 2.8 (34) 
黒ボク土 46.7 26.7 2.4 7.9未熟黒ボク土 21.0 (75) 0.9 (41) 

非アロフェン質黒ボク土 1.4 (100) 5.6 (52) 
アロフェン質黒ボク土 22.9 (85) 27.2 (62) 0.6 (71) 1.4 (97) 
火山放出物未熟土 2.9 (98) 

石灰質暗赤色土 < 0.1 (100) 
酸性暗赤色土 <0.1 (32) 
塩基性陪赤色土 0.3 (3) 

グライ士 6.6 5.4 24.0 20.7グフイ低地土 2.8 (0) 3.7 (43) 20.6 (70) 20.5 (35) 
灰色低地土 15.9 26.5 31.0 31.4灰色低地土 6.3 (12) 15.0 (35) 25.8 (50) 24.6 (22) 

未熟低地士 2.6 (100) 1.1 (100) 8.2 (62) 0.7 (99) 
低地水田土 14.3 (5) 13.3 (44) 1.4 (81) 5.0 (10) 

褐色低地土 20.3 3.1 1.5 3.0褐色低地土 14.6 (54) 2.9 (68) 2.4 (67) 5.9 (56) 
赤色土 1.3粘土集積赤黄色土 10.7 (30) 9.9 (46) 
黄色土 26.6 28.5風化変質赤黄色土 3.9 (25) 4.4 (80) 
グフイ台地土 1.1 停滞水グフイ士 0.3 (90) 
灰色台地土 0.8 5.6 <0.1疑似グライ土 0.5 (29) 11.2 (41) 4.5 (24) 
褐色森林士 4.4 1.7 4.2 1.0褐色森林土 4.7 (61) 1.2 (72) 12.5 (72) 13.1 (55) 
砂丘未熟土 0.5 0.8砂質未熟土 0.3 (64) 
岩屑土(砂屑土) 。目4陸成未熟土 1.1 (100) < 0.1 (0) 0.3 (71) 1.3 (37) 
( )内の数字は，各土壌群の分布面積に対する地域コード県土壌統に基づく読替え部分の面積百分率(%)である.

群の分布地域が，複数の土壌群に区分された.北関東の土

壌図では，黒ボク土(農)の分布域の過半数は，アロフェ

ン質黒ボク士(包)として図示されたが，榛名山，赤城山

の周辺や浅間山の北部では，“リン酸吸収係数が 1500未満

である"未熟黒ボク土(包)や火山放出物未熟土(包)と

して図示された.他方，東海地方の土壌図では，黒ボク土

大群(包)全体の分布面積は狭いながらも，関東地方には

図示されなかった“交換酸度 y1が5以上である"非アロ

フェン質黒ボク土(包)の分布がアロフェン質黒ボク土

(包)よりも優勢となった. この結果は，松山ら (1994)が，

ピロリン酸塩可溶アルミニウム/酸性シュウ酸塩可溶アル

ミニウムよって分類したアロフェン質・非アロフェン質黒

ボク土の分布地図と一致するものである.

第三に，農地2次案と包括1次試案の間での対応性の

悪い土壌群については，分布域・分布面積が大きく変化し

た.東海地方に広く分布していた黄色土(農)をみると，

愛知県で26.6%，三重県で28.5%を占めた黄色土(農)

の面積率に対し，読替え後の粘土集積赤黄色土(包)・風

化変質赤黄色土(包)の合計面積率は，それぞれ 14.6%，

14.3%と半減し，残りの大部分は褐色森林土(包)や疑

似グライ士(包)の分布域として図示された.

包括 1次試案で図示された土壌図は， リン酸吸収係数

や交換酸度などの化学的特性が分類名に反映されている点

や，地下水湿性と表面水湿性を区分している点，土壌亜群

において土壌群相互間の移行型が表現されている点など，

従来の農耕地土壌図からは読み取ることのできない土壌情

報を提供することができる. これらの情報は，農地管理の

面だけではなく，環境保全などの現場において，土壌図を

利用する機会を促進するものと考えられた.

ただし土壌図を読替えによって更新する際には，以下

の2点に留意する必要がある.第ーに，本研究で指摘した

ように，全国[県]土壌統の区分は，包括1次試案におい

て必ずしも一意的に分類が決まるものではない.そのため，

読替え後の土壌図の信頼性を維持するためには，可能な限

り，地域ごとの土壌データを参照するべきである. このこ

とを実現するためには，散逸の危険性が高い成績書の収集

およびデジタル・アーカイブ化(データ・レスキュー)が

重要な課題となる.

第二に，過去の土壌調査データを用いた読替えでは，調

査事業以降に行われた圃場整備に伴う土壌断面の形質変化

が反映されていない. この点については，モデル地域を設

けて，圃場整備が土壌断面の形質に及ぼす影響を解析する

とともに，空間情報に基づく地理d情報、ンステム (GIS) の

活用により面的推定を行い 土壌図の分類の補正を行う方

法を検討する必要があると考えられる.

4.要約

群馬，栃木，愛知，三重の 4県のデジタル 115万農耕

地土壌図に対し地力保全基本調査の成績書・総合成績書

の記載に基づいて，包括 1次試案への読替えを行った.ま

た，成績書の記載に基づいた土壌分類結果を解析し，農地

2次案の土壌群と包括 1次試案の土壌群・亜群の対応性お

よび全国[県]土壌統に基づく読替えの一意性について考

察した.

農地2次案と包括 1次試案における分類結果を比較し

たところ，多湿黒ボク士(農)，褐色森林土(農)，灰色台
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図4 包括 1次試案へ読替えた愛知県 ・三重県の 1/5万農耕地土壌図

下図は，読替え以前の愛知県南部の土壌図である 台地の大部分を占める黄色土(農)の分布域は，

読替え後にその約半分が，褐色森林土(包)・疑似グライ土(包)へと移行した.

地土(農).黄色土(農)については，分類体系聞の対応

性が低く，包括 1次試案では約半数の土壌が異質な土壌群

に分類された.

同ーの全国[県]土壌統に属する土壌でも，包括 1次試

案で分類すると，土壌大群 ・土壌群の段階で2種以上の分

類単位に分類される場合があることが示された. とくに

多湿黒ボク土(農).黄色土(農)，褐色森林土(農)に属

する土壌では，その傾向が強かった. このことから， 地域

別の断面データを参照せずに，全国 [県] 土壌統を読替え

単位として用いる場合，現地の土壌と異なる分類名に読替

えられる危険性が懸念された.

読替えの結果，アロフェン質黒ボク土 (包) と未熟黒ボ

ク土(包).非アロフェン質黒ボク土(包)の分布区分が

土壌図上に図示された. また，東海地方では黄色土(農)

の分布域の半分が，赤黄色土大群(包)ではなく，褐色森

林土(包)や疑似 グライ土(包) として図示された.
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Application of Comprehensive Soil CIαssi戸cαtionSystem of J，αpαn First Approximαtion 

to existing cultivated soil maps 

Shokichi WAKABAYASHI1.2， Yusuke TAKATA 1， Kazunori KOHYAMA1 and Hiroshi OBARA1 
1Mαtio悦α1Institute 10γAgro-EnviγonmentαISci側 ce，

2pγesentαddγess:NAROAgγicultural Reseαγch Centeγ 

Weapplied出eCom争γehensi:也記SoilClassijicatio抗SystemolJapanFi:γstA;仲間ximati，側 (CSCS1stApprox.)to the existing digital 

soil map for cultivated fields. The records of Fundamental Soil Survey for Soil Fertility Conservation in Gunma， Tochigi， 

Aichi， and Mie prefectures were used to reclassify polygons of the existing map with CSCS lstApprox. The reclassification 

results were used to assess the consistency of soil taxa between the original classification and the reclassification， and to 

assess the uniqueness of “soil series" in the existing soil maps as a reliable basis for reclassification. Comparison between 

the taxa on the existing map and those of the reclassification showed poor consistency within existing Wet Andosols， 

Brown Forest soils， Gray Upland soils， and Yellow soils， half of which were reclassified into different soil groups. The 

soil series in the existing soil map were not necessarily a reliable basis for reclassification by CSCS 1st Approx.; that is， 

several taxa in CSCS 1st Approx. could be allocated to one soil series， especially羽TetAndosols， Yellow soils， and Brown 

Forest soils. Therefore， in updating soil maps to reclassify soil series， it may be necessary to refer to local pedon data. The 

application of CSCS1stApprox. to the existing soil map saw Andosols divided into Allophanic Andosols， Regosolic Andosols， 

and Non-allophanic Andosols. It also changed half of the area classified as Yellow soils in Aichi and Mie prefectures to 

Pseudo-gley soils and Brown Forest soils. 

Key words: Compr叶lensiveSoil Classification System of ]apan First Approximation， cultivated soil classification， 

reclassification of map polygons， soil map 

(Jpn.]. Soil Sci. Plant Nutr.， 85， 349-357， 2014) 
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