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資 米斗

2018年神奈川大会

シンポジウムの概要
人為圧が決める土壌の境界線

川東正幸1.村田智吉2.木田仁廣 1.乾徹3.

永石憲道4．森貞和仁5.吉永明宏6,t 

1. はじめに

世界的な都市域への人口集中は生産地であった土地を構

造物で被覆しながら拡大し続けている．その結果，生産地

面積の減少，土壌汚染や都市洪水などの問題を引き起こし

ている．これらの緩和策の一つとして都市緑地を設けるよ

うになり，その面積は拡大し続けている． しかしながら，

都市緑地の土壌管理は従来の土壌学の範疇を大きく逸脱す

る側面も多くあり，その理解には新たな概念の構築が必要

である．一方で災害の多いわが国では，災害後の土地再生

を飛躍的に促進する技術の確立が望まれている．これらの

技術構築や概念の創出は次世代や将来世代への遺産として

残していく環境を土の力で維持・形成していくことの必要

性を示しており，正に現代的課題である．そこで，都市化

が引き起こしてきた土壌への影響を検証し，さらに将来に

対し土の科学からできる貢献を検討することを目的として

様々な分野の研究者を通して人為圧を受けた土地および士

壌について課題抽出型の論議を行った内容について本稿に

記す．

（川東正幸・村田智吉）
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2. 造成土の土壌分類体系における位置づけ

近年，人工改変を受けた土壌が国際的な土壌分類体系

に取り入れられてきた．世界土壌照合基準 (WRB)2006 

(IUSS Working Group WRB, 2006)やソイルタクソノミー

第12版 (SoilSurvey Staff, 2014)（以下USDA2014)に

おいて，造成や人工物質などの人工改変を表現する新たな

記載や土壌大群，主層位名などが設定されている．日本に

おいても新たな土壌分類体系に人工改変を受けた土壌が取

り入れられている． しかし，土壌と人為の関係に対する捉

え方や人工改変を示す記載表現の定義が分類体系ごとに異

なり，独特の表現も存在している．以前は土壌分類におい

て土壌生成の考え方に国際的な合意が図られていたが，現

在では人為を受けた土壌を分類に取り込んだため麒顧が

発生している．そこで，現行の日本土壌分類体系（日本ペ

ドロジ一学会， 2017)及び， WRB2014-(2015年改訂版）

(IUSS Working Group WRB, 2015), USDA 2014の比較

から，現在の造成土の位置づけを土壌分類体系における人

為の扱いの推移や土壌分類体系間の人為に関する記載の相

違人為と土壌生成の関係に着目して整理した．

1)人為に藩目した土壌分類の変遷

土壌学が農業生産と関係していることは土壌分類体系に

も表れている．各分類体系において，農業目的での人為

に関する記載表現は比較的古くから設定されているのに

対して，農業以外を目的とした人為に関する記載表現は

比較的最近の改訂に伴って設定されるようになった．農

業を目的とした人為影響の種類や導入時期が分類体系に

よって異なる． USDAの土壌分類体系には施肥に関連す

る記述がPlaggenEpipedonとAnthropicEpipedonと

いう特徴層位として 1975年に導入された (SoilSurvey 

Staff, 1975)．その後， AnthropicEpipedonは農業だけ

でなく，他の人為影響も含む特徴層位として2014年に

変更された．日本の土壌分類体系では農地造成に関連す

る表現として造成土群が日本の土壌分類体系に導入され

た（土壌第3科， 1983)．また， 1988年に FAOの分類体

系 (FAO,1988)によって農業・非農業目的を問わないあ

らゆる人為影響を包括した表現である Anthrosolsという

土壌大群が設定されたが， 1998年に農業によって土壌が

生成するという概念が FAOの土壌分類体系 (FAO,1998) 

に導入され， Anthrosolsは農業目的の人為のみを表現
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する照合土壌群として再設定された．現在， WRBとSoil

Taxonomyには施肥の影響に規定される表現が存在するが，

日本の土壌分類体系には存在していない．また， WRBと

Soil Taxonomyは造成による盛土に関する形容詞 (WRBの

Transportic,や Terrie,Soil TaxonomyのAnthroportic)

を設定しているが盛土造成に規定される土壌群（盛土造成

士）を設定しているのは日本のみである．

一方，農業以外を目的とした人為に関する表現は

1988年に発行された FAOの分類体系 (FAO,1988)で

導入された．その後， 1998年に FAOの土壌分類体系

(FAO, 1998)は農業以外の人間活動によって生じた物質

を人工母材と表現し，土壌母材として認識した．これを受

けて，日本も 2002年に人工母材を土壌分類体系（日本ペ

ドロジ一学会， 2003)に導入したが， USDAの土壌分類体

系には採り入れられなかった (SoilSurvey Staff, 2006). 

2006年に FAOの土壌分類体系 (IUSSWorking Group 

WRB, 2006)からこの人工母材が削除され，人工物質 (Ar-

tefacts)という表現が新たに設定され，土壌母材として認

識されなくなった．そして，この人工物質に規定される

Technosolsという土壌大群を導入した． この変更を受け

て2011年に日本の土壌分類体系（小原ら， 2011)からも

人工母材が削除され，識別物質の人工物質と土壌群の人工

物質土が設定された． 2014年には USDAの分類体系にも

人工物質 (Artifacts)が導入された．

以上のように， どのような人為影響がどの時期に土壌分

類体系に導入されたかは分類体系により異なり，各土壌分

類体系の土壌に対する考え方，人為と土壌の関係の捉え方

の違いが反映されている．また，この人為と土壌の関係の

捉え方を反映して，先述した人為に関する記載表現の定義

や意味が分類体系間で異なり，分類体系に固有のものも存

在している．

2)各土壌分類体系の分類対象

現在，人工改変を受けた土壌を分類に取り入れるため，

分類体系が定める分類対象の範囲は以前の土壌分類体系と

比べて拡大しており，分類体系ごとに定義が異なる．日本

土壌分類体系では，地表の状態に関わらずそこに分布する

土壌を対象とするが，舗装道路や建造物に被覆されている

土地や岩盤が地表に露出している土地，湖沼などの底泥，

屋上緑化や植木鉢などの土壌は対象外とされている．日本

の土壌学においては土壌の自然環境下での層位構成や時間

的連続性，循環機能が重要視されるため，人工物により隔

離された土壌は分類の対象外とされる．また，日本では土

壌調査の深さは基本的に地表面から深さ lmとしている．

WRB 2014は環境問題を土壌科学分野から議論するため，

例外はあるが，分類対象を地表面から深さ 2m以内に存在

するあらゆる物質と定義している．そのため，土壌調査も

基本的に2m深まで行う． USDA2014では，土壌機能の

中でも一次生産機能を重視しており，植物生育の観点から

地表面から深さ 2mを調査範囲と定めており，水深2m以

上の湖沼などの底泥は，水面より上に存在する植物の根の

影聾がないとの判断から調査・分類の対象外としている．

また，対象地の土地利用に関する地表面状況についての記

述はなされていない．土壌調査の深さが日本のみ浅いの

は国士の多くが急峻な山地で占められ，士壌や母材の移動

が激しく，比較的薄い土壌が分布することが反映されてい

る．

3)問題点

士壌生成における人為の位置付けが士壌分類体系により

異なるため，士壌を分類する際に盛土や異質土壌物質の混

合など人為に関わる情報と元来の土壌情報のいずれを優

先するかが異なってくる．そのため，人為改変を受けた

土壌に関しては土壌名の対比が困難となっている．また，

WRB (2014)では分類可能な土壌が，他の分類体系では

分類対象外となり，対応する土壌名が存在しない場合があ

る．例えば，屋上緑化の土壌は他の土壌との連続性がない

ことから WRB(2014)では “IsolaticTechnosols"と分類

される．一方， USDA2014では屋上緑化の基質土壌情報

に基づき分類が行われ，他の土壌から隔離されているとい

う情報は土壌名から欠落する．また，日本土壌分類体系に

おいては分類の対象外となる．これらの問題の解決には，

これからの人と土壌の関わり方や土壌に対する捉え方につ

いて検討し，共通認識を形成する必要がある．

（木田仁廣）

3. 土木工事における「土壌」の改変とその考え方

1)土地造成・土構造物建設の視点から

土木工事は土地の造成，埋立などを通して，「土壌」を

改変する機会が非常に多い．ただし，「土壌」を造るとい

う意識よりは，締固めによる高密度化，セメント系材料や

石灰による化学的改良，各種補強材や排水材といった人工

材料を用いた改良に代表されるように，社会基盤や上部

構造物を支える「基盤」，盛土や堤防をはじめとする強固

な「土構造物」を造るという意識が最優先であり，設計・

施工においては強度変形特性の照査と，その性能が長期に

渡って「変化しない」ことが最も重要となる．さらには，

循環型社会への移行を背景として廃棄物由来の循環資材な

ど土や岩石以外の材料を「地盤材料」として導入する機会

も多い．その一方で，生命を育むという意味での「土壌」

機能への配慮は，植生に影響がないことを確認するに過ぎ

ないのが現状である．

人為的な影響を受ける土地が世界規模で急速に拡大す

る中で，土木分野においても後世にどのような「土壌」や

「基盤」を継承していくべきかを議論をすることは重要で

あり，本稿では，土木工事における土地造成や土構造物建

設における基本的な考え方を紹介することにより，建設工

事における「土壌」としての機能への配慮を考える契機と

したい．

2)建設工事による土壌の改変

建設工事においては大量の「資材」を消費することから，

資源循環においても重要な役割を求められている．そのた
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め，建設副産物の再資源化，他産業から排出される廃棄物

の建設資材としての活用が積極的に推進されてきた．例え

ば，建設工事で発生した土については，国土交通省によ

る2012年度統計（国土交通省総合政策局， 2014)に基づ

くと，約2.9億 m3の土が工事現場で発生している．また，

建設工事に使用するために新たに掘削された土（山砂等）

の量は約2.6千万 m3であり，これらを合わせた 3億 m3

以上の土が建設工事によって毎年掘削，すなわち改変さ

れている．一方，建設現場から場外に搬出される土の量

は年間約1.4億 m3となっているが， 5千万 m3が他のエ

事や海面埋立事業に利用されており， 9千万 m3が内陸受

入地で保管されている状況である（国土交通省総合政策

局， 2014)．改変の内容としては，掘削，締固めに加え

て，強度や施工性を改善するために異なる土砂を混合する

ことによる粒度改善，セメントや石灰による安定処理をは

じめとする様々な地盤改良の適用が特徴的である．軟弱地

盤を対象に広く利用されるセメントや石灰による改変の機

構としては，①主成分であるカルシウムイオンが土の交換

性陽イオンとイオン交換されることによる架橋効果，凝

集・団粒化，②ケイ酸カルシウム水和物・アルミン酸カ

ルシウム水和物の生成，③土中のシリカ，アルミナとの反

応によるポゾラン反応が主要なものであり，セメント・石

灰添加された土の pHは11~12以上を示す（セメント協

会， 2012).

3)改変時の品質管理と今後の展望

前述した建設発生土の利用に際する品質基準としては，

国土交通省が定めた建設発生土の工学的特性に応じた第

1種～第4種までの建設発生土の分類，および建設発生

土の分類に基づく適用用途基準が適用される（国土交通

省， 2006)．発生土の分類においては， コーン指数に代表

される強度，施工性を左右する前述の工学的分類・粒度，

および含水比のみであり，「土壌」としての機能は考慮さ

れていない．一方，適用用途基準においては第1種～第4

種までの分類に応じて，埋戻し，道路，鉄道，空港等の盛

土，河川堤防，土地造成への適用性と留意事項が定められ

ている．保水性の低い砂や礫， pHの高い改良土を表層利

用する際に植生に影響が生じることが留意事項として示さ

れているが，具体的な基準等は定められていない．さら

に，適用用途毎に詳細な要求品質基準が個別に定められて

いるが，多くの用途においては土の適切な締固めを担保す

るための締固め度（施工時乾燥密度の最大乾燥密度に対す

る比率）や粒度が規定されているのみである（国土技術研

究センター， 2009)．ただし，「港湾緑地」を対象とした設

計・施エマニュアルにおいては，土壌硬度や保水性， pH

や交換性イオン量といった化学性が規定されている例がみ

られる．

以上の状況を総括すると，建設工事において造成される

「地盤」においては初期の強度変形特性はもちろん重要で

あるが，用途によっては土壌化への配慮が重要であるとい

え，そのような観点からの材料選定や施工仕様の決定が必

要であろう．さらに，改良土，廃棄物埋立地盤や再資源化

材，循環資材といった材料の利用が増加すると予測される

が，これらの材料は天然の土材料と比較して，長期的な強

度・変形特性や環境安全性の変化が大きいものもあると考

えられる． したがって，改良土や廃棄物を起源とする材料

を起源のみで括るのではなく， どのような「土」に類型化

できるのかという視点での適切な分類や細区分，長期的な

「土壌化」といった観点からの適切な管理などが資源循環

と良質な「基盤」や「土壌」の継承の両立のために重要であ

るといえよう．

（乾徹）

4. 分類・命名されない土壌

—都市部緑化の育成基盤となる土壌—

都市の緑化，造園の分野では植物の育成に適う土壌を植

栽基盤と呼称しており，先ず緑化の計画と同時に，適切な

植栽括盤の確保が検討される．

最初に行われるのは，緑化が計画された用地に存在する

現地発生土を植栽基盤へ活用することの検討である． しか

し，臨海地域を含む都市部や新たに造成された用地におい

ては，永年性である樹木の生育に適さないものが多く，養

分性や物理性などについて是正，改良したものが活用され

ている．例えば，底質浚渫物を固化や脱水などの安定化処

理を行ったもの，構造物撤去時の破砕物が混入し塩基性を

示すもの，パイライトの酸化で強酸性を示すようなもの，

それらを改良することにより生成した中和塩の濃度が生育

不適の域まで達したものなど，人為的な工作に伴って生じ

る多種多様の土くれが改良されることで植栽基盤として用

いられている．

ついで，前記の不適性の度合いについて，外部からあら

たに搬入する材料の移送距離コストと現物の改良に掛かる

コストの釣り合いを見ながら，畑士（良質客土）を外部よ

り搬入する場合も多くある．外部で採取されるものを移動

させて活用するという視点から，建物の外回りに植えられ

る樹木，その植栽基盤の構造は，所謂「盆栽」や「鉢植え」

と同じと捉えることもできる．この良質客土には，採取地

が限定されることで銘柄となるものもあったが，近年では

その資源が枯渇し，植物の育成に不適当なものも混ざって

取引される事例が散見される．結果，購入した土壌にも関

わらず更なる改良の手を加えて植栽基盤として利用するこ

とが多くなっている．

もっとも，これらの土壌が活用される計画に当たって

は，使用される場の状況，植物種の構成，植物が枯損した

場合の植替え費用負担のリスクも想定される．このため，

緑化分野において「人工土壌」とされる培土が利用される

事例が増えてきている．

人工土壌，工場あるいは現地で配合した土壌を利用する

ことは，都市部の緑化計画を植付けた植物を枯らすことな

く完成させるための有効な手段と考えられており，生じる

コストの負担にも一定の理解が示されている．そして，こ



220 日本土壌肥料学雑誌第90巻第3号 (2019) 

の土壌→植栽基盤→人工土壌の延長線上に，永続的に植物

の根を衰退させない生育基盤として屋上緑化基盤，壁面

緑化基盤の需要は生まれた． このような緑化基盤の完成

には，その場で使用される植物種の選定，植栽基盤の固定

方法，水の供給方法など，幾多の試行を交えた選別が過

去30年余にわたり行われてきた（原薗ら， 1988；下村・柴

田， 1990)．屋上緑化では，植付け先となる構造物の許容

耐力以上の負担を掛けない重さに納めた上での受風時支持

カ，壁面緑化では，植物の自重を支えうる構造強度と水分

の縦方向移動を制御できる灌水など，高い機能が求められ

る．植物が十分に根を張れることは支持力の増加につなが

るため，建物への負担軽減を目的とした軽置化とは逆の関

係となるがどのように解決するのか，植物を枯らさないた

めには根への水分・酸素の供給が肝であるが，細根発達や

保水性の高い構成粒子の移動による目詰りを起こさない素

材・構造を如何に作り出すのか，これらの相反問題を解消

するため，樹木の生長と同じ年数の実証が必要であった．

また， これらの高機能な植栽基盤と併せ，適切な管理に

よる生長調整（促進および抑制）が都市部の緑化を完成さ

せるために必須となる．永年性の植物である樹木は生長に

伴って大型化するが，その場から移動させられることはほ

ぼない．さらに，一定以上の大きさに育った個体では移

動させて環境を変えることは困難となる．その上，構造上

の優先順位から植栽基盤の範囲より外へは生育させられな

い場合も多い．つまり，限られた空間，容積での永続的な

生育が確約される植栽基盤とその生長調整の組合せについ

て，実証試験が積み重ねられている（近藤ら， 1987).

現在，構造物上に設置される緑化基盤は，根系育成，排

水，貯水などの異なる機能の層を積み重ねて一体化したも

のに加え，周辺構造物への植物の根の侵入破壊を抑制する

皮膜や構造体と結着させ支持力を増強する機構などが併

用され，機能複合材料として構成されるものが主として用

いられている．構造物の屋上・壁面，都市部のインフラが

緑化されることは，植栽基盤によって覆われることを意味

し，構造物の露出が少なくなることによって耐用年数が延

長される効果も期待されている．

（永石憲道）

5. 自然災害地における土壌の再生

1) 1984年御岳山岩屑流堆積地におけるモニタリングか

ら

1984年9月に発生した長野県西部地震は，御嶽山の南

東斜面に崩壊量3,400万m3という大規模崩壊を引き起こ

した．岩屑流となった崩壊土砂は伝上川，濁川流域の森林

を破壊しながら流下して王滝川に流入した．岩屑流は山麓

の植生や土壌を削剥し，崩壊土砂が堆積した災害地では植

物の生育基盤となる土壌が消失してしまった．その後の災

害復旧工事により荒廃地に堆積した土砂は安定し，植生回

復に伴い荒廃地の景観は回復しつつある．

岩屑流堆積後30年間の土壌モニタリング結果や関連報

告から，岩屑流堆積後の土壌再生と災害復旧工事で行われ

た航空緑化，緑化植栽という人為圧が荒廃地の土壌再生に

与えた影響を考察した．

2)調査地

岩屑流の標高，堆積物の性状，およびその後の取り扱

いの違いから上部，中部，下部の 3地区に調査地を設定し

た．

上部地区では，岩屑流が元の地表面を側方に押し流して

崩壊土砂が堆積した山麓緩斜面（標高1,950m)で堆積後

人為が加えられていない場所を調査地とした．

中部地区では岩屑流が伝上川から濁川を乗り越え薄く堆

積した尾根部の台地で岩屑流発生直後 (1984年11月）に

航空緑化された場所（標高1,600m)を調査地とした．航

空緑化では，土砂移動を面的に抑えるため，牧草やメドハ

ギ等荒廃地で生育できる植物種子や肥料等が播かれた．

下部地区では，濁川を流下した岩屑流が王滝川との合流

点に形成した平坦面（標高1,110m)で，堆積後人為の加

えられていない場所を調査地とした．

流下土砂が厚く堆積した中部地区濁沢の緑化植栽地（標

高1,300m)における植栽および土壌の変化については大

角・堀江 (1988) ，酒井•森澤 (2000)，酒井ら (2006) か

ら推測した．

植生の回復は標高の低い地区ほど早く，再生バイオマ

スも大きかった（柴田ら， 2011)．どの調査地とも，出現，

定着した木本種はミヤマハンノキ，ヤハズハンノキ，ヤ

シャブシ等窒素固定できる植物が主であった．

3)モニタリング結果

岩屑流堆積物は礫や砂が多く，粒径2mm以下の細土画

分は少なかった．また，細土画分のなかでは砂画分が多

く，粘土画分は乏しかった．堆積当初， どの調査地の細土

画分とも炭素や窒素をほとんど含まない状態で，細土画分

の炭素含量や炭素蓄積量に違いはなかった．

上部地区では30年経過しても植生に覆われていない地

表面があり，堆積有機物層の形成は部分的で，岩屑流堆積

物内の層分化はあまり進んでいなかった．

中部地区航空緑化施工地では施工翌年 (1985年）には牧

草が地表面を広く覆っていたが，数年で衰退しヤシャブ

シ， ミヤマハンノキなどが出現した．堆積後20年目には

ほぼ閉鎖した林となり，堆積有機物層，岩屑流堆積物表層

に有機物で暗色化した層の発達が観察された．

下部地区では，堆積後20年目に堆積有機物層，堆積後

30年目に堆積有機物層に加えて，岩屑流堆積物に有機物

で暗色化した表層の発達が観察された．

荒廃地における土壌再生を表層への有機物蓄積から比較

すると，上部地区では表層の土壌炭素含量は堆積後年数

を経過するにつれて増加傾向にあったが深さ 30cmまでの

炭素蓄積景は30年間で顕著な増加はみとめられなかった．

中部地区航空緑化施工地では堆積後20年目の土壌炭素蓄

積量は顕著に増加し，その後も蓄積は進んでいた．下部地

区では堆積後20年目では土壌炭素蓄積量に顕著な変化は
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みとめられなかったが，堆積後30年目には蓄積量の増加

が顕著になった．

4)災害復旧工事が荒廃地の土壌再生に与えた影響

航空緑化工は，岩屑流発生翌年に植生を再生させ，土砂

移動を止めたことにより堆積物表層への有機物蓄積や，堆

積有機物層の形成を促進し，堆積後20年目の土壌炭素蓄

積は調査地区のなかで最も進んでいた．航空緑化は，植生

回復や土壌環境の再生を促進した点で，荒廃地の土壌再生

に効果があった． しかしながら，導入した牧草類の繁茂

は，在来種の侵入・定着を遅らせた（柴田ら， 2011).

緑化植栽地では当初植栽木の枯損が多発した（大角・堀

江， 1988)．コンクリートブロックや丸太等の構造物を利

用した土留工は荒廃地の士砂を安定させたが，堆積物の土

壌条件が植栽木の生残りに影響を与えたと考えられた．植

栽木が定着し，植生回復が進むと堆積有機物層の発達や表

層への炭素蓄積が急速に進み（酒井・森澤， 2000)，堆積

後20年目の土壌炭素蓄積（酒井ら， 2006)は航空緑化施

工地と同等もしくはそれ以上と推測された．

モニタリングから植生回復に伴う堆積有機物や土壌環境

の変化や，土壌再生に対する復旧工事の影響が明らかに

なってきた．今後も調育を継続し，荒廃地における土壌の

再生過程を明らかにしていきたい．

（森貞和仁）

6. 「人の手が入った自然」と世代間倫理

—将来に引き継がれるべき土壌について—

環境倫理学は 1970年代にアメリカで誕生したが，その

焦点は「自然保護」にあった．そこでは自然を道具的価値

ではなく内在的価値をもつものとして，つまり人間にとっ

て役に立つかどうかに関わらずそれ自体として価値をもつ

ものとして扱うべきだと主張された．その背景には原生自

然 (wilderness)の保存，つまり人の手が入っていない自

然を人の手から守るという発想があった．

そのアメリカ流の環境倫理学が1990年代に日本に導入

されたときに，「原生自然」という自然観は一面的である

という批判が鬼頭秀一によってなされた．世界的には人の

手が入って維持されている自然のほうが多いというのが一

つの論拠である．また，「原生自然」という自然観に基づ

く自然保護を第三世界に適用すると，当地の自然とともに

暮らしてきた人々を追い出すことになるという懸念が表明

された．

その後，「原生自然」の保存という立場はどんどん旗色

が悪くなっていった．里山や自然再生など，人の手を入れ

て自然を守るという考え方はおなじみのものとなった．き

わめつけは「人新世」という概念の登場である． これは今

では地球の隅々にまで人の手が加わっているということを

センセーショナルに表現した言葉である．気候変動，マイ

クロプラスチック，第六の大量絶滅期など，無垢な自然は

もはやなくなったということを裏書きする事例はたくさん

ある．

そもそも「環境」は「自然」と同じ意味をもつ言葉ではな

い．環境は「めぐり囲むもの」という意味であり，そこか

ら自然環境だけでなく，社会環境，教育環境，情報環境と

いったさまざまな環境が存在することになる．その点から

日本の環境倫理学を概観すると，人間と自然のかかわりだ

けではなく，環境に関して人間の間で生じるさまざまな倫

理問題を論じており，「環境」の倫理学としてアメリカよ

りもバランスのとれた議論をしているといえる．

加藤尚武は，「世代間倫理」という言葉で，現在世代が

将来世代の権利を奪っているという問題提起を行った．丸

山徳次は，環境に関する現在世代の人間のあいだの不平等

や差別の是正を求める「環境正義」の観点が，公害という

歴史をもつ日本においては重要であると主張した． 2011

年の福島第一原発事故は，特定の地域・人々に被害が集中

する「環境不正義」の最たる例だろう．

また，寺西俊ーは，環境問題に①汚染問題，②自然問

題，③アメニティ問題の三つがあることを示している．桑

子敏雄は，現境哲学者として，地域づくりに関する「合意

形成」のあり方を研究しているが，アメニティ問題も環境

問題であるということをふまえれば，地域づくりに関する

合意形成も環境倫理学の射程に当然入るべきものであろ

う．

以上をふまえて，本シンポジウムのテーマである，「人

工的に改変された土壌をどう位置づけるか」に環境倫理学

の観点からコメントしていく．ここでは，士壌をめぐる

価値観の相違にどう折り合いをつけるか， という倫理的な

問題について，その合意形成の手がかり，目標地点として

「将来世代に引き継がれるべき土壌」という観点を提示す

る．

今回のシンポジウムではさまざまな分野の「土壌」観が

示された．土壌学の研究者は，土壌の循環機能や一次生産

機能を重視していた．そこからは，舗装道路や建造物に

被覆されている土地や，屋上緑化の土壌は分類の対象外

となっていた．他方で，土木工学の研究者は，建物の「基

盤」としての機能を童視していた．その立場からは基盤の

強化のために士壌の組成改変を行うことは十分に合理的で

あることが示唆された．また，造園学の研究者は植栽基盤

の整備という観点から士を把握していた．

このような多様な土壌観をふまえつつも，合意形成を行

う場合の手がかり，目標地点は，「将来世代に引き継がれ

るべき士壌」という観点だと環境倫理学は主張できるだろ

ぅ．将来の世代がそこで生きていかざるをえない土壌を，

現在世代の我々は決定してしまうのであり，ここに根本的

な不平等が生じる素地がある．

例えば，福島第一原発事故後，数年しかたっていないの

に，除染土（汚染土）の活用という案が出されている．土

壌に人間由来の放射性物質が入り込んでいるという事態

は，「人新世」の一部を構成しているようにも思える． こ

のような汚染された土壌を我々がどう扱うかは，将来世代

への土壌の継承という観点から考えられなければならな
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し)

「世代間倫理」を提示した加藤尚武は，世代間倫理は共

時的意思決定（現在の民主主義）に通時的責任（将来世代

への責任）を組み込むことを提案するもので，それは政治

システムの革新であると主張する．多数決投票は，「今こ

こにいる」人の間で行われるのであり，「今ここにいない」

人の権利は顧みられない．この状況を打破することが世代

間倫理の具体的な目標といえる．つまり，「今ここにいな

い人」の権利を代弁する人や機関を設定することである．

最近になって，これは「フューチャー・デザイン」という

言葉であらためて提案されている．提唱者の西條辰義は，

現世代のなかに，将来世代に「なりきる」人々の集団を形

成すべきであり，そのような集団は「将来学部」で養成さ

れ，卒業後は「将来省」に勤めて将来のことをのみ考える

ことになる，というアイデアを出した．

このような動向をふまえて，上壌学においても，「将来

世代に引き継がれるべき土壌」について，「将来世代の立

場」を議論の場に位置づけることは十分意味のあることと

考える．将来世代に対する責任を土壌学の立場から果たさ

れんことを切に望む．

（吉永明弘）

付 記：本稿は， 2018年8月の日本土壌肥料学会神奈

川大会シンポジウムの趣旨および講演内容を要約したもの

である．
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