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平成23年度第13回横浜市環境影響評価審査会会議録 

日  時 平成23年11月28日（月)13時30分 ～ 15時55分 

開催場所 関内中央ビル10階大会議室 

出席委員 

猪狩委員（会長）、猿田委員（副会長）、池邊委員、奥委員、小熊委員、 

工藤委員、後藤委員、小堀委員、髙見澤委員、津谷委員、中村委員、 

葉山委員、水野委員 

欠席委員 赤羽委員、岡部委員、北川委員、佐土原委員、田中委員、谷委員 

開催形態 公開（傍聴者 15 人） 

議題 

１ 相鉄・東急直通線環境影響評価準備書について 

２ 中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書について 

３ （仮称）みなとみらい21中央地区67街区開発事業について 

決定事項 

１ 平成23年度第12回横浜市環境影響評価審査会会議録を確定する。 

２ 相鉄・東急直通線環境影響評価準備書に係る答申を確定する。 

３ （仮称）みなとみらい21中央地区67街区開発事業に係る答申を確定す

る。 

議事 

１ 平成23年度第12回横浜市環境影響評価審査会会議録の確認 

２ 議題 

（１）相鉄・東急直通線環境影響評価準備書について 

  ア 答申案について、事務局が説明した。 

  イ 審議 

  

【猿田委員】 この案件は、法に基づく手続のため本審査会で審議するのは準備書ま

でですが、意見陳述等もあり、住民の方の関心が高い事業だと思ってい

ます。この後、地元の方々が心配していることに対して、報告など内容

が分かるような方策はないのでしょうか。不安だけ残るようでは困りま

す。 

【事務局】 この後の手続ですが、答申を踏まえ市長意見を作成し、神奈川県知事

に送付します。知事は市長意見を踏まえ知事意見を形成し、事業者へ送

付します。その見解については評価書に記載されます。また、保全措置

等についても事後調査結果報告書に記載するよう技術指針にあります。

これらの図書については、条例改正によりホームページで公表すること

となっています。 

【中村委員】 前回、谷委員より、評価書では地質縦断図の精度が上がることを期待

するという意見が出ていました。答申案には記載していますが、こちら

の期待するものではなかった場合はどうなりますか。また、どこでチェ

ックしますか。 

【猪狩会長】 制度上、直接影響を受ける住民が対応せざるを得ないと思います。手

続きの重大な瑕疵があれば、違法ということで、手続きの停止を求める

ことが可能であると思いますが、影響の度合いの問題等について異議が

あれば、住民が対応することになると思います。なお、アセス法では、

評価についても事業者自身が一番理解しているので、評価も事業者が行

います。アセスの中身を事業に反映させるので、事業者自身が考えて対
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応してもらわなくてはいけません。谷委員から、地盤について前回ご指

摘をいただいていたかと思いますが、どのような対応をとられています

か。 

【事務局】 答申案の確認を依頼しています。11月30日までにご意見があればいた

だくこととしています。 

【猪狩会長】 ここでは、答申案を成案として確認させていただき、谷委員からのご

意見や字句等の修正は、私に一任していただけますか。 

一同 異議なし 

  

（２）中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書について 

  ア 指摘事項等一覧について、事務局が説明した。 

  イ 補足資料について、事業者が説明した。 

  ウ 質疑 

  

【津谷委員】 １ページの資料の開示について、最初のところは一般論としてはこう

いうことでしょうが、２ページの下には、緩衝工設置前の測定データに

ついては、個人宅での測定データなので個人情報が特定できるから開示

できないという書き方をしています。個人宅の測定データであるから一

切開示できないということになると、民間の所有地で行った測定データ

はすべて開示できないと、一般論でいうとそういうことになってしまう

ので、個人情報を特定できないような形での開示を何か工夫できないで

すか。 

【東海旅客鉄道㈱】 ただいまご質問があった微気圧波のデータについてですが、個人情報

と書かせていただきましたが、情報開示を控えた観点は二つあります。

１つは、個人宅の測定データということですが、これは平成10年か11年

頃に測定したデータで、トンネルの中に列車が突入したときに周辺家屋

が揺れがみられるということがあり、どういう形で現象や改善効果を把

握すればよいかわかりませんでしたので、個人のお宅でサッシなどに振

動ピックアップを取り付けて、振動を計測するという方法を取っていま

した。緩衝工をつけた前後で、振動そのものがどう変化するかを計測

し、これについては評価委員会に報告しました。ただ、報告はしました

が、個人のお宅のデータだということで、報告書などに残すことは控え

させていただいておりました。また、建具の揺れそのものですと、建具

がどういうものを使っているのかということによる違いも当然あり、一

般的な評価の物差しにならないだろうということで、リニアに限らず既

存新幹線も含めて、沿線から実態をご報告いただいている状況などをも

とに、どういうところに物差しをおくべきかということで研究が進み、

実際に家の外の空気の振動を、列車突入時の不連続な空気の乱れが振動

現象として空気を伝わる大きさに着目しようということで整理しまし

た。そうすると、建具の違いに限らず、一般的な物差しになるので採用

しています。今回提示した内容は、その物差しに対して、私どもの今の

おかれている状況がどうなっているのかということをご提示するのが今

回のご評価いただく趣旨に一番かなうかと思いますので、その時点での

揺れのデータを示しても、そのように評価したら良いかということにな

りますので、個人宅のデータということもそうですが、評価の物差しに

合致したデータを出すということがよいと考えました。 
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【津谷委員】 緩衝工設置前の測定データについてはいいのですが、考え方として、

個人宅の測定データだから一切出さないということではないのですね。 

【猪狩会長】 回答をいただく前に、情報公開の関連で一般的な質問をさせてくださ

い。東海旅客鉄道㈱は、個人情報保護法に基づく特定個人情報取扱事業

者になりますね。そこで、個人情報保護法における対象の個人情報と

は、特定の個人が識別され、またはされうるもの、これは当然、当該情

報のみならず、他情報をつき合わせて、容易に特定の個人が識別される

若しくは、されうる情報が該当します。２ページには、個人情報を特定

できる情報と書いてありますが、そういうことではなく、特定の個人が

識別されるかどうかということが個人情報になります。また、津谷先生

の質問にもあったように、その測定点が特定の個人と識別されうる危険

性がある場合、Ａ点、Ｂ点など数字化したり記号化して表すようなこと

をしますね。そうしてもまだ個人情報となるのかどうか、その辺をきち

んとお答えいただかなければなりません。 

【東海旅客鉄道㈱】 そういう意味でいうと、今回の提出資料ではお分かりいただけないけ

れども、現地は住宅がかなりまばらな状況で散在しています。住宅密集

地ですとどこだと分かりませんが、例えばトンネルの延長を指定する

と、トンネルの場所が特定され、実験線という限られたものでもあり、

きわめて短い区間の中でのデータ取得になってしまいましたので、デー

タが特定されやすい度合いとしては、特殊な要件を含むということでご

理解いただきたいと思います。データ取得についても、元々苦情を受け

た中で、お断りしながらお宅にお邪魔させていただき、データを取らせ

ていただいた経緯もあり、特殊な状況だとご理解をいただければと思い

ます。一般論としては、会長のおっしゃるとおりだと思います。 

【猪狩会長】 なぜこの問題を提起したかというと、山梨実験線での実証データをも

とに大丈夫ですという説明なので、ではその実証データはどうなってい

るのか、ということになったのです。先にも申し上げていますが、新し

い技術なのでノウハウに係る部分もあると思われるから、それは企業秘

密の対象になることなので出せないというのは結構です。今回の提出資

料にも示されています。ただ、個人情報の関係で、イコール出せないと

いうのは理解しがたい。情報公開でもそうですが、提出を求められた段

階で、提出する手段として特定の個人が識別されない形での提出方法が

あるわけで、その辺の工夫ができないのか。また、今回のあなたの話で

は、緩衝工の関係では、今回の提出資料で個人情報にあたるから出せな

いとしているデータは、一般論として用いるには個別的で価値がないと

いう趣旨の説明でしたが、前に前提として説明を受けていた話と矛盾し

ます。その辺を整理してください。 

【東海旅客鉄道㈱】 １点だけ補足します。平成10年11年頃のデータだとお話しましたが、

この現象について分かってきたのは、車両が突入する時のことなので、

先頭形状にかかわりをもつということがあり、平成10年頃から平成22年

頃までの間で、かなり大胆な車両の形状の変更を行っています。今回示

した形が営業線としていこうと思っている形です。実際に営業線で使う

であろう車両の形とそれに合わせた地上設備や緩衝工の孔の組み合わせ

など、かなり条件が違うことがあり、実際に想定される条件でのデータ

をお示しした方がよいかと思います。平成10年頃のものでは、条件が違

いすぎるので、今後の予測評価に使うものということであれば、今の考
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えている条件に合うものがよいと思います。 

【猪狩会長】 その辺がきちんと分かるように整理してください。平成10年頃のデー

タを参考にすることには意味がないという点も。環境影響評価手続きな

のですから、一般の人達に理解できるように整理して示してください。 

【工藤委員】 微気圧波に関係して、発生メカニズムは、方法書の20ページの絵では

入口から入って出口から発生していますが、今回の資料２ページでは、

列車の進行方向でも発生するということになっています。このあたりの

メカニズムについてもう少し分かりやすく説明してほしい。測定器です

が、リオン社XN-12Aは音圧レベルを測定する機械です。音圧に換算する

と50ｍ離れた地点で20パスカルが基準だといっていますが、20パスカル

を音圧に直すと120デシベルのことです。120デシベルというと、普通の

音であれば鼓膜が破れるぐらいの微気圧波が発生しているということで

す。これをパスカルで書くことで小さいイメージで現れていきますの

で、どうしてデシベルではなくパスカルにしたのか伺いたい。 

【東海旅客鉄道㈱】 微気圧波のメカニズムについてですが、まず緩衝工の役割として、列

車がトンネルに入るときにトンネル内の圧力が高くなりますので、高く

なり具合を少しずつ小さい孔を開けて圧力を抜きながら、圧力が徐々に

トンネルに入っていくときに高まっていくように、立ち上がり方をなだ

らかにしていくことで、出口側で放射される微気圧波を抑えていくとい

うことです。 

【工藤委員】 方法書の図３-４-18の上の絵に、入口のところにも圧力波が発生して

いるように矢印を描いたほうがいいのではないかということです。 

【東海旅客鉄道㈱】 入口側のところでも圧力が高くなることで影響することがないことを

確認したものが、本日の図２－３のところの話です。 

【工藤委員】 一般の人は方法書を見るので、方法書20ページの３-４-18の図の左側

にも微気圧波が発生するような絵を描いたらどうかということです。 

【東海旅客鉄道㈱】 ご意見の趣旨は理解しましたので、取り扱いを検討します。 

次に測定機器の件ですが、XN-12Aというのは、微気圧波を測定すること

に特化して、旧国鉄時代から開発を進めてきた超低周波音レベル計とい

うものです。こちらの特徴としては、通常の低周波騒音計は１ヘルツよ

り高い周波数を測定するものですが、これは0.2ヘルツ以上の周波数を測

定できるというのが一般のものと違うところです。おそらく昭和50年ぐ

らいから新幹線の微気圧波問題が出てきて以来XN-12Aを使用してきてい

ます。音圧について、20パスカルというのを基準であります2×10-5パス

カルに基づいてデシベル表示にすると、ご指摘のとおり120デシベルにな

ります。ただ、今回のデータについては、周波数も含めてお話させてい

ただきますと、正確な資料は手元にありませんが、１ヘルツ２ヘルツな

ど、かなり低い周波数にメインの成分を持つものです。ですので、通常

の何百ヘルツの音に対して120デシベルということでは非常に大きな音に

なりますが、120デシベルでも周波数的なものが非常に低いということを

補足するところとしてあるかと思います。また、20パスカルがなぜ良い

のかというと、建具の種類などによっても揺れ方等が変わるため、一番

わかりやすい考えとして、圧力の振幅の絶対値で決めた方がいいという

整理がなされてきています。 

【工藤委員】 環境省の低周波の基準でも１ヘルツからやっていますから、当然デシ

ベルで表示してもおかしくないです。普通に考えれば、デシベル表示の
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方が、大きいか小さいかわかりやすいのではないかと思います。 

【猪狩会長】 人の感覚としてどのような影響を受けるのか、そういうものがレベル

として分かるように工夫していただきたい。 

【水野委員】 関連して。0.2ヘルツだと耳には感じない、ようするに人体に対しては

そんなに影響はないかもしれけれども建物には影響あるという風に考え

てよろしいのですか。また、列車が入るところでの速度が変わったとき

にどのようになるのか、逆方向から別の列車が入ってきたときには相乗

効果などで20パスカルをオーバーする可能性はあるのでしょうか。 

【東海旅客鉄道㈱】 周波数的なものについては、閾（しきい）値が低いということで、耳

には聞こえないものです。実際には、現象としてかなり低い周波数で

は、建具の共振周波数に合うと、建具を揺らす発信源になるということ

で、建物としてはガタッと揺れるという現象がおきています。 

速度が変わったらどうなるかという点では、データが手元にないのです

が、現象そのものは、列車の速度があることで列車によっておこされる

圧力は速度の２乗に比例するということになり、だいたい速度の３倍ぐ

らいに比例してトンネル内の圧力が変化するということです。その値に

対して、緩衝工を出口側にどうつけるかにもよりますが、おそらく比例

するくらいの感じになると思いますので、速度が変われば現象の出方も

かなり変わってくるということでご理解いただければと思います。 

それから、重ね合わせについては、微気圧波の波形で立ち上がる時間

は、0.1秒0.2秒といったかなり短い時間となります。車両の先頭の長さ

の変わる部分が20ｍぐらいあって、秒速140ｍくらいで通過しますので、

車両の形が変わる時間が0.2秒ぐらいですので、その間に立ち上がる波形

になりますので、きわめて短いところの現象になります。そのところが

重なり合ってということを考えると、トンネルの両側に緩衝工をつけて

いるということもあり、かなり長い時間かけておきる現象ならば、現象

そのものが重なり合いも考えなくてはいけませんが、非常に短い時間の

現象なので重ね合わせは考えなくていいものと思います。 

【工藤委員】 補足しますが、ドカンと出るものの時間は今言ったように短いが、そ

の後出た微気圧波は振動しながら減衰し微気圧振動となりずっと残るた

め、それでもって建屋が揺れたりするということなのです。低周波は聞

こえないといいますが、だいたい100デシベル以上の微気圧波になると聞

こえます。背広が揺れるぐらいです。その低周波の微気圧波が、80デシ

ベルぐらいで窓が揺れます。80デシベルは0.2パスカルです。こんなレベ

ルではなく非常に小さなレベルで揺れます。そういうものが周りに広が

るんじゃないかというような心配をしています。 

【猿田委員】 新聞報道によると、中間駅も会社で費用負担するということになった

そうです。神奈川県内にも相模原あたりに中間駅ができる可能性があり

ますね。駅部は地下なのか、駅舎や立坑は地上といった整理などもされ

ると思いますが、パスカルでいうとこういう小さな数値で示して、実際

の周波数も小さいから問題ないとのことだが、物理現象として色々な現

象が起こってきますよね。その辺のことはこれでは何も分かりません。

いわゆるデシベルとパスカルの関係も出てこないので、一般の人には分

かりません。パスカルの数字が小さいから問題はないという方向で書い

てあります。 

また、資料２ページの一番下の図は上から見たものだと思いますが、突
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入、退出とありますが、ここの退出というのはどういう意味ですか。 

【東海旅客鉄道㈱】 車両がトンネルを出て行くときのことです。 

【猿田委員】 この図だと、突入は列車が右から左に行くことですね。退出は、どう

いうことですか。 

【東海旅客鉄道㈱】 図の矢印を反対側にしたものと考えてください。 

【猿田委員】 この図は往復車線だということですか。 

【東海旅客鉄道㈱】 試験線ですので、１本の線路を双方向に列車を走らせて試験をしてい

ます。 

【猿田委員】 この図で車両が右に抜けるときが退出ですね。では、資料２ページの

上の図で、20m空いている緩衝工の開口区間での右側に抜けるものはない

のですか。 

【東海旅客鉄道㈱】 実際に営業線で緩衝工を作るときには、長さをどうするかはあります

が、入口と出口に十分な長さの緩衝工を作ることになります。いまある

実験線の条件の中で、できるだけ改良して試験をしようとなりましたの

で、出口側はわざわざ短い状態でデータをとっています。 

【猿田委員】 ４ページの評価の考え方で、「発生する微気圧波について、事業者の実

行可能な範囲で回避又は低減が図られているか、整備新幹線の目安値で

ある「トンネル坑口緩衝工の設置基準（案）」を参考として、整合が図ら

れているかを検討します。」とあるが、この整備新幹線で用いられている

スピードとリニア新幹線のスピードは全然違うことになりますが、この

あたりはどう考えるのですか。 

【東海旅客鉄道㈱】 20ｍ離れで50パスカル、50ｍ離れで20パスカルというものを目安値と

して考えるということです。この値は、建具が揺れる揺れないという話

や、ドーンという音が出口から出る出ないということを物差しとして決

めているものです。当然、整備新幹線に比べ速度がかなり速いので、整

備新幹線のような10ｍ20ｍの緩衝工ではなく、100ｍオーダーの緩衝工を

作らなければいけないと考えています。 

【猿田委員】 整備新幹線とは速度が大きく違うのだから、整備新幹線の基準をもと

に考えてよいのかということを言いたかったということです。 

もう１点は温室効果ガスです。19ページでは、何を言わんとしているの

ですか。どういう目的でこの温室効果ガスの比較を出したのですか。飛

行機に比べ、リニア新幹線は低いですよと言いたかったのですか。飛行

機は新幹線に負けてやめますよということですか。何が目的でこういう

算出をしたのですか。 

【東海旅客鉄道㈱】 まず22ページですが、環境影響評価での取り扱いについて、列車の走

行に対する評価をするべきとのご意見がありました。我々としては、現

状と2045年の大阪開業時の中央新幹線がなしの場合とありの場合を比較

して、温室効果ガスの排出量はほぼ同様ということで、走行時の評価は

考えなくて、工事の実施について評価したいということです。 

【猿田委員】 伊丹がなくなるかどうかは、アセス評価には直接関係がないです。 

このような書き方は、アセスの評価の手段としては、必ずしも適切とは

思えません。 

【高見澤委員】 関連して。22ページの非選定としましたという結論ですが、ぜひ選定

項目に入れていただきたいと思います。その根拠は、１つには温室効果

ガスは国民的関心の高いものであり、最初からはずしてしまうというの

は、国民に対する公表義務という観点からしておかしい。少なくなると
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いう結果が出るならば、それを出して納得してもらえばよいのですか

ら、項目としては入れるべきと思います。もう１つの根拠は、20ページ

にある交通政策審議会の資料は、使うデータとしてはこれ以外にないで

しょうから結構だと思いますが、今後何年もかかる事業ですから、経済

成長率など刻々と変わらざるを得ないもので、交通政策審議会でもある

時点では別の資料を出す可能性があります。それを受けて、温室効果ガ

スの全体量が変わってくるはずだという変動要因があるというのが２番

目の根拠です。これら２つの理由からして、非選定とするのはうなずけ

ないと思いました。それから、20ページですが、①、②、③の間の省略

したケースも、ちょっと計算すれば算定できるわけですから、出した方

がいいと思いました。また、具体的に伺いたいが、①の現状でおよそ

1200万人という利用者数が出ていますが、2005年ではなく2010年とか

2009年の直近の具体的な数字はどうなっているのか、参考までに今お手

元にあれば教えていただきたい。将来の交通需要がここ５年間でどうい

う推移をしているのかを把握することも、算定根拠となる交通政策審議

会資料を我々が見るときの参考になるかと思いますので。 

【東海旅客鉄道㈱】 申し訳ありませんが、手持ち資料がありません。 

【中村委員】 微気圧波の基準値が、20ｍ離れで50パスカル、50ｍ離れで20パスカル

となっている根拠は何なのかをきちんと説明していただきたい。磁界は

国際非電離放射線防護委員会のガイドラインとありましたが、微気圧波

の基準値の根拠は何か説明を入れて欲しい。もう１点、磁界ですが、10

ページに沿線もシールドするとありますが、沿線の磁気シールドとは具

体的にどういう方式で行うのですか。 

【東海旅客鉄道㈱】 基準値のうち、20ｍ離れで50パスカルというのは、鉄道総研を中心

に、既存新幹線の苦情の例やその地点で測定した微気圧波のパスカル値

との相関を比べることにより、50パスカルに抑えておけば発破音の発生

はないだろうという実態から判断した値です。ちなみに２ページにある

現地測定で、20ｍで35パスカルと報告していますが、発破音は発生しな

いと確認しています。50ｍ離れで20パスカルについても、今まで様々な

事例とか、苦情での測定データなどから、20パスカルで線をひいておけ

ば十分物差しになるだろうという実態の積み上げから決めたものです。 

【中村委員】 今の説明のようなことをどこかにきちんと書いて欲しいと思います。 

【東海旅客鉄道㈱】 補足しますと、独立行政法人の鉄道建設・運輸施設整備支援機構の

「山岳トンネル設計施工標準・同解説」というのがあり、方法書の20ペ

ージに、トンネル出口部、斜坑の微気圧波については「トンネル坑口緩

衝工の設置基準（案）山岳トンネル設計施工標準・同解説 鉄道運輸機構 

平成20年４月」において、トンネル坑口緩衝工の設置の目安値として、

「民家近傍で微気圧波のピーク値が20パスカル以上、坑口中心から20ｍ

地点で原則50パスカル以上」という形で、いわゆる坑口中心から20ｍ地

点と現存する民家での微気圧波が20パスカル以上と推定される場合は建

具振動、20ｍ地点で原則50パスカル以上というのが破裂音対策というこ

とでがこの本には明確にされていますので、その旨方法書に記載しまし

た。 

沿線磁界については、一般的な部分につきましては、高架の高さ、用地

の幅で減衰されます。ただところにより非常に低い高架橋になってしま

い、その下を道路が交差するなどの状況が出てきたときには、鉄材を置
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いて磁界を低減するということです。 

【中村委員】 先ほど工藤先生がおっしゃった点で、この基準値で大丈夫なのかが気

になります。今までのデータというは、列車の運行速度がかなり違うも

のを持ってきて、ほとんど発生しない、揺れないという基準値になって

いますが、それで本当に大丈夫ですかというデータを示した方がいいと

思います。速度がかなり違うという点で、今までの速度から設定した基

準値から今回の基準値を決めるということでいいのでしょうか。 

【東海旅客鉄道㈱】 設定については、鉄道建設・運輸施設整備支援機構で決定しているこ

とですので、調べさせていただきます。時速500kmの時にどうかというこ

とについては、実証の方は私どもの実験でしかありませんが、20ｍ離れ

では、資料２ページの図２－２と図２－３にお示ししたデータの地点で

は、懸念されております発破音や建具の振動は、確認されていないとい

うことは実際に確認しています。 

【猿田委員】 先ほど温室効果ガスの点を指摘したが、22ページに列車走行時は非選

定としたのに、前段では色々理由を書いて、それだから非選定だと言い

たいのでしょうけど、関空がなくなったらなどと書いてあったりして、

いったい何を言わんとしているのかが分からないということです。駅舎

が始発から終電まで動く間、どのくらいの電力を消費するのか、排出係

数が十数年後の時点でどうなるのか分かないのに、現時点の係数を使っ

ていいのかも疑問ですが、ある程度の予測、走行などに伴う排出がどの

くらいなのかについて、項目として選出しないとなると、無視している

ことになります。他と比べてきれいだからいいでしょうというのかもし

れませんが、ここに書かれたことが温暖化に関して妥当なのかどうかを

言いたかったのです。 

【水野委員】 温室効果ガスについて言うと、最後にこういう理由で非選定とすると

いうのは奇異に感じます。それだけ分析しているのなら、これだけCO2と

して少なくなるとかならないとか、そういう評価はすべきです。どうい

う効果をもたらすかは、きちんと書くべきです。それと例えば原単位の

根拠はどうなっているかも知りたいわけです。そういうことを考えて、

温室効果ガスが、リニア新幹線を運営することによって、全体としてど

う変化するのかを入れるべきであって、駅舎等の影響を入れるのなら合

わせて考えていくべきです。これを少ないから非選定にするという考え

方が理解できません。 

【東海旅客鉄道㈱】 補足します。建設機材の稼働、資材及び建設機械の運搬に用いる車両

の運行、鉄道施設、駅、車両基地の供用に基づく温室効果ガスについて

は、現在選定しています。難しいのが、車両の運行に伴うものの出し方

が難しいと考え、今回の内容は、交通政策審議会から出ている資料のケ

ースで考えています。 

【水野委員】 難しいから出せないという理由もあるのですね。先ほどは、少ないか

らやらないという書き方になっていますが、この理由は違うのですか。 

【東海旅客鉄道㈱】 交通政策審議会の資料に基づき算出すると、100、100ということで、

基本的にはリニアがある場合もない場合でも温室効果ガスの排出量は変

わらない、同程度ということです。 

【水野委員】 私が言いたいのは、排出量は求めたけれども、こういう不確定性さが

あるという書き方をすべきです。それはなぜ必要かというと、リニア新

幹線が通ることでどう変化するかということを知りたい人がたくさんい
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ます。それが何もないと、どれだけよくなっているか判断できないか

ら、勝手に自分たちでやらなければいけないことになります。根拠を示

すことがこれからのやり方だと思います。 

【猪狩会長】 こちらの意見としてまとめて出すということでよいでしょうか。 

【後藤委員】 資料11ページの図で、トンネルの中に列車が２台書いてあって、上下

線が行き違うこともあると思いますが、その際の微気圧波はどうなるの

でしょうか。 

【東海旅客鉄道㈱】 基本的には、上りの列車が起こす現象と下りの列車が起こす現象が単

純に足し合わさると考えてください。音の面でいうと、時間が５秒10秒

ということになるので、重なると列車２本分の音が重なることになりま

す。微気圧波については、その波形が問題になる時間が0.1秒や0.2秒の

非常に短い時間なので、実際にその現象が重なり合って同じようなこと

が起こるということは考えにくいです。物理現象としては、それぞれの

ものを足し合わせたものとしてご理解いただければと思います。 

  

  エ 審議 

  

【事務局】 データの取り扱いについて、微気圧波で問題になりましたが、どのデ

ータをもって安全としているのか、そもそもどこまでデータを出すのか

ということの整理がまだできていない所がありましたので、持ち帰って

整理していただきます。工藤委員からも出ましたが、実測の実験でデー

タをとったものと、これまでの知見から整理して問題ないと判断したも

のとが、説明の中でも混在していましたので、もう一度整理していただ

き、データの整理と併せて、方法書の中で微気圧波について言わんとし

ていることを、一般市民が見ても分かるように示していただくよう考え

ています。 

温室効果ガスについて、事業者は列車の走行について非選定としていま

すが、将来を踏まえた評価をしていくことは必要だとのことでしたの

で、改めてもう一度社内で確認していただくように調整したいと考えて

います。 

大きく分けると、微気圧波と温室効果ガス、加えてデータに対する考え

方について整理していただきたいと思います。 

【水野委員】 別の質問ですが、超伝導ですから冷やすためにマイナス260℃ぐらいの

液体ヘリウムを列車に積んでいます。衝突あるいは何らかの事故で漏れ

た時にどういうことが起こりうるのか。車両内にあるので、液体ヘリウ

ムが漏洩した時にどういう問題が起こるのか気になるのでお伺いした

い。もう１点は、残土を運ぶときには運搬車の通行があるのですが、そ

の時の大気環境の問題として、気象は風向風速だけ測ると書いてあり、

放射収支量の測定など大気安定度の視点が書いていなかったのですが、

書き漏れているのではないかと思うのですが。 

【工藤委員】 地下の土壌を地上に引っ張り上げると、酸化して有害な土壌になると

いうことを聞いたことがありませんか。 

【猿田委員】 ものによっては出てくると思いますが、資料に重金属等の有害物質が

含まれる云々ということが書いてありましたが、それは何を意味してい

るのでしょうか。汚染土壌のことなのか、自然地質なのか、鉱山の中で

そのような金属が含まれているのかなど、気になる文言です。 
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【事務局】 では、ヘリウムガスの件と、残土運搬での大気環境調査で大気安定度

がないという点について。また、今回の資料での建設発生土のところで

記載のあった有害物質に関する点について、現段階でどう考えている

か、追加でまとめていただくよう調整します。 

【猿田委員】 有害物質について、おそらく路線ルートを書くのに、今まで地域環境

の調査をしていると思います。それなりに現地調査をしているはずで

す。その中で、有害物質などの話があったのかどうか、昔鉱山があった

など、書いてということではないですが、その辺がどうなのかを聞いて

ください。 

  

（３）（仮称）みなとみらい21中央地区67街区開発事業について 

  ア 判定届出書添付資料（修正版）について、事務局が説明した。 

  イ 質疑･審議 

  

【猪狩会長】 修正した資料が提出され、いずれの項目についても問題がないという

事業者の見解となっています。 

＜14ページの表２-１について＞ 

【水野委員】 アについては、これでいいと思います。 

【津谷委員】 イの項目で、保育園が近くにあるが、国道１号や高速道路が通ってい

るため問題ないとされています。本当に健康上の影響などはないのでし

ょうか。 

【事務局】 資料23ページの図２－８をご覧ください。番号20で示されている横浜

みなとみらい保育園は、共同住宅の建物内に入っており、計画地との間

には国道や高速道路が通り隣接していないため、本事業による影響は少

ないと事業者は記載しています。 

【猪狩会長】 保育園単体として存在するのではなく、建物の中に入っている施設で

あり、本事業の影響は受けにくいということですね。ほかにご指摘はな

いようですので、事務局は答申案を用意してあれば配布してください。 

  

  ウ 答申案について、事務局が説明した。 

  

 （意見なし） 

【猪狩会長】 では、これで答申を確定とします。 

  

資  料 ・相鉄･東急直通線環境影響評価準備書 

・中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書 

・相鉄･東急直通線環境影響評価準備書に係る調査審議について(答申案) 

・中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書に関する指摘  

事項等一覧 

・中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価方法書に関する補足

資料 

・横浜市環境影響評価条例の第２分類事業判定基準等について 

・（仮称）みなとみらい21中央地区67街区開発事業第２分類事業判定届出 

書添付資料(修正版) 

・（仮称）みなとみらい21中央地区67街区開発事業に係る答申案 

 


