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       ゆれる リニア・大井川水系・トンネル工事 

南アルプスの複雑多様な地質構造、JR 東海の理解は ずさん 

静岡県中央新幹線環境保全連絡会議塩坂委員、講演で「生態系崩壊も」と  

リニア新幹線建設をめぐってJR東海と静岡県との間で意見の対立が続いている「南アルプス・

トンネル工事と水資源問題」について、市民団体「健康と環境を守れ ! 愛知の住民いっせい行

動」実行委員会(野呂汎会長)は 10 月 5 日名古屋市内

で講演会を開いた。講師は、静岡県中央新幹線環境

保全連絡会議地質構造・水資源専門部会委員、塩坂

邦雄氏(日本土木学会、特別上級技術者)で、特に南

アの地質構造や水資源と環境に詳しい。 

 塩坂氏は、この 1 年にわたる双方の本格的なやりと

りの焦点となっている「なぜ静岡県では工事がいまだ

できないのか」について、双方のこれまで示されたデータ、考え方を一般向けにスライドで解説し

ながら問題点を詳細に語った。その上で、同氏は科学的な知見を具体的に明示しながら南アの

複雑で多様な地質構造に対するJR東海のずさんな認識や理解度について批判した。総括として

「このままで工事が始まれば南アの水枯れ/〝砂漠化〟により、貴重な生態系が崩壊する恐れ

が十分にある」と南ア環境を知悉する専門家として強く警告した。以上が結論だが、そこに至る重

要な事実や見解などをまとめた要旨を、塩坂氏の了解の下、以下に掲載する。要旨を裏付ける

使用スライドについては読者の理解の一助となるよう文末に一括して掲載した。 

 ＜写真右上＞ 塩坂氏の講演会全景 =名古屋市内、10 月 5 日          ( 編集部 )  

 お知らせ  リニア協議 寄稿 なぜ異例なほど真っ当なのか   9 面 

環境と健康に関心を持つ愛知県下のさまざ

まな市民団体が講演に期待したのは「なぜ静

岡県ではトンネル工事がいまだ本格着工でき

ないのか」という疑問であり、地元静岡県の連

絡会議地質構造・水資源専門部会委員をして

いる私に直接わかりやすく説明をしてほしいと

いうのが講演依頼の趣旨だろう。 

土壇場の事ここに至って、なぜ双方で紛糾

するのか。名古屋市ではリニア中央新幹線

「名古屋駅」近くに 3 年前に着工した大掛かり

な「名城非常口」の掘削工事が、おりしも地下

からの湧水の影響で昨年 12 月から中断して

いる。このことも、南ア・トンネル工事問題に対

する名古屋市民の関心ないし懸念を深め、南

ア問題を他県のことと無関心ではいられない

という事情もあるのではないか。 

●静岡県「疑問と懸念」 論点かみ合わず 

 さて、私のかかわる南ア・トンネル工事だが、

なぜ紛糾しているのか、その原因を一言で言

えば、昨日(講演前日、10 月 4 日。 - 編集部

注記)、静岡県庁で開かれた JR 東海との 3 回

目の、そして私も出席した連絡会議のやり取



りがすべてを物語っている(第 1 回=8 月下旬、

愛知・静岡両県知事会談=9 月 4 日、第 2 回=9

月中旬)。つまり、そもそも双方の論点がまっ

たくかみ合っていない、すれ違っているのだ。 

詳しくは後で、スライドをお見せするが、工

事中であろうとなかろうと湧水はすべて大井

川に戻すことを協議の前提とする静岡県が問

題にしているのは「トンネル近傍河川の表流

水だけでなく、地下水も含めた大井川水系全

体の水量である」(静岡県が JR 東海に回答を

求めて提出した「疑問・懸念事項」=文末に全

文)。県側は、JR 東海がその認識を協議にあ

たって共有しているかどうか、これまで一貫し

て疑問と懸念を持ち、文書でも表明している。 

これに対し、JR 東海は、これまでも、そして

10月4日の協議でも、採用予定の工法では県

外への湧水は避けられないが、流量予測計

算の根拠データを示さずに、大井川の河川流

量は工事中も含め減らないとの検討結果だけ

を主張している。これに対し、静岡県側有識者

たちは、その主張は「表流水は減らず、(長い

年月をかけて溜まった)地下水は減るというこ

とではないか。トンネルからの湧水が県外に

流出したら、(地下水も含めた)大井川水系全

体の水が減るのは当然であり、(JR 側の流量

予測結果は)科学的に承服できない」(10 月 4

日、静大教授の森下祐一委員)と猛反発した

のだ。論議がまったくかみ合わなかった。 

● JR 東海、把握しているか地下水の実態 

JR 東海のこの姿勢は、いわゆる相手の土

俵に乗らない構えとも取れるが、しかし、より

根本的には、トンネル工事から影響を受ける

南アの地下水の具体的な実態や構造的につ

いて JR 東海がほとんど理解していないことに

あると私はみている。 

それについてかいつまんで話すと、まず、ト

ンネル工事付近の上空から見た平面図( 図

1 )。それと、縦軸に山の標高も記載したギザ

ギザの断面図 ( 図 2 )。この図をみると、地表

からトンネルまでの深さを示す「土かぶり」が

約 1400 メートルにも達する場所があるこがわ

かる。つまり、地下水には 1400 メートル分の

水圧と土砂圧力がかかっているということにな

る。そして、次にその地質構造をできるだけ南

アの現実に沿って、わかりやすいよう模式的

に断面図にしたものも示す( 図 3 )。これらを

みただけでも、いかに南アルプスのトンネル工

事付近の地下構造が複雑かつ多様であるか

がわかるだろう。 

南アには、西に有名な中央構造線、東の糸

井川-静岡構造線だけでなく、天竜川の西に

は伊那谷断層帯もある。おおむね南北に走る

これら構造線を、トンネル掘削は東西にまっす

ぐ一直線に、いわば串刺しにする。突発湧水

は避けられまい。 

● 影響を受ける地下水の具体的な描象 

このことがよくわかるのが、トンネル工事で

影響を受ける地下水という観点からまとめた

地下水概念図( 図 4 )である。 

この地下水概念図を少し説明すると、黄色

い地質(断層や破砕帯)の中をトンネル工事で

掘削していくとき、

白い部分(何百年

分もの地下水の

たまっている高圧

帯水層)に突き当

たれば、先ほどの

べたように、大きく

ふくらんだ風船に

針で突いたように

一挙に空気が抜けてしぼんでしまうように、高

圧地下水が一気にトンネル内に噴出し、蓄え

られた地下水は失われてしまう(まるで水鉄砲

だ)。その後、トンネル掘削により、地下の高圧

湧水が枯渇すれば、南アの植物や水生生物

に致命的な打撃や貴重なお花畑など南ア生

態系の崩壊など大井川水系全体に大きな影

響を及ぼす恐れが十分考えられるだろう(生態

系維持の対策についての私の地下ダム提案

については図 5 参照)。 

この点、注意したいのは、JR 東海は事態が

一時的であると考えているようだが、回復は

短期間でできるものではない点だ。湧水を放

射性同位体(トリチウム)で分析してみると、数



百年前のものであり、循環している。一度抜け

れば、回復するのに数百年単位の時間がか

かる。このことをJR東海は認識していないよう

に思えるし、認識しても理解しようと思ってい

ないようにみえるのはきわめて遺憾である。 

● 誰が工事を遅らせているのか 

私はこの数十年南ア現場で地質などを中

心に調査しているが、断層付近の地層は単純

ではなく、裏返ったり、折れ曲がったりしている、

つまり褶曲構造なのだ。その割れ目や断層に

地下水がたまっている。これではいつ突発的

な高圧湧水に見舞われるかわからない。 

思うに、JR 東海は、平坦な都市部の小さな

トンネルは別にしても、これまで直接には一度

も鉄道会社として本格的な山岳トンネル工事

に携わった経験がないし、ましてやこれほど長

大なトンネル工事ははじめてではないか。こ

のことも、複雑多様な南ア地質や地下水をめ

ぐる無理解や紛糾を生み出している一因では

ないかとも思う。きつい言い方かもしれないが、

誰が工事を遅らせているのかと、むしろこちら

から問いかけたい。 

 こうした基礎的なことを踏まえ、＜ 図 6＞=ト

ンネル湧水量予測値、および＜ 図 7 ＞=対

策をしない場合:トンネル建設に伴う大井川の

減少流量(約2立方メートル/秒、JR東海推定)

の写真にもあるように、JR 側の示す長野県/

山梨県を含めた「水収支解析におけるトンネ

ル湧水量予測値」の問題点を指摘した。 

 しかし、10月4日の協議でのJR 東海の長野

県境/山梨県境の収支を含めた回答( 図 8  )

では、まとめとして、先進坑貫通後に揚水する

方法が現実的であるとした上で、 

「9 月 13 日に会議でご説明したとおり、当社

の考える施工方法で工事期間中にトンネル湧

水の一部が(静岡)県外流出しても、工事完了

後はもとより、工事のどの段階においても、大

井川の河川流量は減少しないとの予測結果

です」 

と、聞く耳持たぬかのように従来の意見をそ

のままくり返し、まとめとしている( 図 8 )。講演

の冒頭に述べたように、このように議論がまっ

たくかみ合わず、煮詰まらないのである。 

● 南海トラフ巨大地震に耐えられるかリニア 

静岡県副知事は、10 月 4 日の協議終了後

に、こうした JR の説明について「あまりにもひ

どい。水がどのくらい出て、どう制御するのか

をまず詰めないと、工法の適切さは議論のし

ようがない」(10 月 5 日付静岡新聞)と述べた。

朝日新聞も「あきれた。今回のような会議は何

度やっても同じ」(10 月 5 日付朝日新聞地方

版)と不快感を示したという。いずれの記事に

も「減水しない」根拠の明確化を求めたとある

が、この分野が専門の私としても、これは当然

であり、無理もない。 

 最後に、南海トラフ巨大地震が懸念されてい

ることについて地質構造調査の専門家として

一言。南アはすでに述べたように軟弱な地質

が多いことから、発生すれば長大なトンネル

内はもちろん、超高速リニアの走行は南アの

いたるところで大惨事を引き起こすのではな

いか。この懸念を私は今も払拭できないでい

る。このことも、正直に付け加えておきたい。 

   

 - 編集部注記 

なお、参考のため、静岡県が JR 東海に回

答を求めた「疑問・懸念」事項を最後にまとめ

て全文掲載しました( 図 9、10、11 )。また以上

の講演要旨作成では、講演後の会場との意

見交換や配布資料も一部参考にしました。  

      前頁写真は講演で熱弁中の塩坂氏 

          記者ノート     

● 今、南ア・荒川岳のお花畑への思い 

 塩坂さんの講演が終わって、名古屋駅から

JR 東海の東海道本線

で浜松に戻る新快速車

内で、『南アルプス お

花畑と氷河地形』(静岡

新聞社、2008 = 写真)

を、少し疲れた頭で拾

い読みした。静岡県中

央新幹線環境保全連

絡会議生物多様性専

門部会委員の増沢武弘さんが静岡大教授時



代にまとめたもので、美しいカラー写真満載で

南アの魅力を紹介している。増沢さんは南ア

高山帯の高山植物研究で知られる。そのなか

に、「お花畑と水」という項目を見つけた。リニ

ア新幹線のトンネル掘削予定位置の真上に

ある荒川岳付近のお花畑について書いたもの。

「多様性の高い荒川のお花畑は、雪解け水と

岩石による貯水、さらに厚い腐植層による水

の保持によって、安定した水供給が保障され

ていると推測できる。これらの恵まれた水条件

により群落が成り立つものと思われる。」。老

記者は、この風景を、南アの上高地とも言わ

れる「さわらじま」付近の峠から少しだけ遠望

したことがある。氷河地形のなかに 100 種類

以上もの高山植物の咲き乱れる姿をいつまで

も、ふるさとの宝として後世に残さなければと

の思いを強く抱かせた。そのことをあらためて

教えてくれた講演だったと報告しておきたい。 

                    

          講 演 ス ラ イ ド 

   図 1 南ア・トンネル工事周辺平面図 

    図 2 トンネル周辺の標高断面図 

図 3 トンネル(-)周辺の地質構造 

 図 4 工事で影響を受ける地下水説明図 

 図 5 生態系を維持する地下ダムの提案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 湧水量予測の問題点の解説 



 

図 7 工事に伴う大井川の減少流量説明図 

 

    図 8 JR 東海の「まとめ」資料 

 

-- 補 足 データ 

  図 9 静岡県側の「疑問・懸念」その 1 

 

 

図 10  「疑問・懸念」その 2 

 

 

  図 11  「疑問・懸念」その 3 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月刊さなるこ新聞デジタル 2019 年 11 月号 

佐鳴湖 散歩が楽しくなる 

私の雑草「楽」    

 

写真家 市川恵美 (浜松市西区) 

  季節感のある雑草を毎月お届けします 



             すずき 青
あお

 さん 

(NPO 法人縄文楽校 理事長、浜松市北区)  

●1 万年の平和「縄文」で未来の地球をつくる 

 事務局を兼ねたご自宅の室内でインタビュ

ーの途中、お気に入りの場所で写真を撮らせ

てもらった。それがこの写真。広い庭にそびえ

たつ太古からの悠久の時の流れを感じさせる

移植の巨木、メタセコイヤの根元で撮った。微

笑んだお顔にも注目してもらいたいが、実は

撮影の狙いは

後ろの木工な

どの作業小屋

の窓から樹木

が ニ ョ キ リ と

顔を出してい

る部分。人間

の都合、植物

の都合、いろ

いろあれど、

その平和共存を縄文楽校は目指していること

が、これで聞かずともズバリわかった。 

人間同様、樹木や動物たちにも、自由と平

和を、というのが縄文楽校の精神というわけ

だ。なにしろ、庭にはワンちゃんの自宅小屋も

あり、郵便配達の人が犬にも郵便物を配達し

ていた。犬と人には 5 万年以上の共存という

かかわりがあるとはいえ、これにはびっくりし

た。庭のほか、500 坪近い畑もある。 

 かつて縄文人が暮らしていたであろう三方

原台地の北区大原に事務局はあるのだが、

活動の場は広い。事務局から東にある植樹と

移植の森、ププリの森。いわば森の〝共室〟

だという。南には、佐鳴湖でヤマトシジミ再生

に取り組んでいる「湖の共室」がある。さらに

は、その南の遠州灘の海岸には、防潮堤植栽

草刈り活動のKALAプロジェクトという「海の共

室」までもある。このプロジェクトを立ち上げた

のは東北大震災がきっかけ。津波に強い広葉

樹を防潮堤に混植密植する植樹活動を民学

産の市民だけのネットワークで寄付を募り、こ

の 8 年間、継続して続けている。この取り組み

は浜松市の公募とは別であり、防潮堤がほぼ

完成する来年秋まで続ける計画だという。 

縄文楽校の活動としては、さらに西には日

本の貴重植物を保護している「草原の共室」も

あるらしい。こんな広い活動をしている縄文楽

校だが、来年 2020 年 8 月、ネットワーク KALA

プロジェクトや楽校の全校生が集う記念集会

をアクトタワーホールで開催する。あらためて、

すずき青さんに楽校の目指す理念や具体的

な活動をうかがうと、言いたいことを言います

として「縄文楽校ではまず、目の前に有るもの

を活かすことからやっています」。近著「未来

の地球をつくろう」によると、具体的な行動で

は、まず木を植えること。微生物が棲み生態

系が生まれ、そして土に保水力ができる。 

次に、そうした環境で大きく育った木を伐り、

使うこと。木で家具をつくり、木で建物を建てる。

木で暖を取る。そうすることで、伐った木はご

みにはならずに、大気に還っていくか、土に還

える。その大気と土から、次の木が育つ持続

可能な土台ができあがる。「こうした暮らしを

実践することから、未来の地球をめざして、み

んなでやり直していくときではないか」。 

 そんな近著を読みながら、そして話を聞きな

がら、庭を眺めていたのだが、庭の片隅に仲

間たちが手作りしてくれたという毎週 1 回「石

窯の日」に使う石窯で旦

那さまの副理事長がパン

を焼いていた(写真左)。

近づいて話を聞くと、仲

間たちが持ち込んできた

廃材や木の切れ端を燃

料にしていた。回りを見

渡すと伐った木でつくっ

たアート作品が並ぶ。言いたいことを言うだけ

ではなく、自ら率先して実践している。事務局

はなにもない「空」と謙遜していたが、庭は自



らを律する、そして鍛える「有言実行」の語ら

いの場だと感じた。今の延長としての地球の

未来ではない。人間とその周りの自然環境と

が持ちつ持たれつで共存した新しいあるべき

「未来の地球」を根本から創造したいとの熱情

を感じるひとときだった。 

 ワンちゃんに別れのあいさつをして楽校を下

校しようとしたとき、ふと気づいた。廃校になっ

た高校校舎に廃材を大いに活用して数年前

開館した「ふじのくに地球環境史ミュージア

ム」(静岡市駿河区)の、高名な環境考古学者、

安田嘉憲館長の持論だ。「縄文時代の豊かな

平和が 1 万年以上という世界史上でもまれに

みる長い間続いたのは、人間と周りの自然環

境との共存があったからだ。これに対し南太

平洋のイースター文明が短期間で滅んだの

は、人間による環境破壊が原因。このミュージ

アムのシンボルが縄文土偶とモアイなのはそ

のことへの警告」と語っている。 

    - 自宅庭で仲間たちと。左奥が石窯 

豊かさとは何か。便利で、効率的であること

ばかりを追い求める現代文明。果たしてそこ

に地球の未来はあるか。帰り際に見上げた庭

のメタセコイヤの巨木は、そんなことを静かに

老記者に問いかけてきたように感じた。 

  縄文楽校の HP 

  = http://joumon.main.jp 

             

 □ □ ■  

 ひとりでも、初めてでも JAZZ を楽しむ 

    IN ハママツ・ジャズ・ウィーク 2019 

                      ■ □ □ 

 今春、ある電子楽器開発者から、このリレー

インタビュー欄に次の登場人物として、ジャズ

ピアニストの松原弘明さん(写真右上)を紹介

してもらった。今思い出しても恥ずかしいのだ

が、ジャズどころか音楽に無縁な暮らしをして

きた老記者には松原さん

が何を話しているのか、

ほとんど理解できなかっ

た。哀れんだ松原さんが

老記者を恒例となってい

る先月のジャズ・ウィーク

で自らも演奏する豪華な

公演(＆[an・du] アン・ド

ゥー、有楽街のジャズスポット analog.)に招待

してくれた。 

 テーマはちょっと謎めいた「予定調和と秋の

空♡」。ソロ演奏が良いと思ったら遠慮なく拍

手を、とかいろいろジャズの楽しみ方やうんち

くをはさんでいた。老記者も二部に入るころに

はメモ( ! )を取るのも忘れて、足でリズムを

踏んでいた。ドラムの人が「4 連符の 5 つ割り」

のうんちくと実演をはじめても、よくわからない

のに心が弾んでいた。巧みな松原さんの漫才

風掛け合い「語り」がそうさせたのだろう。 

最後の「I Can’t Help It」が始まる頃には、ジ

ャズファンになった気分で、となり席の三人連

れの女性ファンと、マティーニで乾杯までして

し ま っ た 。 ア ン コ ー ル 曲 は 松 原 さ ん 作 曲

「French Breeze」。西フランスの心地よい風を、

団塊世代の老生も感じたのは不思議だ。そし

て気づいた。ジャズもジャーナリズムも面白み

の秘密は現場なのだと。 (井上編集長 記) 

- 編集部注記 

2015 年、浜松で結成されたアン・ドゥーの情

報については、FB で @2015andu で検索する

と、いろいろなかかわりがわかって、ひとりで

も、初めてでもジャズが楽しめる。 
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        第二部          鈴木潤子 

 ● ふじのくに防災士の資格、受講して     

「何の得にもならない資格だから、鈴木さ

んには申し訳ないやあ」と、ほんとに申し訳な

さそうな顔の自治会長の命（めい）で、6 月の

終わり頃から「ふじのくに防災士」資格取得に

向けてちびちびと講座に行っています。でも自

治会長が心配するほど無駄な講座でもない。 

なるほどと思う内容がいっぱいありました。

「その時、役所は助けに来ない」は以前から念

を押されて知っていましたが、具体的に学び

ました。大きな災害があると、年配の管理職

の多くはショック状態でうまくしゃべれず、行動

もとれないのだそうです。まともに指示ができ

ないので、若い人たちも全然動けない。かつ、

司令塔となることを期待されている役所なの

に普通の民家並みに簡単に停電してしまう。

豪奢な建物などいらないから、病院並みに非

常電源くらいちゃんと機能するよう対策しなく

てはならないと。 

 津波や洪水と火事はワンセットで発生するそ

うです。水と火なのに？油は水に浮くので、車

が水に飲まれるとガソリンが漏れてそれに火

が着くのだそうです。避難所に集中した乗用

車群が洪水に飲まれて避難所周辺が火の海

になる。土石流の映像もすごかった。岩や石、

流木を巻き込んだ泥水が一気にゴゴゴと流れ

落ちてくるのですが、ところどころ白く光りなが

ら流れてくる。なんだあれ？と会場がざわつく

と、講師が「土石流の中の岩や石がぶつかり

あって、火花が出ているんですね」と説明。土

石流が火花を散らしながら襲ってくるなんて、

それを見るまで全く知らなかったのです。 

 給水所で水をもらうには大きな入れ物が精

一杯たくさん必要。でも、満タンずっしり重くな

った沢山のポリタンをどうやって帰り運ぶ？台

車を一台くらい用意しておいた方がよさそうだ。

水害の可能性が高いところは、非常用品は二

階に置いておくのがベストだ。 

● 丹下ジム、必ず「七輪」を外に出す 

 で、あしたのジョー。被災後の状況はどんだ

け悲惨？ライフラインがないとどれだけどう

よ？ ジョーとおっちゃん、西の 3 人が住んで

いた住居兼ジムは断熱材もない、木の掘立小

屋、裸電球 1 個でした。ガスは来ていなかった。

「じゃあそろそろご飯の準備しまっせ…」って西

が動くときは、必

ず七輪を外に出

すところから始

まっていたから。

ご飯は鍋で炊い

ていた。汗を流

すのはサチたち

が 手 作 り し た 、

底に穴を空けた

バケツで流すシ

ャワー。トイレは

川の上にかかっててそのまんまストレートにジ

ャーっと…。水道はちゃんと来ていました、井

戸ではなかった。やっぱり水だよ。水さえあれ

ば、あとはなんとかなると思う。丹下ジムはテ

レビもラジオもなかったですね。そこがいい。

今の時代に生まれたって、きっとジョーはテレ

ビとかネットとかやらなかったと思う。ヨーコも

言っていました、「矢吹くんは試合が終われば、

部屋の片隅でじっと膝を抱えている…そんな

人よ」って。そう！ヨーコ、同感！ジョーはそう

だよね！私もそこがいいの～～！！！ 

       (  つづく 西区大人見町 ) 
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暮らしに音楽を 

今月の歌 「 おさななじみ 」  

下のピン止め、ダブルクリック！ 


Inoue
添付ファイル
おさななじみ.MP3



困惑の JR 東海 トンネル工事協議  強気の静岡県  2019 年 11 月号  

なぜ、異例なほど、科学的に真っ当で健全なのか 

骨抜きの環境＜アワスメント＞に転換もたらす可能性  

         塩坂講演会(1 面)に参加して    戸田三津夫 氏 

写真下 = 佐鳴湖で市民と活動する戸田氏 (静岡大工学部大学院) 

                                                                             

今号1面の記事、リニア中央新幹線静岡工

区(南アルプス・トンネル工事)について塩坂邦

雄氏の講演会に参加した。

講演で私が注目したのは、

広域の交通路建設という

公共性の高い民間事業で

あって、しかも事業をめぐ

る協議で対立しているのが静岡県とJR東海と

いうこれまた公共性の高い組織同士であると

いう点である。これは極めて珍しいケースであ

る(注1)。そこで、対立する協議が単なる自然

環境保護や国・自治体と住民との利害関係が

絡む環境アセスメントの論議ではないことに着

目し、改めて問題の背景も含め要点をこの機

会に整理してみた。そこから、これまでの骨抜

きになりがちだった環境アセスメントの歴史に

おいて協議が科学的に真っ当で健全な本来

のあり方への転換をもたらす可能性について

期待も込めて指摘してみたい。 

● 一般住民、置いてきぼりの現状に風穴 

 日本における環境アセスメント（環境影響評

価）は、すこぶる評判が悪い。事業計画が大

方決まってから環境影響評価書が出されるこ

とが多いからだ。そのときには、すでに用地、

構造、工法、設計などがすっかり決まっている。

事業者はすでに相当の投資をしている。そし

て、たいていの検討項目について「大きな影響

は予想されない（ただし、影響がないとは言わ

ない）」という結論となり、事業が承認されると

いう段取りなのだ。計画した事業を実行するか

どうかを判断するための計画アセスではない。

だから、塩坂氏も講演で言及していたが、それ

を揶揄して事業化に都合よく「環境アワスメン

ト」と言われたりもする。 

そんなアワスメント環境影響評価書ですら、

用地買収や事業計画など、公開に支障のある

情報も含まれるが、自治体や地区の有力者や

議員などは知っていても、一般住民は置いて

きぼりを食っているのが実情。これでは異論を

唱える機会が奪われる。公共の福祉が損なわ

れている恐れがある。また、アセスメント時に

は評価書が縦覧されていても、その後非公開

となることも多い。段階的なアプローチの

PDCA サイクルが回らない、国際的に極めて

後進国の状況に日本はある(注 2)。 

 ところが、である。今回は承認する側が静岡

県であって、一般住民のように「物言えぬ弱

者」ではない。知事の承認は着工に必須では

ないものの、国(国交省)は認可に当たって事

業について地域との連携を求めているため、

JR 東海は知事の計画段階での承認を必要と

する。国はどちらかに肩入れできず、またその

権限もなく調整を試みるしかない。国事業の

長良川河口堰や諫早湾のようには行かない。 

  一方の JR 東海が示した環境アセスメント

については、これまでの他の事業、静岡空港

や太田川ダムなどの静岡県の事業に比べて

も、際立ってずさんなものとまでは言えない。

なかでも各資料を自社ホームページで丁寧に

公開している姿勢は、民間事業としては賞賛

されるくらい異例に丁寧で誠意ある対応とも言

える。しかし、この点について誤解してはなら

ないのは、これまでの環境アセスメントが、先

ほど指摘したように一般にひどいという点。事



業を追認するようなアセスメントを行い、正当

な判断（反論）ができるメンバーを加えることな

く御用学識経験者などに頼り、都合の良い結

論を出してきたのである。JR 東海は慣例に従

いながら、それでも比較的に丁寧な対応をし

てきたつもりが、今回の事業が純粋な整備新

幹線でないこともあり、国の強力な支援も得ら

れず面食らっているのが実情だろう(注 3)。 

● 本来の機能取り戻すか環境アセス 

 これに加えて、今回の環境アセスメントでは

（1）自治体 vs 地域住民（農民や漁民、自然保

護団体）といった一方的な対決構図ではない

（2）工区が一企業の所有地である（3）定住す

る住民がいない（4）南アルプスの貴重な自然

環境が存在する（5）フォッサマグナ地帯の破

砕帯存在が予想される（悪くすると、大井川の

底が抜けて川が枯れる）-というような特殊事

情も重なっている。 

これに対し静岡県側が要求している以下の

二つの項目について、JR 東海が確約すること

に躊躇しているようにみえる。 

1. 南アの貴重な自然環境を損なわない 

2. トンネル工事で出た静岡県内での湧水をす

べて大井川（静岡県）に戻す 

これには二軒小屋上流側の田代ダムの複

雑な利水権が絡む。設置者の東京電力は大

井川の利水権を有していて、田代ダムから富

士川水系早川に大井川の水を約 5m3/秒落と

して発電している。しかし、これは過去に認め

られた水利権であり、早急な奪還は一般には

困難である。 

 今回、以上のような条件が重なったことによ

って、異例なほど科学的に真っ当な、歴史に

残る環境アセスメントがなされる可能性があり、

協議の行方に大いに期待している。 

塩坂氏も講演の最後のほうでこの点に言及

して「精一杯奮闘するが（静岡県には）決して

途中でハシゴを外さないでほしい」と言ってお

られた。静岡県は腰砕けになるな、とクギを刺

した訳だろう。いかにも「地球修繕屋」として残

りの人生を捧げたいという抱負を語っている

技術者らしいと感じた。 

注 1   多くの場合、国と地方自治体は一体で、

それに対して反対するのは住民、農民、漁民、

市民団体であった。長良川河口堰の際は、全

国の環境団体や学会がこれに加わったが、結

局は、国や自治体と庶民の対立で中海干拓な

どの一部の例外を除き押し切られている。 

注 2   傘木宏夫、「手続き終了後の環境アセ

ス図書の保存と公開について」、環境情報科

学、44(4), 29-34, 2016.（インタネットからダウン

ロード可能） 

注 3 静岡県事業の太田川ダム、静岡空港、

そして浜松の球場建設計画でも、今回静岡県

が要求しているほどにきめ細かい調査検討が

行われていたかどうか、極めて怪しい。 

 

- 編集部 注  

リニア・大井川問題の最近の動き(時系列順) 

○ 読売新聞(8 月 22 日付朝刊、静岡県版) 

   生態系追加調査、静岡県が要求/JR 東海、現

時点では否定 

○ 静岡新聞(8 月 30 日朝刊、県内政治) 

   田代ダム流出「理解できず」利水関係者「県は

国交省に働きかけを」 

○ 市民環境ジャーナル(9 月 15 日号) 

   「バランスのある国民的な論議を」 

○ 毎日新聞(9 月 14 日付朝刊、静岡県版) 

   生態系への影響懸念 有識者意見交換会 

○ 中日新聞(9 月 27 日付、静岡県版) 

   東大・小池俊雄氏インタビュー「「水は循環」の

考え方で協議を」「湧水影響、不確実性高い」 

○ 中日新聞(10 月 1 日付朝刊、静岡県版) 

   岸本年郎氏インタビュー「枯水、種の絶滅避け

られず」と代替案も提案 

○ 中日新聞(10 月 5 日付朝刊、考えるリニア着

工) JR 工法「変えぬ」 流量「減らぬ」。根拠示さず

静岡県側、猛反発 

○ 静岡新聞(10 月 11 日付朝刊、トップ=流域首長

10 市町アンケート調査 「全首長、流出容認せず」 

○ 中日新聞(10 月 12 日付朝刊)  国交省、鉄道

局長と 3 者協議へ。見守る、から行司役へ。 
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編集長の目 放送大学 BS ＜現代の国際政治＞を視聴して 

       市民メディアを制するものは、権力を制する時代

● もはや国民は孤立しない時代に 

  今、放送大学の BS 放送「現代の国際政

治」(土曜日、講師=国際政治学者、高橋和夫)

が、大学講義とは思えないほど型破りなスタ

イルで、しかも洗練された内容にもなっていて

とても面白い。先日の第 4 回「メディアと指導

者たち」では、各国の政治指導者たちが、これ

までいかにさまざまなマスメディアを利用して

きたかを具体的に紹介していた。ナポレオン

などは絵画(自らの戴冠式)や建築(パリ中心

部の凱旋門)というマスメディアを通して権力

の正当性や偉大さを国民にメッセージしてい

る。第二次大戦中の占領されたフランスでも、

ソニーのポケッタブルラジオを通じて兵士たち

に直接結束と支持を呼びかけた。アメリカは

選挙にテレビメディアを初めて活用したことで

よく知られる。 

● リアルタイムの「フェイス・タイム」時代 

つい最近でも軍事クーデターのあったトルコ

では監禁状態のエルドワン大統領が手元の

iPhone「フェイス・タイム」(ビデオテレビ)機能を

使い、CNN トルコ放送から直接、全国民に支

持を訴え、クーデターを失敗させることに成功

している。国民はもはや孤立しない時代に入

ったことを象徴する出来事だろう。商業主義的

なマスメディア不信が進行する中、現代では、

市民メディアを制するものが権力を制する時

代となりつつある。 

講義はここで終わったのだが、大事なこと

は、市民メディアを制するものとは、市民自身

のことであり、孤立しない分、自ら責任ある判

断を迫られる難しい時代になったということを、

はっきりと認識することである。具体的に言え

ば、プロパガンダ(政治宣伝)、根も葉もないデ

ッチ上げの虚報、ウソやフェイク・ニュースに

市民自身がもっと敏感になることが求められ

る。この意味で市民は、あるいは市民メディア

は孤立してもいないし、弱者でもなくなりつつ

ある。このことは、これまでのように判断の責

任を他人や時の権力者・指導者のせいにでき

ない時代の到来ともいえるだろう。 

 ■□  ラグビーWC の臥薪嘗胆  □■ 

 余談だが、以上の放送大学の番組視聴の

ついでに、ラグビーWCを10試合以上も観戦し

た。お陰でルールが少しわかり、面白さも味わ

った。ラグビー発祥の地なのに 4 年前の自国

開催大会では、あらんことかよもやの予選リ

ーグ落ちしたイングランド。しかし、今回なぜ

圧倒的な強さで決勝まで勝ち残ったのか。

段々と理解できるようになった。 

 油断大敵のメンタルと臥薪嘗胆のメンタルと

の賜物なのだ。臥薪嘗胆とは中国古典に出て

くるが、＜がしんしょうたん＞と読み、雪辱を

晴らそうと苦心と苦労を日夜重ねること。日本

は、スキを突く「雑草魂」の悲壮なメンタルで予

選リーグを突破した。決勝トーナメントでは「涙

の達成感」のメンタルで南アフリカに完敗した。

ラグビーはメンタル。危うさもある市民メディア

の将来にとって、これは教訓的だ。 

 

        編集発行人  井上正男 

   浜松市中区佐鳴台 3 丁目 3 -408 

          053-489-9189   

     yhr01702@nifty.ne.jp 
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 喜多村 雄一 (電源開発(株)茅ヶ崎研究所) 

● 文明発祥の地、アナトリアの丘から 後編 

前号 10 月号に続いて、アナトリアの丘から

の報告、後編です。 

ネムルト山の頂上(写真)には、巨大墳墓が

あります。コンマゲネ王国の王アンティオコス

1世が紀元前62年に建てた、王自身の座像を

含む 8-9 m の巨大像(写真)が並んでいます。

19 世紀後半にオスマン帝国軍が偶然に発見

しました。直径 150m、高さ 50m の頂上部には、

王の座像のほか、2 羽の鷲、2 頭のライオン、

様々なギリシャやペルシャ神話の神々が並ん

でいます。 

神像の頭部は、落ちた像の足元に散在して

います。一部は鼻が損壊し、地震のために頭

部が転げ落ちたとする説と、イスラム教徒によ

る偶像破壊とする説があります。山頂部は小

石が積み上げられていて、この小石は像を作

った際に出た石材の破片の再利用ともいわれ

ています。小石の山のなかには、玄室も存在

するものの、崩落の危険性が非常に高く調査

ができないとのことです。 

マケドニア人とペルシャ人双方に起源を持

つこの王様は争いが嫌いで近隣諸国との外

交では、相手の国に対し、大変敬意を持った

平和的外交をおこなったといわれています。 

ネムルット周辺には、他にも、コンマゲネ王

国の王宮跡で、地下都市の遺跡のアルサメイ

ヤ、ミトリダテス王の母と姉のための墳墓のカ

ラクシュ、紀元 200 年頃のローマ時代に造ら

れた石造りのジュンデレ橋(写真)があります。

この橋の下にはユーフラテス川が流れていま

す。ローマの皇帝セプティミウス・セヴェルス

が妻と二人の息子に捧げて造ったそうです。

橋の両側に、本人、妻そして 2 人の息子を記

念して 4 本の石柱がありましたが、現在は 3

本しか残っていません。長男が次男に嫉妬し

て壊してしまったといわれています。 

ダムではないこれらの遺跡を見て回った体

験から思うのは、長寿命ダムのポイントのひと

つは、平和なのかも知れません。争いの中で

は、大きな構造物は格好の標的になってしま

いそうだからです。争いごとが少なければ、少

ないほどダムの恩恵は長く続くのです。 

   ネムルト山の頂上 

 

 コンマゲネ王国の王アンティオコス 

1 世が建てた巨大像 

 

ローマ時代に造られたジュンデレ橋 
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小紙デジタル化 2 年記念   都市近郊の小さな湖を舞台にした「ある愛の物語」 

連載小説  第 13 回      月刊さなるこ新聞デジタル 2019 年 11 月号  

   湖
う み

の星座           春夏秋冬    

                        

                   中沢 蒼  ( なかざわ あおい 、浜松市中区在住 )                            
                  

人は死ねばゴミになる。そう信じている緑川

真木子が一カ月前に 

「宇宙は歌いますか」 

とたずねた天文台の屋上から寒蝉総一郎と眺

めた小さな流星群の一瞬のきらめきを思い出

していた。それは一瞬きらめきはしたが、瞬く

間に沖合いに消えて行った。黒い沖合いの海

だけが残った。 

 「なんと清澄な－」 

 「いや、むしろ潔いというのかなあ」 

という総一郎のつぶやきが耳に残った。総一

郎はふと、 

 「人が死ねば、ニュースになる」 

といういつもの自虐的な言葉が口をついで出

てきた。新聞記者時代が長かった総一郎だけ

に、その思いには実感があった。 

 総一郎のニュース人生に自分とは異質な道

を歩んできた男の純情を感じてきたのだが、し

かし、真木子は知っていた。この老いという静

かな華やぎのあとに、ゴミとなる死が厳然たる

現実として横たわり、冷酷というべきか、刻々

と近づいてくることを。 

 そんな老いと死という行方も知らない舞台へ

の道行きの中でも、老いの華やぎとも言うべき

一瞬がある。天文台の屋上からみた潮騒はそ

う語りかけていた。 

 「好きにならずにいられない」 

それは華やぎを求める思いであり、ゴミにな

るという感情の裏返しなのだ。透き通るような

青いサファイアの星と、トパーズのような橙色

の星とが、それぞれがお互いの周りにダンス

でもするようにクルクル回っている白鳥座の美

しい二重星にもいつか死が訪れる。歌うのを

やめ、踊るのをやめ、老いが死に変わる。星

の世界にも、宇宙にも諸行無常はある。常な

るものはない。 

しかし、その前に、一瞬ではあるが、老いの

華やぎもある。真木子はそんな気持ちにくり返

し戻る。 

そんな日々を自宅からみえる砂鳴湖を眺め

ながら夏の近づく平穏な暮らしを続けていた。

あのときの総一郎は今、どうしているのか。 

 

 真木子との出会い、それも 

 「アルビレオの出会い」 

がきっかけで、寒蝉総一郎は記者時代に知り

合った並木明夫と連絡を取り始めていた。ギ

ター設計者として、並木は定年真近い最後の

製品開発にのめりこんでいたのだが、趣味は

ギター演奏と、ヒマな日曜日に小説を書くこと

らしいことを総一郎は知っていた。 

「ギターは５本指で奏でる小説だ、いや、10 本

指か、とにかく悪女の人生を奏でる小説を書

きたい。小説はギターだ、悪女ギターを開発し

たい」 

いつもそんな夢みたいなこと、というより破滅

的な夢想を飲み屋で語る。しかし明るい。飄々

とした並木が総一郎は好きだった。並木のつ

とめている楽器産業の盛んな都市近郊に砂

鳴湖があったことも、湖近郊に移住した理由

の一つだった。 

「人生最後、なんとしても ＜Ｓ－ギター＞をプ



ロデュースしたい。世界に売り出したい。この

ままたらいまわしのサラリーマン人生で終わり

たくない」 

「といっても、アイデアがあるの？」 

総一郎は華やかではあるが、激烈な生き残り

のかかる楽器産業のことはもちろん知らない。

何しろ楽譜すら読めない。そんな総一郎をあ

われむように 

「ある。あるに決まっているじゃないか。Ｓ－バ

イオリン、Ｓ－チェロを手がけてきたんだ。でき

る。ある。実現できるアイデアがある」 

「ところで、Ｓ－ギターというのは、どういう？」 

「ｓｉｎｇ ｓｉｎｇ ｓｉｎｇ だよ。要するに考える、ｔｈ

ｉｎｋｉｎｇ ギター、あ、スペルが違う」 

「ハア？ 考えるギター」 

「そう、考えるギター」 

「人工知能のＡＩギター？」 

「違う、違う、静かに爪弾くギター。今のギター

はもう古いよ」 

ここで、総一郎は黙った。いくら飲み屋での話

とはいえ、ついていけない。 

 並木のつとめる世界的な楽器メーカーでは

今、全社挙げて社内向けの新製品開発プロ

デューサーを公募している。公募に採用され

れば社長室直轄で開発を任され、会社から全

面バックアップを受けられる。同時に世界販売

を展開してくれる。 

「もちろん、開発者自身も販売戦線の先頭に

立つ」 

興奮気味にアイデアはあるという並木は 

「自分としては、もっともやりたかった開発の仕

事。なにしろ－」 

 Ｓ－ギターについてはこの全社公募前に想

定価格、機能、仕様が並木の頭に出来上がっ

ていた。 

「後はだ、Ｓ－バイオリンの基本機能にＥＱが

あれば、ほぼＯＫ」 

「ＥＱって－」 

と総一郎は言いかけたが、 

「まあ、いいから。Ｓ－バイオリンを設計してい

るときから、この基本機能はバイオリンよりも

ギターに向いていると思っていた。僕もギター

を弾くからね、わかるんだ」 

 「――――」 

「もちろん、リバーブは必須。わかっている」 

彼によると、並木自身でもエレアコでリバーブ

をかけて弾くと 

「これが、気持ちよかった経験がある」 

総一郎のほうに目をやり、「わかるかな、この

感じ」という態度で 

「響くところで弾くと、これがまた気持ちいい」 

「――――」 

「ＡＵＸはエレキ系の人がＣＤにあわせて弾い

てアドリブしたり、クラシック系の人がバンドで

も弾けるよう練習できるようにしたりと考えた」 

並木の飄々とした振る舞いは消えていた。 

「なるほど、相互乗り入れか。売るには大事」 

と総一郎が話を止めに入った。 

「ポイントは音とデザイン。それに－エレアコは

市場にたくさんあるから、どうやってその中で

優位性を持たせるか」 

さすがに、並木もしゃべりすぎたと思ったのか、

またちょっと気が引けたのか、並木は 

「ところで、総さん、さっきの話ってなに？ 悪

女の話って、アレ？」 

「その悪女なんだけれど、プロのピアニストな

んだ。クラシック系ではないようなんだけれど」 

「で？」 

並木は先を急がせた。 

「今の並ちゃんの話、プロに聞いてもらって正

直な意見、聞いたらどう？」 

「ギターは各社競合も激しく、ヒットさせること

は。まあ、至難だろう。楽譜は読めなくても記

者として社会は読めるから。それはわかる」 

「なるほど」 

「しかも、音楽現場の音楽家の感性を聞いて

おくのも必要だよ」 

「なるほど」 

「Ｓ－ギターには胴がない。響きがない、その

ハンディを聞くと、いいヒントが得られる」 

総一郎は押し込むようにいうと、並木は悪女

ピアニストに会うことに決めた。 

                  （つづく） 


