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連載  ④  森林と農業  広がり始めたアグロフォレストリー     5 面 

オンライン シンポ   これでいいのか 大深度〝地下鉄〟新幹線  11 面 
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長良川下流域環境観察会 (5/21)  よみがえれ長良川実行委員会  

参加報告    戸田三津夫 (静岡大)      

5 月 21 日に、よみがえれ長良川実行委員

会主催の「長良川下流域環境観察会」に参加

してきました。 

 

観察会の行程地図 

 

【河口堰下流の底質調査】  

桑名城跡近くの、東海道七里の渡し公園①

が出発地。そこから漁船クラスの観光船に分

乗して、まず揖斐川②へ。河口堰ラインより

2km 下流の流心でエクマンバージ採泥器にて

底質を採取。1 回の採取で複数のヤマトシジミ

稚貝を確認しました（写真 1）。河口堰ラインよ

り 2km 下流の長良川流心③に移り、そこでも

底質を採取しましたが底質は泥がち（写真 2）

で、それでもこの日はほんの少しのヤマトシジ

ミ稚貝が確認できました。 

   

写真 1 ヤマトシジミを確認  揖斐川②で 

 

しかし、長良川と揖斐川では底質間隙の水

質に大きな差がありました。いずれも塩味を

感じる汽水域ですが、底質間隙水の酸化還元

電位（ORP）は+115mV（揖斐川：酸化的）と

-211 mV（長良川：還元的）でした。 



    

写真 2 長良川流心③の低質は泥がち 

これは、揖斐川の砂の間には十分な酸素

があり、長良川の泥の多い底質の中は貧酸

素であることを意味しています。 

 

【長良川河口堰通過】  

下流から船で河口堰に接近し（写真 3）、河

口堰西端に設けられている閘門（こうもん：写

真 4）④を通り、河口堰上流へ。侵入航路に合

図用の引縄があり操作室とインターホンで会

話するようになっています。 

   

写真 3 下流から河口堰に接近 

   

写真 4 河口堰西端の閘門    ④地点で 

構造はパナマ運河のミニ版といったところで

す。水位調整区画に入った後にゲートが閉ま

り、水位が調整され、上流ゲートが開かれ閘

門を通過します。閘門には 3 箇所にゲートが

あり、船の長さや喫水により操作を変えて運

用していました。私たちの船は小型で喫水も

70 センチでしたが、それでも通過に 20 分近く

かかりました（写真 5）。 

 

写真 5 閘門の通過に 20 分      地点④で 

 

【長良川河口堰上流】  

閘門を通過すると水は塩味を全く感じない

淡水域。上流域にいるのは水上スキーの船と、

バスボートのみで、まるで琵琶湖。かつて広

がっていたヨシ原は河口堰ができてどんどん

失われたそうです。前は刻々水位が変化して

いたものが、堰により水位が保たれるようにな

って、波の当たる高さが一定になりそこからヨ

シが削られていくとのことです。写真は河口堰

上流 1km 付近⑤のヨシの様子（写真 6）。一面

ヨシだったものが、根元が洗われて波平さん

の髪のように風前の灯火。上流域を観察した

後、再び閘門を通って桑名の港に戻りました。 

 

写真 6 河口堰上流⑤でのヨシの様子 

【干潟観察 1】  

下船して今度は陸路で干潟観察です。河口



堰から上流 4km 地点⑥の揖斐川と長良川の

背割堤。その長良川側と揖斐川側で干潟のカ

ニとりをしました。5 分の採集で長良川では 1

匹のカニも見ず成果は 0 匹、揖斐川では同じ

人数と時間でこの数です（写真 7）。種は、赤

いのがベンケイガニ、黒がクロベンケイガニ。 

   

写真 7 ベンケイガニとクロベンケイガニ(揖斐川) 

 

長良川側ではカニが見られない代わりにヒ

メタニシとカワニナがびっしりでした（写真 8）。

完全に淡水で、こうなると海からカニが来ない

ことがわかりました。佐鳴湖のまわりにもクロ

ベンケイガニとベンケイガニがたくさんいます

が、喜ばないといけないのでしょうね。 

写真 8 ヒメタニシとカワニナがびっしり (長良川) 

 

【干潟観察 2】  

さらに河口堰から上流 9km 地点の木曽三

川公園⑦に向かい、木曽川側の干潟を観察。

泥の上にあるおびただしい数のイトメの生息

穴（写真 9）とイトメ（写真 10）、ヨシ原と干潟

（写真 11）、カニや魚を観察し、貴重植物タコノ

アシ（写真 12）も見ることができました。 

     観察会に参加して 

木曽三川河口域の状況は聞いていたもの

の、現地で実際に見てみると河口堰の影響の

大きさを体感し驚きました。一級河川の河口

干潟環境が、揖斐川と木曽川ではなんとか残

っていますが、長良川では河口堰の影響で塩

分濃度のグラデーションが失われて、汽水生

態系が崩壊しています。まるで海岸から淡水

が滝のように海に降り注いで急激に混合して

いるかのような様相です。しかし河口堰直下

は、木曽川と揖斐川に挟まれて両河川の汽水

域の影響を受けているので、そこには集中し

てシルトと有機物がたまり貧酸素化していまし

た。人に例えるなら、まるで重傷者（長良川）

を左右から二人（木曽川と揖斐川）が抱えて

命を繋いでいるような状況だと感じました。  

今回の観察会を開催して貴重な体験の機会

を与えてくださった長良川実行委員会の方々

に、あらためて感謝申し上げます。 

 

写真 9 イトメの生息穴がびっしり  上流⑦で 

 

 

写真 10 イトメ    木曽三川公園⑦で 



 

写真 11 ヨシ原と干潟の様子  上流⑦で 

 

 
写真 12 貴重植物 タコノアシ 上流⑦で 

 

    新刊案内      

 浜松の淡水魚観察図鑑 

浜松水辺を愛する会  

「浜松水辺を愛する会」（会長中村芳正

氏）が 30 年の歴史に幕を下ろした。魚と魚取

りがめっぽう好きな大人たちの団体。浜松の

希少淡水魚の保護、

小学校授業での魚

取り指導と環境学習

への協力、佐鳴湖で

のミニ水族館、佐鳴

湖はじめ各水域の

魚類調査などの活

動を続けてきた。夏

休みの浜松市動物

園恒例イベント「ミニ

水族館」が記憶に残っている方もあるのでは

ないか。精力的に活動をしてきたが、会員の

高齢化と常時行動できる会員の減少により、

これまで通りの活動が困難になった。 

節目もあって、会ではこの度、会員の小杉

正則氏が中心となり「浜松の淡水魚 観察図

鑑」を編集、自費出版した。A5 版オールカラー

128 ページの本格的な内容。板井隆彦氏（静

岡淡水魚研究会会長）監修。浜松で見られる

主な淡水魚が多くの生態写真により紹介され

ている。特に、開発により様変わりした佐鳴湖

西岸谷戸の根川の様子が貴重な昔の写真に

より示されている。 

会では、本書を市内の各図書館、学校、協

働センター、関係団体や施設、関連の行政各

課、報道機関などに無償配布する。 

本書は書店流通していない。入手ご希望の

方は私：toda.mitsuo@shizuoka.ac.jp まで連絡

を。カンパ 2000 円に対する返礼品として、スマ

ートレターで発送可能 180 円。         

              

編集後記     

宝暦治水 - 油島 木曽三川分流への道 

 今回、戸田さんが参加した長良川環境観察会の

開催地は、18 世紀半ばから始まった江戸幕府の

「宝暦治水」の現場でもある。老生は宝暦治水研

究で知られる岐阜聖徳学園大の秋山晶則さんの

講演を聴いたことがある。国営木曽三川公園⑦あ

たりは当時、油島と呼ばれ、治水工事で洗堰がつ

くられたという。しかし、この三川分流は地域ごと

の利害もあり江戸時代には完成せず、オランダ人

技術者デ・レーケ指導の下完工したのは明治 44

年。戸田さんの報告を読み、長年にわたる先人た

ちの苦闘とともに、あらためて堰への思いを深め

た。詳しくは名古屋市博物館 2019 年特別展「治

水・震災・伊勢湾台風」図録を参照。 
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連載   オーガニックの種をまく  ― 持続可能な農と食 ― 

NPO 法人しずおかオーガニックウェブ (SOW) 代表 吉田茂 (写真下) 

第 4 回  森林と農業 広がり始めたアグロフォレストリー 

農地造成と森林破壊 

森林と農業の関わりというと何を思い浮か

べるだろうか？ 

現在、世界で問題になっているのは大規模

な農地造成のための森林破壊である。 

連載の第1回で、年々増加する大気中の温

室 効 果 ガ ス の

内、農林業に関

わるものが全体

の 4 分の１を占

めると書いたが、

そのうちの約半

分 は 農 地 造 成

のための森林破壊による二酸化炭素の吸収

源の喪失など、農業に関連したこのような土

地利用の変化が原因とされる。 

日本国内では「大規模な農地造成のため

の森林破壊」は想像しにくいが、世界では大

豆の栽培によるブラジル・アマゾン流域の開

発、パーム油生産のための東南アジアの森

林開発など、生物多様性の高い豊かな熱帯

雨林の大規模な開発が問題になっている。 

ブラジルの大豆生産は 1970 年代終わりに

日本の技術・資金面の協力により始まったと

されるが、今やブラジルは世界一の大豆の生

産・輸出国となっている。一方、パーム油はア

ブラヤシの実から取れる植物油脂で、チョコレ

ート、アイスクリームなどの食品、業務用の揚

げ油、シャンプーなど広く世界中で使われ、ま

たバイオ燃料としても有望視されているので、

熱帯の国々で栽培が急激に広がっている。国

別にはインドネシアと隣国マレーシアの生産

量が突出しており、両国で世界全体の生産量

の８５％を占めるそうだ。栽培が広がっている

理由の一つがその生産性の高さにある。同じ

面積から生産される植物油の量は、アブラヤ

シは大豆の約８倍、なたねの約５倍になるそう

だ。 

世界の植物油の生産量はこの 20 年ほどで

倍増しており、残念なことに、その中でも熱帯

雨林の消失につながるパーム油、大豆油の

伸びが大きい。 

焼畑農業 

農地造成のための森林破壊が問題とする

と、伝統的な焼畑農業は問題ないのだろうか。

焼畑農業は小規模な範囲で森林を伐採し、木

材を搬出後、下草を焼き払って数年間種類を

変えて作物を作り、その後 20 年とか 30 年とい

った休耕期間をおいて森林が再生するのを待

って再度焼畑を行う。日本では世界農業遺産

に認定されている宮崎県椎葉村の他、極々一

部の限られた山間地域に残っているだけだが、

日本以外でも、アジア、アフリカなど世界各地

で行われており、世界で約 3 億 ha、世界の農

地面積（牧草地を含む）の 5％で実践されてい

るという推計がある。 

小規模な範囲の焼畑を数十年の休耕期間

を挟んでローテーションしていく伝統的な焼畑

農業は、森林が更新・再生される過程で生物

多様性が増し、再び二酸化炭素の吸収源とし

て機能を果たすようになる。アマゾン流域や東

南アジアの熱帯雨林で行われている大規模

な農地開発のための森林破壊とは本質的に

違い、生物多様性維持の面からも、また温室

効果ガス排出抑制の面からも環境への負荷

が少ない農法とされている。 

森と共生する農業  

― アグロフォレストリー  ― 

インドネシアの森林は、先にあげたアブラヤ

シの他、パルプ原料となるアカシアやユーカリ

のプランテーション造成のために開発され、減

少し続けている。インドネシアではコーヒーの



生産も盛んで、ブラジル、ベトナム、コロンビア

に次いで世界第４位の生産国となっている。

60 年代から盛んになったコーヒー栽培は、現

在も少しずつ栽培面積を伸ばしているものの、

大規模なコーヒー農園はアブラヤシなどの栽

培に転換し、コーヒー農園の 90％以上は 1、2

ヘクタール規模の小規模農家がアグロフォレ

ストリーという農法で生産しているそうだ。アグ

ロフォレストリーは樹木（森）と作物や畜産など

の農業生産を組み合わせる方法で、例えばコ

ーヒー栽培で言えば、強い日光を遮るためドリ

アンやアボガドなどの果樹や材が取れる他の

樹木などとともにコーヒーの苗を植え付ける。

このため樹木の落ち葉や家畜の糞尿や堆肥

により土壌が豊かになり、また、下草を含め多

種の植物が育つことで、生物多様性の高い生

態系が出来上がる。コーヒー豆の面積あたり

収量は森を切り開いてコーヒーだけを単一栽

培した方が多いし、収穫や栽培管理の面から

生産効率が高いのだが、アグロフォレストリー

では果実や家畜、何年かに一度取れる木材

がコーヒー豆の収入を補い、農家に少なから

ぬ現金収入をもたらしてくれるとともに、豊か

な土壌と高い生物多様性が極端な気象災害

や病害虫などの危機に対するレジリエンス(回

復力)を高めてくれる。 

このように地下部から高層空間まで、様々

な植物の種類を組み合わせて空間を立体的

に使って食べ物を生産するアグロフォレストリ

ーの場は時にフードフォレストとも呼ばれ、単

一作物の農地に比べて面積当たりの食料の

生産量が多いだけでなく、生物多様性、温暖

化ガスの排出、炭素の土壌貯留、気候変動に

対する耐性などの面で、単一樹種による人工

林と比べても優れているとされ、持続可能な

食料増産の手法として注目されている。 

アグロフォレストリーは、ヨーロッパの農業

生産にも導入され始めている。小麦やトウモ

ロコシ、ジャガイモなど広い面積で単一の作

物を生産する農地にクルミやヘーゼルナッツ

などナッツ類や木材を取るための樹木を列状

に植え、複数の収穫物を得ようとするものだ

（写真）。実際イギリスでは気候変動の緩和や

生物多様性の回復を理由に農家の間でアグ

ロフォレストリーに対する関心が高まっており、

農地として最も生産性の高い東部・南東部の

調査で、60％を超える農家がこのようなアグロ

フォレストリーの導入を検討しているという。イ

ギリスの気候変動委員会によればこのような

アグロフォレストリーの導入により 2050 年まで

に大気中から 600 万トンの二酸化炭素を削減

することが可能で、これはイギリス全体で植林

により期待される二酸化炭素の削減量 1400

万トンの中で最も大きな部分を占めるという。 

日本でもこのようなアグロフォレストリーの

動きが広まらないか、広まるにはどのような作

物や樹種の組み合わせが良いのか、検討が

始まることを期待したい。 

 

  
写真 アグロフォレストリーの例 

E U R A F（ヨーロッパアグロフォレストリー連盟）

HP より 

https://euraf.isa.utl.pt/about/agroforestry-europe 

           ◇ 

プロフィール 吉田茂 （よしだ しげる） 

1958 年静岡県生まれ。静岡県庁で農業職

員として普及指導、研究、政策立案推進の業

務に従事、農林業局長、農林水産戦略監など

を 務 め た 。 2018 年 定 年 退 職 後 オ ラ ン ダ

Wageningen 大学で有機農業修士課程入学、

2020 年同課程修了。2021 年、NPO 法人しず

おかオーガニックウェブ(SOW)を設立し、オー

ガニックの輪を広げる活動をしている。 
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福島トリチウム、これでいいのか 

「処理水の海洋放出」のスルー  

この原稿を書いている 7 月上旬、参院選の

応援演説をしていた安倍元首相が銃撃され死

亡した。どのメディアも民主主義の根幹に大き

な衝撃をあたえたと論評する。しかし、根幹で

あるはずの選挙がほんとうに機能しているの

か。過酷事故を起こした東京電力福島第一原

発のおひざもと、福島選挙区の地元メディア

の報道を追ってみた。注目したのは、来春に

せまる放射性物質トリチウムをふくんだ処理

水の海洋放出問題。各候補は新たなリスクに

対してどんな主張をしているのだろうか。 

地元メディアのいらだち  ■ 

福島第一原発の敷地では山側から海に向

かって大量の地下水がながれている。原子炉

建屋のまわりは地下凍土壁でかこまれている

のに、溶けおちた核燃料に地下水がふれ、毎

日 130 トンもの放射能汚染水が発生する。汚

染水は多核種除去設備（ＡＬＰＳ）で放射性物

質をこしとり、ＡＬＰＳ処理水（処理途上水をふ

くむ）として約 1000 基のタンクに保管されてい

る。 

タンクはふえつづけており、用地不足になる

まえの来春から海洋放出をはじめる計画だ。

ただ、ＡＬＰＳのフィルターをくぐりぬけてしまう

トリチウムの濃度が高く、そのまま放出できな

い。原子炉等規制法にもとづく告示濃度限度

は１リットルあたり 6 万ベクレル。それを海水で

うすめて 1500 ベクレル未満にしてから、海底ト

ンネルを通じ沖合１キロに放出することになっ

た。 

健康への悪影響はないとされる値よりはる

かに低い濃度だが、被曝に対する一般人のリ

スク感にはばらつきがある。福島県周辺の海

域で操業する漁業者らは風評被害をおそれる。

6 月下旬、全国漁業協同組合連合会の会長

が経済産業省をおとずれ、処理水の海洋放

出について「断固反対はいささかも変わらな

い」と政府の対応をつよく批判した。 

 福島選挙区の候補者たちは漁民の怒りをう

けとめ、トリチウム問題を街頭演説と公約の

主要項目にしているとおもっていた。ところが、

地元紙の社説や特集をよんで、一瞬フェイク

ニュースではないのかとおどろいた。候補者も

住民もスルーしているようなのだ。 

河北新報は社説でこう書く。〈漁業者の懸念

をよそに、参院選では処理水処分への有権者

の関心が高いようには見えない。福島選挙区

（改選数１）の候補者の陣営からは「主要な争

点にはならないだろう」という声も聞こえる。〉 

福島民報は候補者をふりむかせようと、住

民の声をとりあげる。〈（コメ農家の男性は）ト

リチウムを除去できる技術開発の加速など、

放出前に政府としてやるべきことがあると感じ

ている。「放出の影響は大きい。不安を感じて

いる県民の思いをくみ取り、国や東電に強く働

きかけてほしい」と候補者に求めた。〉  

地元メディアは処理水問題を頻繁にとりあ

げてきた。にもかかわらず無風状態。記事の

行間には記者のいらだちが感じられる。 

 処理水の安全性については、政府の処理水

に関する小委員会にくわわっている専門家が

公聴会などで説明してきた。委員長だった山

本一良氏は原子力専門誌のインタビューで、

予備知識のない住民に理解してもらうことの

むずかしさを吐露した。 

「（告示濃度限度は）うまれてから 70 歳にな

るまで毎日飲みつづけたとき、平均線量率が

法令にもとづく実効線量限度である年１ミリシ

ーベルトに達する、として計算して導出されま

した」「相当に安全係数をみて設計している規

制値の意味をわかっていただけないかぎり話



は通じません。ここがきわめて大事なところで

すが、なかなか説明しきれません」 

放射能の危険性につきまとう難解さが、争

点化しにくい一因かもしれない。 

トリチウム除去技術を公募  ■   

東電は 1 年前、トリチウム除去技術の公募

にふみきった。「風評被害を抑制する将来技

術の継続的な追求」という政府の行動計画を

うけたものだ。初回の応募件数は 65 件。応募

者の提案文書やヒヤリングをもとに委託先の

技術コンサルティング会社が１次審査、東電

が 2 次審査をし、11 件が通過した。必須条件

として、処理水のトリチウム濃度（１リットルあ

たり平均 62 万ベクレル）を 1000 分の１以下に

できる▽１日 50～500 トンの処理が可能な技

術的見通しがある、推奨要件として、分離の

原理が学会などで広く認められている――な

どをあげた。 

東電の公募担当者に実用化の可能性につ

いてたずねた。「まだ判断できる段階ではない。

実用になったとしても、どの提案もトリチウム

濃度の高い水と低い水に分離するしくみで、

完全除去を目標にしているわけではない」とい

う。コメ農家の男性はおそらく処理水から完全

にトリチウムをとりのぞく技術の開発をおもい

描いていたのではないだろうか。私も完全除

去の革新的提案があるのではないかと期待し

ていたが、現実はあまくなかった。 

希薄なトリチウム水と濃厚なトリチウム水が

できる分離技術が実用化されたとして、どんな

利点があるだろうか。分離装置をとおせば、海

水で希釈しなくても海洋放出できる。高濃度ト

リチウム水だけをタンク保管すれば、海洋放

出の総量がへる。高濃度分はいずれ処分しな

くてはならないが、公募ではその手順までもと

めていない。 

東電は公募に応じた企業名をあかしていな

い。ただし、応募者がみずから公表することを

禁じてはいない。2 次審査を通過したイメージ

ワン、創イノベーション、慶応大学の共同研究

グループは提案技術をインターネットなどで紹

介している。シャーベット状結晶であるガスハ

イドレートを処理水に接触させてトリチウムを

分離する技術を提案した。 

創イノベーションは海水淡水化など環境技

術研究でハイドレート活用法に精通していた。

一般的な環境技術とちがい、原発事故にかか

わる特殊技術は需要開拓がむずかしい。神

保安広社長は「ビジネスとは切りはなし、被災

地によりそった技術提供を第一にかんがえて

いる」と話す。 

イメージワンは福島の除染作業で生じる除

去土壌から放射性物質をとりのぞく研究に力

をいれてきた。福島の縁で創イノベーションと

手をむすんだ。慶応大の大村亮教授は学生

であった 1990 年代中ごろ、温暖化対策として

二酸化炭素を海洋に隔離する技術開発のた

めのハイドレート研究にとりくんだ。それが足

がかりとなり、この分野の権威となった。 

 

福島第一原発処理水の:測定用タンク (東電提供) 

 

何が真実か、無関心の空気を吹き飛ばせ 

それぞれの領域で革新技術にいどんできた

3 者の歩みが、原発事故によって交差した。環

境技術の研究者らの熱意にふれると、トリチ

ウム問題にむきあわない選挙戦がむなしくお

もえる。風評はフェイクにまどわされて世間に

ひろまる。政治家をめざすなら、なにが真実か

を知らしめ、無関心というよどんだ空気をふき

とばすのが使命ではないか。 
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□■   ホモ・モビリタス編集長との対話 

連載 ちょっと一息  番 外 編  乗り物をアートする 

オートモビル・アート連盟AAF 第9回作品展 (東京で 7/21 日から) 

連載担当のカーデザイナー、河岡徳彦さんも出品 

                              関連記事 コラム「クルマの未来予想」  10 頁 

 

 

 

 いずれも河岡さんの連載関連出品作の一例 

 

     

 

河岡徳彦 (かわおか のりひこ) 

「か」デザイン主宰 浜松都市環境フォーラム。 

多摩美術大卒業後、東洋工業社

(現マツダ)入社。アダムオペル

AG、GM デトロイト、マツダ、スズ

キと現場畑から、2004 年、静岡

文化芸術大(教授)。著書に『クル

マの時代とかたち』(1994)、新著『SOARS HIGHT 

福長天竜号・時代の記憶』。 
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トランプさんにならないための 連載コラム 

  

コロナ後の「科学技術と社会」 

戸田三津夫 ( 静岡大学工学部 ) 

大競争時代のクルマの未来とは 

10年もすると内燃機関の新車が発売されな

くなりそうです。自動車メーカー各社は無理の

ない転換計画を思い描いて

いたようですが、国は外圧を

受けてそれに拍車をかけて

いるようです。外圧にめっぽ

う弱いいつものパターンです。 

自動車の内燃機関離脱の国際的な動きに

は、EV を一大産業に育てたい中国、テスラの

威を借りたいアメリカ、伝統の自動車産業を

SDGs 的に存続させたい EU 各国などの思惑

が交錯しています。ウクライナ危機で大混乱と

なった状況を見て分かる通り、EU も原子力依

存度 80%のフランスをのぞき、ロシアからの化

石燃料が止まるだけで青色吐息です。 

再生可能エネルギーの比率が高いと見ら

れていたにもかかわらず、実態はもろく、カー

ボンニュートラルには程遠い状況です。したが

って、内燃機関離脱は、環境のためよりもそ

れをダシにした国際駆引とみた方が良さそう

です。 

   「CASE」の造語が指し示す未来 

では自動車の未来はどうなるのでしょうか。

CASE という造語が方向を示しています。これ

は、コネクテッド化（C）、自動化（A）、シェアリ

ング化（S）、電動化（E）の頭文字からきていま

す。自動車がスマホのようにネットに繋がるの

が C、運転や管理の自動化が A、車を個人所

有ではなく社会資本としてシェアする S、動力

がモーター（電動）になる E。これで世界はどう

変わるでしょう。 

自動車メーカーはエンジンを作らなくなりま

す。これまでエンジンの固有技術により守られ

てきた自動車メーカーは、かつて液晶テレビ

の登場で家電メーカーが衰退したように、坐し

ていては消える運命です。個人所有物だった

自動車がまるでエスカレータのような社会資

本となり、製造台数は激減するでしょう。そう

なれば新たなビジネスモデルを展開していく

GAFA のような戦略が必要です。 

身の回りで起こる劇的な変化は、ガソリン

スタンドの消滅でしょう。ハイブリッド車の普及

でガソリンスタンドは半減しました。販売量が

激減したので当然です。今後、EV 化が進んで

いけばさらにガソリンスタンドが減ります。EV

化の波は都会からか、田舎からか読みづらい

ところですが、ガソリンが入手困難になること

は確実でしょう。その影響で、農機具、刈り払

い機、漁船、発電機なども根本から変化する

でしょう。 

路上の様相も変わります。違反運転や無理

な追越、あおり運転など非常に困難になるで

しょう。運転しているのが人間ではなく AI（コン

ピュータ）となり、ネットに繋がっているので、

違反車があればその情報はすぐに通報され

ます。また、道路上が自動運転車だらけにな

ると、事故の責任の大部分をメーカーや管理

会社が負うことになるでしょうか

ら、ルールを守るようになります。

これまでは運転者責任でグレー

な運転をしてきたのが、一掃され

るでしょう。結果として、運転が全く楽しくない

ものとなる可能性もあります。 

エキサイティングな運転は公道以外のコー

スで、となるでしょう。ガソリン車もクラシックカ

ー専用コースで 1 リットル千円のガソリンを買

って、という時代が来るかもしれません。ただ、

熱機関と手動運転は今後も半世紀程度はなく

ならないでしょう。最後まで残るのは軍事分野

でしょう。戦闘機の EV 化は困難ですし、多くの

軍備では熱機関に大きな戦術的メリットがあ

るからです。 
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オンライン シンポ   これでいいのか 大深度〝地下鉄〟新幹線 

現在、政府や地方自治体が建設を進めて

いる未来の交通インフラの、主に環境面から

見た問題点を具体的に探り、それに恩恵や悪

影響を受ける市民はどう対応していくのか。そ

こから未来に求める「移動」の在り方を探る

「オンラインシンポジウム：未来の交通インフラ

が環境破壊！？～リニア・北海道新幹線・北

陸新幹線の現場から～」が先月 6 月 27 日、開

かれた(主催は、国際環境 NGO FoE Japan。

Zoom システムを活用したリモート会合)。小紙

編集長や戸田三津夫氏 (静岡大学)も参加し

た。以下、その一端についてまとめ、そのポイ

ントを報告する。 

                   ( 編集部 ) 

 

講演タイトルと登壇者は、 

（1）「リニア中央新幹線計画」は「未来の交

通インフラ」と成りえるのか？  建部 由美子 

氏（リニア新幹線を考える相模原連絡会）、 

（2）北海道新幹線延伸の問題（仮）  稗田 

一俊 氏 (フリーカメラマン／流域の自然を考

えるネットワーク)、 

（3）恐ろしく杜撰な北陸新幹線延伸計画   

長野 宇規 氏（田歌区北陸新幹線問題対策

委員長、神戸大学農学研究科准教授）。 

話題に上がったのは表題の三つの新幹線

のうち、リニア中央（品川〜名古屋）、北海道

（函館北斗〜札幌）、北陸（敦賀〜京都〜新大

阪）の区間。 

まず提起された問題の概要を挙げる。 

       リニア新幹線の場合 

三線とも区間のほとんどが地下線。山岳部

は通常のトンネルだが、都市部も地下 40m よ

り深い区間は「大深度地下使用法（正式名：

「大深度地下の公共的使用に関する特別措

置法」を適用して施工。最近多用されている、

公共目的での地下 40m 以深の利用では用地

買収の必要がないという新ルールである。 

しかし、東京都調布市の住宅街で、東京外

郭環状道路（外環道）のトンネル工事現場で

陥没事故が起きたように、地盤によっては大

深度であっても安心できないことがわかってき

た。建部氏は、神奈川県内での工事について、

その点を指摘するとともに、車両基地、橋本

駅周辺の工事などについての問題を指摘し

た。 

リニア中央新幹線山梨実験線では実際に

水枯れが起き、また、同様のことが南アルプ

ス区間で大規模に起きるのではないかという

心配から静岡県工区では現在でも同意が得

られず未着工となっている。 

さらに、リニア中央新幹線では岐阜県内で

ウラン鉱床が、北海道新幹線でも火山地帯と

いう事情から地中に含まれる鉛、カドミウム、

ヒ素などが危険な掘削残土として大量に発生

し、その安全な処分が担保されるのかが問題

になっていると稗田氏は指摘した。 

 

中部・近畿地方の JR 各社ごとの新幹線路線図 

      北陸新幹線延伸の場合 

北陸新幹線では、ルート選定過程が最大の

問題点として指摘された。決定前の候補ルー

トは三つ、敦賀から北陸本線沿いに米原まで

の米原ルート、敦賀から小浜、京都北部、京

都、新大阪の小浜・京都ルート、敦賀から小

浜、舞鶴、京都、新大阪の舞鶴ルート。事業

費（対費用効果）はそれぞれ、約 5900 億円

（2.2）、約 2 兆 700 億円（1.1）、約 2 兆 5000 億

円（0.7）であったにも関わらず、対費用効果が

ぎりぎり 1 を超える小浜・京都ルートが採用と

なった。東海道新幹線に接続すれば最も対費



用効果が高く、事業費も安いにも関わらず、

小浜・京都ルートが選ばれた経緯が全く明ら

かにされていないことが問題であると長野氏

は強調した。 

また、京都北部を通ると、ヒ素を含む残土

が発生する可能性も指摘された。さらに、京都

盆地は地下水位が高く、古くから住民は豊富

な井戸水を利用してきた。最近は地下鉄や民

鉄の地下化の影響で昔のままとは言えない

が、ここに地下大深度に新幹線が通るとなる

と、その影響は想定外のものになるかもしれ

ない。講演によると、標高 30m 未満の京都で

地下 40m となると海面以下である。大阪に津

波が押し寄せると、新大阪から京都北部まで

北陸新幹線が海水に水没して、京都盆地で潮

が吹くかもしれない。 

私は本紙および姉妹紙の月刊さなるこ新聞

デジタルにて、リニア中央新幹線についての

問題指摘を何度かしてきたが、今回のシンポ

ジウムに参加して、北海道、北陸の両新幹線

にも大きな問題があることを改めて認識した。

特に、北陸新幹線敦賀以西ルートの現計画

については、交通インフラの整備を通じて、国

民の最大幸福を実現したいという姿勢を感じ

ることができなかった。どういうことか、以下に

具体的に指摘してみたい。 

小浜や京都、松井山手（現在の構想では、

学研都市線の本駅にも接続予定）に北陸新幹

線が停車することが必要だろうか。大阪から

福井・金沢・富山へ、一方名古屋から北陸各

県に行く場合は実際どうなるのだろうか。現在

大阪からは、特急サンダーバードで福井・金

沢へ、富山へは金沢で新幹線に乗り換えるか、

北陸線が分断第三セクター化された「IR いし

かわ鉄道線」と「あいの風とやま鉄道線」で。

あるいは、米原まで東海道新幹線、特急しら

さぎに乗り換え金沢へ、あとは同様。 

北緯新幹線開業後はどうなるか。並行在来

線の第三セクター化と特急廃止が予想される。

大阪からは北陸新幹線で北陸へ直通。しかし、

名古屋からは米原から北陸線で敦賀に出て、

北陸新幹線に乗り換え。この状況から、JR 西

日本と JR 東海の対立の構図が見える。北陸

新幹線の整備で、関西からの北陸アクセスは

改善するが、名古屋からのアクセスは考慮さ

れていない。したがって、北陸新幹線は JR 西

日本の意向を強く反映して作られる印象が強

い。すでにリニアの論考で書いたとおり、リニ

ア中央新幹線が奈良を通ることは、いわば JR

東海が JR 西日本の領地に殴り込みをかける

状態。北陸新幹線がその事態を挽回するため

に利用されているとすれば、由々しき事態だ

が、どうもそのように見えてしまう。 

その先を予想してみる。将来 JR 東海が挽

回策として東海道新幹線の支線を米原〜敦

賀間に建設するとどうなるか考えてみよう。ダ

イヤ的にも米原停車の全列車を敦賀行きにし

てしまえば、米原を通過する列車の表定速度

も上げられる。現在の新大阪から米原への所

要時間は約 35 分（107km、4510 円）、米原〜

敦賀の 50km 分延伸すると、新大阪〜敦賀は

約 50 分（157km、4840 円）か。一方、新大阪か

ら北陸新幹線経由で敦賀は、所要時間は約

40 分（140km、5280 円）程度と予想できる。 

ただし、京都駅と新大阪駅で北陸新幹線と

東海道新幹線がそのまま乗り継ぎできるよう

になるか、今はわからない。東京駅で東北・上

越・北陸新幹線と東海道新幹線が隔離されて

いるのと同じような扱いになることも考えられ

る。 

このように考えていくと、北陸新幹線の小

浜・京都ルート建設が JR 西日本に戦略的に

大きく有利に働くとは言い難いのではないか。

北陸新幹線が大きく迂回したルートをとってい

るため、ひょっとすると東京発福井、金沢方面

への客も、東海道新幹線やリニア中央新幹線

に持っていかれる可能性がある。JR 東海は

今北陸対策どころではない状態だが、そんな

ことを考えて意外にも悠然と構えているのかも

しれない。   

参加して気になったこと 

最後に、今回のシンポジウムを聞いていて

気にかかることを書いてみる。 



どうして鉄道トンネルの掘削残土ばかりが

問題になるのであろうか、という点。高速道路

の方がトンネル断面積は大きく、トンネル長さ

あたりの残土は大きいように思える。実際に、

キロあたり事業費も断面積の小さな鉄道の方

が高速道路よりも安価であるのが一般的であ

る。答えはどうも、残土の利用にあるようだ。

高速道路ではほとんどがトンネルというと路線

は、最近建設されている都心道路以外にはな

い。つまり、トンネルばかりにせず、残土を盛

土などに使い残土処理をしなくて良いようにし

ていると想像されるが、鉄道よりも地震に弱い

可能性もある。おそらく昔の鉄道工事も事情

は同じであったと想像される。 

ところが、最近着工される高速鉄道工事は、

トンネルへの鉄道車両の出入りによる騒音や

乗り心地を考慮して山間部を大きな R（曲率半

径）で進行するトンネル主体のルートどりが行

われ、土盛りではなく高架橋が多用されるた

め、使われない残土が多く出て処分に困って

いるのではないか。こう考えると、そもそも高

速鉄道だから発生している問題も多そうだ。 

   

北海道新幹線の重金属汚染掘削残土の様子            

- 編集部 注記 シンポ PC 画面より 

 

北海道新幹線では有害重金属が問題化 

一方、今回問題、とくに北海道新幹線延伸

工事で問題になっている有害重金属を含む残

土処理(写真上)は例えば道南の高速道の建

設でも大量に出たはずであり、それが今は安

定化されているとはいえ、盛り土として残され

ているのであれば、やはり問題がありそうであ

ると感じた。              

( 戸田三津夫 報告 ) 

編集部 注記 

「ヒ素含有掘削土の溶出濃度は国の環境基準の

270 倍超え」だという(延伸建設中の北海道新幹線。

実際の延伸現場を把握しながら継続的に取材を

続けているフリーカメラマン・稗田一俊氏の説明ス

ライド。わかりやすいよう一部表現を改変) 

詳しくは https://foejapan.org/issue/20220608/8213/ 

   編集長ノート    

「群盲、象をなでる」の愚を避けるには 

大深度〝地下鉄〟新幹線という共通インフ

ラ整備について、その地域の環境破壊への問

題点を探るオンラインシンポ。そこで強く感じ

たのは、進捗状況に応じた三者三様の問題

はあるにしても、それを地域の問題としてだけ

とらえ、終わらせてはならないということである。

それには問題点を整理し、各沿線の全体でそ

の情報を共有し、論議するリモート交流会とい

った継続的な場づくりができないか、そんな期

待を持った。いわば「群盲、象をなでる」の愚

に陥らない県境越えの知恵でもあろう。 

小紙の姉妹紙、月刊さなるこ新聞デジタル

でも「天竜川とリニア」と題して、リニアが天竜

川を橋脚でまたぐ工事に対し「大丈夫 ? 天竜

川の環境破壊」との論説を掲載した(2021 年 1

月号 論説ノート)。河川敷内整地に伴う大量

の掘削置き残土が、大豪雨の際、流出などに

よって下流域に鉱毒被害などの災害を引き起

こす恐れを指摘した。環境破壊は、予想をこえ

て意外なところに生じる一例だ。 

発表者のいずれもが、とくに北海道新幹線

延伸工事現場では今まさに掘削が進行中と

あって、環境破壊に対する市民の関心度を高

める必要性がより切迫感を持って訴えられて

いた。ただでさえ見えにくい大深度〝地下鉄

〟新幹線だが、長大でトンネル率も高い。な

のに県ごとに区切られた行政の近視眼的な対

応に加え、無関心な市民層が増えるとなると、

結局何が起きるかは自明だ。そう考えると、今

後、環境破壊の新たな主役は見えない地下

の怪物、「大深度」ではないかとさえ感じた。 

 

      市民環境ジャーナル 2022 年７月号 



 

● バットマン宣言 ● 市民の側に立つ市民科学と問題解決のシビック・ジャーナリズムの融合 

なぜ今、創刊に際して、融合宣言なのか。結論を先に言えば、第 1 は、今冬私たち市民団体が静岡大学構内を会

場に「大学の軍事研究」にかかわる科学者と市民の対話シンポジウムを開いたが、そこで正統派の大学の科学とは

別のもう一つの、市民の高い目線でものごとを考える、いわば「市民の科学」が必要であると痛切に感じたことである。

第 2 は、6 年前の東北原発大震災によって日本の、公平・中立に立脚した正統派とされる巨大マスメディアが戦後一

貫していかに国民の負託にこたえる国民の番犬役を果たしてこなかったかがあらわになったこと。第 1 の問題点を乗

り越えるには、科学的な合理性を身につけた市民科学者を育てる必要があるが、容易ではない。ましてや、第 2 の国

民の負託には、合理性に加えて問題解決に向けた社会的な合意形成のための論説性を発揮できる市民記者を生

み出すことが不可欠だが、これまた簡単ではない。 

その困難を承知で、正義のスーパーマンならぬ、もう一つの対抗的な正義のヒーロー、バットマン(上記にロゴ)の

心意気で、環境分野に挑むジャーナルをここに創刊します。 みなさん、つながり、声を上げ、行動しましよう。 

佐鳴湖シジミプロジェクト協議会 / 市民記者  井上正男   2017 年 9 月 

● 危機の 21 世紀、今こそ市民科学の時代 

大学のプロ科学の方法を簡潔にまとめれば、価値判

断とは無縁の普遍的な真理の探求という目的、要素還

元主義という方法論、成果の論文第一主義である。こ

れに対し市民の科学の方法は、社会的な評価が伴う実

用の探究、生活者の感覚や目線の高さでヒューリステ

ィックにアプローチする方法論、対抗的な価値判断が

提示できるという評価第一主義である。 

こうした点については、プロ研究者から市民科学者

に転向した高木仁三郎氏の 21 世紀への遺書ともいう

べき晩年の著作『市民の科学をめざして』(朝日選書)、

『市民科学者として生きる』(岩波新書)がある。生活す

る市民目線で問題解決を図ることを目指すのが市民科

学。立ち尽くす市民の側に立った、自分ごととして当事

者意識をもった科学といってもいい。一言で言えば、市

民の、市民による、市民のための科学が市民科学であ

り、出来事の局外に超然卓立するという「研究の自由」

の立場はとらない。それよりも、社会的な視野に立って

価値判断できる能力が求められる。 

この点で、市民科学と軌を一にするのが、問題解決

のためのシビック・ジャーナリズムである。現在の正統

派とされているマスメディア・ジャーナリズムとの違いが

よくわかるように、以下、通常のジャーナリズムの定義

に、その違いを括弧( )内に明示してシビック・ジャーナリ

ズムの定義を紹介する。 

● 「局外に超然卓立せず」の共通性 

シビック・ジャーナリズムとは、 

① よりよい社会づくり(の問題解決)をするために 

② 起きているありきたりではない出来事を、 

③ (その出来事の局外に超然と卓立せず、自らも良

識ある一人の市民として)批判精神をもって(かつ

市民目線で)価値判断し、 

④ その結果をニュース、あるいは評論として 

⑤ より早く、より正確に、 

⑥ より(公平中立主義から抜け出し)公正に、 

⑦ 社会に伝えていく、 

⑧ 言論(と対話による社会的合意形成)活動 

のことである。市民科学とシビック・ジャーナリズムの

親和性がここに読み取れ、それらの融合には大きな

可能性があることを示唆している。 

まとめると、市民環境ジャーナルは編集において 

① むずかしいことも、ごまかさずに正確に 

② 正確に書いたものを噛み砕いて、わかりやすく 

③ わかりやすくしたものを、一工夫して面白く 

④ 面白く仕上げた記事によって、市民自身が積極

的に問題解決策を提案し行動できるよう、ほかの

事実や評価との関連付けにも注意を払うこと 

に心掛けます。            以上。 


