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背景と目的

地力保全事業土壌調査,土壌環境基礎調査などで得られた土壌断面形態・理化学性に関する

ぼう大な情報はデータベース化され,こ れらを活用した研究成果も発表され,今後さらに多面

的な活用が期待される。 しかし,こ れ らのデータにも土壌分類の基礎資料とするには以下のよ

うな不備がある。第 1に ,こ れらは国上の 1/6を 占める農耕地に限られてお り,耕地化の影響

による偏 り (施肥によるリン酸等養分の富化や酸性矯正による pH上昇等)が避けられないこ

とである。第 2にデータがルーチン分析に限られ,近年土壌の特徴づけに広く用いられる遊離

酸化物,粘土鉱物組成,腐植組成,透水性,pF―水分特性などの情報を欠いている。

そこで,土壌分類研究室ではこれ ら土壌調査事業以外の,研究・調査報告 (個 人研究および

文部省総合研究,国際共同研究の報告を含む)か ら,よ く整備された質の高いデータを収集 し

データベースを作成 している。これ らのデータは,土壌分類の研究上有効であるほか,各種調

査によるデータベースに欠落している部分を補完 し,よ り広範な土壌に関する基礎データの提

供を助けると思われる。

内容

現在までに収集・データ

ベース化 したのは 198断 面

である。収集 した土壌断面

数は限 られているが,事業

的土壌調査には欠けている

重要な情報が含まれている

こと,低地土壌以外はほと

んどが 自然土壌で,耕地化

による偏 りを免れてお り,

有用な情報が得 られ ると期

待される。

表 1「基本土壌断面」データベースの分類・地目別地点数

泥炭土
ポドゾル
砂丘未熟土
火山放出物未熟土
黒ボクグライ土
多湿黒ポク土
多湿黒ボク土 (台地)

非アロフェン質黒ボク
黒ボク土 (水田)

黒ポク土(台地)

グライ土
灰色低地土
褐色低地土
グライ台地土
灰色台地土
未熟土
暗赤色土
赤色土 (山 地)

赤色土(台地)

黄色土 (山 地)

黄色土 (台地)

褐色森林土 (山 地)
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11)三土正則 :農耕地土壌分類改善のための土壌断面データ集 ,農環研資料,12(1991)

12)Miura, KI:Gcncsis of sOils dc五vcd frOm variOus typcs of parent rocks in sOuthwcstcrn Japan, a

doctor thcsis(1986)

13)永 塚鎮男 :西南 日本の黄褐色森林土および赤色上の生成 と分類に関する研究,農技研報告

B26, pp.133‐ 259(1975)

14)加 藤芳朗 :静岡県三方原お よび東縁段丘群の土壌 (第 1,2,3報 ),土肥誌 32,pp.585‐588、

33, pp.149‐ 152,247‐ 249 (1961 ・ 1962)

利用法

近 日中に,農業環境インベン トリーセンター 土壌分類研究室のホームページ (http://soilgcjob.

arrc.gOjp/)で 公開予定である。

問合せ先

農業環境インベン トリーセンター 土壌分類研究室 小原 洋

電話 :029‐ 838‐ 8330,E‐mail:obara@niaeS affrc goJp
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図 MSア クセス上のデータベース
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