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                開    会 

 

○門松議長 それでは、時間がまいりましたので、若干見えてない方もいらっしゃいます

が、始めたいと思います。 

 私はきょうの進行役をおおせつかっております国土交通省関東地方整備局長の門松でご



ざいます。御協力、よろしくお願いしたいと思います。 

 

           国土交通省あいさつ 

 

○門松局長 開会に先立ちまして、国土交通省を代表いたしまして、内村政策統括官より

あいさつさせていただきます。よろしくお願いします。 

○内村政策統括官 御紹介いただきました政策統括官の内村でございます。よろしくお願

いいたします。 

 私どもの大深度の地下利用行政につきまして、日ごろから御協力をいただいております。 

この場をお借りしまして厚くお礼を申し上げます。 

 さて、本協議会でございますが、この本協議会は２つの役割を担っております。それは

事業者間の皆様の事前調整の場というのが１点でございます。 

 ２点目は、関連する情報交換の場というものでございます。 

 御案内のように、事業調整の場と申しますのは、大深度で事業を行う場合、少なくとも

事業が具体化する段階で、他の公共的な利用を図ろうとされます事業者との間で御議論、

御検討いただきまして、もって適正な配置や効率的な空間利用を図るというものでござい

ます。 

 本日は、この任務、目的というよりか、第２番目の情報交換という目的のために開催さ

せていただいております。 

 すなわち、大深度地下利用に関する情報収集や、早期段階において個別の情報交換をす

ることによりまして、これらの行政を円滑に進めようと思っております。 

 本日、また後ほど御紹介があろうかと思いますけれども、テーマといたしましては、大

深度地下をめぐる最近の状況についてということで、神戸市におきます事業を含めまして

御紹介させていただきますほか、特に社団法人日本プロジェクト産業協議会から守屋様、

内野様をお招きいたしまして、より事業者に近い観点、あるいは視点から、大深度あるい

は浅深度地下利用のコスト比較、地下空間の利用事例等を御紹介いただけるというふうに

承知しております。 

 また、東京外かん環状道路の調査事務所の方から、外かん道路の現段階の検討状況ある

いは内容につきまして御説明していただけると承知しております。 

 本日、これらのテーマに即しまして、皆様と親しく情報交換、あるいは意見交換をする



ことによりまして、一層の大深度の地下利用が進めばなというふうに思っております。 

 また、これはお願いでございますけれども、大深度の地下利用を一層進めるためには、

適切な案件をいうなれば掘り起こす、見つけ出すということもしていかなければならない

わけでございますけれども、これにつきましても、また今後、一層皆様の御協力を賜りた

いと思いまして、私のあいさつとさせていただきます。 

 きょうはよろしくお願いいたします。 

 

              出席者紹介等 

 

○門松議長 それでは、議事次第に沿いまして進めたいと思いますが、次に出席者の御紹

介でございますけれども、時間の都合もありますし、お配りの出席者名簿、それから配席

図、これによってかえさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それから、プレスへのお願いでございますが、これから議事に入るのでございますけれ

ども、マスコミの方につきましては、後ほど御説明させていただきますので、ここで御退

室いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 もう１点でございますが、情報公開につきまして事務局の方から皆様に御確認させてい

ただきたいことがございますので、事務局の方から御説明をお願いいたします。 

○事務局（森川） 本協議会に関します情報公開について御説明申し上げます。 

 まず本協議会の開催に先立ちまして、本日、１月24日に第５回のこの協議会を開催する

旨につきましては、去る１月19日にプレス発表をしております。本日の協議会で議論され

た内容につきましては、本日の協議会が終了した後に、事務局の方からブリーフィングを

行うこととしております。それから、協議会において配付した資料及び議事録のうち、公

開可能なものにつきましては、情報公開法に基づきまして公開の扱いとさせていただきた

いと考えております。 

 なお、議事録につきましては、前回と同様に、御発言いただいた委員名が明記される形

でつくられることとなります。これは協議会終了後に各委員の方々に内容を確認していた

だいた上で公開することといたしております。 

 また、公開が可能な資料につきましては、本日のブリーフィングの際にも記者の方にお

渡しする予定でございます。 

 以上でございます。 



○門松議長 どうもありがとうございました。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 

                議    題 

          （１）大深度地下をめぐる最近の状況について 

 

○門松議長 まず議題の１でございます。 

 大深度地下をめぐる最近の状況等についての報告ということでございます。 

 ２つに分かれていまして、１つは神戸大容量送水管整備事業、それから、２つ目がその

他の最近の状況ということで、国土交通省からそれぞれ説明をお願いいたします。 

○松本大深度地下利用企画官 国土交通省で大深度企画官をやっております松本でござい

ます。本日は、当協議会に御出席いただきましてありがとうございます。 

 スライドの方で御説明をしたいと思います。 

 本日、お配りしております資料でいいますと、資料ナンバー１－１と１－２がございま

すが、１－２は参考ということで、１－１を画面に写しまして御説明をしたいと思います。 

  神戸市大容量送水管事業でございますが、大深度法の適用第１号ということでござい

ます。昨年の協議会でも若干御説明をさせていただいたわけでございますが、それ以降、

昨年の８月に事業概要書が出る等の大深度法にのっとった手続が始まっているところでご

ざいます。 

 内容的には、皆様方、既に御案内かと思いますが、上水道事業でございまして、総事業

費450億円、延長13kmというものでございます。 

 阪神・淡路の大震災があったわけでございまして、それの教訓も含めまして、大深度地

下に建設するということで、耐震性の向上を図りたいというのが神戸市の意向でございま

す。 

 区間でございますが、赤の部分が13kmにあたります。そのうち、布引という場所と奥平

野浄水場の間の２カ所において大深度法が適用されるということでございます。 

 ２カ所ありますが、それぞれ東側、それから西側というように呼ばせていただきたいと

思います。 

 当初の計画であれば、こういう形で道なりにずっと行く予定でございましたが、ここと

ここを大深度で150ｍほどずつ抜くことによって、かなり真っ直ぐな線型を確保できると



いうこと、それから、後で御紹介いたしますが、450億の総事業費が25億円浮くというこ

とで、６％強の事業費節減効果が出るということも合わせて大きなメリットかと思ってお

ります。 

 それで西側でございますが、神戸山手女子短大というのと、神戸山手大学という、大学

の下を抜く形になっております。それでこの真ん中に小川が流れている。こういう状況で

ございまして、ここのあたりは神戸市の持ち物で公園でございます。 

 その地下を断面図で見た図でございますが、この辺が地表でございます。私が先ほど申

し上げた宇治川という小川が真ん中に流れているという形でございます。 

 それで推定支持地盤の上面というのがこの緑の線で書かれております。それから、そこ

から10ｍ下にバックいたしまして、ここが支持地盤から10ｍという線でございます。青色

といいますか、紫色といいますか、この線が支持地盤から10ｍラインです。 

 それで地表から40ｍラインが赤で示したところでございます。そうすると、ここの青か

赤かどちらか深い方ということになりますので、赤が優先されて、この赤の線よりも大深

度の施設が下になければならないということになります。ここにずっとあるのが、これが

送水管でございます。３ｍほどの直径でございますが、これがずっと行くわけです。そう

すると、大深度区間がここからここまでを予定しているわけでございますが、小川の下が

40ｍに達しないということで、小川以外の部分左側と右側というふうに分かれて、これら

の部分が大深度地下の適用になります。また、小川の下は河川の占用でやっていくという

内容でございます。 

 それから東側でございますが、東につきましては、マンション等々があります。それか

ら画面上はオレンジで出ておりますが、これが六甲荘というホテルみたいな施設です。こ

の辺がマンションというところでございまして、当初の計画は、この道なりに下がる予定

でございましたが、そこのところを真っ直ぐずっと抜いていくということで、 

ここを大深度の適用区間にしているということでございます。 

 これは断面で見たものでございますが、支持地盤が緑でございまして、その下10ｍバッ

クしたところに青い線で支持地盤から10ｍ線がございます。それから地上の方から見て40

ｍラインが赤で出ておりまして、きりきりその下をいっているということで、ここからこ

こまで大深度地下の適用区間ということで、今年申請する予定になっております。 

 コスト削減効果でございますが、当初計画の450億円から立坑が減るとか、距離が短く

なるという効果によりまして、25億円程度浮いてきまして425億円というのが今の予定価



額になっております。 

 それで認可申請のスケジュールでございますが、昨年８月１日に事業概要書が事業者で

ある神戸市から認可権者である兵庫県知事に出され、また、公告、縦覧というプロセスが

１カ月ほど続きました。それについては次の画面で御紹介いたしますが、18年、すなわち

ことしの夏ごろに予定では神戸市から兵庫県の方に認可の申請が出てきまして、その後、

認可という手続になろうかと思います。 

 事業の着工は19年度というふうに聞いております。 

 事業概要書の縦覧の結果でございますが、これは大深度法12条に基づいて縦覧をやって

いくわけでございますが、縦覧期間８月１日から31日、30日間でございます。それで縦覧

場所がこの３カ所でございます。水道局計画課、奥平野浄水管理・工事事務所、それから、

水道局中部センターということで、縦覧に来られた方が計30名弱いらっしゃいました。 

 それで事業間調整の申出でございますが、これについてはどこもなかったということで

０件というのが実態でございます。 

 これで神戸についての説明を終わりたいと思います。 

 いい機会ですので、その他の最近の事情ということで地下をめぐる状況についてこの後、

御説明をしたいと思います。 

 まずデータで見る首都圏の地下ということでございますが、大深度地下使用法の中に、

国あるいは都道府県が関連のデータを集めるよう努力しなければならないという規定がご

ざいます。これに基づきまして、首都圏より順次大深度地下情報システムというものを構

築しつつございます。 

 整備目的は、公共の利益となる事業の円滑な遂行と、大深度地下の適正かつ合理的な利

用。地下情報全体のワンストップサービスの構築ということで首都圏からやっておりまし

て、首都圏については大体終わったというのが現状でございまして、地下20ｍぐらいから

下にあるようなものを主に対象としております。 

 対象施設といたしましては、通信、電力、ガス、地下河川、地下道路、温泉等々でござ

いますが、首都圏につきましては、昨年９月から供用を開始しております。 

 皆様方の場合は、関東整備局、あるいは我々本省の方でごらんいただけるという形にな

っております。 

 これはざっと入っておりますが、上から見たような地図で、こういう形で井戸とか、温

泉とか、そういうものが全体としても見れますし、種類ごとあるいは深度ごとに見れる、



こういうシステムでございます。その情報を組み換えまして、今から御説明いたしますグ

ラフをつくらさせていただいたということで、建物、井戸、温泉、それから東京の地下鉄、

地下道路、通信、送電、水道管、地下河川について深度を横軸とした棒グラフをつくって

みたところでございます。 

 ある種、度数分布でございますが、建物の基礎というものがどれぐらいあるかというこ

とで入れております。そうすると一番多いのがこのあたりでございまして、20から25ｍ、

あるいは15から20ｍ、このあたりの基礎が非常に多いということでございます。これは杭

基礎でございません。直接基礎でございます。 

 杭基礎の方は、それよりもさらに深度が上がりまして40ｍ、あるいは20、25、30、35、

40、40ｍ以上というふうなところにかなりな棟数がございます。特に40ｍ以上深く入れて

いる杭という意味では、100棟以上あるということです。 

 それから、これが井戸でございますが、井戸については我々が把握できただけで8,000

本弱ございます。一番深いのは2,000ｍぐらいありますので、非常に深いのを除いてみま

すとこんな形になりまして、500ｍよりも浅い井戸だけを集めまして7,874本ということで

ございます。その中で、2,000本目にあたるのが深度90ｍくらいということでここでござ

います。それから、4,000本目にあたるのが121ｍ、6,000本目にあたるのが180ｍというこ

とで大宗が200ｍ未満の井戸だということがわかると思います。 

 それから、温泉でございますが、温泉については、非常に井戸に比べて深うございまし

て、本数的には250本ほどでございますが、100本目で133ｍ、200本目で1,500ｍ程度、一

番深いものになりますと2,000ｍぐらいのものまであるということがこのグラフからわか

るということでございます。 

 これが地下鉄の部分でございますが、一番多いのが10から15ｍ、15から20ｍ、あるいは

20から25ｍというところを活用した地下鉄が多いということが見てとれると思います。一

方、40ｍ以上というところも４～５kmあるということもわかっていただけると思います。 

 それから、道路でございますが、道路につきましては、現在のところ、圧倒的に20から

40ｍのところが多いということが見てとれると思います。 

 それから通信については30、35、40、40ｍ以上、こういう形で並んでおります。 

 送電線についても20から40ｍというところが大宗としてあるということでございます。 

 それから、水道管、これにつきましては25、30、35、40ｍ、このあたりにまんべんなく

あるということでございます。 



 それから、地下河川は40ｍ以上のところが非常に長くあるということで、12kmほどある

というデータになっております。 

 それから、地下使用制度の重要性ということで、３つに分けて御説明をしたいと思いま

す。一般的にいわれております国際的に見て、高い人口密度と所得水準、この２つのファ

クターによって高い地価が形成されるということであります。 

 それから、折れ曲がっている地下鉄ということで、地権者との権利調整を避けるために

道路下が一般的に使われているという状況。 

 それから、混雑しつつある浅深度地下空間ということで御説明をしたいと思います。 

 １点目でございますが、これがアットランダムにプロットしたものでございますが、赤

の丸の方がアジアを中心とした国でございます。それから青丸の方が欧米を中心とした国

でございまして、当然のことながら、人口密度的には欧米の方が低いのですが、１人当た

りＧＤＰは非常に高いというのが特徴でございます。 

 逆にアジアグループの方は、所得はかなり低いのですが、人口密度が高いという状況に

ございまして、日本はそれの両方ともあるということで、人口密度が高くなれば当然土地

の値段は上がりますし、それから所得水準が上がれば土地の値段が上がるということで、

日本の土地価格は高いのではないかという、当たり前といえば当たり前なんですが、そう

いうことを示しております。 

 住宅の価格ということで、非常にこれも国際比較するときにデータの制限がありますの

で難しいのですが、100％同じ住宅を比べるというのは至難のわざでございまして、ある

一定の条件下で比べております。東京の地価が、ここ10年ほど低迷しているといいますか、

かなり下がってきておりますので、いまやロンドンの方がむしろ高いという結果になって

おります。ニューヨークなんかの場合は、所得は高いのですが、人口密度が低いというこ

ともあり、それなりの価格だ。このあたりがそういう意味で低めだということです。逆に

ソウル、上海、このあたりは所得水準はそんなに高くありませんが、経済成長がすごいと

か、あるいは人口密度がそもそも高いということで、それなりの値段になっております。 

 これは御案内の地下鉄地図でございますが、たまたまこういう形で日比谷線の上をプロ

ットしただけでございますが、非常に歪曲しているということが見てとれるのではないか

と思います。 

 これはもう皆様、御案内だと思いますが、年代順に、古くなれば古くなるほど浅いとこ

ろが開発されておりますが、新しくなればなるほど、都営大江戸線なんかにあっては、完



成が平成12年ということで、49ｍというところまで使われているという表でございます。 

 次に、大深度制度の直面している３つの逆風ということで若干書かせていただいており

ますが、１つは人口減少社会への移行ということで、ついに日本の人口自体が減少傾向に

なってきたということ。 

 それから大きな財政赤字ということで、国と地方の債務残高が全体のＧＤＰの1.5倍と

いう水準にまできているということ。 

 それから地価の下落、例えば６大都市ということであげさせていただいておりますが、

90年９月をピークに現在はその36％、すなわち60％以上値下がりをしているというのが現

状でございます。大深度地下使用制度の対象事業はかなりな部分公共事業であること、そ

れから、地権者との交渉という意味で、地価が上がり状況であれば、かなり交渉が難しい

のですが、地価が逆に下落傾向ということで、なかなか大深度にまで頭が及ばないという

ところもあろうかと思います。 

 これは２番目のものを若干グラフで示したものでございます。財務省のホームページか

らとらせていただきましたが、ＧＤＰに対する債務残高、地方と国でございますが、1.5

倍程度と先ほど申し上げましたが、日本だけが突出して上がっておりまして、ほかのＯＥ

ＣＤ諸国は、大体横ぐらいでずっといっています。非常に日本の財政事業が厳しいという

のがこれでわかっていただけるのかなと思います。 

 それで制度のさらなる活用に向けてということで、ビデオの中にもございましたが、耐

震という意味ですぐれているということを我々としても強調していかないといけないわけ

でございますが、さらにコストの低減といったところも、ある条件下においては、大深度

の方が安くなりますよというふうなことを示していかないといけないのではないかと思っ

ております。この後、浅深度、大深度の比較のところで若干その話をする予定になってお

ります。 

 それから、占用許可等の特例というものがもう１つございまして、法の第26条でござい

ます。 

 まず耐震性の方ですが、これは御案内のとおりで、余り目新しい話ではありませんが、

非常に火山といいますか、プレートとプレートが当たるところに日本がありますので、赤

がマグニチュード５以上のものをプロットしておりまして、過去10年間でございますが、

非常に赤で塗られている。日本だけではなくて、インドネシアの沖で一昨年起こりました

津波の位置もこのあたりでございまして、そういう意味で起こるべくして起こったという



ことかと思います。 

 これはビデオの中にも出てきましたが、深くなれば深くなるほど地震に強くなるという

データでございます。 

 それから、これがショートカットの効果というものを示したものでございますが、道路

なりに行くより真っ直ぐ行くことによって１割程度安くなりますよという話なんですが、

詳しくはこの後、若干浅深度、大深度のコスト比較ということで御説明できるかと思って

おります。 

 それから、占用許可の特例でございますが、大深度法第26条に、認可事業者による事業

区域の使用につきましては、道路法、河川法、その他の法令中、占用の許可及び占用料の

徴収に関する規定は適用しないということになっておりまして、この辺のメリットを一番

受けるのが電力会社、ガス会社、通信会社という大深度法の対象事業でありながら、事業

主体が民間の方々です。この規定が非常に有効にきいてくるのではないかと思っておりま

す。 

 どういうふうにきくかというと、２通りありまして、事務の簡素化ということで、大深

度使用制度の事業区間が道路、河川等の公物の地下にある場合、あるいは道路法、河川法

などの公物管理法に基づく占用の許可は要りませんよということになっております。 

 占用料についても取りませんよということになっております。 

 具体的に例で示しておりますが、それがこれでございます。占用料ということで、例え

ば千代田区内で外径20から40cmのガス管の場合ということで、国が管理する国道の場合で

ございますが、１ｍ当たり410円毎年、毎年取られます。例えば外径が１ｍで延長が１km

としますと200万円かかりますので、これが例えば50年であれば200万円掛ける50倍という

お金が50年間、もし供用するのであればかかってくるということになるわけでございます

が、あるいは河川の場合であれば、外径が１ｍ、延長が１kmとしますと、365万円かかる

ということで、このあたりのお金が要りませんよというのが大深度法の大きなメリットな

のかなと思っております。 

 これは最後でございますが、きょう、資料の中に含まさせていただいておりますパンフ

レット２種類ございます。黄色のもの、それから、青いものということでつけさせていた

だいていると思います。それから、ＤＶＤにつきましては、最初、お流しいたしましたの

は、それの圧縮版でございまして、実際には１部、２部作になっておりまして、合計35分

ほどのものになっております。 



 もし御入り用の方がございましたら、言っていただければ、手当したいと思っておりま

す。 

 以上でございます。どうもありがとうございました。 

○門松議長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に対しまして御意見、質問がございましたらどうぞ。何か

御質問、御意見ございますか。 

 それでは、また議題（２）が終わってからでも結構ですので、とりあえず議題の（２）

の方に移らさせていただきます。 

 

        （２）大深度地下関連調査業務の進捗状況等について 

 

○門松議長 議題（２）でございますが、大深度地下関連調査事業の進捗状況等につきま

して御報告がございます。これも２つに分かれておりまして、大深度と浅深度の地下利用

のコストの比較の概要、２番目が地下空間の利用の事例について、現在調査検討業務を行

っていただいております日本プロジェクト産業協議会より御説明いただけるということで

ございます。よろしくお願いしたいと思います。 

 

      ・ 大深度と浅深度地下利用のコスト比較（中間報告）の概略 

 

○事務局（守屋） ただいま紹介にありましたＪＡＰＩＣの守屋でございます。よろしく

お願いします。 

 早速ですけれども、引き続きまして大深度地下の利用に伴う費用比較に関する検討調査

の中間報告について述べさせていただきます。 

 お手持ちの資料の方は２－１ということでございまして、そこには目次概要ということ

だけしか示されておりませんので、説明の方は、画像の方を見ていただくのがよろしいか

と思います。 

 まずこの調査の位置づけですけれども、昨今の社会構造の変化、それから厳しい財政事

情の中から、より効率的な社会資本整備が求められる中、その１つの方策として大深度地

下利用というのがあげられると思います。 

 この調査の目的としましては、この大深度地下利用のメリットを再確認するという意味



がございまして、制度適用の有無による経済性の検討を進めておきまして、大深度地下の

適正かつ合理的な利用について確認していきたいと考えております。 

 最終成果となります目次でございますけれども、まず第１章としまして、道路・鉄道・

河川・ライフラインの費用比較を行っております。モデルケースを設定しまして、大深度

地下使用制度を適用した場合と適用していない場合の建設費をそれぞれ試算しまして考察

を加える予定でございます。 

 それから、第２章としましては、大深度地下利用のメリットとデメリットの整理という

ことで、施設の特徴、距離、便益、断面や有人、無人の別、地勢といった条件の違いによ

ってメリットの差について考察する予定です。 

 第３章として、まとめの章になりますけれども、大深度地下利用を促進するためにとい

うことで、大深度地下利用を選択する際の契機、メリットの最大化、メリットの最小化な

どについて提案していきます。 

 第１章ですけれども、道路・鉄道・河川・ライフラインとございますけれども、今回は

ライフラインについてのみ説明をさせていただきます。 

 内容については、まずライフラインの特徴を説明いたしまして、建設費を算定するにあ

たりますモデルケースを作成しております。 

 それから、浅深度ルートと大深度ルート、これにおける建設費を算定しております。 

 各種の条件を変えた場合どうなるのかということでケーススタディを行いまして、それ

についても浅深度と大深度のコスト比較といったような内容になっております。 

 まずライフラインの特徴でございますけれども、上下水道、電気、ガス、通信、こうい

ったものにつきましては、需要地への供給が必要ということになることから、一般的には

埋設深度が浅い方が有利ということで、従来は開削工法が中心に行われてきました。とこ

ろが既設の地下埋設物が輻輳してくるとか、開削工法による地上交通への影響という問題

点が出てきておりまして、徐々に埋設深度が深くなる。したがって、シールド工法などの

非開削工法が使われているといったような状況になってきております。 

 さらに昨今では、都市の過密化によりまして、立坑用地の不足、それから社会情勢によ

るコストダウンの要求、また、周辺環境への影響軽減などがニーズとしてあがってきてお

ります。 

 そこでライフライン工事におきましては、特に規模の大きな主要幹線では非常に長距離

化、それから大深度化する傾向が現在、出てきております。 



 これは建設費を策定するにあたりまして想定したモデルケースでございます。 

 赤と黒の線が書いておりますけれども、赤の方が一応浅深度のルートということでござ

います。立坑深さを20ｍ、土かぶりを15ｍということで設定しております。 

 それから黒いラインが大深度ルートということで、立坑深さを40ｍ、それから、一般部

につきましては土かぶり40ｍですけれども、立坑付近については一部アプローチ区間を設

けております。 

 平面距離でいきますと、浅深度ルートがどうしても公共用地のみを通るというふうに想

定しておりますので、若干迂回しなくてはいけないということで、３kmの距離、大深度ル

ートにつきましては、一部民地を使用することによって直線的な線形が可能ということで

2.4kmと想定しております。 

 ここでもう一度条件を整理してみますと、シールドの延長につきましては、浅深度ルー

トが3,000ｍ、大深度ルートが2,400ｍです。シールド形式は土圧式としております。セグ

メントは鋼製セグメント、内径はここでは3,100mmとしております。立坑は内径が10ｍの

円形立坑で、浅深度が20ｍの深さ、大深度が40ｍです。 

 浅深度に関しましては、全線公共用地下を通過するというように想定しております。大

深度につきましては、20％だけ民地下を通過するという想定にしております。 

 それから、大深度区間では、これは特に民地の部分に入りますけれども、民地の大深度

区間では、建設物の荷重を考慮したセグメントを採用しております。それから、今回は用

途を問わないということで、内部構築工については除外しております。立坑工事の一次覆

工工事のみということでございます。 

 それから、これは民間工事ということを想定しておりまして、浅深度ルートでは全延長

に対して、大深度ルートでは、地下40ｍよりも浅くなる先ほどの立坑の斜めの部分になり

ますけれども、斜路については、ここでは50年間分の道路占用料を一応計上しております。 

 これが先ほど想定しましたモデルケースによる結果ですけれども、浅深度ルートにつき

ましては、工事費と道路占用料を合わせた合計額は43億円、大深度ルートについては合わ

せたものが約40億円ということで、こういったようなケースでは、大深度ルートの方のコ

ストメリットが出てくるということがわかるかと思います。 

 ただ、工事費だけを見てみますと、延長が約600ｍ、比率でいきますと20％距離が短縮

されておりますけれども、工事費はほぼ同額ということです。これは大深度ルートにおき

ましては、まず立坑が深くなるということで、その工事費が増加するということと、先ほ



どちょっと説明がありました20％の民地下における復興構造体がどうしても大荷重用のセ 

グメントになるといったことで、若干工事費がアップするといった要因になっております。 

 今のは１つのケースだけを比較したわけですが、いろいろな条件によって大深度と浅深

度の費用比率が変わってくるであろうということで、ここではケーススタディを行ってお

ります。ケーススタディにおける変数として考えましたのは、１つはシールド管渠延長の

短縮率、先ほどは20％ということにしましたけれども、これをいろいろ変えております。

これは当然工事費に影響してきます。 

 それから、公共用地と民地通過距離の比率、これについても書いております。浅深度の

場合は、どうしても区分地上権を設定する必要があるということになりますので、そうい

った用地費、それから道路占用料などに影響してきます。それから大深度区間で民地を通

る区間につきましては、建設物荷重を考慮しなければいけないということで、その使用比

率についても変化させております。 

 ケースとしましては、浅深度と大深度につきまして、まず距離短縮のない場合というこ

とで１つのケースをつくっております。 

 14のパターンをつくっているのですけれども、延長についてはすべて3,000ｍというこ

とにしております。立坑につきましては、浅深度が深さ20ｍ、大深度が40ｍということで

す。 

 それから民地の比率、これは浅深度の方だけに関わってきますけれども、60％から０％

までの７パターンを想定しております。大深度につきましては大荷重用のセグメント、そ

れを使う比率を100％から０％までの７パターンということで、計14パターンのケースス

タディを行っております。 

 それから、これは距離短縮のある場合の検討ケースということで、先ほど距離、延長の

ない場合、Ｓ７という、これは同じ条件になるのですけれども、3,000ｍに対して最大3

0％程度距離短縮がある場合というものを想定しておりまして、その間を補完するような

形で、これもやはり７ケース設定しております。大深度につきましても同様な距離を選定

しております。立坑の条件は同じでございます。 

 それから民地の比率も、先ほどの距離短縮のない場合と同じで60％から０％までという

ことにしております。 

 それから、大深度につきましては、これはさまざまなパターンがあるかと思うのですけ

れども、ここでは簡略化するために民地20％の場合ということで決めております。 



 したがいまして、大荷重用のセグメントの比率が大深度の方で20％発生するといったよ

うな条件になっております。 

 これは距離短縮がない場合のケースをまとめたグラフです。 

 先ほどＳ７というパターンは、距離短縮がなくて、なおかつ公共用地をすべて通ってい

るという一般的なパターンかと思いますけれども、これを基準に考えますと、浅深度の場

合も、距離短縮がない場合は、当然用地費とか、占用料がかかってくるので徐々に高くな

っていく。大深度の場合も、工事費がどうしても浅深度に比べて若干高くなるということ

がありまして、大荷重用のセグメントを使う比率に応じて徐々に高くなっているというこ

とで、このような距離短縮のない場合というのは、大深度の適用のメリットが見つけるこ

とはちょっとできませんでした。 

 それから、これは距離短縮のある場合でございます。 

 先ほどと同じように、Ｓ７を浅深度の標準ケースということで考えますと、大深度につ

きましては、これは記号で書いてありますが、ここのあたりで境があるということで、こ

れは距離の短縮率にしますと約10％から15％の間ということで、距離の短縮率がこの程度

あれば、大深度ルートの方が安価になるといったようなことがわかります。当然浅深度の

方も、工事費の方が低下しますので、安価にはなるのですけれども、用地交渉とか、工事

のおくれとか、そういったものはここでは考慮されておりません。 

 簡単でございますけれども、これらをまとめますと、１つ大深度ルートの工事費という

のは、浅深度に比べ一般に割高である。したがいまして、距離短縮がない場合は、浅深度

ルートに比べ安価とはならないということがわかりました。 

 それから、大深度ルート採用によって、ある程度の距離短縮、試算計算では10％から1

5％程度なんですけれども、可能な場合、コスト縮減効果が期待できるということがわか

りました。 

 それから、大深度ルートの民地通過部分の構造は、土地の条件に応じた建設物荷重を見

込むため、それ以外の部分、例えば道路下に比べますと割高になる場合があるということ

がわかりました。 

 次に第２章でございますけれども、ここでは大深度地下利用のメリット、デメリットを

整理するということで、目次案だけ簡単に述べさせていただきますと、このようになりま

す。 

 １つ目は４つの施設、先ほど申し上げました道路・鉄道・河川・ライフラインの施設の



特徴を踏まえた考察ということで、構造、事業期間の長短、用地買収の必要性などの相違

によるメリットの差を考察していきたいと考えております。 

 それから距離による考察、これは先ほどコストの比較グラフがありましたけれども、そ

ういったものの総事業延長のうちの制度適用の延長の割合とか、制度適用による距離短縮

効果がどの程度建設費縮減効果に貢献するかといったことを考察していきたいと思ってお

ります。 

 それから、便益から見た考察、例えば線型が直線化することによって、鉄道の場合で速

度が向上するといったような便益がありますけれども、そういったものの評価、それから

地下深くなることによってアクセス性が低下する。逆の負の影響もありますので、そうい

ったものも検討していきたいと考えています。 

 それから構造物の規模の大小、断面の大きさ、それから有人施設、無人施設別の特性に

ついて考察していきたい。 

 それから、最後に地勢から見た考察ということで、事業用地の地形、例えば丘陵地にあ

るとか、平地にある。その違いによってどういった差が出てくるか。それから土地の利用

形態、住宅用であるか、商業用であるか。こういったものの条件の違いによって制度がど

ういう影響があるかということを調べていきたいと考えております。 

 それから、最後はまとめということなんですけれども、大深度地下利用を選択する契機

とはどういったものがあるか。大深度地下利用のメリットを最大限に活かすためにはどう

したらいいか。また、デメリットを最小化するためにはどうしたらいいかといったような

ことを今後まとめていきたいと考えております。 

 これらを受けまして平成18年度では、深度に起因するコスト増大要因の低減に関わる技

術開発というものを進めていきたいと考えております。 

 この深度に起因するコスト増大要因の低減に関わる技術開発というものは、図で書くと

このようなものになるのですけれども、例えば深くなることによって増加するコストとい

うのは建設コストとか、運営コストがあるわけなんですけれども、こういったものの例え

ば立坑の新しい掘削工法の開発、それから例えば断面積を縮小する技術とか、また、有人

施設等では、高速エレベータなどによって深くなることによるデメリットを解消するとい

ったような技術が考えられると思います。これらを通じて大深度地下使用制度のメリット

を発揮していきたいと考えております。 

 以上でございます。 



 

               ・ 地下空間の利用事例 

 

○事務局（内野） 次はお話が変わりまして、資料２－２でございますが、地下空間の利

用事例ということで、実際の利用形態を見ながら、地下利用を今、どんな形でやられるの

かを御紹介したいと思います。 

 まず１つ目の図でございますが、簡単なポンチ絵をつくりました。まず地下利用という

のはどんな形になっているのかというところ、大げさにいえばどういう哲学でやるのかと

いうところをまず紹介したいと思います。 

 最近、やはりグローバルな都市間競争の時代といわれて久しいわけでございますが、先

ほども御説明がありましたとおり、日本はほかに類を見ないほどの人口減少、高齢化とい

うものに直面しております。こうした中、日本が経済力を維持していくためには、都市が

国際的な競争力を備え、あるいはそこに住まう人々がここに住んでいてよかった、あるい

は希望が持ててよかった、そんな都市づくりを進めなければいけないと考えております。 

 そのためには、とりわけ大都市圏の中心都市、拠点都市というところがどういうふうに

再構築されなければいけないのか。そういうところが大きな課題なのかなというふうに考

えております。 

 そういう中で、現状の都市は、どちらかといいますと平面的に無秩序に広がった都市形

成をしているわけでございますが、今後は、以前、コンパクトシティというような言葉も

はやりましたとおり、制約ある土地の中で、都市計画を立体的にやっていこうという動き

の中で物事を考えていったらどうだろうか。そんなことを今、考えております。そういっ

た中の都市の再構築の手段として大きく関わりますのが高層化と同時に、地下を利用して

都市を立体化していくというところの技術になるかなと考えております。 

 ２ページ目は１つの例になっておりますが、例えば幹線ネットワーク、あるいはゴミ処

理、余り人が行かないものを、特に浅深度ではなくて大深度の方にもっていき、浅深度を

なるべく人のいるような空間にもっていくというような形で、今、物事を考えたらどうか

ということをイメージしたものです。 

 そういう中では、ここに地下公園がありますが、こちらはグラウンドレベルでおります

と、開削をして公園が地下の方に、浅深度の地下にあるというイメージになっています。

あたかも地下に公園があり、ビルなんかですと、サンクンガーデンというような言い方も



するかもしれませんが、段々畑になっているようなところに光が差し込んで、ビルの方か

ら見るとかなり地下ですが、公園から見ると、いかにも明るい空間のように見える。そう

いう趣向もこらしながら、地下を使っていったらどうかなというところのモデルになって

おります。 

 今、申し上げましたとおり、なるべく浅深度地下というのを人が長くいる時間のところ

に使い、鉄道とか道路については瞬時動くものですから、なるべく下の方にいったらどう

かと。そんなことで都市の再構築を実現していけばいいのではないかなと、我々はもう十

数年研究をしております。 

 ただ、確かに地下鉄の駅というのは、余り深いと、今後、高齢化社会の到来というのを

見ますと、どういうデメリットがあるのかというようなところもございますので、駅舎は

それほど深くないところにあって、中間が大深度になるというイメージが一番現実的かな

というふうには考えております。そういう意味では、地上空間、浅深度を人のために活用

しながら都市の再構築、あるいは今後、環境問題等の問題が出てくる中で、いろいろと都

市機能が変わってくるといった場合、都市基盤をなるべく地下にまとめあげるといった工

夫ができるのではないかなと考えております。 

 次に、今の図に基づいたような形で、これから写真でどんなイメージなのかというのを

簡単に御紹介させていただければと思います。 

 まず最初が、公園というところでございますが、これはパリのレ・アールというところ

で、皆様も多分何度か行っていらっしゃるかなと思いますが、ここは先ほどのように地下

を掘っておりまして、公園になっています。実はこの下に地下鉄の駅がございます。パリ

という都市は、旧市街地と新都市、これはデファンスというところにつくっておりますが、

こちらの方は高層のビルを建てると旧市街地の景観がおかしくなるということで地下を選

択し、下の方に都市が伸びるという形の１つのイメージになってございます。 

 これがその公園の中です。こういうことで、パリも冬になるとかなり寒いというところ

なんですが、皆さん、あったかい商業施設にいながら、こういうところにお昼、太陽が照

っているときには遊びに来るというような形をとっているようでございます。 

 これがその上の部分、こんな形で、あたかもそういう都市がないようなイメージがされ

ているというような状況でございます。 

 ちょっと話は変わりますが、先ほどの地下都市のイメージといったものをつくった例で

す。これは実はモデルは銀座の４丁目のところです。実は銀座通り連合会という商業の旦



那さんが集まった会から実は頼まれましてつくったのがこちらでございますが、ちょうど

四つ角の和光があるあたりを銀座線が通っている絵もかいてございますけれども、そこに

こういった地下の通路のネットワークなりいろんな施設をつくって、銀座にもう少しお客

さんを呼びたいということでつくった１つの絵でございます。 

 こちらも縦から見た絵という形になっています。 

 こちらはレマン湖ということで、観光地ですが、こちらは皆さん、観光で来る方々が、

車を路上に止めると景観が悪くなるというようなこともありまして、湖の下に駐車場をつ

くり、観光客の方はそこに駐車をして湖を楽しむというような形で観光資源を大事にする

という理念で地下空間が使われているという状況でございます。 

 こちらはちょっと白黒の絵で恐縮なんですが、これはストックホルムの駅の地下部分で

す。地下鉄が入ってくるところを再構築しながら、やはり旧都市の市街地を守っていこう

というような形ができているのではないかと考えております。 

 続きまして地下の１つの利用としましては、やはり地下街、あるいは地下街がネットワ

ークしたような形のものがかなり日本でも見られますけれども、その事例を御紹介したい

と思います。 

 こちらは日本の大坂ダイヤモンド地下街ネットワークでございます。こういった形で地

下のネットワークが整備されておりますので、地下からどんなところにでもアクセスが可

能である。ＩＴ技術も開発されておりますので、案内板とかの工夫が進展すれば、すぐに

行きたいところに行けるネットワークが地上と地下に整備された都市の形になるかと思い

ます。 

 こちらが名古屋のセントラルプラザというところでございますが、こちらは自然採光を

入れている形になっております。 

 ただ、地下街の欠点は、面積もあるのですけれども、物販の区画が小さくて、大きな商

業施設が入らないというようなところが少し悩ましいようでございまして、テナントさん

を募集するときに、大量な大きいトラックを利用するところは選択しづらいということを

聞いております。 

 これが先ほどパリのレ・アールの続きなんですが、地下の空間を感じさせないように、

これはたしかハワイかなんかに住んでいらっしゃる有名な絵描きの方だと思うのですが、

そういうものがいろんなところに書いてあったりして人々を楽しませるという形になって

おります。 



 これがヨーロッパ人のイメージですので、私なんか見るとちょっと暗い感じがするので

すが、彼らは明るくて楽しい空間だということで紹介を私にさせていただいた写真です。 

 これはネットワークですが、特に地下の空間のメリットという意味では、カナダのモン

トリオール、あるいはトロントあたりでは、かなりの寒さ、あるいは雪が降るというよう

なところで、ビルとビルの地下ネットワーク、あるいは地下鉄とのネットワークというの

が進展しております。こちらはケベック大学の地下の駅のところの写真でございます。こ

れは一見地下でないようなイメージになっていますが、地下も一層とかではなくて重層的

に使われているというような例になっております。 

 続きまして地下鉄・地下道路・地下河川・ライフライン、先ほどの費用対効果で出てく

るようなところのものでございますが、まず地下鉄でございます。これがイギリスのロン

ドンの地下鉄です。写真だけの御紹介になりますが、これがスウェーデン・ストックホル

ムの地下鉄の駅舎、あるいはもう１つ目がモスクワの地下鉄の駅という形になります。 

 ただ、ヨーロッパの場合、地盤が岩盤だということで、ダイナマイトで爆発させますと

穴があくというようなことがありまして、日本の軟弱地盤とは違って穴をあければ、ショ

ットクリートというのでしょうか、コンクリートをまぶしてそのまま地下空間を使ってい

るということが簡単にできるようでございます。 

 次が地下道路でございますが、これは中央環状品川線の絵でございますが、今、こんな

深いところで計画されているという御紹介でございます。 

 次に、マルチパーパストンネルといいますか、やはり河川と道路、あるいは道路、鉄道

といったものを合わせたようなシールドで１つの施設をつくったらどうかというようなと

ころの例が、たまたまマレーシアでできているので、その紹介でございます。 

 次が地下河川ではございますが、これは環七の地下調整池ということで、かなり広い空

間がありまして、これもたまにニュース等で紹介されているので、皆さんも恐らくは一度

ぐらい行ったことがあるかと思います。 

 これがライフラインでございますが、これは関西電力さんの管路でございますが、かな

り整然とした形で、今、利用しているというところでございます。 

 最後になりますが、多様な地下利用というところでございます。 

 きょうも同封されているパンフレットにもありますが、必ず出てくるのが中国のこのヤ

オトンという住居の話が出てきまして、地下にこういったことで昔の方は住んでいたとい

うような利用の仕方もあったよという御紹介でございます。 



 これがフィンランドの核シェルターと書いてございますが、実はフィンランドとかスト

ックホルムは、旧ソ連が近くにあるということで、核攻撃を受けた場合、たしか国民の7

5％が生き残らなければならないということを国策で決めまして、シビルディフェンスと

いう用語だと思うのですが、岩盤ですので、ダイナマイトで地下を掘り、いろいろ穴をあ

けている。ただ、あけているだけではつまらないので、こういう非常時にはシェルターに

なるところを、スポーツセンター、あるいはアイスホッケー場、次に出てきますけれども

教会、そんなものでいろいろ使ったり、当然備蓄基地、いろんなものに使っている例でご

ざいます。 

 これが教会です。私も行きましたけれども、音響がよさそうかなと思ったのですが、そ

んなによくはなかったです。 

 これがトルコのイスタンブールの地下貯水場というところでございますが、デザインは

なかなかきれいな形になっているかなと思います。 

 これが最後になりますけれども、オーテトラリアのクーパーペディの地下住居です。や

はり住居に使うというのはどうなのかなという話もありますが、現に使われているところ

もありますという例でございます。 

 写真は以上ですが、これまでに申し上げたとおり、今後の都市づくりという意味では、

高層のところ、あるいは地上、あるいは浅深度地下、あるいは大深度地下という大きな空

間を４つぐらいに分けまして、都市機能をどういうふうに再構築していくか、そんなこと

を考えていったらどうだろうかと考えている次第でございます。 

 説明は以上でございます。 

○門松議長 ＪＡＰＩＣさん、ありがとうございました。 

 何か御質問、御意見がございましたら。 

 １つよろしいですか。今の17ページの写真33番、フィンランドの核シェルター、これは

深度がどのぐらいで、費用負担、大ざっぱでどうなっているのかな。 

○事務局（内野） これは全部たしか国費でつくっているはずです。 

○門松議長 深度はどのぐらいですか。 

○事務局（内野） これは大体15ｍぐらい、あんまり深くはなかった。深いところもあり

ましたけれども、ここの写真はそんなに深くはなかったです。 

○門松議長 ありがとうございました。 

 ほかにございませんか。 



 ではまた後で一括御質問、御意見を承ることにいたします。 

 もう１つ、国土交通省から、大深度地下の技術ハンドブックの中間報告をしていただき

ます。作成の途中経過でございます。 

 

           ・ 技術ハンドブック（中間報告）の概略 

 

○小俣課長補佐 国土交通省の大都市圏整備課で課長補佐をしております小俣と申します。 

よろしくお願いいたします。 

 大深度地下利用技術ハンドブックということでございますが、関連調査事業の１つとし

まして、既往のいろいろ法令からはじまりまして、基本方針、指針類を内容的に新たにま

とめ直すといいますか、これまで当方で指針類を出させていただいてきてございますが、

それらを内容ごとに比較的わかりやすく編集をし直して、冊子としてまとめるという意図

で今、編集を進めているというところでございます。 

 本日は、まだこれから作成していくにあたりまして、中間報告ということで、具体的に

は、どんな内容が盛り込まれているかということを簡単に紹介させていただきます。それ

に際しまして、せっかくでございますので、内容を再度皆様方に確認なり、認識をさらに

より深めていただくという意味も込めまして、簡単に概略を説明させていただきたいと考

えてございます。 

 内容的には、法律が平成13年に施行されまして、同じ13年に閣議決定で基本方針ができ

まして、技術な指針などで、いろいろ詳細な規定とかがひととおりそろったということも

ありまして、編集をさせていただいたということでございます。 

 具体的には、特に技術的な事項を横断的にということで、それで技術ハンドブックとい

う名前をつけさせていただいているという状況にございます。 

 あとは関連して調査報告なども広くその中にちりばめていくということです。この類の

ものは、事業関係では、法令などでは法令、政令、告示などの溶け込み版として一般的に

あるのですが、それとは直接は似てこないのですが、内容ごとに横断的に法律とか指針を

並べて１つの事項がわかるようにというふうに今後、作成していきたいと考えてございま

す。 

 具体的な章立てでございますが、記載のとおりでございまして、これは改めて言うまで 

もないのですが、定義からはじまりまして、法定事項でございます地盤特定から耐力とか、 



最近、出させていただきましたバリアフリー・アメニティーの指針などまで含めて作成し、

事業に従事する方に、座右の友となるようなものとしてつくっていきたいと考えておりま

す。 

 まずそれでは、簡単でございますが、項目に従って、大深度地下の定義から進めさせて

いただきたいと思います。 

 これはもう御存じのとおり、法律・政令事項・告示・技術指針ということで記載されて

おります。 

 １つは地下40ｍ以深、それから支持地盤上面から10ｍ以深いずれか深い方の空間という

ことでございます。 

 具体的にはそれがどうしてかとか、どのようにというようなことを技術指針とかに記載

されてございますので、それを編集するということで進めております。 

 地下40ｍというところでございますが、これは技術指針にございますし、政令事項でも

ございます。 

 最初にビデオとかでもございましたが、通常、地下室に使われない深さと地下室建設に

必要な離隔距離というのを合わせて40ｍとしているというところでございます。 

 それから、支持地盤でございますが、こちらにつきましては、技術指針にも書かれてご

ざいますし、同じく政令事項でございます。内容的には2,500ＫＮ、平米当たりでござい

ますが、許容支持力を有する地盤ということで定めてございます。 

 具体的には、支持地盤上面の深さに干渉を避けるために必要な離隔ということで10ｍを

考えたというところを大深度地下の特定のための上面ということとしてございます。 

 次に大深度地下の特定ということでございます。 

 これにつきましても、技術指針、地盤調査マニュアル、調査報告書などの関連部分を編

集ということで進めております。 

 内容的には記載のとおり、特定のためのフロー、それから、地盤調査マニュアル、関連

しまして大深度地下マップ、それから、調査報告の類のものを入れてございます。 

 フローでございますが、基本的には大深度地下の特定のところで40ｍもしくは支持地盤

上面から10ｍというところの流れがわかるようにつくられております。 

 大深度地下マップというのは、2000年の当時につくられておりますが、こちらを参考の

ための資料として掲載させていただきたいと考えてございます。 

 それから、次でございますが、大深度地下施設の離隔距離という内容でございます。 



 基本的には単円シールドトンネルなどを技術指針では対象として考えてございますが、

関連しまして、山岳工法トンネルとか近接施工などの内容を合わせて編集したいと考えて

ございます。 

 具体的には単円シールドトンネルのこの図は、トンネル径、これは外径でございますが、

15ｍの場合と15ｍを超える場合ということで記載しておりますが、左の場合、15ｍ以内の

場合は25足す15で40ｍということでございます。 

 それから、外径をＤと書いてあるのですが、それを考慮しまして、15を超える場合はさ

らにそれより深くなるということでございます。 

 技術指針につきましては、15ｍ以内の単円シールドを対象としておりますが、それを超

える場合は、これらを参考に別途検討ということで記載されてございます。 

 先ほどのは直接基礎の場合でございますが、こちらは杭基礎の場合ということで、支持

層から10ｍ、左の場合、トンネル径が８ｍ、２ｍというのは支持層より杭が貫入する数値

ということで定めてございます。先ほどと同様に、外径が大きくなるとまた深くなってい

くということでございます。 

 それから、大深度地下施設の耐力に移らせていただきます。 

 こちらは法令事項、政令、告示で示されているほか、技術指針とかでも示されておりま

す。 

 内容的には、荷重の算定フロー、土圧、水圧、それから、建築物の荷重、これらを足し

たものが耐力として求められているということでございます。 

 フローにございますように、耐力を設計する場合には土圧と想定される建設物荷重、そ

れから水圧などのその他の荷重ということになってございます。 

 土圧につきましては、細かい話は難しいのですけれども、テルツァギの緩み土圧という

ものを採用して、設定がされているという状況になってございます。 

 それから、次に移ります。こちらからは指針類に直接関係することでございますが、ま

ずは、安全の確保ということで、内容的には基本方針に書かれております。それを踏まえ

まして安全の指針を当方から出させていただいてございます。 

 安全の確保の部分につきましては、これは基本方針でございますが、記載いただいてい

るとおり、火災・爆発からはじまりまして、最終的には犯罪防止、心理的不安感という項

目を事項としてあげられてございます。 

 それを踏まえまして、基本方針とほぼ同じ項目で安全対策につきまして、講ずべき措置



ということで、方針を定めさせていただいてございます。 

 安全に続きまして環境の保全ということで、これは先ほどの安全とほとんど同じような

スキームでございますが、基本方針がありまして、それを踏まえた指針ということになっ

てございます。 

 内容的には地下水への影響からはじまりまして、掘削土の処理などに至るまでの内容と

なってございます。これらにつきまして考慮しなさいというようなことが基本方針に掲げ

られております。 

 それを踏まえまして、同じ項目につきまして講ずべき措置ということで指針を出させて

いただいてございます。 

 最後になりますが、バリーフリー化、アメニティーの向上ということでございます。こ

れにつきましても基本方針に書かれていることでございまして、これにつきましては、参

考資料としてつけさせていただいていますが、バリアフリー・アメニティーの指針という

ことで、昨年の７月に出させていただいてございます。 

 内容的にはバリアフリー化の促進のための考え方、それから、アメニティーの向上のた

めの考え方を掲載させていただいてございまして、それぞれ講ずべき措置、それから望ま

しい措置というものを双方に関連して記述させていただいている次第でございます。 

 これで先ほどの指針類の話はひととおり終わるのですが、参考としまして大深度地下利

用のメリットということで編さんしていく予定でございます。 

 地震動につきましては、先ほど説明させていただいたとおりでございますが、下の方に

いくほど力が弱まるというようなことも参考的に載せさせていただく予定でございます。 

 以上、説明がわかりにくい部分もあったかと思いますが、すべて内容的にはこれまで公

表されている法律、政令、告示、それから指針類などを技術的な内容ごとに束ねまして、

より大深度地下の制度がわかりやすく、理解していただけるようなものとして編さんして

いきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○門松議長 ありがとうございました。 

 御意見、御質問ございますか。 

 

                 （３）その他 

              東京外かく環状道路について 



 

○門松議長 それでは、続きまして議題（３）でございますけれども、東京外かく環状道

路の状況につきまして、国土交通省の方から御説明申し上げます。 

○山本東京外かく環状道路調査事務所長 関東地方整備局の東京外かく環状道路調査事務

所の山本でございます。私の方から、少しお時間をいただきまして、東京外かく環状道路

の最近の状況について御紹介をさせていただきたいと思います。 

 資料が少しばらばらあって恐縮なんですが、お手元の資料３というところに東京外かく

環状道路についてという資料がございます。その下に外環の計画概念図ということで、資

料番号をふっておりませんが、それが１つございます。それから、資料の束の一番後ろに

なりますけれども、後ろから２つ目にＡ３で折り畳んである東京外かく環状道路について

の考え方－計画の具体化に向けて－という資料、それから、一番下に、もう少し小さなサ

イズで折りたたんでおりますけれども、外環ジャーナルということで、私どもの事務所で

広報誌として配っているジャーナルがございます。以上４つを使いまして、最近の状況に

ついて御説明をさせていただきたいと思います。 

 一番最初の資料３、東京外かく環状道路についてという表紙をめくっていただきますと

外環の全体についてまず御紹介をさせていただいております。 

 御存じの方が多いかと思いますが、外環につきましては、都心から半径約15kmというこ

とで、ぐるっと都心部を一周回る環状道路でございます。延長約85kmになるということで

ございます。 

 このうち、北側の区間、埼玉県の区間でございますが、関越道から東北道、常磐道まで

の約30km、それから常磐道のところから少し南に下りまして約４kmほど昨年の11月27日に

開通をいたしましたけれども、このトータル34kmにつきまして、現在、供用済みというこ

とでございます。 

 東側の区間、埼玉から千葉県にかかる区間でございますが、これについては現在、事業

中ということで、右下の方にございますが、用地がおよそ約88％買えておりまして、工事

ができるところから工事に着手しているという状況でございます。 

 西側の区間でございますが、関越道から中央道、それから東名高速のこの約16km区間、

これが現在、検討を鋭意進めているところということでございます。そこから先、湾岸ま

での約20kmについては予定路線という状況でございます。 

 この関越道から東名高速の約16km区間について御紹介をさせていただきたいと思います。 



 次のページをお開きいただけたらと思います。 

 この区間につきましては、昭和41年に高架の形式で都市計画決定をしたわけでございま

すが、住宅街を通るということで地元の反対も多く、昭和45年に当時の建設大臣が国会で

いわゆる凍結ということで発言をして以来、ずっと止まったままになっているということ

でございます。 

 その間、埼玉側で開通をしたりとか、あと都心部の交通渋滞がさらにひどくなってきて

いるということで、平成13年、このあたりから話し合いを始めるという雰囲気が出てまい

りまして、当時の大臣に現地をごらんいただいたりとか、あるいは住民団体と話し合いを

開始してきているということでございます。 

 平成14年６月のところに書いてございますが、ＰＩ外環沿線協議会ということで、いわ

ゆるパブリック・インボルブメント方式ということで、原点に立ち戻って外環の必要性か

ら議論を始めるという、そういう協議会を設立をいたしました。その後、約２年半にわた

って議論を進めてまいりまして、平成16年10月に、２年間のとりまとめというのを公表さ

せていただきました。 

 ただ、この２年間のとりまとめでは、まだもう少し議論すべき論点があるということで

引き続き議論をしましょうということで、平成17年１月から少し名前を変えましてＰＩ外

環沿線会議というのを設立をして新たな話し合いを始めたという状況でございます。 

 昨年のこの協議会では、たしかこのあたりまで御紹介をさせていただいたかと思います。 

その後、このＰＩ外環沿線会議で議論を進めつつ、その上にございますが、計画に関する

技術専門委員会ということで第三者の委員会で外環の必要性に関わる資料についてチェッ

クをしていただきながら話し合いを続けてまいりまして、８月になりますが、先ほどの原

点に立ち戻って、外環の必要性から議論するという構想段階の議論に１つの区切りを迎え

たという状況になったということでございます。 

 これまでの長年の検討を踏まえまして、９月に東京外かく環状道路についての考え方、

後ほど御紹介いたしますが、公表させていただいて、具体の計画づくりの検討に入り始め

たということでございます。10月にはもう少しそれを詳細にいたしました計画概念図とい

うのを公表しつつ、さらに11月には計画の具体化にあたって、大深度のトンネルの技術的

な部分について検証していかなければいけないということで委員会を設立いたしまして、

現在、計画の具体化に向けて検討を鋭意進めているという状況でございます。 

 お手元の資料、１つとばしまして、先ほどの計画の具体化に向けた考え方ということで



Ａ３で折りたたんでいる資料がございます。 

 国土交通省と東京都の方で９月に発表させていただいたものでございます。 

 まえがきが２段ほどございまして、改めて外環の必要性は高いということで、計画の具

体化に向けた考え方をとりまとめさせていただいたということでございます。 

 大きく２つのポイントがございまして、本線と、それからインターチェンジという、こ

の２つでございます。 

 本線につきましては、現在の都市計画の位置を基本として、極力大深度地下を活用して

既存の高速道路とはジャンクションで接続する案とするということでございます。 

 インターチェンジにつきましては、もともと昭和41年の計画では、５つのインターチェ

ンジがあったわけでございますが、地元の意見等を踏まえまして、３つに今回の案はつく

らせていただいているということでございます。 

 裏面をごらんいただきますと、平面図、それから縦断のイメージ、断面等がございます。 

左下に大深度区間のイメージということでありますが、約16ｍのシールド２本を掘るとい

うことでございます。 

 一番上の平面図をごらんいただきますと、これは北側が右側になっておりますので、北

側からいきますと、関越自動車道とジャンクションを接続し、左の方にいっていただくと

中央道とジャンクション、それから一番左側が東名とジャンクションで接続するという形

になってございます。 

 インターチェンジにつきましては、赤く書いてございますが、関越道との大泉ジャンク

ションのすぐ脇に目白通りが通っておりまして、この目白通りと南側に出入りできるイン

ターチェンジ、それからもう少し南に下っていただいて青梅街道のところでございますが、

青梅街道のところには北側に出入りするインターチェンジ、それから、中央ジャンクショ

ンのすぐ脇に東八道路ということでございますが、東八道路からは中央ジャンクションの

用地を使いながら北側、南側、両方に出入りできるインターチェンジというものを予定し

ているということでございます。 

 過去にあった国道20号、それから世田谷通りについてはインターチェンジを設置をしな

い案という形になっているということでございます。 

 表に戻っていただきまして、下から５行目でございますが、今後ということで、この考

え方について沿線自治体等の意見を聞きながら、早期に計画を具体化し、環境への影響と

か環境対策について検討を行っていくという、そういう段階にきているということでござ



います。 

 この考え方をもう少し具体的に図面に落としたものが、２つ目の資料にございました計

画概念図というものでございます。 

 10枚ほどついておりますが、１枚めくっていただいて、上に１／10と書いてある計画概

念図がございます。これは東名道とのジャンクション部分でございます。左側に上下に走

っているのが現在の東名高速、ここから右側に出ておりますのが外環ということでござい

ます。地上部に出てくるジャンクション部分につきましては、黄色でランプを書いてござ

いまして、その脇に環境施設帯ということで、幅約20ｍの施設帯をとって周辺の環境に配

慮をするといったような構造にしているというイメージでございます。 

 この東名ジャンクションの部分、緑色から右側に行きますとピンク色に変わってきてお

りますが、ここからトンネルで地下に入っていきまして、さらに次のページにいきますと、

オレンジ色の分岐合流部を経由して青色の本線のトンネルに接続をするという、そういっ

たようなイメージをお示しをしているということでございます。 

 地元には、こういったような具体的な構造をお示しをしながら、現在、この考え方につ

いて意見を聞いてきているという状況でございます。 

 その様子が４つ目の資料でございますが、外環ジャーナルということで、折りたたんで

ございますが、ここで紹介をさせていただいております。 

 表紙をごらんいただきますと、計画の具体化に向けて検討が始まるということで、先ほ

ど御紹介いたしました考え方とか、あるいは計画概念図、それから、裏側にありますけれ

ども、それをもう少し合成写真のような形でイメージがわかるものをつくりながら地元の

方々に、この内容について御紹介、御意見を聞いてきているということでございます。 

 合わせましてこのジャーナルを開いていただきまして、中の見開きの左上でございます 

が、大深度トンネル技術検討委員会というものを11月に設置をさせていただいております。 

計画の具体化にあたって、こういった直径16ｍという大断面のトンネルを地下に掘って本

当に技術的に大丈夫なのかどうか、換気の問題、それから、避難の問題、あるいは交通運

用とか、緊急の場合の対応、さまざまな検討の課題があるというように認識をしておりま

す。 

 左上に検討項目と書いておりますけれども、こういった内容について、トンネルの専門

家、あるいは換気の専門家、こういった方々に御意見を聞きながら現在、検討を進めてき

ているという状況でございます。もちろん避難とか、あるいは消火、こういったものにつ



いては関係機関の方々に御相談をさせていただかないといけないわけでございますが、現

在、我々事業者の方で検討を進めてきているということでございます。 

 こういったような技術的な課題についても検討を深めながら、外環の計画の具体化に向

けて鋭意努力をしているという、そういう状況でございます。 

 今後の予定でございますけれども、最初の資料に計画の具体化（都市計画変更）に向け

検討中と書かせていただいておりましたけれども、先ほど御紹介した考え方、あるいは計

画概念図というのは１つのたたき台の案だというように思っておりまして、これをもとに

地元の住民、あるいは地元の沿線自治体、こういった方々の意見を聞きながら計画を固め

つつ、合意形成が得られれば、都市計画変更の手続に入っていくといったような流れにな

ってくるのだろうと思っております。現在はその前の段階で、さまざまな形で意見を聞い

て検討を進めているという、そういう状況にあるということでございます。 

 以上、最近の状況について御紹介をいたしました。 

○門松議長 ありがとうございました。 

 

                 質 疑 応 答 

 

○門松議長 一応すべて議事が終わりまして、全体で結構でございますので、御意見、御

質問がありましたら御遠慮なくどうぞ。 

○安原大臣官房審議官  先ほどのＪＡＰＩＣさんの方からの海外の地下利用の実態につい

て御説明があったわけでございますが、今、我が国では大深度の、きょうはそのための会

議でございますが、諸外国ですと、こういう深い深度、大深度を使った工作物の事例とい

うのは結構あるものなんでしょうか。 

○事務局（内野） かなり深い事例もあるかとは思うのですが、基本的に大深度の法律と

いう意味では、北欧のストックホルムでは、地上から６ｍ以下までをその土地の所有者が

自由に使っていいところになっているようでございまして、６ｍ以下は公共が幾らでも使

っていいようになっているらしいのです。その理由を聞きましたならば、やはり岩盤であ

るので、それ以上、そんなに掘れなくて使えないだろうというところと、あとはそこを使

うのであれば、やはり公共のためになるというところで、特にたしかストックホルム市が

水道が老朽化して共同溝のような大きな施設をつくったときなんですが、ちょうど反対し

て通らせないといっていたところがあったらどうするのですかと言いましたら、そこには



水道は引きませんというようなことで強引にやっているようなところもあったようでござ

います。ちょっと質問がずれましたけれども、かなり深いところもありますけれども、そ

ういう法律も若干日本とは考え方が違うようなところもあるようでございます。 

○安原大臣官房審議官 東京でもほかの都市でもそうなんですけれども、できて歴史のあ

る街というのは、さっき説明がありましたが、既存の埋設物がかなりある。結局そこを全

部どかしながら工事をするというのは大変な時間とコストがかかる。結局その下を通るの

が工期的にもコスト的にも安い、こういうことですが、同じようなことというのは、ニュ

ーヨークとか、パリとか、多分いろんなライフラインが網の目のようになっていて、結局

新規のものはその下を通らざるを得ないような気がしますけれども、その辺は今、どんな

状況なんですかね。 

○事務局（内野） やはりパリなんかですと、例の環状道路等若干新規につくったものに

ついては、そういう考え方でやっているようでございますが、もともとやはり日本の都市

づくりと若干都市のつくり方が違っておりまして、特にヨーロッパですと、城壁をつくっ

て都市をつくっていった経緯がございまして、そこの空間がちょうど環状的になっていた

ところを道路空間に利用したり、いろいろしているような、やはり街の特色があるようで

ございまして、その中で輻輳しているから地下を使うというよりも、やはり環境とか、そ

ういった形で地下を選択する方がヨーロッパでは多いような感じがします。確かに今、お

っしゃられたような理由で使っているところもあるとは思うのですが、大体は地上の景観

を守るためというようなところが多いように感じております。 

○門松議長 よろしいですか。 

 そのほかございませんか。 

 きょう、御出席の機関、組織で、うちでこんな計画があるんだ、大深度の地下利用で。

ありましたら御紹介いただけるとありがたいなと思います。 

 そのほか御質問、御意見でも結構でございますが。 

 首都高の品川線も大深度になるのですね。 

 その構造はまだ決まってないのですか。大深度までいかないのですか。 

 あと大深度というとないですかね、40ｍ。東京都さんなんかありますか。あったら新聞

等で紹介されていますかね。 

○泉課長（関東経済産業局） 外環の16kmについては用地買収はないわけですね。 

○山本東京外かく環状道路調査事務所長 ちょうど関越道から東名まで16kmあるのですけ



れども、すべてが用地買収がないわけではなくて、例えばジャンクション部分、あるいは

インターチェンジ部分はどうしても地上に出てこないといけませんので、こういった区間

は用地買収が出てまいります。 

 それから地下のトンネルに入る入口、浅いトンネルは地下の浅いところを通りますので、

そういったところはいわゆる区分地上権の補償といったようなものが出てくるだろうと思

っております。 

 概算ですけれども、この16km、昔の高架の道路のときには約3,000棟ぐらい用地買収を

しないといけないだろうという形だったのですが、今回の計画にいたしますと、移転を伴

う用地の買収が大体約1,000棟ほど、それから区分地上権の補償をしないといけないとこ

ろが大体600棟からもう少しぐらいといったような用地買収、補償は必要になってくる。

それ以外のところは大深度地下の法律を適用すれば補償は要らないという形になります。 

○泉課長（関東経済産業局） あるのですね、買収しないといかんのが。そうですか、わ

かりました。 

○門松議長 空気を吸いに上に上がってくるという必要があるのですね。 

 ほかにございませんか。 

 先ほどのＪＡＰＩＣさんのコストの調査はいつ結果が出るのですか。 

○事務局（内野） 一応契約上は３月31日だと思います。 

○門松議長 17年度中に。 

○事務局（内野） 17年度中でございます。 

○松本大深度地下利用企画官 先ほどの質問に関連いたしまして、３月31日でということ

で考えておりまして、現在のところ、まだ中間といいますか、半製品の状態でございます

ので、できあがりましたら、また報告書といたしまして、皆様方にお配りできればなと考

えております。 

○門松議長 時間が少しあるのですか、ちょっととんでもない御質問なんですが、東京防

衛施設局さんも見えられていますから、こういう地下の施設を防衛的な視点で国土の防衛

といいますか、さっきのフィンランドの核シェルターは１つの事例ですけれども、道路ト

ンネルでも、地下鉄でも何でもいいのですけれども、そういった施設の多目的利用という

のですか、もしそういうのが可能だったら、民間の方々も費用の軽減になりますね。フィ

ンランドだったら100％国費でやっているということでございますし、背中を押すような

施策のように思うのですが、そんな議論はありませんかね。 



○竹岡課長（東京防衛施設局） 今のところはそういう議論はありませんね。これから技

術など進めば考えるかもしれませんが、今のところそういう計画もありません。 

○門松議長 多分日本ではだれをそこに入れるのだとかいう議論になってしまって、差別

化だとかなんとかいって議論にならないのかもしれませんね。 

 ほかに御質問、御意見ございますか。 

 それでは、大体議事の方は終わりましたので、議事の方はこれでしめさせていただきま

す。 

 事務局の方から何かありましたらお願いいたします。 

○事務局（森川） 事務局の方から１点御連絡申し上げます。 

 議事の公開に関しまして、本日、配付をいたしました資料につきましては、すべて公開

扱いということにさせていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

 資料の一部におきまして公開扱いとすると支障のあるものなどございますでしょうか。 

 それでは、異議がないようでしたら、公開扱いという形で対応させていただきたいと思

います。 

 それから、議事録につきましては、冒頭、御説明しましたとおり、御発言いただいた各

委員の名前が明記される形で作成しまして、協議会終了後に各委員に内容を確認していた

だいた上で公開することといたします。 

 この後、記者へのブリーフィングを行いますので、どうぞ御了承ください。よろしくお

願いします。 

 事務局からは以上でございます。 

○門松議長 それでは、最後に、国土交通省の安原審議官より締めのごあいさつをいただ

きます。 

○安原大臣官房審議官 国土交通省の安原でございます。 

 本日は皆さん方、お忙しい中を集まっていただきありがとうございました。 

 先ほど来から説明がございますように、この大深度地下の利用というのは、社会資本の

効率的、効果的な整備と同時に、地下を整備いたしますので、その分、地上での質の高い

都市空間の形成という点で有効であろうと思っております。 

 また、世界的に見て、非常に我が国、地震が多発する国でございます。大深度において

は地震に対する安全性が高いといわれております。そういう意味で、この大深度のライフ

ラインを整備していくということが地震、災害に強い都市づくりの実現にもまた有効であ



ろうと考えております。 

 そういう意味では、先ほど紹介いたしました神戸市さんの大容量送水管整備事業という

のは、まさに10年前の震災の苦い経験を踏まえて実施されたものでございます。そういっ

たことから、今後、このような事業がこの首都圏においても検討、計画されることを期待

している次第でございます。 

 せっかくの機会でございますので、この大深度地下関係の来年度の予算案について、ど

んなものがついているかといいますか、政府の案として出ているかという点を御紹介いた

します。 

 まずは交通機関等の大深度地下利用に伴う振動等の影響検討、大深度地下の地盤状況の

物理探査技術開発等、そういった技術的課題への取り組みに加えまして、深度の方向に起

因するコスト増大要因の低減に係る技術開発、大深度地下情報システムの整備といった大

深度地下使用制度をより利用しやすくするための取り組みについても実施していくことに

しております。 

 また、この大深度地下の利用につきましては、各方面での検討もなされており、今月の

11日には、土木学会の主催によりまして、第11回地下空間シンポジウムが開催されており

ます。また、来月16日には、トンネル技術30周年記念特別講演会が開かれる予定となって

おります。私ども国土交通省といたしましても、こういった会議、機会をとらえて、大深

度の制度、現状等について十分説明し、その普及に努めてまいりたいと考えているところ

でございます。 

 本日、お集まりの皆様方におかれましても、この大深度地下の適正かつ合理的な利用の

ためにさらに御理解を深めていただき、また、御協力いただくよう、お願い申し上げまし

て、ごあいさつにいたしたいと思います。 

 今日はありがとうございました。 

○門松議長 それでは、以上をもちまして第５回の首都圏大深度地下使用協議会を閉会さ

せていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 

                閉    会 


