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国土交通省のＨＰによれば、「大深度地下使用法の認可の要件」として 7項目全てに該当

することが必要とされています。	 

７項目とは、	 

[1]	 事業が大深度地下使用法第４条各号に掲げるものであること	 

[2]	 事業が対象地域における大深度地下で施行されるものであること	 

[3]	 事業の円滑な遂行のため大深度地下を使用する公益上の必要があるものであること	 

[4]	 事業者が当該事業を遂行する十分な意志と能力を有する者であること	 

[5]	 事業計画が基本方針に適合するものであること	 

[6]	 事業により設置する施設又は工作物が、事業区域に係る土地に通常の建築物が建築さ

れてもその構造に支障がないものとして政令で定める耐力以上の耐力を有するものである

こと	 

[7]	 事業の施行に伴い、事業区域にある井戸その他の物件の移転又は除却が必要となると

きには、その移転又は除却が困難又は不適当でないと認められること	 

ですが、このうち、 
[3]事業の円滑な遂行のため大深度地下を使用する公益上の必要があるものである
こと 
[4]事業者が当該事業を遂行する十分な意志と能力を有する者であること 
の２項目については、今回の申請内容や事業の公益性に疑念がある為、大深度法の

認可に適合しないと考えます。 
 
これからそのように判断する幾つかの理由を述べます。 
 
その１、2013 年 7 月に行われた東京外環道の事業再評価委員会における再評価には

根拠データが示されていないなどの試算上の瑕疵があります。	 

	 

再評価が行われた際に配布された「資料２－５－①」に記載されている東京外環道の	 

目的は、	 

「①首都圏の慢性的な渋滞の緩和、②沿道環境の改善、③周辺の生活道路の安全性の向上」

とされています。	 

計画交通量は、	 

大泉～青梅街道ＪＣが９５６００台、青梅街道～中央ＪＣが８３８００台、中央ＪＣ～東

名ＪＣが７５９００台。	 

周辺の状況は、	 

・外環（関越～東名）は、ほぼ全域に市街地が形成されており、駅周辺に中高層高密度市

街地が形成され、その周囲に低層高密度市街地が多く分布している。	 

・関越自動車道と接続し、基本的に地下構造により市街地を通過し、東名高速道路へ接続

している。	 

	 

としていますが、	 

再評価での費用対効果（Ｂ／Ｃ）は実態を反映しておらず、且つその根拠データが開

示されていない為に検証できないものです。	 

	 

再評価での費用対効果（Ｂ／Ｃ）の試算では（資料２－５－②）	 



「費用便益比（事業全体）で２．３」としています。	 

交通状況の変化（推計時点	 Ｈ４２年）	 及び便益として	 

事業名：東京外かく環状道路（関越～東名）（事業全体・残事業）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ［距離］（比率）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [億円/年]（比率）	 

①新設・改築道路	 	 	 １６．２ｋｍ（	 0.08％）	 	 	 	 	 １８８．６０（	 0.12％）	 

②主な周辺道路	 	 計４１２．６ｋｍ（	 2.26％）	 	 	 	 ７,１６６．４６（	 4.57％）	 

③その他道路	 	 計１７，７７０ｋｍ（97.64％）	 	 １４９,２１０．４７（95.30％）	 

	 	 	 	 	 	 	 合計１８，１９９ｋｍ（100％）	 	 	 １５６,５６５．５３（100％）	 

参考／隣接南北道路時間短縮試算	 

（環状７号線）２０．８km	 	 整備なし６６分	 整備あり６４分	 

（環状８号線）２４．４km	 整備なし７２分	 整備あり６８分	 

（吉祥寺通り）	 ９．７km	 整備なし３６分	 整備あり３２分	 

（武蔵境通り）	 ９．０km	 整備なし３６分	 整備あり３１分	 

	 

又、当初評価及び再評価では、算入すべき便益が除かれており、便益に試算の正当

性がありません。	 

事業再評価では「走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益は考慮しない」

とされており、事業により発生するその他のマイナスを含む便益は除外されています。	 

沿道や地域社会に関するものとして、	 

・発生する大気汚染＆騒音などとその対策費、	 

・景観に関する影響、	 

・生態系に対する影響、	 

・地球温暖化など、エネルギーに関する影響	 

・地域コミニュティへの影響	 

などが想定されます。	 

	 

これらには、費用換算が難しいものもありますが、「発生する大気汚染＆騒音などとその対

策費」や「地球温暖化など、エネルギーに関する影響」については費用を計算できるにも

関わらず、これらを除いているのでは正確な費用対効果とはいえないのではないでしょう

か？	 

	 

その２、東京外環道が果たす役割は「①首都圏の慢性的な渋滞の緩和」とされてい

ますが、外環道事業は実際にはその目的に役立たないと考えます。	 

	 

外環道は圏央道・中央環状線と共に３環状として 
「首都圏３環状道路は都心部の慢性的な交通渋滞の緩和及び、環境改善への寄与等を図り、

さらに、我が国の経済活動の中枢にあたる首都圏の経済活動とくらしを支える社会資本と

して、重要な役割を果たす道路」 
とされていますが、２００７年１２月には中央環状新宿線の５号池袋線～４号新宿線間、

２０１０年３月には同４号新宿線～３号渋谷線間が供用されました。更に圏央道について

は高尾山に掘られたトンネルを含む高尾山～八王子区間が２０１２年に供用されたのに続

き２０１３年には茅ヶ崎～寒川北間と海老名～から相模原愛川区間が供用されました。	 

このように相次いで環状線高速道路が供用されているのにも関わらず、首都高速道路の

交通起終点調査などからは一向に都心の通過交通量が減っていないことが示されています。	 

この起終点調査からみると、都心環状線とその通過交通と中央環状線の交通量の推移は、

都心環状線の利用交通量が２００１年度と２００８年度の間で急減し、さらに２０１１年



度に減少していますが、	 

通過交通の減少幅は小さく割合は	 

５９．４％	 →	 ６１．１％	 →	 ６２．４％	 →６３．４％	 →	 ６４．５％と増加しています。	 

外環東京区間（関越～東名）が整備されたとしても、	 

●３号渋谷線・東名高速や４号新宿線・中央道から７号小松川線・京葉道や１１号台場線・

湾岸線へ抜ける車は都心環状線を利用するであろうということ	 

●３号渋谷線・東名高速から６号向島線・三郷線・常磐道へ抜ける車の５～６割は都心環

状線を利用するであろうということ	 

が推測され、都心環状線のこれ以上の通過交通排除は難しいのではないでしょう？	 

	 

また外環道の整備効果でいわれている	 

「首都高都心環状線を利用する交通の約６割が沿道に用のない通過交通」	 

についても、同様にその根拠があいまいで不確実です。	 

	 

首都高速道路株式会社が発表している文書によると、	 

「弊社が２００２年に行った『第２５回首都高速道路起終点調査』によりますと都心環状

線の利用交通のうち約６割は、都心環状線を通過する交通となっています。残りの４割は、

霞ヶ関や銀座といった都心環状線の出入口を利用する交通です。また、上記起終点調査に

よると東京外環自動車道が接続する都市間高速道路（東名高速や中央高速など）から他の

都市間高速道路に行く、すなわち首都高速を通過する交通は全体の５％程度で、残りの約

９５％は都内に起終点の両方または片方を持つ交通です。」	 

とされています。	 

国土交通省の資料に掲載された図は、同じ「第２５回首都高速道路交通起終点調査」を

もとに作成されています。	 

この報告書によれば、首都高を利用する車は	 

１日１，０６２，５８５台、	 

そのうち都心環状線の利用は	 	 	 	 ４６１，４１９台で	 

その通過交通は	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２８８，０９６台（都心環状線利用の６２．４％）	 

です。	 

東名高速や中央道のような道路を都市間高速道路といい、相互に行き来する交通量は下

表のようになっています。	 

首都高速道路株式会社がいう「５％」は、この合計である５４，６４２台が首都高全体

に占める割合のことです。	 

外環（関越～東名）を利用する可能性があるものを合計すると２８，８５５台で、首都

高を利用する車のうちの２．７％となります。	 

東京都の猪瀬直樹前知事は、「首都高速の交通量（中略）６割が通過交通なんですね。つま

り外環ができれば全く状況が変わってくる」「６割が入ってくるのですから、外環で逃す」

と発言しています。	 

「首都高都心環状線を利用する交通の約６割が沿道に用のない通過交通」は、単に東京の

道路事情を説明したものですが、外環を整備する理由として用いられることで、猪瀬副知

事がそうであるように、外環整備により通過交通６割が外環に転換するかのような誤解を

与え不適切です。	 

	 

更に整備効果で言われていることも疑問です。	 

「外環の整備により、並行する環状８号線では通過交通が８割減少」	 

については、環状８号線を通行する車のうち何台が通過交通かは、私達が入手可能なデー



タからは計算できません。	 

そこで、外環の既設区間について周辺道路の交通量がどのように変化したかを国土交通省

の道路交通センサスで確認しました。	 

全車・大型車ともに、環状７号線・環状８号線など並行する道路の交通量は横ばいです。

また、首都高速３号線・４号線に相当する高速川口線や高速６号三郷線は外環開通後に激

増しています。	 

従ってデータからは外環整備による周辺道路の改善効果はみられません。	 

	 

加えて、埼玉県が平成２２年度の道路交通センサスをもとに作成した資料によれば、県

南部の道路を中心に走行速度が低下し、混雑度は全国ワースト１位。同じ平成２２年、自

動車排出ガスなどを原因とする光化学スモッグ注意報の発令日数も全国１位で、現在も環

境が良いとはいえません。	 

	 

その３、そもそも、将来交通量が増えるとする見通しの根拠があいまいです。	 

	 

平成 23 年 2 月に国土交通省に設置されている国土審議会・長期展望委員会が開かれ、そ

の折、国土交通省計画局が「国土の長期展望、中間とりまとめ（案）概要を資料として提

示しました。その推計値は下表のとおり人口減少が明確です。	 	 	 	 

	 	 	  
 表 2－2 日本の人口   （単位万人） 

  2005 2050 45 年間で 

若年層 1759 821 -938 

  （13.8%） （８．６％）   

生産年齢層 8442 4930 -3512 

  （66.1%） （51.8%）   

高齢人口 2576 3764 1188 

  （20.2％） （39.6%）   

総人口 12777 9515 -3262 

  （100％） （100%）   
国土の長期展望中間とりまとめ案 概要（ Ｈ２３・２）  

 
又、自動車の保有台数についても、全国合計台数は徐々に増えて平成１８年度末に７９２

４万台、平成２４年度末には７９６３万台と微増の状態になっています。	 

東京都でも保有台数は平成 17 年度末にピークの４６４万台を記録したあと、平成２４年度

末には４４１万台と漸減し続けています。	 

 
表 2－3  全国 ・ 東京都  自動車保有台数       千台 

 2000 2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  平 12 平 13 平 14 平 15 平 16 平 17 平 18 平 19 平 20 平 21 

全国 74,583 75,525 76,271 76,893 77,390 78,279 78,992 79,236 79,081 78,801 

東京都 4,618 4,623 4,624 4,622 4,608 4,628 4,638 4,617 4,591 4,518 

  2010 2011 2012 2013       

  平 22 平 23 平 24 平 25       

全国 78,693 78,661 79,112 79,630       

東京都 4,472 4,431 4,419 4,409       

１） 財自動車検査登録情報協会、各 3 月末。       

	 

首都圏での道路交通量の推移についてみてみると、埼玉県境では 7 地点（圏央道・警地点



No119）から外環（大泉・地点 No125）までの日当たり合計断面交通量は２００１年２8 万

台から増加して２０１０年２９万台に微増しているものの、これらの年を概括すると埼玉

西部と都下の南北交通は増えていなくて横ばいといった状況です。	 

 
表２－４  東京・埼玉 西 7 地点（圏央ー外環） 交

通量 
   （台/日） 

平成 13 14 15 16 17 18 19 20 

西暦 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

7 地点合計 279160 269145 261243 280548 281563 286259 292757 274540 

平成 21 22 23      

西暦 2009 2010 2011      

7 地点合計 292029 293609 290903      

資料：警視庁交通部 交通量統計表（平成 23・11 調）      

 
以上のように、将来交通量が増えないだろうというのは、調査をすればますますその根拠

が増えるばかりです。	 

	 

	 交通センサス実施から今まで２年ほどで出されていた国土交通省の将来交通量予測が、

今回の２２年センサス以降には３年経つにも拘わらず未だに発表されていないのは、セン

サス調査で減っている事実を反映させると将来交通量予測も減ってしまうからではないで

すか？	 

	 

その４、今やるべきことは何か	 

	 

以上、様々などのような指標からも将来、自動車交通量が増えるから道路建設が必要と

いう理屈はなくなっているとしかいえません。	 

	 今、緊急に行うべきは、今後５０年間で２１０兆円もかかるとされている公共インフラ

の維持更新にこそ税金を使うべきであると考えます。２０１３年度ではこの費用に本来は

３．６兆円必要であるとしながら国土交通省は充分な予算を計上していません。	 

国の借金が１０１７兆円を超えるという時代にあっては、次世代に負の遺産だけを残すよ

うな新規事業推進ではなく、防災・減災を謳うなら、費用対効果もあいまいな外環道の建

設ではなく、老朽化した道路橋やトンネルでの事故を未然に防ぐ維持更新にこそ税金を使

うべきです。	 

	 

その５、大深度工法での環境への影響が全て正しく評価されていないか、または、

影響を少なく見ているのは、適切且つ事実と判断できない為、再評価すべきです。	 

	 

	 東京外環道については４０ｍ以深の大深度での工事であるために、地上部への影響は殆

どないと事業化段階では言われてきましたが、今回の大深度申請に関する説明会で配布さ

れた資料４５頁では「シールドトンネル施工による周辺地盤の変位は小さい」と書かれて

います。 
これは、今までの影響が無いとする説明とは違って「小さい」とはいえ影響があること

を認めたものといえます。 
 
しかしながら、申請書類や説明会においても、この影響の度合いやその内容については一

切触れられておらず、大深度工法の環境への影響が正しく評価・情報開示されていません。 
特に、４０ｍ以深にはならない浅い部分での地上部への影響は評価されている内容とは



違ってくるのではないでしょうか？	 既存建築物の立替ならば「大丈夫」としていますが、

周辺地盤全体としての沈下などはないのでしょうか？ 
同様に、地下水への影響とそれがもたらす地盤変位についても、きわめて楽間的な評価

がされています。果たしてそれが正しいかどうかには大きな疑問があります。 
大深度ではありませんが、トンネル工事における地下水への影響については、国はその

影響を今まで殆ど認めていませんが、環状八号線の井荻トンネル東側での地盤沈下や高尾

山トンネルによる地下水の枯渇は、道路建設に伴うトンネル工事による以外の人工的原因

が見当たりません。このような事例では、国や事業者は、トンネル工事での環境変化があ

ったとしても、真剣にその原因をつかもうとしていません。 
一度壊れた環境体系を元に戻すことは殆ど不可能であるか、または果てしない時間を要

すると考えます。従って、環境への影響の評価ではより「安全側」に立った評価と予測が

求められると考えますが、地盤や地下水などの今回申請での評価は全体として影響を少な

く見積もっています。 
このような評価や見方しか出来ない事業者はその事業適格性が無いというべきです。 
	 地盤の変位や地下水や、地下水と関連するその地盤への影響などについては再評価をす

べきです。 
 
 
結論 
以上何点かに渡って述べてきたように今回申請内容とその前提となる事業には大きな瑕

疵や不十分性・不確実性があり、提供されるべき根拠やデータが圧倒的に不足しています。 
これらから、 

[3]事業の円滑な遂行のため大深度地下を使用する公益上の必要があるものである
こと 
[4]事業者が当該事業を遂行する十分な意志と能力を有する者であること 
の項目には適合しないと考えますので、申請は認可すべきではありません、 

以上 


