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坂下西工区から調査掘進でトラブル、シールド機の脆弱性を露わに。 

 JR 東海は 2021 年 12 月からシールド機の調査掘進の予定を変

更して、シールド機の発進設備の補強・整備を行い。2022年 7月

からシールドトンネル調査掘進工事を開始しましたが、円筒形の

立坑のコンクリート壁を 40㎝、シールドマシンで切削したところ

でシールドマシンのカッタービットの一部を損傷が判明しシール

ド機の修復工事を行っている」と 2022年 8月 9日に明らかにしま

した。シールド機は都市部で洪積層（硬い地盤）から(沖積層と呼

ばれる軟弱地盤)まで地盤条件に対応して設計されています。 

非常口の立坑コンクリートの壁(耐用年数は最大 200 年で強度

（硬さ）36Ｎ／mm2が求められます)を掘削できませんでした。こ

の後、神領非常口掘りぬく時入出 2回、勝川非常口掘りぬく入 1回、3 度も立坑コンクリート壁を掘削、カッタ

ービットの損傷を起こす可能性は高い。シールド機はトラブルを煩雑に起こす脆弱性を露わにしています。 

坂下西工区から東名高速道路までの 3キロ区間は硬い地盤を掘り進みます。 

坂下西工区から高速道路までのトンネル位置の地盤強度（Ｎ値）は 123から 316になっています。(JR東海のボ

ーリング調査データから) 比較的、硬い地盤と言えます。（岩盤のＮ値は 300以上になる）東名高速道路から勝

川非常口までの地盤強度は平均Ｎ値は 60.6で、軟弱な地盤になっています。 

硬い地盤を掘り進む、シールド機の掘削振動で、亜炭鉱廃坑が崩壊する危険 

掘削振動で直上周辺の住宅地で陥没、損傷被害が起きる危険性は高いと考えます。 

亜炭鉱廃坑は縦横無尽に存在していて、坑道内に

は地下水が充満していると見られています。 

JR東海は、「リニアトンネルは採掘跡の空洞の深

さよりも深いところを通過するので影響はない」

「ボーリング調査で亜炭鉱となり得るような厚み

のある亜炭層は地表面から約 20～40m の深さで確

認されトンネル近傍では確認されなかった」と断言

し「工事実施前には、地上からのボーリング調査・

物理探査などにより綿密な空洞調査を行い」「シー

ルド機掘削時には弾性波探査や必要に応じてボー

リング探査を実施するとしています。 

掘削時の調査で空洞が見つかったら充

填する？掘削を止める？ 

春日井市の高蔵寺で亜炭鉱廃坑の充填工事を試み

ましたが充填不能になり取りやめになりました。（岐

阜県の御嵩町の亜炭鉱廃坑の充填も進んでいません） 

JR 東海はシールド機掘削、振動による亜

炭鉱への影響はついては答えていません 

住民の間では亜炭鉱廃坑が陥没する不安の声が上が

っています。外環道トンネル工事の二の舞は御免で

す。 
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リニア問題一問一学    リニア新幹線は安心な乗り物か !？  

リニアが稼働する 30年以内に東南海地震が発生する確率は高い !？ 

JR 東海は、品川から名古屋まで 286K 地下トン

ネル（85％）を走行中に地震が発生したら「超電導

リニアは、地震に強いシステム」「超電導リニアの

車両はＵ字型のガイドウェイに囲まれた内側を浮

上・案内コイルの磁力で約 10cm 浮上、非接触で走

行するので地震時に車両が脱線することはない」

「地下空間は地震時の揺れが小さく、災害に強い。

早期地震警報システム（テラス）で、地震発生時に

は早期に列車を減速・停止する」としています。 

 

JR東海の地震対策は「トンネルの中は安全」と強調しています。 

「中央新幹線の営業主体及び建設主体の指名並びに整備計画の決定について」（平成 23 年 5 月 12 日）答申した

交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会中央新幹線小委員会には地震の専門家はいない中

「JR 東海」の言

いなりに活断層

（上図）の多いル

ートを承認しま

した。 

500K 走行中の

リニアが早期地

震警報システム

（テラス）で感知しても完全に停止

するまで 90 秒で 6.5K 走行します。

震源地を「和歌山県」と想定しても地震発生後 30秒から 60秒以内にリニア路線各地に強震動が到達し 1分近く

激震動が続きます。上図 リニア路線の地震強度は最大 6から 5強と強いレベルになっています 

JR東海は「地下空間は地震時の揺れが小さく、災害に強い」としていますが、「活断層に縦ズレと横ずれが起

きる」（右図）ことを想定していません。「ズレが起きる」とＵ字型のガイドウェイが破壊してリニアは動けなく

なります。「地山や地盤がひび割れで崩れる」と「高架橋・78 箇所の橋梁」が崩落、リニアは、最寄りの山岳部

非常口 都市部非常口、駅等まで走行できず乗客はトンネルの中で孤立します。 

リニアは南アルプス等の山岳地帯の深い所で 1400mの地下を走行します。 

トンネルの中で車両火災や事故が起きたら 1000人もの乗客はどうなるのか。 

JR東海の火災事故対策は、「迅速かつ安全に乗客の避難を行うために、次の停車場又はトンネルの外まで

走行して停止することを原則」「複数の乗務員で避難誘導を行う」「お客様にも協力をいただきます」といい

ます。（超電導リニア・在来型新幹線とも共通の対応） 走行すれば火災車両は延焼、広がります。 

リニアは活断層を横切る。16箇所の活断層(赤い線)を横断します。 

糸魚川－静岡構造線断層帯 今後 30 年の間に地震か発生する可能性が、我が国の主な活断層の中では高

い。その場合にはＭ7.8－8.1 程度の地震が発生する可能性がある。(政府・地震調査研究推進本部) 

独立行政法人鉄道建設•運輸施設整備支援機構の「地質(地盤)調査の手引き」には。 

「山岳トンネルの活断層に対する構造的な対策」トンネル構造物は地山そのものであり、断層ずれに抵抗する覆

工(トンネル)を構築することは不可能である。列車走行の安全性を損なう危険性が高い。被災時の避難・救援活

動に制約を受けるので被害が拡大する恐れも十分にある。 
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JR東海は車両火災が起きたら、原則、風上に避難するとしています。車両の風下の乗客はどのように避難

すればよいのか？ 先頭車両が火災になって風上だったらどうなるのか？ リニアには、運転手は居ません。

複数の乗務員は(状況確認・指令室と連絡・車両に避難はしご配置)の対応に追われます。「お客様にも協力

をいただきます」というが、避難する判断は乗客に任せるのでしょうか、お年寄りや乳飲み子の避難はどう

するのか、煙が充満している中、乗客の不安に対処できるのでしょうか？ 適切な誘導は出来るのか？ JR

東海には全員が安全に避難できるマニュアルはありません。 

リニアは在来新幹線とは違い特殊な列車で 車両は超電導磁石に覆われています。 

強力な磁界から 駅、プラットホーム、乗車口も鉄板で磁界を遮へいしています。 

超電導リニアからは（国の安全基準の 2500倍）の磁界が出ています。ペースメーカー埋め込みしている

人は命の危険にさらされます。鉄製品を持っている乗客は超電導磁石に近寄ると吸い込まれます。 

トンネルの中で事故や火災・地震に遭遇する 

山岳トンネルから、避難する。乗客は側方通路に降ろされて非常

口（斜坑）に向かいます。地上に出るまで 800mから 3K歩かなけれ

ばなりません。非常口は山奥深いため、冬場は気温が低く積雪も予

想されます。救助隊が駆けつけるまで 6時間以上待たされます。 

大深度地下トンネルから避難する。乗客は中央通路に降ろされト

ンネル下部の保守用の通路（外気を送風）を歩いて都市部非常口（立

坑の深さ 65mから最大で 115 m）の階段で地上に出ます。ストレッ

チャーを折り畳まずに乗せられる大型の約 40 人乗りエレベーター

を設置するとのことですが、救助専用になるので使うことはできま

せん。歩ける人は 20階から 36階の階段を歩かなければなりません 

超電導リニアは(強力な磁界のため)消磁しないと車両

の横を歩けません。 

超電導磁石は停車している間も常時稼働（励磁）して、強力な磁界

を出しています。乗客が避難するときは（磁界を消す）消磁しない

と車両の横を歩けません。 

JR東海は非常事態になったときに超電導磁石を停止（消磁）する

時間を明らかにしていません。 

急に停止すると超電導磁石(永久電流 700 ㌂)がクエンチ(常電導

状態)になり、超電導コイルが過熱して車両が燃焼(火災)する危険

があります。 

磁界は見えません。リニアは厄介な乗り物です。 
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国交省に 2019年 1月に「リニア大深度地下使用認可」 

714名が不服審査請求を行ってから 3年になります。 

私(川本正彦)が行った不服審査請求に対して 2020年 6月 12日に国交省は審理員の弁明書を送ってきました。 

私の不服審査 10項目のうち 8の項の工事による騒音・振動について 以下 
 (８)工事による騒音・振動について、JR東海は「大深度地下は強固な支持地盤上面

よりさらに深い箇所となるので、シールドマシンの掘削時の騒音・振動等が地盤を伝

わることは無い」と説明している。地盤の地層の状況が異なるなかで、影響が無いと

言えるのだろうか。トンネル掘削工事は２４時間ぶっ通しで行われる計画になってい

る。騒音・振動等が地表に影響及ぼした場合、JR東海はその防止のためにどのような

措置をとるのか明らかにしていません。（以下 略） 

不服審査請求書 8の項。審理員の弁明書は 

審査請求人の主張は，本件使用認可の要件との関連性について何ら具体的な主張を

しておらず，結局のところ，これらの主張は全て感覚的な懸念を述べている。本件使

用認可が違法又は不当であるとする審査請求人の主張には理由がなく，それ自体失当

である。一般的に、大深度地下とは，支持層上面より下に位置することから、これま

で利用が進められてきた浅深度地下に比べ、より堅く変形しにくい工学特性を持つ地

層で構成されており、大深度地下を利用しても地表付近に比較的影響が及びにくいと

言えるものであることから，シールド工事による掘削中に生じるカッタービットから

の掘削音等の騒音や振動が問題になることはないと考えられる。（審理員は）騒音・

振動の影響を明らかにしていないとする審査請求人の主張は，その前提において理由がない。（と一蹴しました） 

私は 2020年 9月 7日審理員弁明書に反論する文書を送付しました。 

以下、8の項 

(８)工事による騒音・振動について JR 東海は「大深度地下は強固な支持地盤上面よりさらに深い箇所となるの

で、シールドマシンの掘削時の騒音・振動等が地盤を伝わることは無い」というが、大深度地下トンネル工事が

行われている「東京外環道トンネル工事における地盤のゆれ、騒音が地表に与えている事象」また「酸欠空気が

地上に流れ出ている事象」がなぜ起きているのか、審理員が言うところの「支持層上面より下に位置することか

ら，これまで利用が進められてきた浅深度地下に比べ，より堅く変形しにくい工学特性を持つ地層で構成されて

おり，大深度地下を利用しても地表付近に比較的影響が及びにくいと言えるものであることから，シールド工事

による掘削中に生じるカッタービットからの掘削音等の騒音や振動が問題になることはないと考えられる」との

説明は成り立たない。 

国は私の反論書に対して、2023年 1月 20日に「再弁明書」送ってきました。以下 

 地下空間の特性として防振性、防音性、遮音性を有し、深ければ深いほど地下での騒音や振動は地上部に伝

わりにくいことから、臨時大深度地下利用調査会答申では、大深度地下を使用する事業については、騒音や振

動等に関して、地上・浅深度地下と比較して環境影響が小さくなるとされている。それでも万が一工事の施工

中又は施工後に、振動や騒音等による被害が発生した場合は、工事の実施という事実行為に伴う事業者の不法

行為等により生じた損害として、民法等の規定により賠償されるべきものと解される。 

大深度地下不服審査 

請求書提出数 大田区田園調布 305 

大田区上池台 138 

川崎 67 

東京 50 

名古屋市内 35 

小牧市 1 

瀬戸市 9 

春日井市 88 

愛知県内 7 

長野県 4 

岐阜県 5 

三重県 1 

奈良県 1 

大阪府 2 

兵庫県 1 

合 計 714 

国交省・審理員の弁明は外環道トンネル陥没事故で破綻しています。 

陥没事故から 6カ月後、国は 大深度地下法は工事の安全性を担保しないと言い訳しています。 

2021年 5月 8日第 204回国会、参議院国土交通委員会で、里見晋・国交省大臣官房土地政策審議官は「大深度

法の使用認可制度は、合理的な権利調整のルールを定めるもの。直接、工事の安全性を担保する規定はない」

と地権者の財産権、民法の土地の所有権を取り上げる「大深度地下法」の違法性を認めようとはしません。 
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◎国 の再 弁 明 書 は無 責 任 極 まりない◎  

審議員の再弁明書は東京外環道でシールド機の振動で建物が揺れるなどの事象に答えないで。「騒音や振動等

は地上・浅深度地下と比較して環境影響が小さくなる」と真逆の支離滅裂の弁明をしています。国が大深度地

下法に基づいて認可した東京外環道の事故は「事業者の不法行為で起きた」から民法等の規定により賠償され

ると「住民が受けた被害は賠償している」と自らの責任を棚上げにして他人事のように弁明しています。 

「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の概要」では「大深度地下は通常利用されない空間であるの

で、公共の利益となる事業のために使用権を設定しても、通常は、補償すべき損失が発生しません。このた

め、本法律は事前に補償を行うことなく大深度地下に使用権を設定することができる」となっています。 

東京外環道路工事では「地権者の同意も得ない」で「大深度地下法」に基づく工事が行われた結果、陥没事

故、住宅の損傷が起きました。事業を認可した国の責任は大きいと言えます。「大深度地下の公共的使用に関す

る特別措置法」を廃棄して大深度地下トンネル工事は中止すべきと考えます。 

 

2020年 10月 18日の外環道トンネル工事陥没事故から 2年 4カ月になります。 

現在(左図のトンネルの真上 220m 地盤補修範囲)で工事が進め

られています。NEXCO東日本は壊された地盤の巨大な補修工事、

十分な環境影響評価もしないで行い、地盤補修範囲 30戸の住宅

が解体され、工事現場にされ、新たな被害が懸念されています。

(左中写真)立ち退いた住宅の家屋解体が行っています。 

住民が穏やかな生活を送っていた閑静な住宅地が、歯が抜け

るように消えています。住民はコミュニケーションも取ること

もできないまま、孤立しています。 

地下に巨大地下ダムの堰堤を造るように地盤補修（破壊）工

事を行います。このため地下水への影響、地盤沈下など予想で

きない新たな被害を招きかねません。ネクスコ東日本は住民と

の合意もなし、外部専門家の評価しないで法的根拠もない「無

法」工事強行しています。地盤を強固にしても強固剤で(酸性化)

して樹木は育ちません。住民は元に戻っても、今まで通りの生

活はできません。 

地盤補修により決定的に人生設計を狂わされ、住み慣れた土

地を追われた被害住民は２年以上も環境被害に耐え忍び暮らす

ことになります。 

軟弱になった地盤に強固剤（液体セメント）を注入するため

の配管を入間川の水路の上に設置しています(左下写真)。 

トンネル工事による被害は地盤のゆるみや振動による住宅損

傷、振動・低周波音による健康被害で 1000戸が補償対象になっ

ています（左上地図）住民は今も健康被害に悩まされ、軟弱に

なった地盤で地表面異変に不安を抱えたまま暮らしています。 

また、陥没地点の隣には二本目のトンネルが計画されている、

北側の 10軒の住宅地に対しても、ネクスコ東日本道路は「移転

か宅地の買い取りを行う」と迫っています。 

 

国が 2023年 1 月 20日に送ってきた再弁明書 8 ページと 10点の参考資料を付けて 5月 31 日までに提出

期限を設けて再反論書を受け付けるというものです。もちろん再反論します。たたかいは続きます。 
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● 外環道一部区間の工事差止仮処分決定に向き合わない事業者！! 

東京地裁は 2022年 2月 28日、本線トンネル南側半分のシールド掘削工事の差止め決定を出しました。住民の

命や暮らしを脅かす陥没事故を起こす工事を裁判所は認めなかったのです。「差し止めを認めるのを相当とする

違法性」を認め、原告のひとりに、「人格権に基づく妨害予防請求権としての差止請求権」を認めました。 

国土交通大臣は「国土交通省としては、今後、決定の内容をよく確認し、関係機関と調整の上、適切に対応し

ていきたいと思います。」とのコメントを出したまま、未だ検討中です。差止め決定取り消しを求める「異議申立

て」も出されていません。 

道路が陥没した住宅街に住み、申し立てが認められた原告の丸山重威さん（81）は 

「工事の中止が決まって一応はほっとしたが今の土地にこのまま住めるのかどうかが問題だ。事業者は決定を

きっかけにすべての工事を止めて、事業の必要性を改めて検討してほしい」と話していました。 

シールドマシン掘削の一部停止命令は、工事の根幹に関わる大問題です。裁判所の決定を重く受け止め、事業

者は「事業をそのまま続けるのか、修正して再検討するのか」が求められています。しかし、国などの事業者に

その姿勢はありません。 

そして、許せないのは、ネクスコ NEXCO東日本は、「信ぴょう性の薄い」事故報告や「科学的根拠のない」再発

防止対策をもとに、停止を命じられなかった本線トンネル 2 本の北側半分（大泉側から掘進する約 7km）、大泉

JCT と中央 JCT 北側のランプトンネル区間の掘進工事を開始しています。大泉では、設計ミスで位置がずれてい

る地中壁に当たって、シールド機のカッタ等が破損する新たな事故を起こしているのです。 

国、東京都、NEXCO 東日本・中日本は、住民の命より工事を優先する姿勢を改めるべきです。自治体は住民を

守るべきです。倫理観も技術力も欠如しているのに大深度法を盾に住民合意なしに工事を行うことは住民の暮ら

しを脅かします。 

 

リニア大深度地下は「特殊な地盤」がないので陥没事故は起きないとの説明は？本当か 
JR東海は東京外環の陥没事故は「特殊な地盤」が原因で起きたと言いますが、陥没事故の発端となったシール

ド機の回転不能（閉塞）が 13 回も起きました。シールドトンネル工事は振動を伴って掘り進みます。夜間、住

宅地では振動で住民は寝ることもできません。住民の抗議で（外環道）事業者は夜間工事の中止に追い込まれま

した。翌朝、工事の再開でシールド機の回転不能（閉塞）が起きた。過剰に溶液（起泡溶液）注入して閉塞解除

作業を繰り返した結果、（軟弱）地盤になった。原因を「特殊な地盤だった」とすり替えています。事故報告書で

は、回転不能（閉塞）になったのは、夜間の掘削中止で、取り込んだ礫質土がチャンバー内で沈殿して偏り、回

転バランスを喪失したことが読み取れます。礫質土・粘性土・砂質土と複雑で特殊な地盤はどこにもあります。 

地下 40m以深を掘り進むシー

ルド工事の問題点 

高い地圧で安定している砂層、粘性土、

礫層をシールド機が掘削すると、地圧が

解放されて地盤が「ゆるゆる（軟弱）」な

ると言われています。 

「シールド工事では、施工中の事故、ト

ラブル、異常等が、空洞・陥没の発生の原

因となる場合が多い」（近畿地方整備局 

道路部） 名古屋市内は揚水規制により、

第二、第三帯水層の水位が上がっている。

シールド工事は傾いた地層の中を掘り進

む、粘土層と帯水層の境を掘削すると、地盤が緩んで、第二、第三の帯水層の間に水の道ができて、どちらかに

向かって水が流れていくことが起きる。（愛知県環境影響審査会リニア中央新幹線部会から発言要旨） 

シールドトンネル工事の技術は未熟で、複雑な地層では何が起きるかわからない !! 


