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オーフスネット勉強会資料

「リニア中央新幹線問題から考える
～環境影響評価法の現状と課題～」

公益財団法人日本自然保護協会
自然保護部 保護室主任

辻村 千尋

リニア中央新幹線計画は
◆近年まれにみる巨大事業
◆事実上の国家事業（国土強靭化基本計画にも位置づけ）
◆しかし、十分な国会での議論はない
◆大阪までの開業前倒し

リニア中央新幹線計画とは？

リニア中央新幹線環境影響評価補正評価書より引用
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リニア中央新幹線計画とは？

リニア中央新幹線環境影響評価補正評価書より引用

将来ビジョンに欠落する自然と人間との関係の視点

人口が8000万に減る、かつ生産人口は4000万人を切る
将来に本当に必要な国家事業なのかの国民的議論は

なされていない。

我が国の法制度では、将来計画や、
事業の立案段階での透明性のある
チェック機能は有していない。

政策へのアセスメントが必要

課題その①

アセスの手続きについて

新たに加わった手続き

一般の意見機会の増加や、より計画段階に踏み込んだもの
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リニア中央新幹線での手続きはどうか？

①計画段階配慮書・・・2011年6月～8月

②方法書作成・・・2011年9月

③準備書作成・・・2013年9月

④評価書作成・・・2014年4月

⑤補正評価書の公告縦覧開始・・・2014年8月～

～改正前に配慮書作成、パブコメ、知事・大臣意見

～パブコメ、知事・大臣意見

～パブコメ、知事意見

～大臣意見

～工事認可の申請

※法に則った手続きに瑕疵はないが・・・

リニア中央新幹線の路線決定までの流れ

①国土交通省中央新幹線小委員会
2010年3月～2011年5月まで20回開催

←南アルプス、伊那谷、木曽谷の3つのルートの比較検討

②2011年5月に国土交通大臣が事業の認可。事業主体は、
JR東海、ルートは南アルプスと決定。

③JR東海が、配慮書を公表

日本版戦略的アセス

戦略アセスメントの範囲

環境面では、どのルートが
いいのか判断できないと

されていた

立地論からみた、リニアの問題

いくつもの断層を
横切るリニア

断層とは？

地層もしくは岩盤に力が加わり、その結果
割れ、その割れ目に沿ってずれ動き、食い
違いが生じた状態。

野島断層➡
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活断層とは？

現在の応力場の下で地震を起こし得る
断層のうちで，断層面が地表まで達し
ているもの(地表断層）。
ただし，伏在断層であっても断層面の
上端が地表近く（およそ 1km 以下の
深度）まで達しているものは，何らか
の方法で最近の地質時代における活動を
確かめることができる．したがって，
この種の浅部伏在断層は活断層の範疇
に含める。

※池田安隆(1996):活断層の地震危険度評価～我々は何をすべきか．
活断層研究，15，59～63p．

日本にはこれだけの
活断層が存在している

さらに・・・・

東北太平洋沖地震を
契機に、活動度が上昇

断層が動いたときに、地盤の変位を止めることは現在の
土木技術では不可能である。東海道線の丹那トンネルは、
1930年の北伊豆地震時に丹那断層が変位し，大きくずれ
た（幸い建設中であった）。あるいは原子力発電所が活
断層の上に建設できないように、活断層を横切る鉄道も
建設してはいけないのである。
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地震調査研究推進
本部ＨＰより引用

地震調査研究推進
本部ＨＰより引用

南アルプス周辺の地すべり

◆南アルプスの隆起量

「南アルプスの隆起速度は概ね1〜4 mm/年程度である」
と書かれているが、トンネル工事やその後の影響を考えると、
最大値を採るべきである。この部分は少なくとも
「概ね4〜6mm/年程度である」とすべきである。

→つまり世界的に突出した値である。
地上の侵食量を勘案すれば、小さな値も考えられるが、
地下トンネルであるため、侵食量は考慮しないのが当然。
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したがって、
「工事中はもとよりその後の
維持管理においても問題はない」
という記述にはなんの根拠もない

赤石山地を横断するトンネルは常に断層変位や
隆起による地殻変位によって破壊される危険を
有していると言わざるを得ない．

したがってJR東海の、
「活断層はできる限り短く通過する」は、
言語道断。

いつ起こってもおかしくないとされる巨大
地震に対して、何の対策もないに等しい。

今すべきことは・・・・

既存の、すでに活断層を横切る鉄道について、
その活断層の活動度を最新の知見で評価し、
安全性の評価をしなおすこと。

その上で、必要な対策をとることが先決。

想定外はゆるされない。
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地下水への影響の問題

◆過去の失敗を活かしていない！

・山梨実験線では、河川・地下水の枯渇問題が発生。
・現在は、水をダンプで運んで補填。

問題は、対策ではなく、「何故予測できな
かったのか」
の検証が行われていないこと。
これで何故、「適切に対処する」「問題な
い」と言えるのか。
南アルプスの破砕帯では大規模な出水が確
実！

環境影響評価の中での地下水の扱い

 解析に使用したモデルが古い
 モデルの構造やメッシュが粗い
 入力値や境界条件の具体的に示されていない
 地質区分や透水係数の根拠が不明
 定常計算しか行っていない
 トンネルの条件設定が不明
 モデルの検証が示されていない

※環境大臣意見でも3Dシミュレーションを
やるべきとの指摘。

建設残土の処理計画について

・静岡以外・・・・・
何も示されていない。残土に含まれる有害物質などへの
対策は一般論の域を超えておらず、評価書の内容として
は全くの不十分である。

・静岡
最高標高で、2000ｍ付近にも残土処分場の計画。
南アルプス区域の不安定性は、地形学的に検討した
通り。
こうした場所での処理は、土砂の供給量の多い南アルプス
では危険である。
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希少猛禽類の保全措置について

◆イヌワシは、
絶滅危惧種
種の保存法の指定種
国の天然記念物
保護増殖事業計画のある種
➝最高級に保全が求められる種である。

工事による改変による新たな環境の出現が本種に与える
影響が考慮されないのは大問題。
イヌワシは草原性のいきもの。森林の国日本では、非常に
希少な存在。
影響評価をしなおし、事後調査は必修である。

◆クマタカ、オオタカ、ノスリの
影響軽減措置が間違っている。

これら3種に対して、人工巣の設置も行うとある。

猛禽類保護の進め方（環境省）では、クマタカにこの
方法を採用することは何も書かれていない
➝知見が無い。方法として妥当ではない。

※環境大臣意見でも、厳しく指摘されている。
原則は、回避。

南アルプスの自然の価値について

まずは・・・・

本州のまとまった山塊で、人工構造物が
ほとんどないのは、南アルプスだけ。

➡何もないことの価値
➡自然が残されているということ。

南アルプスの
自然度の高さ

国立公園の周辺には
同等の自然が残され
ている。

ゆえに
さらなる国立公園の
拡充が必要。
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東海丘陵要素植物群との関連

シデコブシ、ハナノキ、シラタマホシクサ、
ヘビノボラズなど

立地する小湿地群は、
環伊勢湾の独特の地
史を背景としてきた
この地域にしか存在
しない特異な環境

◆特にハナノキの分布について

森林総研ＨＰより引用➡

いわば地球の宝物と言って
いい価値を有している。

これは・・・・
なぜ、白神山地が
世界自然遺産になったのかの
理由と同じストーリー

ゆえに、東海丘陵要素植物群は、世界的な
価値を有している。

地下構造で、地下水への影響は少ないとの
影響評価では不十分である

➡地下の構造は掘ってみないとわからないのが
前提。
一定の密度で安定している地下構造への影響
は、予防原則にたった影響評価が重要
したがってこれも原則回避
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何故、このような科学的誤りが放置され、
認可に至ったのか？？

◆環境基本法第20条は、環境影響評価を推進するために国が
必要な措置を講ずることを求めている。

◆これを受けて、本法は、国の制度として、環境影響評価の具
体的な手続等を規定。

・環境影響評価が環境の保全上極めて重要であるとの認識に
立つこと。

・国等の責務を明らかにするとともに、環境影響評価が適切
かつ円滑に行われるための手続等を定め、環境影響評価の
結果を事業の内容に関する決定に反映させるための措置を
とること等により、事業に係る環境の保全について適正な
配慮がなされることを確保すること。

・現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資する
ことを究極的な目的とすること。

⇐法律による制度として定めることにより、権威と信頼ある
ルールの下、手続が確実に遵守され、円滑な実施が図られる

◆許認可等における環境保全の審査（第33～37条）

許認可権者は、対象事業の許認可等の審査に当たり、
評価書及び評価書に対して述べた意見に基づき、対
象事業が環境の保全について適正な配慮がなされる
ものであるかどうかを審査し、その結果を許認可等
に反映。環境の保全についての審査の結果と許認可
等の審査の結果を併せて判断し、許認可等を拒否し
たり、条件を付けることができる。

⇐許可できない、もしくは許可してはならないとい
う規定ではない

課題② 手続法であって、保護担保措置たる法律ではない

コミュニケーションとしてのアセス制度

国民とのコミュニケーションの機会

◆科学的指摘について事業者の見解

・活断層について、日本の国土軸を形成する新幹線や高速道路と
いった幹線交通網は、広域に及ぶ長距離路線という性格から、
そのすべてを回避することは現実的ではありません。
中央新幹線においては避けることのできない活断層については、
できる限り短い距離で通過することとし、地震の影響を極力軽
減するようにして路線を選定しています。今後、通過の態様に
見合った適切な補強を行っていくなど、注意深く配慮して工事
計画を策定していきます。

・なお、山梨リニア実験線におきましては破砕帯等の一部において
は水位が減少する可能性あると予測しており、工事にあたっては
継続的に監視を行っておりましたが、一部の地区で減水等の兆候
が認められたことから、応急対策を実施しております。トンネル
工事完了後の現在も地元のご協力も頂きながら調査を進めており、
影響の出ている箇所については恒久対策について協議を進めてお
ります。
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・なお代替巣については、一般的な環境保全措置として、
専門家の助言を踏まえ、選定しています。
報告論文である「人工巣によるオオタカ営巣地誘導の
試み（山家英視・阿倍功之・大町芳男・小笠原暠山階
鳥学誌 2003）」では、「オオタカの人工巣による営巣
地の誘導が、条件さえ満足すれば容易に行うことがで
きる」、「人工巣による猛禽類営巣地の誘導は、技術
的に可能である」ことが示されています。また人工代
替巣設置の考え方について調査研究結果を取りまとめ
た「オオタカの人工代替巣設置に関する手引き（案）

（平成 20 年 1 月財団法人道路環境研究所）」が出版さ
れています。

◆科学的指摘について事業者の見解

・この隆起を主体とする変動は周辺の変動領域と連続的
に発生するものであり、周辺領域との間に隆起速度と
同等の変位が累積するものではない」というのは、隆
起が断層運動のような狭い範囲で局所的かつ急激に起
こるような現象ではなく、山域全体でゆっくりと連続
的に隆起が起こっていることを意味しており、これに
基づき「トンネルに影響を与えるような状況は考えら
れず、トンネルの工事中はもとよりその後の維持管理
においても問題はない」と記載しています。

◆科学的指摘について事業者の見解

課題③ 科学的コミュニケーションが成立していない
成立しなくても手続きが完了できる

まとめ

こうした事例を繰り返さないために・・・・

◆政策決定段階のアセス制度の創出

◆手続き法の充実のために、実体法の強化が必要
（種の保存法、湿地保全法、海域保全法）

これらはまだ無い。
◆コミュニケーションツールの強化
⇒科学的な回答義務。なぜ意見を排除したのかを
科学的に説明する義務。
専門家の公表と、アドバイスの場の公開。
これが不十分なときの不服申し立てと公開議論の
場の確保。


