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中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価準備書に関する意見書を提出しました。 

 

南アルプス総合学術検討委員会（以下「総合学術検討委員会」という。）は、南アルプス

に関する学術的知見を集積することを目的に、平成 21年 5月南アルプス世界自然遺産登録

推進協議会※（以下「推進協議会」という。）内に設置された。主な活動として、平成 24

年 3 月に世界自然遺産のクライテリア（登録基準）を満たすと考えられる有望な項目の選

定を行うとともに、日本ユネスコ国内委員会 人間と生物圏（ＭＡＢ）計画分科会におい

てユネスコへの推薦が決定された南アルプスユネスコエコパークを支援している。 

 平成 25 年 9 月 18 日、環境影響評価法に基づき東海旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ東海」

という。）から公表された環境影響評価準備書では、南アルプスを東西に横断するルートの

詳細な位置や環境影響評価の結果が示された。これを受け、総合学術検討委員会では準備

書で示された工事計画について、これまで集積してきた知見に基づきクライテリア評価選

定結果に掲載されている項目（以下「クライテリア評価選定項目」という。）への影響及び

ユネスコエコパークへの影響について検討をおこなった。 

 クライテリア評価選定項目については、全５２２項目中、①自然景観・共生、②生態系・

生物多様性、③地形・地質の分野別に検討し、直接・間接に影響のある項目の検討を行っ

た。その結果、①自然景観・共生において３項目、②生態系・生物多様性において１７項

目、③地形・地質において５項目の計２５項目を抽出した。 

環境影響評価法に基づく手続きとして、ＪＲ東海が環境影響評価準備書について環境の

保全の見地から意見募集を行っているため、総合学術検討委員会としてここに意見を提出

する。 

※南アルプス世界自然遺産登録推進協議会：南アルプスの世界自然遺産登録を目指し、南

アルプス国立公園に関係する山梨県韮崎市、南アルプス市、北杜市、早川町、長野県飯田

市、伊那市、富士見町、大鹿村、静岡県静岡市、川根本町により、平成 19 年 2 月に設立。 

 

平成 25 年 11 月 5 日 

 

 

                     南アルプス総合学術検討委員会 

                              委員長 佐藤博明 

 

 

Ⅰ クライテリア評価選定項目への影響に関する意見 

【重要な地形及び地質・地盤沈下・土壌汚染】 

１．糸魚川－静岡構造線新倉露頭（国天然記念物、早川町）について 

 「糸魚川－静岡構造線新倉露頭」は、2001 年に国天然記念物に指定され、地元早川町に
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より、解説板、駐車場、観察路などが整備されてきた。現在ではマイカーによる見学の他、

大型バスによる地質巡検などで利用されている。準備書では「糸魚川－静岡構造線新倉露

頭」近辺に工事用道路が計画されていることを示し、工事用道路が露頭を回避しているの

で影響はないとしている。しかし、この工事用道路による改変地域には、露頭へのアクセ

ス路・観察路・駐車場・解説板があるので、これらの露頭周辺に存在する基盤施設への影

響が懸念される。[山梨県] 

 

２．小渋川および大井川西俣、東俣、大井川上流域のＶ字谷について 

 「小渋川および大井川西俣、東俣、大井川上流域のＶ字谷」は、南アルプスの急速隆起

と侵食を示す代表的な地形である。長野県の準備書では「小渋川の V 字谷」に工事施工ヤ

ード、工事用道路、非常口（山岳部）、橋梁、変電施設が計画されている。静岡県の準備書

では「大井川西俣、東俣、大井川上流域の V 字谷」に工事施工ヤード、工事用道路、非常

口（山岳部）、坑口（工事用道路）、宿舎、発生土置き場が計画されている。それぞれの構

造物とその工法において改変規模をできる限り小さくし、既存の改変された土地を利用す

ることにより影響の程度は小さいと評価している。しかしこれらの構造物とその工法によ

る改変規模が示されておらず、なぜ影響が小さいと評価できるのか、きわめて疑問である。

とくに発生土置き場は、急傾斜の谷壁と河床が一体となったＶ字谷の景観を大きく阻害す

る恐れがあるので、規模と構造を示して評価するよう求めたい。[長野県・静岡県] 

 

３．伝付峠北の小起伏面について 

 準備書では「伝付峠北の浸食小起伏面」（標高約 2000ｍ）に発生土置き場、坑口、工事用

道路（トンネル）を計画しているが、この場所について環境影響評価を行っていない。こ

の侵食小起伏面は ①周氷河性緩斜面 ②隆起準平原遺物 ③線状凹地（崩壊前駆地形）

のうち② ③の可能性が高く、南アルプスの急速隆起と山地地形解体の初期段階を物語る貴

重な地形と考えられる。とくに発生土置き場については、この地形に与える影響が極めて

大きいと予想されるので、規模と構造を示して環境影響評価するよう求めたい。 

 なお別項目で記すが、山地解体過程にある高所の侵食小起伏面に、人工的に発生土を載

せることは、斜面を不安定にし、深層崩壊の素因を増大させる恐れがある。[静岡県] 

 

４．大河原から小渋川Ｖ字谷とおしに見る赤石岳について 

 「大河原から小渋川Ｖ字谷とおしに見る赤石岳」は、小学校が建つ山里の中心部から赤

石山脈主稜の 3000m 峰を望むことができる特異で印象的な景観のひとつである。数多くの

登山者がこの景観を眺めながら赤石岳に登っており、南アルプスを代表する景観の一つで

ある。また明治 25 年には、ウェストンが大河原から小渋川沿いに赤石岳に登頂し、その紀

行を世界に発信してもいる。このように、大河原から赤石岳登山口へのアクセス道路沿い

に眺める小渋川と赤石岳の景観は、残すべき貴重な景観である。準備書では「大河原から
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小渋川Ｖ字谷とおしに見る赤石岳」に工事施工ヤード、工事用道路、非常口（山岳部）、橋

梁、変電施設が計画されているが、主要な眺望点を大西公園に限定していて大河原から赤

石岳登山口へのアクセス道路からの景観を評価していない。よって大河原の小渋橋付近か

ら釜沢奧の林道終点にかけてのアクセス道路沿いの景観を環境影響評価するよう求めたい。

[長野県・静岡県] 

 

５．大井川上流、椹島周辺のジオサイト群について 

 準備書ではトンネル掘削工事に伴う関連施設を建設する際に、現有施設をできるだけ利

用するから、環境に与える影響は少ないと評価している。この中で、発生土運搬のために

道路を拡幅したり改良したりすることが想定されるが、具体的な記述がない。大井川上流

の椹島周辺には、プレート沈み込みに伴ってできた地質構造を観察できるジオサイトがい

くつか存在する。この内、赤石渡－赤石ダム間の林道沿いでは、寸又川層群のタービダイ

トが最も良くかつ連続的に褶曲している様子を観察することができる。よって、この林道

沿いの連続露頭をモルタル吹きつけなどで消失させることないよう要望したい。［静岡県］ 

 

【動物・植物・生態系】 

１．動物に関する影響について 

直接的な影響があると考えられる動物は、山梨県側では、昆虫類鱗翅目クモマツマキチ

ョウ、昆虫類鱗翅目クモマベニヒカゲ、昆虫類鱗翅目ミヤマシロチョウ、昆虫類鱗翅目オ

オイチモンジ、昆虫類鱗翅目ベニヒカゲ、昆虫類鱗翅目コヒオドシ、南アルプス固有昆虫

類、ニホンイヌワシ、アカイシサンショウウオ、長野県側では、ミヤマシロチョウ、ハネ

カクシ固有種群（ハネカクシ科）、地上徘徊性甲虫類（オサムシ科）、静岡県側では、多様

なコウモリ類（哺乳類）、アカイシサンショウウオ（両生類）、ヒメオオズナガゴミムシ（コ

ウチュウ目、オサムシ科）、ヤマトイワナが考えられる。このうち、アカイシサンショウウ

オは地下水脈との関連で影響があると考えられる。 

ホンドオコジョ（静岡県）は何ヵ所か確認されているが、食物連鎖等の影響から注意が

必要である。 

猛禽類の事後調査としては、クマタカだけでなく、猛禽類全部を入れた方が良い。[共通] 

 

２．昆虫類の調査結果について 

タカネキマダラセセリ南アルプス亜種をはじめとする昆虫類に関するクライテリア評価

選定項目については、ほとんどの種が準備書資料編に文献調査で確認された貴重な種とし

てリストアップされている。 

しかし、ＪＲ東海の調査では、クライテリア評価選定項目に該当する昆虫は見つかって

いないとしている。たしかに現地調査では確認されていないが、小渋川橋梁と工事用道路

が予定されている上蔵地区はクライテリア評価選定項目に掲げている「多様性のある地表
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性昆虫群（オサムシ・ハネカクシ類）」が生息する可能性がある。特に工事用道路設置の影

響予測をした方が良い。[長野県] 

 

３．昆虫への影響について 

南アルプスに生息している昆虫は氷河期の時代からのもので、気候の変動、特に暑さに

弱い。[共通] 

道路が舗装されると道端の水溜まりに水を飲みに来る昆虫にとっては、水飲み場がなく

なってしまうことになる。[共通] 

舗装の仕方も影響が大きい。全面を舗装してしまうと蝶類が水を飲みに来る場所がなく

なってしまう。[共通] 

頻繁なトラックの通過で温室効果ガスである二酸化炭素が増えるとともに、舗装面の増

加からヒートアイランド現象が起こり、生育環境が改変されるおそれがある。[共通] 

二軒小屋の下、ツバクロ沢にはオオイチモンジという絶滅したと思われていた蝶が発見

された。生息地が発生土置き場になる可能性もあり、その場合影響は大きい。[静岡県] 

 

４．イヌワシについて 

イヌワシは大鹿村で１つがいが確認されており、改変範囲外とされているが、注意して

みていく必要がある。[長野県] 

イヌワシは環境省の規定する範囲では影響ないと書かれているが、生息はしているので影

響は考えられる。[山梨県] 

イヌワシについて、ほとんど調査・検証されていない。[静岡県] 

 

５．ヤマトイワナについて 

ヤマトイワナは改変区域内 26 箇所で確認されており、生息環境に影響なしとされている

が疑問である。[長野県] 

ヤマトイワナは沢沿いに道路が整備された場合は影響を受ける可能性がある。[山梨県] 

 

６．アカイシサンショウウオについて 

アカイシサンショウウオは、現時点では開発範囲内では発見されていないが、トンネル

掘削による水位の変化や残土処理によって大きく影響を受けることが考えられる。[長野

県] 

アカイシサンショウウオは、詳細な生息状況がわかっていないため、影響は不明である。

[山梨県] 

 

７．コウモリについて 

ホンドノレンコウモリはレッドデータブックの１Ａであり、この種が発見されたことは非
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常に貴重。生息に影響を及ぼさないか調査が必要である。[山梨県] 

こうもりは３回調査されたが、どこにどの位いたのか不明確である。[静岡県] 

 

8. 「山地の生態系への影響」(赤石地域)では、資材および機械の運搬車両の運行によって

クマタカ等注目種の生育環境の一部に影響が生じる可能性や、トンネル工事に伴う排水等

によって、排出河川に生息・生育する注目種等への影響が懸念されるなど、山地の生態系

の一部が保全されない可能性があるとしながら、そのための環境保全措置は、「生息地の全

部又は一部を回避する」、「改変をできる限り小さく」、「車両の運行ルート、配車計画を適

正に行うこと」などとしているが(要約書 8-4-3-19・20)、いずれもその内容に具体性を欠

いている。[共通] 

 

【景観・人と自然との触れ合い活動の場】 

１．甲府盆地から見る南アルプスの山々について、すでにあるリニア実験線の例からも、

景観に影響を及ぼすおそれがある。[山梨県] 

 

２．長野県では、風越山からの景観がとくに素晴らしいが、そこから真正面に見える線路

がこれを遮ってしまう。大鹿村の大西公園から赤石岳を望む視界にも入ってくるのではな

いか。[長野県] 

 

Ⅱ 南アルプスユネスコエコパークへの影響に関する意見 

【水質・水底の低質・地下水・水資源】 

１．水文学の見地から南アルプス全体の水がどう動くかを考察する必要がある。水は山か

ら海まで繋がっているので、どこかで水の一部が動かざるを得なくなった場合には上流に

も下流にも影響が出る。 

上流のことをどのように結び付けてみていくかが重要である。東俣・西俣という大きな

水瓶があるが、それをどのように保存していくかが重要である。直接的に考えられるのは

水位の低下や、量の増減である。間接的には、コアゾーン（核心地域）の一番重要な氷河

地形が東俣・西俣だけで 10 箇所あるので影響に注意する必要がある。[静岡県] 

 

【動物・植物・生態系】 

１．静岡県側の発生土置き場はユネスコエコパークの移行地域にあたる。その点から考え

ると、非常口（山岳部）等から土砂が運び出されて、それが静岡県側では狭い川沿いの平

地に置くことになるが、その場合、確実にその下や周りの植生は壊れる。また、山梨県境

の稜線付近にも捨てるので、その場合に、そこにあった植物の群落が損傷するのは確実で

ある。その場合、自然の復元をおこなう必要があり、現地性の植物で復元することを強く

要望する。 
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また、移行地域に絶滅危惧種、レッドリスト掲載種が幾つか存在し、その生育場所が、

発生土置き場の中にあるケースがあるので、それに関しては移植を行う必要がある。 

移植を行うと、移植先で枯れたり、消えてしまうことがよくあるので、移植した後はフ

ォローをしっかり行う必要がある。移植先は専門家を入れてよく検討すること。その際に、

一部を標本として残すことも必要である。[静岡県] 

 

【景観・人と自然との触れ合い活動の場】 

１．ユネスコエコパーク登録への影響について 

（１）2009 年、2012 年にユネスコエコパーク登録が見送られた Khangchengdzonga（イ

ンド）の例では、国際諮問委員会から、計画されている人工工作物に関する詳細な情報

や核心地域の状況に関する公式な文書（記録）の提出が要求された。こうした前例に鑑

み、リニア新幹線の建設に伴う、周辺環境への影響とその保全・回避措置等に関する必

要十分な資料を迅速に提出し、ユネスコエコパーク登録の障害とならないよう強く要望

する。[共通] 

（２）ユネスコエコパーク登録への影響については、とくに次の三点、①発生土置き場の

明確化、②工事用取り付け道路の位置と形状の明確化、③施工ヤード、宿舎等を含めた

工事用施設の位置と形状の明確化が不可欠と考える。[共通] 

（３）リニア新幹線工事が、南アルプスのユネスコエコパーク登録にどのように影響する

のかについて、JR 東海自身がどう認識しているのか、準備書の内容からは不明である。

それだけに、南アルプス周辺で 9箇所の非常口（山岳部）、施工ヤード、作業用道路や運

行車両の交通、また静岡県側だけでも 7箇所におよぶ発生土置き場(山梨県は１箇所、長

野県は不明)、さらには全域で 1000 万㎥を超える大量の発生土から、生態系と多様な生

物相、景観や持続可能な利活用・共生関係への影響が懸念される。これらについて、JR

東海の認識を示して欲しい[共通] 

（４）前述の、ユネスコエコパーク登録が見送られた Khangchengdzonga（インド）の轍  

 を踏まないことが 3 県・10 市町村共通の意思である。[共通] 

 

２．エコパークにおける「自然と人間社会の共生」について 

（１）私たちの差し迫った、重大な懸念は、リニア新幹線の建設工事がユネスコエコパー

ク登録の障害となりうる負の影響である。ちなみにユネスコエコパークの目的は、生態

系の保全と持続可能な利活用の調和(自然と人間社会の共生)にある。この理念に照らして、

具体的には、ユネスコエコパークの機能を核心・緩衝・移行の地域に分けた各ゾーニン

グでの、非常口（山岳部）、坑口（工事用道路）、施工ヤード、発生土置き場、取り付け

道路などの工事関連施設による影響である。その意味で、これらの場所や形状、路線等

を明確にするとともに、それがユネスコエコパーク登録とどう整合・両立しうるのかに

ついて、十分な説明が必要である。[共通] 
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（２）とくにユネスコエコパークの目的である「自然と人間社会の共生」の観点で言えば、

例えば、釣りが非常に盛んな大井川上流部の利用が、トンネル工事による水位の変化や

水の汚濁によって脅かされる懸念がある。そのような事態を回避しうる有効な措置を望

みたい。[静岡県] 

（３）工事で大井川上流部がかなり改変・撹乱されるとすれば、例えば東俣林道や新倉か

ら転付峠へと向う道と、井川地区から二軒小屋付近を中心地とするツーリズムへの影響

が懸念される。ユネスコエコパーク登録で、自然豊かな周辺地域の利活用が大いに期待

されるだけに、その懸念は大きい。[静岡県] 

（４）準備書では、「人と自然との触れ合いの活動」に関して、例えば、東俣・西俣の V 字

谷周辺の坑口(工事用道路)や林道東俣線に隣接する非常口(山岳部)及び発生土置き場によ

る環境の改変はないとしつつ、一部において予測される快適性への変化も、それら施設の

「設置位置、構造に配慮する」ことで、「事業者の実行可能な範囲内で回避または低減が図

られる」(要約書 8-5-2-17)としているが、そこでなされる環境保全措置としての「配慮」

の内容と、回避または低減のための「実行可能な範囲」についてより具体的な説明を求め

たい。[共通] 

 

３．東俣の奥には広河原という広い河川敷がある。そこは、上高地や、有名な北岳の広河

原に匹敵する程の河岸林が広がる場所である。南アルプスの重要な価値である自然にとっ

て、高山帯にある生物相が影響を受けなければよいのではなく、工事をしている足元から

連続して上流まで天然林が分布する貴重な自然景観を考慮することが重要である。重要な

景観として位置づけている山並みも下から上まで見上げるので、非常口（山岳部）、坑口（工

事用道路）などと同様、発生土置き場についても、景観に与える影響を過小評価すべきで

はない。[静岡県] 

 

４．トンネル掘削のための非常口（山岳部）、坑口（工事用道路）などには施工ヤードや作

業員の宿舎、土砂搬出用の道路が作られ、静岡県側だけでも運び出された３６０万㎥もの

発生土の置き場がユネスコエコパークのエリアに置かれることになる。１０数年にもわた

ってそうした工事が行われ、その後半永久的に人工構造物が存在することによる環境への

影響が懸念される。準備書自ら認めている、「南アルプス主脈から展望の優れたルートがあ

り手付かずの自然が残っている」蝙蝠岳登山口～徳右衛門岳方面や「静かな山行を楽しめ、

塩見岳の姿も美しい」二軒小屋～千枚岳ルート(要約書 8-5-1-1)など、優れた景観資源が損

なわれることへの懸念は大きい。この場合、どのような環境保全措置を講じるのか、具体

的に示して欲しい。[静岡県] 

 

Ⅲ その他の意見 

【重要な地形及び地質・地盤沈下・土壌汚染】 
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１．隆起速度の見積もりと大井川上流域の発生土置き場について 

 準備書では南アルプスの隆起速度を 1-4mm/年とし、突出した値ではないことからトンネ

ルへの影響は小さいと評価している。この隆起速度の見積もりはいずれも山地周辺の

1000m 前後もしくはそれ以下で得られたデータをもとにしており、3000m 級の山地本体の

データに基づいていない。したがって、これらのデータは下限を示しているだけであるこ

とから、南アルプスの隆起速度は、実際には 4mm/年もしくはそれ以上と考えるべきであ

る。この値は南アルプスが日本最速の隆起山地であり、変動帯では世界でも最速レベルで

あることを意味している。隆起速度が大きいことは山くずれを含む侵食作用が著しいこと

を示す。国交省公表の資料でも南アルプスは日本の中でも深層崩壊の危険が特に高い地域

とされている。ここでは、懸念されることを２点指摘しておきたい。 

（１）伝付峠北の標高 2000m の侵食小起伏面に計画された発生土置き場は、不安定な山体

に人為的に重力的負荷をかけることにつながり、山体崩壊をまねく恐れがある。 

（２）大井川上流の河床に計画されている発生土置き場のいくつかは、千枚崩れなどの巨

大崩壊地から押し出された土石流堆積物からなっているので、大きな土石流が発生した

場合、発生土が下流に流れ出す恐れがある。[長野県・静岡県] 

 

２．小渋川（長野県）や早川（山梨県）の発生土置き場について 

Ⅰ クライテリア評価選定項目への影響に関する意見、【重要な地形及び地質・地盤沈

下・土壌汚染】の２で指摘したように小渋川は侵食作用が著しい規模の大きなＶ字谷であ

り、この流域に発生土を置くことは災害の素因を増大させることを意味する。また、早川

町内では１時間降水量が 50 ミリ以上に至らない程度の降雨の場合でも頻繁に土砂災害が

発生し、多くの集落において日常生活の妨げになっている。これらの状況を踏まえると、

今回のトンネル掘削等のリニア新幹線工事に伴う発生土を小渋川流域及び早川流域に置

くことは住民の生命・財産にとって大きな問題となる。準備書では大鹿村内では発生土置

き場は不明、早川町内では 1 箇所を除き発生土置き場は不明である。以上のことから、再

資源化に供する発生土以外については、大鹿村および早川町内以外に廃棄するよう要望す

る。仮に、大鹿村および早川町内に廃棄する場合には、具体的な置き場所とその安全性に

関する検証と根拠を示してほしい。[長野県・山梨県] 

 

【動物・植物・生態系】 

１．バードストライクについて 

バードストライクは都留市（山梨県）の実験線において発生しているが、それを踏まえ

た対策は行われているのか。[山梨県] 

 

２．調査内容、期間、時期について 

調査内容、期間、時期について、提示された準備書では非常に不明確なので、今後、明
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確な報告書を提出してもらいたい。[共通] 

特に、発生土置き場については、谷を発生土で埋めてしまうため影響が非常に大きいの

で、発生土置き場の周辺も調査する必要がある。そのため、調査の場所、時期、期間につ

いてより細かいデータを示してほしい。[共通] 

発生土置き場が決まったらその場所だけでなく、周辺への影響も調査する必要がある。

[長野県・山梨県] 

どんな調査機関がどのような調査をして、どのような専門家が調査をしてこうした結果

になったのか、調査の体制と方法、評価の基準等を具体的に示してもらいたい。[共通] 

 

【景観・人と自然との触れ合い活動の場】 

１．移行地域であっても国立公園区域を背景として一連の雄大な景観を形成していること

から、非常口（山岳部）、坑口（工事用道路）、施工ヤード、発生土置き場など景観への影

響が懸念される。工事後どのように修景や景観の修復など、良好な景観形成を行うのか、

具体的に示してほしい。[共通] 

 

２．準備書では、静岡県側の発生土置き場は、すべて大井川上流部とされている。静岡県

だけでも 7箇所もある発生土置き場は、いずれもユネスコエコパークの移行地域に当たり、

周辺の生態系や景観にもダメージを与えるのではないか。土を捨てることによって、雨に

よる川の濁りや水質の変化が問題となり、水生生物やヤマトイワナなど希少種の魚類の生

育環境が損なわれる可能性がある。[静岡県] 

準備書では発生土置き場や作業用道路など不明な点が多いため、検討も議論のしようも

ない。山梨県の早川町周辺は谷間なので景観への影響は少ないが、過去に奈良田湖の土砂

を運搬した際、周辺の生活道路への影響が生じた例もある。また、川の汚染や、焼畑・林

業など、その地域に住む人たちの生業への影響も懸念される。[山梨県] 

 

３．変電施設について 

準備書では、変電施設に関しておよその位置しか示されていないので判断のしようがな

いが、変電所や送電線の鉄塔の位置によって周辺の景観、特に小渋川付近の景観が損なわ

れるおそれがある。それらについて、早急に情報を開示してもらいたい。[長野県] 

変電所の整備に伴い、地域の耕地が失われる心配があるが、失われた分の耕地をどう確

保するのか、示してもらいたい。[長野県] 


