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摘　　要
地球環境を構成する土壌は、我々の社会経済活動の基盤としてごく当たり前に存在

しているように思われるが、地球規模でのその種類や質の多様性を概観すると、人為
的変動または自然変動によって土壌劣化が進行していることが分かる。農耕地におけ
る土壌侵食や塩類集積などの土壌劣化は、過去の文明の勃興の原因の一つとされてお
り、海外の農耕地で生産された食糧の輸入に依存している我が国にとって、世界の土
壌劣化は看過できない問題である。農耕地に限らず、人類が土壌を利用して生活して
いく以上、土壌の持つ機能を理解することは、環境保全と持続可能な発展のバランス
を得るために必要不可欠である。
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1．はじめに

我々人類は地球環境に最も大きな攪乱を与えてい
る社会的生物である。生命の維持以外の目的を持つ
経済活動は人類に固有であるが、その実践には、地
球上の環境資源を利用するという不可欠の前提があ
る。したがって、環境資源が持続的に利用可能な場
合にのみ、人類の持続可能な生存は達成される。で
は、環境資源の持続的な利用可能性について、我々
はどのくらい明晰に推定できるのだろうか。これは、
環境資源の量と質および分布、さらにそれらを利用
する我々の経済活動の規模と質から求められる。環
境資源の持続可能な利用とは、すなわち、我々の将
来世代が経済活動に伴い発生する様々なコストやリ
スクを多大に負担せしめることなく生存できること
を意味する。もちろん、我々の経済活動は、熱力学
第二法則を覆すことはできないので、その趨勢が変
わらない限り、将来世代ほど技術革新による効率的
な環境資源の利用が必要とされる。

土壌を人類生存のための資源として考えることは
当たり前のようでいて、実際には世界や我が国の土
壌の種類の多様性や分布について社会的関心は高い
とは言えない。土壌は、地圏の最表層に存在し、食
糧生産、水質浄化、住居の基盤、蓄熱作用など、我々
の生存に不可欠な様々な機能を提供しているにもか
かわらず、我々、特に大都市に生活する人間は、土
壌に触れることすらない場合が多い。人間は知覚と

いう外部刺激によって思考を開始するため、ある対
象が不可知の場合には、その対象はその人間にとっ
て無意味であることになる 1）。したがって、身近に
知覚されない事象は、その人間に疑念や信念などを
生み出す思考の契機を与えることがないため、ただ
単に形而上学的な記号として存在するにとどまる。
このことが、土壌資源の劣化のみならず、環境問題
への取り組みに関する個人やコミュニティの温度差
が現れる原因になっていると思われる。

本稿では、土壌劣化の概念として、土壌が提供す
る様々な機能の低下が、人為的にまたは自然現象の
一つとして発現していることとする。土壌生成は、
その因子論から明らかにされてきたように、母材、
地形、時間、植生、気候などが、地球上のある場所
に固有な条件の下で起こる現象である。我々のつた
ない観察では、あるべき土壌の成立の一端を垣間見
ているに過ぎないことは、近代土壌学の成立から
1�0 年を経た現在においても、その生成過程の全貌
は明らかにされていないことからも明白であろう。
国連は 1992 年の地球サミットにおいて、土壌（土地）
劣化の対策が途上国の貧困撲滅に不可欠であるとの
合意形成から、行動計画であるアジェンダ 21 に砂
漠化の防止と持続可能な農業開発の推進を定めてい
る 2）。

世界の土壌劣化の現状について、我々が認識を共
有し、土壌資源の公共財としての性質をよりよく理
解することが、持続可能な人類と地球の共生に不可
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欠である。

2．土壌劣化の現状と農耕地

国連環境計画（UNEP）は、地球サミットに向けて、
世界の土壌劣化の現状をとりまとめて世界地図とし
て公表した �）。世界の地域別の土壌劣化面積推計値
を示す（表 1）。農地では中央アメリカ、アフリカ、
南アメリカ地域の劣化が激しく、永年草地（放牧地
含む）ではヨーロッパ、アフリカが高い劣化割合を
示している。土壌は地球最表層にあって我々人類に
身近な環境資源である。飽食日本と言われて久しい
が、事業系および家庭から排出される食品廃棄物が
年間 2,000 万 t 以上 �）といわれる我が国は、飼料用を
含む穀物自給率が重量ベースで 28％に過ぎない �）。

図 1 は、世界の全農地面積と、そこに占める穀

物生産面積を示している。19�2 年の人口と農地面
積の比は、�� 億万人：12 億 8,000 万 ha に対し、
2001 年は �1 億万人：1� 億 ha であるから、単位農
地面積当たりでは、19�2 年は 2.�8 人 /ha、2001 年
は �.�8 人 /ha となる。ちなみに日本について見る
と、2001 年の農地面積は �80 万 ha に対し人口 1 億
2,000 万人で、単位農地面積当たり 2� 人という大き
な数字になる。しかし、日本の 2001 年の食料自給
率は 28％（穀物自給率として）なので、2� × 0.28 ＝
� 人 /ha とするのが妥当であろう。それでも日本の
ha あたり � 人という数字は世界的にも大きな数字
であり、これは、飢餓や栄養失調等の食料に起因す
る問題が起きていない（むしろ飽食で、廃棄される
食品が � 割以上もあるという異常な事態）ことを考
えると、日本の農地の生産性が非常に高いことを示
しているとともに、世界の土壌資源の脆弱性を示唆

図 1　世界の農地面積と穀物生産面積の推移（FAO-STAT 2005 より作成）．

表 1　世界の土壌劣化面積推計（百万 ha）3）．

　
地域

農地 永年草地 森林 全土地利用

全面積 劣化
面積 ％ 全面積 劣化

面積 ％ 全面積 劣化
面積 ％ 全面積 劣化

面積 ％ 深刻な
劣化面積 ％

アフリカ 18� 121 �� �9� 2�� �1 �8� 1�0 19 1,��� �9� �0 �21 19

アジア ��� 20� �8 9�8 19� 20 1,2�� ��� 2� 2,�8� ��� 2� ��� 1�

南アメリカ 1�2 �� �� ��8 �8 1� 89� 112 1� 1,�2� 2�� 1� 1�9 9

中央アメリカ �8 28 �� 9� 10 11 �� 2� �8 198 �� �2 �1 �1

北アメリカ 2�� �� 2� 2�� 29 11 �21 � 1 1,1�1 9� 9 �9 �

ヨーロッパ 28� �2 2� 2�� �� �� ��� 92 2� �9� 218 2� 1�8 20

オセアニア �9 8 1� ��9 8� 19 1�� 12 8 ��� 10� 1� � 1

世界 1,��� ��2 �8 �,212 �8� 21 �,0�8 �19 18 8,��� 1,9�� 2� 1,21� 1�
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している。
土壌劣化の内訳として最も割合が高いのは降雨や

強風による土壌侵食である。その被害は、中央アメ
リカ、アジア、ヨーロッパ、アフリカ地域で大きい

（表 2）。侵食による表土の流亡は、農地においては
作土層の損失を意味するため、作物生産に深刻な被
害を及ぼす。すなわち、土壌肥沃度向上を目的に投
入された改良資材や肥料が短時間のうちに農地から
失われるということであり、土壌改良への投資効果
が発揮されていないことを示している。

我が国の輸入穀物の一大供給地である北アメリカ
の肥沃な穀倉地帯を形成する中央プレーリーでは、
19�0 年代に、ダストボールと呼ばれる風食による
表土流亡が深刻であった。アメリカ合衆国での土壌
保全法の制定にあたり、議会で聴聞を受けた H. 
Bennett は、ダストボールがワシントン DC に飛来
するタイミングを計って答弁に臨んだという逸話が
ある。19�� 年の土壌保全法制定以来、連邦政府が

土壌保全政策にイニシアティブを発揮してきたが、
198� 年農業法においては侵食防止を含む土壌保全
への取り組みを行う生産者に対策費用の補助を行う
ことで成果をあげている（図 2）�）。

合衆国のように、土壌劣化の防止に政府の財政支
出が望める国ならば、対策効果が期待できるが、侵
食による土壌劣化の被害の大きなアフリカやアジア
の途上国政府の多くが財政難に苦しんでおり、さら
に貧困農家の経営規模も小さいために、継続的な土
壌保全対策の実施が困難である（図 3）。

土壌侵食が農耕地の土壌劣化の最大の要因である
が、人類の歴史を振り返ると、過去の農耕による科
学的・物理的劣化によって荒廃した土地が数多くあ
ることが指摘される（表 3）。文明は大規模な河川の
沖積地において発達してきた。それは、均平な地形
と水資源へのアクセスが良好であったことに加え、
河川堆積物から形成された土壌が肥沃であったこと
に起因する。小麦の原産地と言われているメソポタ

表 2　侵食による土壌劣化面積推計（百万 ha）3）．

地域
降雨による侵食 強風による侵食

全侵食被害 中度以上 中度以上の全土地利用に
占める %軽度 中度 強度 合計 軽度 中度 強度 合計

アフリカ �8 �� 102 22� 88 89 9 18� �1� 2�� 1�

アジア 12� 2�2 �� ��1 1�2 �� 1� 222 ��� �0� 1�

南アメリカ �� �� 12 12� 2� 1� 　 �2 1�� 9� �

中央アメリカ 1 22 2� �� 1 � 1 � �1 �0 2�

北アメリカ 1� �� 　 �0 � �1 1 �� 9� �8 �

ヨーロッパ 21 81 12 11� � �8 1 �2 1�� 1�2 1�

オセアニア �9 � 2 8� 1� 　 2� 1� 99 �2 �

世界 ��� �2� 22� 109� 2�9 2�� 21 ��8 1,��2 1,0�� 12
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2.00
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0.00

（10億t）
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■シート（sheet）およびリル（Rill）侵食　　■風食

（年）

図 2　合衆国の農地における土壌侵食の推移 6）．
（耕作地と非耕作地を含む）
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ミア地方は、チグリス・ユーフラテス両河川の沖積
地であったが、現在は砂漠と化している。また、イ
ンダス文明が栄えたインダス川流域も、現在は塩類
集積による耕作放棄地が増加している（図 4）。世界
的に見て半乾燥地帯は小麦の生産地が多く分布する
が、気候変動の影響を受けやすく脆弱性が高い。ま
た、地下水の汲み上げによる灌漑農業を行っている
地帯や海洋沿岸部では、塩類集積のリスクがあり、
表層に集積した塩類の除去には多大な費用と労力が
必要であるため、リスク回避を念頭に置いた土地利
用計画が求められる。

化学的土壌劣化と物理的土壌劣化は相互に連関し
ており、いずれか一方のみが発現するという例はむ
しろ少ない。ヨーロッパでは、大型耕作機の踏圧に
よる下層土の硬度増大が大きな問題になっている。
表層の作土層は耕起によってほぐすことができて
も、下層が固く締まってくると、透水性が低下し表
層に水が溜まり、分散した土壌粒子が流防しやすく
なるとともに、根の伸長が妨げられ、収量の低下を
招くおそれがある。EU 委員会が 200� 年に採択し
た土壌保護のための主要戦略において、土壌劣化の
一つとして侵食、有機物の減少とともに圧密の増大
が記されており、地球の物質循環のメディアとして
土壌の機能を理解し、劣化を防ぎ保全に努めること

を加盟国に求めている �）。

3．土壌保全への社会的取り組みの必要性

気候変動枠組み条約（UNFCCC）の京都議定書で
は、温室効果ガスの一つである CO2 の吸収源対策と
して土壌への炭素蓄積が認められている。これは、
適切な管理を前提にモニタリングを行い、土壌炭素
の変動から排出・吸収を算定し、排出インベントリ
ー報告書に記載するものである。EU 委員会の土壌
保護のための主要戦略や、合衆国上院声明第 ��0 号 8）

においても、土壌の炭素収蔵機能が認められており、
土壌の環境保全機能への理解促進が強調されてい
る。

また、土壌を公共財として評価する場合、環境ア
セスメントとして認知された行為を想起させるが、
ある財をどのような尺度で評価するにせよ、まずは
その財の素性を知る必要がある。土壌について言え
ば、その賦存量と質、分布などを情報として我々が
認知する必要があるということである。そのような
認知を可能とするために、土壌資源に関する情報の
収集は過去から繰り返されてきている。しかしなが
ら、地球規模で見れば、情報の収集活動や精度には
偏在があり、経済学用語では情報の非対称性が存在

図 3　強雨による表土の流亡． 図 4　表層に塩の集積した耕作放棄地．

表 3　化学的・物理的土壌劣化面積の推計（百万 ha）3）．

地域
化学的劣化 物理的劣化

合計 全土地利用に
占める割合％養分流亡 塩類集積 汚染 酸性化 圧密・

クラスト 洪水 有機物の
損失

アフリカ �� 1� 1 18 1 81 �.8 

アジア 1� �� 2 � 10 2 8� �.0 

南アメリカ �8 2 � � �8 �.1 

中央アメリカ � 2 　 � 12 �.0 

北アメリカ 　 1 1

ヨーロッパ � � 19 �� 1 2 �2 �.� 

オセアニア 　 1 　 　 2 　 　 �

世界 1�� �� 21 � �8 11 � �2� �.� 
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する。また、地域規模で考えると、文化に起因する
習慣の多様性が、財の評価に正負のバイアスを生み
出す場合もあるだろう。日本学術会議は、土壌・肥
料・植物栄養学研究連絡委員会報告として「土壌資
源の保全を求めて」という提案を行っている 9）。そ
こでは、体系的に土壌情報を収集し、その情報の活
用を開発、発信する組織の設置を求めている。これ
は、我が国のみならず、世界各国においても求めら
れる事であり、土壌汚染を含む土壌劣化の実態把握
とその現象解明および対策の立案に社会全体で取り
組む必要性を訴えてゆかなくてはならない。
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