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最近、土壌汚染という言葉が市民権を得

まして非常に大きな話になってきております。

私は君津市役所に 30 年ほど勤めておりまし

て、環境問題、特に土壌汚染ですとか地下

水汚染、特には地下水は 20 年ほど研究して

まいりました。それで、地下水汚染の調査の

手法でありますとか対策の手法などについて

日本のプロトタイプやスタンダードをつくってき

ました。 

 その中で、最近では特許ビジネスをやって

おります。地方自治体である市は税金をとっ

て行政を運営するというのが一般的な話です

が、君津市では知的財産権である特許権を

運用して税外収入を上げようということで、そ

の仕事を始めて１年半らいになります。また

今年からは、昨今大学で流行りの TLO（技術

移転機関、ちなみに東大は㈱先端科学技術

インキュベーションセンター）に参加しまして、

僕は東大の先端研に籍を持ち先端研の TLO

に参加しています。というようなことで新しい

自治体の動きというか、取り組みということが

言えるのではないでしょうか。 

 また、環境 NPO では２法人の理事を務めて

いますが、本業は行政マンですから、そこで

サラリーをいただけるから様々ができるという

話でもあります。 

 自己紹介はこの辺にして、早速本題に入り

ます。 

■OHP-1「写真・柿田川湧水」 

 これは静岡県駿東郡清水町にある柿田川

湧水群であります。ご存じのとおり、１日 120

万 t ほどの湧水が湧き出てまいります。実は

この湧水からかつて有機溶剤が検出された

という話があります。120 万 t 出てきて１ppb

程度でしたが、計算しますと大方１日に１kg

ほどの原液が出てくるという話になります。実

はこの話が出た頃、当時の環境庁からどうも

地下水汚染が各地で頻繁に発生して、これ

は何か対策をとらなければならないだろうか

という話になり呼び出されました。 

 

■OHP-2「浄化命令の発動要件」 

 それで水質汚濁防止法が改正されて、（１）

水道水源井から有害物質が検出されたとき、

（２）飲用井戸の汚染、（３）非常用水源井の

汚染、などを「地下水汚染」と言おう。或いは

（４）にございますように河川の汚染、つまり

陸水の循環過程で、地下水面が地表に出て

くれば河川を流れたりしますので、こういうケ

ースも含めた４つに限って、この事態を都道

府県が調査して、汚染原因者が判明した場

合、浄化命令を出そうという仕組みが６年ほ

ど前にできました。 

 後に聞かされた話ですが、実はこの仕組み

ができる時に、意見を聞かせてくれということ

で水質保全局に呼ばれまして、実はこういう

法律改正を予定しているのだということでした。

「いやぁそれじゃだめですよ」「もっとしっかりし

た法律改正をしたらどうですか」という意見を

申し上げたのですが、執拗に食い下がられた

そうでありまして、「それでも一歩前進ではな

いでしょうか」と聞かれたそうで、僕は記憶が

ないのですが、「あの時あなたは『そうも評価

できますね』と言われたから法律が改正され



たのだ」と後になって聞かされました。僕は曖

昧な返答をしてしまったと思い、今回の土壌

汚染対策法なるものが出た時は、「一歩前進

だ」などの曖 昧 な評 価 はしないことにして、

「あれはないほうがいい法律だ」とずっと言い

続けてきております。実は５～６年前の水質

汚濁防止法の改正以来、浄化命令は１件た

りとも発動されたことがありません。１件の発

動も無いということは、法律改正がなされても

全く意味がなかったと評価されるわけであり

ます。 

 

■OHP-3「表・環境省 HP」 

 これは環境省のホームページに出ています。

わが国では重金属類でありますとか有機塩

素系化合物の汚染事例が多くあります。また

複合汚染も出ていますと書いてあります。 

 ちなみに日本の汚染は諸外国に比べて非

常にシンプルです。有害物質が出てくると言

ったところでほとんどが「単品」です。一方、欧

米でありますとかアジア諸国、或いは東欧圏

ではもっとひどいのです。何でもありで何でも

出て来る現場が多々あります。僕は東欧圏

でも汚染浄化のパイロットプラン作成を技術

指導しましたが、旧ソ連時代の遺物を引きず

っているわけです。健康問題にまで発展して

いるというようなケースさえあります。その点

からすれば、日本の場合は検出される有害

物質の種類も少なく、程度も比較的良いとい

うことになろうかと思います。 

 もっとも汚染が少ないというのは、何をもっ

てスクリーニングするのかという話になるわけ

でありますが、我が国では、27 項目の土壌環

境基準でありますとか、26 項目の水の環境

基準や地下水汚染の環境基準によってスク

リーニングされるということになっております。

一方カリフォルニア州ですと約 500 項目でス

クリーニングされるわけですから、もっともっと

たくさんの汚染現場が出てまいりますし、オラ

ンダですと約 250 項目というわけで、項目数

は日本の 10 倍くらいはあるわけであります。 

 日本は主権国家ですから外国の法律をど

うこうという話はないのですが、ただ日本の中

にあって主権が及ばない所があります。それ

は米軍基地であります。実は米軍基地はカリ

フォルニア州法が適用されています。そのた

めに米軍基地のいろいろな汚染問題では、

例えばジェット燃料が漏れても日本の法律で

は基準値が無く汚染は無いのですが、カリフ

ォルニア州法でやると汚染有りになってしまう

ケースもあるわけです。 

 

■OHP-4「欧米と日本の地質汚染箇所」 

 日本にはさまざまな汚染があるのでしょうが、

果たして汚染現場がいくつあるのかという実

態は分かっていません。環境省が出されてい

る数字は約 1,000 程度ですが、これがすべて

とは考えられません。ここでは 4,000 としてい

ますが、その後の試算で 12,000 としています。

オランダは 11 万ではなくて 22 万が公式な数

です。このように各国で汚染があるという話で

あります。 

 

■OHP-5「富山神通川流域地図」 

 ところで民間の土地開発で汚染付きの土

地がどうなるのかというようなところもこれか

ら話していくわけですが、ちょっと歴史を遡っ

て土壌汚染の話をしてみたいと思います。 

 実は「土壌汚染」という言葉や「土の汚染」

について、日本は国際的にみて非常に早い

段階から取り組んできたと言えます。ところが

今では日本が一番遅れているというようにさ



え言えるのだろうと思います。岐阜県の神尾

鉱山からカドミウムが排出されて、富山の神

通川流域にイタイイタイ病が起きた。実はこ

の病気は大正時代からあったわけですが、

「イタイイタイ病」として公害病認定されたの

は昭和 45 年であります。通常、川の流れで

汚染物質が運ばれるような時は川の流域全

体が汚染されるように考えることがあると思う

のですが、実は違いまして、たった一つの用

水路を経由しておよそ 2,000ha ほどの土地が

汚染されているというのがイタイイタイ病を起

こした富山平野の話であります。牛ヶ首用水

という用水路を伝わって広がったのでありま

す。 

 

■OHP-6「上乗せ客土工法」 

 農用地が汚染されることによって農作物が

汚染された。具体的にこのケースであればイ

ネという話になるわけであります。ですからイ

ネに汚染が移行しなければ良いというのが物

の考え方になるわけでありまして、上乗せ客

土工法という、まぁ平たく言ってしまえば、「臭

いものには蓋をした」だけという話であります。

基準値は１ppm ですが、当時の農林大臣の

コメントでは「0.4ppm」という値ですから現在

でも 0.4ppm という値が使われております。し

かしひと月ほど前でしたか、WHO が「0.2ppm」

という数字を出してまいりました。困ったこと

に 0.2ppm にしますと、日本ではかなり多くの

カドミウム汚染米ができてしまいます。 

 歴史的には、このように農用地の土壌層が

汚染されることによって、そこからとれる農作

物が汚染され、またそれを回避するために農

用 地 の土 壌 汚 染 の対 策 法 ができたわけで

す。 

 

■OHP-7「土の断面図」 

 1984 年（昭和 59 年）に WHO が飲み水の基

準 を勧 告 (Recommendations)したことで、そ

の後日本各地で新たな汚染が確認されてき

ました。この汚染は「市街地の土壌汚染」と

いう行政用語で呼ばれています。 

 

■OHP-8「断面図」 

 この図の地表部分を見ていただきますと、

工場があって、周辺の井戸から汚染物質が

出てきた時、これを地下水汚染というわけで

あります。日本では公害裁判がいろいろあり

ました。大気汚染の問題、騒音の問題、水質

汚濁の問題。おしなべてエイヤで一括してし

まいますと、重工長大産業が周辺に住んで

いた人たちの健康を阻害して住環境を悪化

させたことに対し、周辺の居住民が徒党を組

んで筵旗を立てて、そして裁判に訴えたとい

う図式といえます。裁判所（最高裁）は、「住

民が工場が悪いよ」と言って門までたどり着

いた時には、その会社が「いや、うちじゃない

よ」と言わない限り「あなたの責任だ」と言っ

て良いとする「蓋然性」を採用する判例になっ

たわけです。大気、水質、騒音問題では、最

高裁で蓋然性が出ています。 

 ですから、土壌汚染だとか地下水汚染の問

題で新聞を見れば必ずこう書いてあります。

「○○県の××電気の△△工場は土壌汚染

があることを公表しました」と。ところが「工場

敷地内に限った汚染である」と必ず書いてあ

ります。しかし、それは十中八九、嘘です。特

に有 機 塩 素 系 化 合 物 の場 合 であればもう

100％嘘だと言っても過言ではありません。重

金属類でも、よほど広大な敷地のど真ん中

にある汚染源のケース以外では周辺への影

響を回避できないということになるわけであり



ます。 

 さらに話を進めていきますと、我々人間は

「呼吸する空気は選べない」ということで、大

気汚染はファースト・プライオリティの環境問

題だと国際的にも捉えられています。大気の

ことを「大気環境」と言うと思います。また大

気 の あ る 所 を 気 圏 、 ア ト モ ス フ ィ ア

atmosphere というように言うと思います。同じ

ように水であれば「水環境」 Aqua-sphere と

いう言葉もあります。そこで我々は、地下の

問題では地面の下の環境なので、「地質環

境 、 ジ オ エ ン バ イ ロ ン メ ン ト

Geo-Environment」、地 面 の下 の物 理 的 空

間を「地質圏、ジオスフィア Geo-sphere」とい

う述語を定義いたしました。「地質圏」と「地

質環境」と言おうということにしたわけであり

ます。 

 さて、地質圏はどのようなものから構成され

ているかと言えば、固体と液体と気体がある

ということが言えます。固体としては、深い所

には岩盤があったりします。その上に砂層が

載ったり粘土層が載ったり、さらに砂層が載

ったりしているわけです。一般的にこのような

固体を我々は「地層」と呼び、そして「砂層」と

言 ってみたり、「粘 土 層 」と言 ったり、「砂 利

層」と言ったりすると思います。特に関東平野

の場合には一番上位には火山の噴火物で

ある赤い土の「関東ローム層」を載せていま

す。そして関東ローム層が風化しますと、「黒

ボク土壌層」と呼ばれる真っ黒な土になって

普通ならば１m 以上の厚さがあるわけであり

ます。日本では厚い土壌層の緩衝作用によ

って ph の低い雨が降ってもほとんど問題にな

らないということが言えると思います。 

 一方、砂粒と砂粒、粘土粒と粘土粒との間

には水があります。この水は地下水と呼ばれ

ます。地下水を厳密に定義すれば、循環する

水です。関東平野では深い地層中にも水は

ありますが、この水は残念ながら循環してい

ない水で地下水ではなく「鹹水」と呼ばれる

化石海水です。古い時代の海水がそのまま

閉じこめられており、その中に水溶性天然ガ

スが含まれています。比較的浅い上部の地

層では真水になり、循環して、これが地下水

であります。地質環境の中には鹹水もありま

すよ、という話を申し上げました。 

 一方、自由地下水面より上位には空気が

あるわけであります。ということで物質の三態

が地質圏を構成しているということであります。

ですから固体を「地層」と呼ぶし、液体は「地

下水」と呼ばれ、気体を「地下空気」と呼ぼう

と定義をしました。 

 さて、汚染物質が地質圏に入って行った場

合、例えばごみ捨て場などに捨てられたとか

工場で漏らしたというような話になりますと、

液体が地下浸透して行くと一番最初に固体

を汚染しますから「地層汚染」が起きます。ま

た同時に地下の空気に揮発して「地下空気

汚染」という現象を起こします。そして放置し

ておけばやがて「地下水汚染」へと発展する

わけであります。 

  

■OHP-9「汚染の循環図」 

 地層汚染、地下水汚染、地下空気汚染、こ

れらを総称して「地質汚染」と呼ぼうとしまし

た。また地下水汚染は河川などの表流水の

汚染に連動しますし、地下空気汚染は大気

汚染、地層汚染は地表への染み出しというよ

うなメデイアをまたぐ「クロスメデイアの汚染」

状態になります。 

 我が国の社会システムでは、今回、工場の

跡地の汚染だけを見ようというのが、土壌汚



染対策法であります。工場跡地を住宅利用

するような場合に何とかしようというのが新し

い法律ですが、そこで仮に汚染物質が地下

水にまで及んでいたとしても土壌汚染対策法

では扱わずに水質汚濁防止法に委ねられる

ことになっています。 

 地質汚染問題を考えるときに僕は「科学の

ハードル」と「技術のハードル」と「費用のハー

ドル」と「社会科学のハードル」の４つのハー

ドルがあると考えていますが、やはり一番ベ

ースになるのは自然科学、つまり「サイエンス

のハードル」だと思います。残念ながら日本

の法律は科学のハードルを越えていない、つ

まりサイエンスをベースにしていない法律で

すから、なかなか状況が改善されないだろう

というように思うわけであります。 

 

■OHP-10「人の健康に関与する有害物質」 

 汚染を規定する有害物質はいろいろ議論さ

れています。古くは「一般毒性」が取り沙汰さ

れてきたわけですが、1984 年以降は「特殊毒

性」としての「変異原性」、「催奇形性」、「発

癌性」ということが取り沙汰されて基準値が

つくられております。また、ダイオキシン類の

話にありますように、環境ホルモンもそうです

が、「生殖毒性」へと進んでいるというのが最

近の傾向だと思います。いずれにしてもどん

なような形をとろうとも、今後とも様々な有害

物質が出てくるでしょうが、人間の健康をどう

やって守っていくべきかを考えるときに、やは

りその国、或いはその地域の特徴に合わせ

てスタンダードというのがつくられていくのが

最善だと思っています。 

 

■OHP-11「土壌汚染対策法」 

 土壌汚染対策法は「工場跡地を住宅地な

どに使おうとする時に土地所有者に汚染を

調査してもらい、そして土地所有者に汚染を

きれいにしてもらおう」という仕組みでありま

す。新法は全８章で 42 条の法律ですが、衆

議院では 14 の附帯決議が付され、参議院で

も 10 の付帯が付けられました。けれども、５

月 22 日に参議院で成立したわけでありま

す。 

 この法律について、僕はもっときちっとした

法律をつくるべきだと前々から議論をしてきた

ところですけが、突然法案が通常国会に上

程されまして、僕自身も春先から大分いろい

ろな代議士の方たちに様々なレクチャーをさ

せてもらいましたが、ともかく内閣立法であり

通さざるをえないというのが本当のところだっ

たと聞いております。 

 成立した新法の特徴などについて、私見を

述べてみたいと思います。 

 

■OHP-12「土壌汚染対策法の問題点-1」 

 ５月に参議院の環境委員会で参考人尋問

がありまして、僕は参考人として以下の意見

を述べさせていただきました。 

 まず土壌汚染対策法の問題点、これは法

案を審議している過程から問題点と言って良

いのですが、法律が成立した今となっては、

一応こういう側面があるのだということを紹介

させていただきます。 

 先ほど申し上げたように地質環境科学を全

く軽視、無視した法案であります。ですから地

質汚染を助長することはあっても汚染をなく

する制度にはなり得ないという側面があると

言えます。また言葉、ターミノロジー（述語）の

問題ですが、先ほど地質汚染という概念を申

し上げましたが、汚染の対象となる「土壌」と

いうものが、地下のどこまでを指しているのか



という点が不明です。それとメディアをまたぐ

クロスメディアの汚染ということが言えるわけ

ですが、この概念を全く包含していません。と

いうことで定義が非常に不明確であるという

ことも言えると思います。 

 日本には様々な環境の法律がありますが、

実はすべてに共通した部分として、「調査」、

「対策」、「未然防止」、「監視」という４つのカ

テゴリーを持っていますが、新しくできた土壌

汚染対策法には未然防止規定がありません。

要は「起きてしまった汚染地」の土地利用時

に浄化しましょうということでありますので、未

然防止規定がありません。ということで環境

法の中では特異な法律だと言えると思いま

す。それでは、さらに次の問題点に進めてゆ

きます。 

 

■OHP-13「土壌汚染対策法の問題点-2」 

 操業中の工場等に関する規定が全くありま

せん。ですから事実上この法律は、閉鎖工場

などだけを相手するもので、操業中の工場は

何をやってもいいということになります。悪い

解釈をすれば、汚染を起こしたら工場を閉め

ないで工場を動かしておく。汚染を浄化する

オペレーションをしなくも、汚れた土は残土と

して場外搬出してしまえば良いのです。そう

すれば汚染は浄化できますが、残土石処分

地では地質汚染問題が起きるでしょう。 

 また基本的には土地所有者に全部をやっ

てもらおうということなので、都道府県或いは

市町村も含めて、地方自治体の関与が希薄

であります。従ってこの法律ができて一番混

迷しているのは地方自治体の職員だろうと思

います。 

 国には公害等調整委員会があり、全国の

市町村でありますとか都道府県に寄せられ

た公害苦情の統計も集計されております。統

計によれば、一番多い訴えは大気汚染です。

なぜならば、やはり大気はよく目に見えるか

らであります。反対に最も少ないのが土壌汚

染と地盤沈下です。土壌汚染は 0.3％程度で

すね。なぜならば、目に見えない出来事だか

らだと僕は思っております。 

日本は法治国家ですが、最終処分場に纏

わる訴訟が、いろいろな統計がありますけれ

ども、900 件あるとも、700 件だともされていま

す。全国には約 3,200 の市町村しかないので

す。現実的に許可されている最終処分場の

数は約 3,000 で概ね１市町村１施設です。新

たな許可取得に纏わる訴訟が 900 もあるとい

うことからも、地質環境問題は、本当は一番

重要な問題だったはずですが、これまで何も

してこなかったと言 えるのではないでしょう

か。 

 見えない地質圏の事象であるから情報開

示は当たり前なのですが、「よりアクティブな

パブリック・リスク・コミュニケーションという手

法を用いたらどうだろう」、という提案をさせて

もらいました。これは参議院の付帯に付され

ておりますね。                            

 地質汚染問題では、ただ単に情報を伝える

だけではなく、関係者でありますとか、旅行者

も入れたうえで皆でリスク・コミュニケーション

をしたら良いというのが僕の経験則からの考

え方であります。 

 

■OHP-14「Surplus Soil in Japan」 

 残土の問題であります。建設工事現場から

はさまざまな不用物が出るわけですが、不用

物のうち産業廃棄物であるとか一般廃棄物

というのは通常は「ゴミ」として扱われます。し

かし建設工事現場から出る土については資



源として使われております。それともう一つは

浚渫土砂、これも資源として使われておりま

す。なぜ日本語を使わずに Surplus Soil など

と敢えて書いたのかという話をします。 

 「残土」という仕掛けは国際的に見て日本

だけのものであります。日本では「残土」とい

う物の考え方があるのです。建設工事現場

から発生した土のことを建設残土と言います。

広辞苑では「残土処分」「残土処理」という慣

用句があると書かれています。このような物

の考え方は日本だけの考え方であり、残土を

表現する英語は無かったのです。 

 ５～６年前だったと思います。国際シンポジ

ウムが東 京 で開 催 され、そこで僕 は残 土 を

Residual Soil として発表したところ大議論に

なりました。なぜならば、諸外国では残土が

どういうものだかわからなかったからです。日

本だけにしかないシステムである「残土」の英

文述語は「Surplus Soil」と決まりました。 

 日本では年間３億立方 m の残土が発生し

ます。そして発生した残土は 100％国内で消

費されています。海水準が上昇すれば水没

してしまう国があります。例えばツバル国です

が、10 年ほど前に残土をもらいたいと日本に

打診をしてきたそうです。ところが日本からは

スコップ１杯たりとも行っていません。なぜでし

ょうか？それはバーゼル条約があるからです。

どういうことかというと、バーゼルは有害物質

の越境移動を禁止した国際条約です。日本

の残土は有害物質を含んでいるためにツバ

ル国へは持って行けないのです。しかし、国

内だったら消費していいという矛盾な話です。

日本ではどこに持って行かれるかと言えば、

これは発生する工事現場の写真ですが、農

地でありますとか宅地でありますとか、一部

は海洋投入処分もされております。こういうこ

とが現実に起こっているのですが国民が知ら

ないだけです。新法が成立した為に、さらに

拍車がかかることは間違いありません。 

 

■OHP-15「土壌汚染対策法の問題点-3」 

 さて、土壌汚染対策法の問題はまだまだあ

ります。「技術基準の多くをチェックのきかな

い省令に委ねたことは不透明である。」という

ことを僕は申し上げました。少なくとも環境施

策の根幹は環境基準であったはずではない

でしょうか？ということも以前からかなり強く

言ってきましたが、環境省は環境基本法を下

敷きとされたようであり安堵したところです。 

 それと第５章の指定調査機関、第６章の指

定 支 援 機 関 は、僕 は政 府 の行 政 改 革 に逆

行するものではないかということで「５章、６章

は不要ではないのでしょうか」という意見を述

べさせてもらったところですが、実は５章、６

章を削ってしまいますと、二十数条になってし

まう貧弱な法律です。 

 

■ OHP-16 「 福 島 地 裁 郡 山 支 部 平 成 ５ 年

（ワ）3735 号事件」 

次は、日本で初めてのケースだったのです

が、地下水汚染の損害賠償事件の地裁での

判決が出て確定しております。 

原告は工業団地のまわりに住んでいる４

人の住民です。被告は工場であります。その

工場での汚染が、周辺で飲んでいる井戸水

を汚染した。従って井戸を掘り直したお金を

ちょうだいという話です。また環境基準を超え

てその地下水を飲んでいた時期があったの

で受忍限度を超えているからそれに対して慰

謝料をくださいという訴訟です。 

 環境基準は日本の四大公害裁判の中では

受忍限度という解釈がなされておりません。



政府の政策目標ということにされています。と

ころが福島地裁の判決では環境基準を受忍

限度とされました。ですから環境基準を超え

て飲用していた原告２名には慰謝料の支払

いを命じました。それとこの裁判では実は原

告、被告双方からの求めで鑑定申請が出さ

れました。原告の鑑定依頼は「被告工場が

汚染源である」ことの鑑定をしてくれ、被告の

依頼事項は「私ではない」即ち被告工場では

ないということを鑑定してくれということであり、

これはいとも簡単正しい調査をすれば結論は

一つしか出ない。ということで原告、被告双

方からの求めで僕が鑑定人を引き受けまし

た。詳細な鑑定調査の結果やはり原告の主

張通りでありました。縷々、鑑定書には書き

ましたが、この判決文の中では僕の書いた文

を全文引用して判決が出されております。ま

た判決では鑑定費用は全額が被告負担とな

りました。環境基準を受忍限度として慰謝料

の支払いが命じられたという話です。 

 これは実は我々が実務者として仕事をして

いく上で非常に厄介な話であると同時に重要

な視点があります。従来、環境基準は政府

の政策目標で良かったのです。ところが土壌

汚染や地 下水 汚染 については環境基 準 が

受忍限度とされたわけであります。ですから

我々は今後この判決に縛られ、次の裁判官

がこれを否定しない限り、受忍限度として解

釈しなくてはならないのであります。ご承知の

通り、公務員であってもそうですけれども、法

律もそうですね、条例なども特にそうですが、

憲法違反、法律違反があっても、裁判所の

司法判断が下されない限りは、有効であり機

能するわけであります。従ってこの判決もそ

のような有効性を持っていますということも考

えておかなければならないと思うわけでありま

す。 

 

■OHP-17「土壌汚染対策法は有効打か?」 

 この土壌汚染対策法は有効か？僕は無効

な法律だと、いや無効とまでは言わなくとも有

効打ではないと思っています。実際の汚染は

工場跡地、操業している工場、最終処分場、

ミニ処分場－－ミニ処分場というのは全国に

何十万あるかわからないと言われており、何

百万という話もあります。僕が今まで汚染を

調査し、汚染浄化をしてきた現場数は約 50

例有りますが、その中でミニ処分場に遭遇し

なかった例はたったの二つしかありません。と

いうことでミニ処分場というのはあちこちにあ

って汚染源となっていると位置づけられます。

他にも残土石処分地の問題があります。或

いは災 害 で地 質 汚 染 が起 きることもありま

す。 

 けれども、土壌汚染対策法は工場跡地だ

けを相手にし、工場跡地が住宅地として使わ

れるような場合に限って法律に抵触しますと

いうこと で すから、ご 苦 労 された 環 境 省 の

方々には大変申し訳ないけれども、土壌汚

染対策法の功罪という言葉を使えば、功は

土壌汚染という言葉に市民権を与えただけ

で、その他はすべて罪だというふうに僕は思

っています。この法律が走り出すとあちらこち

らで汚染が助長されるというのは間違いない

だろうと理解をしております。 

 

■OHP-18「21 番目を作る暴挙」 

 「21 番目を作る暴挙」と書きましたが、どう

いうことかといいますと、日本のゴミは全部で

20 種類に分類されております。19 種類が国

内産のゴミでありまして、20 番目がバーゼル

ゴミ、つまり輸入された廃棄物です。廃棄物



処理法では廃棄物の種類を定義しておりま

すが、21 番目をつくろうという動きがあります。

それは何かと言えば、先ほどから申し上げて

いる残土石の話であります。現行法は有害

物質が混 入していても土 砂である限りは廃

棄物ではありません。そして今でも残土として

自由に流通して建設資材として埋め立てら

れているわけですが、今後はそいつを 21 番

目のゴミとして扱おうではないかと考えている

方々がいらっしゃるわけであります。僕はそれ

は暴挙だというふうに思います。 

 なぜならば土砂から、汚染物質 や有害物

質だけを取り除けば優良な建設 資材として

使えるわけであります。糞味噌一緒の世界に

して、これを最終処分場に持ち込めば良いと

いうのは非常に大きな環境課題となるわけで

す。もともと廃棄物処理法が有効に機能しな

い法律であるというのは多くの人たちが存じ

上げているところだと思いますが、最終処分

場に持ち込めばメリーゴーランド現象でござ

いまして、汚染物質の居場所を変えただけと

いうことであります。 

 東京都の江戸川区はかつて、六価クロム

の問題があった所です。江戸川区内でのさま

ざまなビルの建設などから残土が出てまいり

ます。そしてその残土を持って行った先で赤

い水が出てきて六価クロムの汚染が発覚し

ているわけです。 

 PCB の問題もそうです。昭和 40 年代に

PCB というのは使っちゃいかん、そして保管し

ておきましょうということになりました。それで

昨年でしたか、一昨年でしたか都内の小学

校で PCB の入ったコンデンサーか何かが事

故を起こしたということで、環境省から都道府

県 や市 町 村 に「自 分 のところが持 っている

PCB をもう一度洗いなおしてください」と通知

が出て、調べると実際に亡くしてしまった機関

がたくさんありました。 

 1995 年 1 月に兵庫県南部地震が起きまし

た。あそこでもやはり PCB がたくさん亡くなっ

てしまいました。家が崩れたのだから仕方が

ないねと言えばそこまでの話です。僕は震災

直後から地質汚染の調査でずっと神戸市に

入りましたが、瓦礫の中の PCB をたくさん見

付けました。その PCB を一つ一つ取り出して

皆の目立つ所に置いてきました。だけどきっ

とあの PCB はそのまま瓦礫と一緒に伏畑あ

たりで燃やされたのだろうなと思っています。 

 そういうことで、実は保管・管理というのは

非常に大変なんだということです。会社では

従業員が変わるし、保管管理責任者だって

変わってしまうわけです。それをずっとドキュ

メントで追いかけていくというのはなかなか大

変なことだと思います。ですから問題の先送

りであるし、ある意味で時間と経費の無駄遣

いだろうとも思っています。今きれいにできる

ものはどんどんきれいにしていかないと何時

まで経ってもきれいにすることはできないので

はないかというのが僕の考え方であります。 

 さて、都内の工場跡地で、およそ 2,000 平

方 m ぐらいの土地ですが、会社が倒産して競

売に付され落札した地主の話をします。転売

の売買契約後に何か汚染が付いているよう

だということで概査すると、実は汚染が発覚

して、転売契約が破棄になったそうで、地主

からは浄化はしたいが元手を割っちゃ困るよ、

という話が持ち込まれました。 

 従来不動産価格は右肩上がりでどんどん

値段が上がっていったので良かったのですが、

最近ではどんどん下がっていくというケース

があります。右肩上がりの時代であればその

不動産に少々汚染が付いていても何とか呑



めたのです。ところがどんどん下がって行きま

すと、なかなかこれは大変な問題となります。

競落した人は何とか安く、それも短期間で汚

染をきれいにして、なるべく自分の持ち出しを

小さくしたいということでした。 

 僕はその時にこれはちょっと違うなと思いま

した。どういうことかといいますと、競売の最

低価格は裁判所が決めます。裁判官はその

知識がありませんから、おそらく不動産鑑定

士などに決めていただくでしょう。その際に本

当 に裁 判 官 には瑕 疵 がなかったのでしょう

か？最低 落札価格を決めた過 程 が今後は

争点とされるのではないでしょうか。 

 というようなことがあるわけで、あちらこちら

で土地取引に絡む汚染問題が付いてまわっ

ていますが、なかなか表に出てこないという

か、或いは泣き寝入りをしてしまっているとい

うのがある意味で実態なのかなと思います。

不動産鑑定の中でその辺のところをどうして

いくのかというのが今後の大きな問題になっ

てくると思いますが、やはり汚染というのは負

の遺産であるということだけではなくて、何と

かきれいにしていかないとまずいのだろうとい

うふうに思います。 

 

■OHP-19「新聞記事・基準の 84 倍六価クロ

ム移転」 

 この新聞記事は 1996 年の７月４日の朝日

新聞の社会面のトップで、六価クロムの話で

あります。これは千葉県佐原市で江戸川区

から運ばれた残土から六価クロムが出てきた

という話です。これは平成８年と書いてありま

すが、昭和の時代から平成の時代にかけて、

大方が昭和の時代だったと思いますが、その

頃、実は六価クロムが出てきていたのです。 

平成元年の頃に六価クロムの一部をつまみ

出して、一件落着した話となっておりました。

ところが平成８年になってまたぞろ赤い水が

出てきたわけであります。再度然るべき調査

をして、然るべき除去なりをしたわけですが、

住民は「千葉県の言うことは聞けない、信じ

られない」「佐原市の言うことも信じられない」

と、こういう話になっちゃうわけです。そこで誰

がこの話の火消しをやったのかというと、実

は僕がリーダーでやりました。 

 NPO で売買対象地地質汚染調査浄化研

究会がありますが、この NPO は人様がやっ

た調査とか浄化の評価をしようとするもので、

この現場については僕のほかに六価クロム

の専門家を含む数名で審査をしました。「ち

ゃんとうまく対策が取られていますね」という

ことになりましたが、要は行政ではなくて第三

者がこういう汚染現場を自然科学に基づき

評価して火消しをしたということであります。 

 このようにして実は残土はいろいろな形で

汚染物質を動かしてしまうわけです。だから

保管・管理をしておくというのはなかなか難し

い話ですねということであります。さらに同じ

ような話をちょっと続けてみたいと思います。 

 

■OHP-20「新聞記事・投棄残土から水銀」 

 先ほどの佐原市の記事が出た同じ日の千

葉のローカル面ではこういうのが出ています。

残土から水銀が出たという話です。この山武

町ですが、この町は実は公営水道のない町

であります。皆さんが自分で井戸を掘って飲

んでいるのです。だから水銀などが出ては困

るということで、この町の町長さんは見識の

高い方でありまして、役場の職員全員に不法

投棄監視員の兼任辞令を出しているそうで

す。 

 



■OHP-21「新聞記事・残土の中から小判８

枚」 

 これは千葉県野田市の話です。江戸期の

小判が残土の中から出てきた。野田市はこ

れを市の文化財にすると書いてあるのですね。

「市の文化財として郷土博物館に保管し、学

校の授業で教材として役立てることにしてい

る」と書いてあります。実は汚染にしても小判

にしてもすべてが土地にくっついているものな

んです。 

 そういうことで土地の所有者は益も損も責

任を負わなくてはならないということは、最近、

土壌汚染対策法なるものができそのことを明

確にしてくれたので、共通認識として皆さんが

わかってくださるようになったのですが、これ

までの日本ではそのような認識はあまりなさ

れてこなかったのです。やはり土地所有者の

責任が問われる時代を迎えたというように思

います。 

 

■OHP-22「写真・残土の様子」 

 残土問題について、ちょっと絵をお見せしま

す。実はこういう残土をいじくっている人たち

と い う の は あ ま り ま っ と う な 商 売 が 得 意 な

方々ではないのですね。さらに言えば、分け

れば資源、混ぜればゴミと言いますが、やた

らと混ぜたがるのですよね。建設発生土とい

うのは公共工事で設計する場合、東京 23 区

だったら処分地の費用がトンあたり 5,000 円

程度計上されます。ところが工場から出てく

る産廃の汚泥は大体３万円とか５万円とか

万円オーダーの世界です。ワンオーダー違う

のです。混ぜたくなりますよね。そして埋めた

くなりますよね。 

 

■OHP-23「新聞記事・国鉄の跡地は汚染付

き」 

 これは公共の土地、ＪＲ盛岡駅の話ですが、

国鉄の操車場の跡地というのは申し訳ない

のですが、汚染付きという札付きであります。 

 

■OHP-24「写真・工事中の品川駅」 

 品川駅の脇にあるインターシティーですが、

あの土地の地籍を調べたところ、昭和の初め

の頃に埋め立てされたのです。絵を見れば、

実は、ちゃんと埋め立て地だったことがわかり

ます。ここにはカニか何かの巣穴があります。

この巣穴の生跡化石（レーベン）と言います

が、枕木の防腐剤であるクレオソートが溜ま

っています。建設工事で掘削された土砂は、

重機オペレーターの嗅 覚を頼りに「残土」と

「廃棄物扱い」に分別され、搬出されました。 

ヒトの嗅覚は短時間で麻痺しますから、未規

制発ガン物質にまみれた土砂が残土となっ

て房総半島に運ばれ埋め立てられました。 

事前に詳細な調査をして、汚染物質にま

みれた部分は処理処分に回し、そうでない部

分は資材として流すなど、事前調査と適切な

段取が図られなければダメなんです。 

 

■OHP-25「表・残土とは？」 

 「土木工事で掘削などによって生じた不用

の土砂」と広辞苑第四版に書かれています。

東京都では「建設発生土」と呼ばれています。

君津市で条例が制定された際は、「建設発

生土と浚渫土砂」が残土と定義されました。

残土で埋め立てるということは不動産価値の

高揚などを狙って使用されます。にもかかわ

らず分別がされない状態で残土が流通して

いるものですから、地質汚染問題を生みやす

いのです。 

 



■OHP-26「写真・残土」 

 これは 1995 年の兵庫県南部地震から数ヶ

月 後 の絵 です。あの地 震 では有 害 物 質 や

様々な物が燃えて、とても大規 模 な地質汚

染が発生しました。平たく言えば土壌汚染が

起きたわけです。そして１年経ち、２年経ち、

何もしない間にどんどん地下水汚染に発展し

ました。あの地震で被害が多かったのは神戸

市東灘区です。東灘区というのは酒屋さんが

あるのですよね。酒屋さんも大きな被害を被

りました。上物はガレキとして公費で片づけら

れましたが、地面の下は誰も片づけなかった

のですね。ですから今回の兵庫県南部地震

の復興計画というのは、関東大震災を参考

にしているところは大分あるのですが、関東

大地震の当時は有害物質は余り使われてい

なかったのです。ですから我々は学会として

も地下の環境問題をサポートすべきだという

行動を起こし提言もしたところです。有害物

質や石油など様々な汚染物質に紛れた土が

ありましたが、当初は西区や北区にほとんど

が持ち込まれていました。神戸市の中では北

区は田舎で西区は端のほうで池がたくさんあ

るのですね。池の周辺にどんどん持って行か

れたのです。 

 池といえば、実は水文学（すいもんがく）か

らすれば地下水面の露頭なのです。即ち目

に見える地下水面だと思えば良いわけです。

これはまずいねと思い、マスコミにも情報提

供を致してキャンペーンを張りました。 

 阪神淡路大震災では震災残土、震災地質

汚染が確認されましたが、震災残土は、国東

半島や城陽の砂利穴に埋まったとのことです。

このような残土問題もあるのだということであ

ります。 

 

■OHP-27「写真・自然界にある有害物質」 

 有害物質のすべては人間がつくり出すばか

りではありません。自然界にも有害物質が存

在します。大阪平野の海成粘土層の中には

ヒ素がたんまりと入っています。それからイオ

ウも多く含まれます。雨が降ればゾロゾロとヒ

素やイオウが流れ出し、日常的にこの現象

が起きています。 

 これは自然現象だから良いのですが－－自

然現象だから良い、というのはどういうことか

と申しますと、自然の地層の中にはヒ素だけ

ではなくて鉛などの重金属類などさまざまが

含まれています。そしてその濃度レベルが高

い場合には鉱山となるわけであります。 

自然由来であれ人為由来であれ毒性には変

わり有りませんが、自然由来では対策は不

要とされます。 

鉱山まではいかないけれど重金属類を含有

する地層を人間が掘削して宅地造成に使っ

てそこからヒ素が出てきたならば、これは明ら

かに「公害」とされ、まずい話になります。こう

いう問題もあるということであります。 

 

■OHP-28「写真・Oil Harbor」 

 先ほどから残土の話をずっとしてきましたが、

日本では年間に約３億立方 m の残土が発生

します。ドイツでは半分の１億 5,000 立法ｍな

んですけれども、これはドイツのブレーメンの

写真です。第二次世界大戦の頃にだめにな

ったオイル・ハーバーです。未だに油はちゃん

と汚染として残っています。この油をどうして

いるかというと、これは市町村のゴミですね。

日本で言う一般廃棄物です。一般廃棄物と

油を、どっちもゴミですけれども、これを微生

物プロセスを使ってきれいな土にしようという

ことであります。 



■OHP-29「写真・バイオ開発」 

 ドイツでは、バイオプロセスにより汚染土を

ちゃんとした土として使える状態にして土壌

市場に、日本で言うと化成肥料のような袋に

入れて市場流通させるシステムがあります。

この絵はブレーメン州政府がリードして、バイ

オプロセスで浄化された汚染土砂です。土砂

が勝手に流通しないシステムが構築されてい

ます。 

 さらに言えば、この会社は汚染された土地

を買い取ってしまい、どうするかというと、ラン

ニングコストは、まさにこれなんです。土をき

れいにしたものを売ってランニングコストを稼

ぎ、そして最終的には区割りして、きれいにし

た土地を転売するわけです。仕入値段に浄

化費用と儲け、そういうものをつけて高く売る

わけであります。非常に良いシステムだと僕

は思っています。なぜならば、デタラメが許さ

れないんです。完璧な浄化をしないと商品価

値はありませんから。日本の場合はなかなか

そのようにはなっていないという話 でありま

す。 

 

■OHP-30「写真・建設工事現場」 

 横浜の MM21 地区のランドマークタワーの

前面にビルがあります。今から７、８年前です

が、そのビルの建設工事現場の写真です。

海面下 20 数 m とか 30m 程度でしょうが、港

であった時代には浚渫されています。大型の

船が入っていたのでしょう、かなり深い所まで

浚渫がなされています。浚渫しますと、海の

中でも上総層群の地山が出てくるのです。浚

渫が終わってそのまま放置しておきますとヘ

ドロが溜まってきます。写真の縞々模様はヘ

ドロが溜まった部分です。その後に間仕切り

がなされ海洋投入処分をかけたのでしょう、

その証拠にここには針金が写っています。こ

の写真から地層の種類として、下位から自然

地層、ヘドロ・デポジット、海洋投入処分層と

呼ぶ人工地層、つまり人間がつくり出した地

層ですが三つにわけることができます。この

三つにわけた各地層にはどんなものが含有

し溶出してくるのかを各国の試験方法で調べ

たものがあります。 

 

■OHP-31「表・三層に含まれている有害物

質」 

 海洋投入処分層には水銀、カドミ、鉛とかヒ

素があり、これについて含有と－－カリフォル

ニア州のテスティング・メソッド、USEPA のテ

スティング・メソッド、或いは日本のメソッドで

やって見ると、各方法で値が全然違うんです

よね。これはいろいろなことがわかるのですが、

カリフォルニア州や米国連邦の溶質試験方

法は埋め立て廃棄物にシフトした溶質試験

方法でやっているなということがわかることと、

もう一つはそれぞれの地層ごとに出てくるも

のが違うということです。例えばヒ素でもそう

ですけが、自然地層からもヒ素が溶出するこ

とがあるわけであります。 

 実はこんなことで僕は平成の始めの頃から

サブスタディとして残土と最終処分場をやっ

ています。最終処分場や残土を追っかけ、内

容物を手当たり次第分析もしました。その費

用を役所は出してくれませんから、分析屋の

共同研究者をつくりまして、共同研究者と一

緒にやってきたわけです。 

 

■OHP-32「図・有害物質と産廃」 

 判定基準とは、いわゆる廃棄物として有害

廃棄物であるか有害廃棄物でないかの判定

には「13 号基準」と呼ばれるものがあります。



この判定基準を超えれば「有害廃棄物として

遮断型の処分場に埋め立てするか、もしくは

中間処理によって無害化がなされます」、と

いうわけです。 

 この判定基準以下の物はどうすれば良い

かというと、まず陸上埋め立て処分、これは

管理型の処分場に埋め立てて良いという話

です。それと海洋投入処分ができます。或い

は埋め立て場所へもう一度排出することもで

きるということです。 

 僕は土壌環境基準が作られる時に関与し

た人間でありその責任を果たそうとしました。

この 13 号基準、いわゆる判定基準と土壌環

境基準とは数値で比較すれば、相対濃度レ

ベルでおよそ１対 10 の関係です。そこで、残

土処分ができる物は環境基準値以下の物に

しなければならないという考え方を示したわけ

であります。そしてそれを具体化しようという

ことで君津市で条例制定することで実現させ

ました。 

 

■OHP-33「新聞記事・残土に環境基準」 

 この条例は僕が起草したのでなく、考え方

を法制担当者に言いまして環境基準を判定

基準とする残土条例を全国に先駆けてつくり

ました。「残土は土壌環境基準以下に限る」

という基準を当てはめちゃったのです。だから

残土というのは環境基準値以下の土砂じゃ

なければだめだとしたわけであります。そうし

たところ変な物が来なくなりました。 

 また、条例は残土の埋め立て行為を許可

制にしていますが、禁止行為の解除ではあり

ません。だけど行為者と地主の双方が申請

して下さい。そしてもし変なものが入っていた

場合には当然、行為者と地主でそれを排除

してくださいということになるわけであります。 

 もし排除しなかったらどうなるかということで

すが、行政代執行法とリンクさせました。行

政代執行をかけますよというスキームです。

これは検察庁とも大分議論しましたが、検察

は「良いのじゃないですか」ということです。こ

の条例を制定する中で重要なことは土壌環

境基準を使ったということと、汚染のあるなし、

或いは土地というのは地主責任があるのだ

ということを明確にした点であり、それはグロ

ーバルスタンダードです。 

 このような条例をつくってまいりまして、その

うちあちらこちらで千葉県や他の県レベルで

も残土条例ができまして、今では有害物質を

チェックするような仕組みも各地で盛り込まれ

ています。最近の朝日新聞杉本記者の記事

によると、全国で約 300 の自治体が残土条

例を設けたとのことだそうであります。 

 実は残土の埋め立ては新たな大地をつくる

一つの行為でありますから、いろいろな環境

影響が懸念されますが、適切な残土埋め立

を行うのも一つの手立てなのかな、新たな土

地 を造 成 する手 立 てなのかなと思 っていま

す。 

 

■OHP-34「新たな手法の例」 

 鹿野山という山に残土を入れたいという地

主と事業者がいたのですね。ここでは様々な

スタディをしました。場所は沢地なのです。沢

地に残土を埋めたい。そして平坦地にしたい

というものです。もともとその土地はすべて泥

（泥層）だと思っていたので「好きなようにやっ

てちょうだいよ」と言っていたのですが、自分

で地質露頭調査をしてみると、あにはからん

や、砂礫層であり湧水まで見てしまい、とんで

もない場所だと認識しました。 

 



■OHP-35「詳細断面図」 

 先ほど申し上げましたように、僕はその場

所全体が泥（泥層）だと最初は踏んでいまし

た。でも自分でよく調査すると違うのです。標

高 100m ぐらいの所に集落がありえぐれた沢

地の底は見えなかったのですが、調査すると

砂利層なんです。この上に残土を盛るという

話になるわけだから、こんな所は事前調査を

してちゃんと観測網を設けておかないと大変

なことになります。 

 

■OHP-36「写真・埋め立て後」 

 ここは沢だったのですが、埋め立てが終了

して新たな大地ができました。ここの残土は

どこから来たのかと言えば、羽田空港からの

残土しか入れさせなかったのです。何でも良

いと言って入れると造成地がわけのわからな

いものになってしまいますので、やはり「産地

限定」ではないのですが、新たな土地利用の

ためには限定が必要です。やはり大地を賢く

使うための方法なのだろうと思います。 

 

■OHP-37「写真・ミニ処分場」 

 残土問題があるようにして、いろいろな所で

汚染問題が起きてきてしまっています。 

 この写真 1988 年の終わりごろから 89 年の

春先のことです。ある会社の敷地の中に穴を

掘ってゴミを捨てていいというミニ処分場です。

実はこのトレンチ調査をやることによっていろ

いろな有害物質の挙動、特に有機溶剤の挙

動について、ほとんどのものがわかりました。

この現場からは多くの国際水準のペーパー

も書かれています。 

 どういうことがなされていたのかと言えば、

穴を掘ってゴミを捨て、その後覆土するという

行為でした。地表からは何もわからないので

すが、それを調査で見つける手法もここで開

発しました。これは観測井です。実は我々、こ

ういうゴミ層というものを人工地層と呼んでい

ます。人間が特定の目的をもってつくり出し

た地層であります。それは「地層累重の理」と

いう地質学の大法則がありまして、下のほう

が古い地層だよという話ですけれども、昨日

捨てたごみの上に今日のごみが載るのです

から、ちゃんと累重するわけです。また地層を

開く時（解明）には、これはいつの地層なのか

ということには化石などを利用します。 

 実はゴミ層には非常に良い化石が入ってい

ます。例えば新聞は何月何日と書いてありま

すし、コカコーラは当初はビンでしたが次第に

缶に変わります。また缶の柄も変わってきま

す。医療廃棄物の現場になると、薬種や容

器がだんだん変わって行くのですね。昔はや

たらと注射が打たれ、ペニシリンなんかがい

っぱい出てくるのですけれども、だんだん新し

い時代になって注射が打たれなくなるというこ

とであります。 

 写真の人間の大きさからしてわかるように、

小さなミニ処分場は日本各地に数十万、或

いは数百万あるかもしれません。ところが一

般的には地上から見透かすことはできないの

です。しかし不動産取引の中で坪何百万、或

いは何十万と言われるような土地であっても、

実は特別管理産業廃棄物に該当するような

ものであれば、これをちゃんと処理しようとし

たらそれだけでとんでもない経費になります。 

 そこで今、便法としてスーパーゼネコンたち

が言っているのは「ただクラウト（封じ込め）し

ておけ」としているのですが、僕は最善だとは

思いません。問題の先送りだと思っています。

ところが問題の先送りも必要な場面はあるん

ですね。日本の nuclear waste はどうなってい



るかといえば、ベセル（vessel：容器）の中に

入れて「地層処分」という言葉を使っています

が、700m とか 1,000m の深い地下にチタン合

金で作ったおよそ２m ほどのベセルに核廃棄

物を入れまして、これは低レベルで大体 70 度

くらいの発熱をしているそうですが、そういうも

のに収納してしまっておく。 

 それは、今処理処分すると経費が嵩むこと

に加え、今後もっと良い処理技術が出てくる

だろうということを期待しながら仕舞い込んで

いるそうです。このベセルのライフは 1,000 年

だそうであります。ですから 1,000 年のうちに

処理処分すればいいわけですから、1,000 年

の先送りと言えばそれまでですが、それはあ

る意味で管理もできるのだから良いのかもし

れません。やはり核の問題というのは人間の

健康に直接関わってくる問題で、かなりシビ

アになるしナーバスにならざるをえない部分も

あるので、適切な管理がなされるのかもしれ

ませんが、一般的な有害物質や或いは有害

物質に類さないような環境汚染物質などの

場合ですと、適当な形で処理処分されたり、

これを単にクラウドカーテンで封止すれば良

いという話ではないと思います。 

 汚染のついた不動産が取引されることは今

後においてもたくさんあるだろうと思います。

不 動 産 の 流 動 化 と い う こ と で 都 市 銀 行 の

方々といろいろな話をしたのですが、実は「日

本ではまだ不動産の流動化はできません」と

いうことをおっしゃられていました。汚染の問

題などいろいろあって、とてもとてもできませ

んというようなことだったと思いますし、僕は

ある意味でそれは賢明な結論だと思います。 

 バブルの頃からもそうですが、最近でも景

気が悪いと言われますが、遊休の跡地を売

ってマンションや住宅にしたということがある

のですが、大方もう売れる土地はみんな売っ

てしまったのだろうと思っています。残ってい

る土地は大方が汚染付きだろうと思っていま

す。それは、最近出てくる物件を見てもそうな

のですが、何かいろいろと汚染がくっついて

いて浄化すると大変なお金がかかってしまう

ような物件しか出てこないように聞いていま

す。 

 土壌汚染対策法なる法律ができまして、来

年から施行されるということであります。これ

は国がやられたことでありますが、それはそ

れで法律として動いていくのでしょうが、地質

環境保全のためには完璧な法律だと僕は思

っておりません。土壌汚染対策を進めていく

上で土壌汚染対策法というのは「土壌汚染と

いう言葉に市民権を与えた」素晴らしい法律

であるというように思いますが、内容は「国土

をよりめちゃくちゃにする」法律だろうとも思い

ます。 

 その意味からも今後は地方自治体の条例

がいかにつくられて機能していくのかというと

ころが重要だと思います。東京都も条例を持

っていますね。実際、東京都内では都条例で

やっていると思います。土壌汚染対策法がで

きても閉鎖された工場跡地での宅地利用な

どでしか機能しませんから、それ以外の汚染

現場をどう扱うのかという話になった場合に

は、当然のことながら今後制定されるであろ

う都道府県や市町村の条例というものが如

何に有効に機能するのだろうかが鍵を握って

います。その意味からは土壌汚染対策法が

非常にゆるい法律でありますから、バッティン

グすることはないと思いますので、今後はそ

のようになっていくのかなと思っているところ

であります。 

ご静聴ありがとうございました。 


