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平成２８年（行ウ）第２１１号 工事実施計画認可取消請求事件 

原 告 川村晃生 外７３７人 

被 告 国（処分行政庁 国土交通大臣） 

参加人 東海旅客鉄道株式会社 

 

準備書面１２ 

 

２０１７（平成２９）年１１月２４日 

 

東京地方裁判所民事第３部 B②係 御中 

 

原告ら訴訟代理弁護士 高木 輝雄 

同      弁護士 関島 保雄 

同      弁護士 中島 嘉尚 

同      弁護士 横山  聡  

同      弁護士 和泉 貴士 

外 

 

 

第１  本書面の位置付け 

      本書面では、全幹法はリニア方式新幹線を対象としておらず、そのため母法

である鉄道法が適用されるべきであること、したがって、中央新幹線について

全幹法を適用することは違法であることについて述べる（第２）。 

      また、中央新幹線の主として安全性に関して、被告準備書面４では検討され

た形跡のない事項が複数あるため、これらについて検討不要とした根拠、もし

くは仮に検討したのであればいかなる法的根拠に基づきいかなる手続内で検
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討を行ったのか、釈明を求める（第３）。 

 

第２ 中央新幹線に関する本件工事施工計画の審査は鉄道法によるべきである 

１ 全幹法はリニア方式新幹線を対象としていない 

（１）全幹法が適用される前提として、安全性や技術水準が先例により確認されて

いることが必要である 

  ア 全幹法は簡易な審査事項しか規定していない 

昭和３９年１０月１日、全幹法の成立に先んじて東海道新幹線が開通した。

その６年後の昭和４５年、全幹法が成立した。同法成立後、新幹線鉄道の建設

工事については、同法に基づく認可手続（これを便宜上、「全幹法スキーム」

という。）が採用されている。 

全幹法スキームでは、鉄道法が定める認可手続（これを便宜上、「鉄道法ス

キーム」という。）と比較してはるかに審査が簡略化されている。全幹法９条

１項が定める工事実施計画認可申請において要求される記載事項は、鉄道法８

条１項が定める工事施工計画認可申請において要求される記載事項と比較し

て格段に少ない（別紙１「記載事項比較表」参照。）。また、添付書類及び図面

も格段に少なくかつ簡易なものとなっている（別紙２「添付書類等比較表」参

照。）。鉄道法においては審査事項が多いため別表の形で記載事項や添付書類等

がまとめられているが、全幹法においては審査事項が少ないため別表にすらさ

れていない。 

イ 全幹法スキームにおいて審査事項の簡易化が許容されてきた根拠 

    （ア）東海道新幹線によって予め安全性や経営の安定性が確認されていた 

全幹法スキームにおいて審査事項の簡易化が許容されてきた根拠は、従

来型の新幹線（超伝導磁気浮上式ではなく、モーターの回転子と磁界がワ

ンパッケージに組み合わされ、それによって車軸を回転させ、推進力を得

る方式の新幹線）が技術的に安全であることが最初の新幹線である東海道
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新幹線の営業運転で確認されており、また、建設主体が国または鉄建公団

であることから経営上安定していることが強固に確認されていたためであ

る。 

   これに対し、中央新幹線が採用する超伝導磁気浮上式の車両は、未だ営

業運転を行った実績がないため、従来技術を用いた新幹線とは異なり、そ

の技術的信頼性が確認されたことが一度もない。例えば、時速５００キロ

メートルの高速度で走行する中央新幹線は可能な限り直線走行でなけれ

ばその利点を生かすことができないため、必然的に地下での長距離走行を

せざるを得なくなる。しかしながら、全幹法スキームを選択した場合、鉄

道法スキームにおいては記載が要求されるトンネルの避難設備について

も記載が求められておらず（別紙１「記載事項比較表」１頁参照。）、また

荷重配置図の提出も求められていないため（別紙２「添付書類等比較表」

１頁参照。）、地下・長距離走行における安全確保等に関するチェックが全

くなされないまま工事実施計画認可がなされてしまうこととなる。加えて、

参加人の経営状況が中央新幹線の建設および営業によっていかなる影響

を受けるかも未知数である。 

（イ）鉄建公団など技術水準について実績ある工事実施主体が想定されていた 

国鉄民営化以前は、鉄建公団や被告（国鉄）が整備新幹線の工事実施主

体であった。鉄建公団や被告（国鉄）は新幹線鉄道の工事において永きに

わたる実績を有しており、一定水準以上の技術力を有することが予め確認

されていた。また、全幹法において工事実施計画の認可を行うのは同じく

被告であるところ、国の内部機関であった国鉄や鉄建公団の技術力を審査

する必要性が乏しかった。そのため、全幹法スキームにおいては、審査が

簡略化されたのである。 

国鉄民営化以降は鉄建公団の事業を引き継いだ独立行政法人鉄道建設・

運輸施設整備支援機構が工事実施主体となることが想定されていたところ、
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参加人のような新幹線鉄道の工事について実績を有しない民間企業が建設

主体となる場合については、全幹法による簡略化された審査が妥当とされ

る前提を欠く。したがって、参加人のような民間企業が新技術を用いて工

事を行う場合には全幹法スキームを採用することは許されない。 

（２）全幹法は磁気浮上式鉄道を想定していない 

  ア 従来型鉄道の駆動方式 

従来型鉄道は、モーターの回転子と磁界がワンパッケージに組み合わされ、

それによって車軸を回転させ、推進力を得ている。在来型新幹線もこの駆動

方式によっている。 

従来型鉄道は、車輪の回転力を推進力へ替えるために（「車輪の空転を防

ぐために」と言い換えることもできる）車輪とレールとの間に粘着力が必要

である。また、せり上がり脱線（車体がレールから浮き上がることによる脱

線）を防ぐために、車体に一定以上の重量も必要となる。 

つまり、在来型新幹線を含めて従来型鉄道の駆動方式は、車輪をレールに

粘着させ車体が浮かび上がらないよう制御することにより、安定した推進力

を得る駆動方式である。 

  イ リニア方式鉄道の駆動方式 

これに対し、リニア方式鉄道は、車体を浮上させた上で、ガイドウェイに

埋め込まれた地上コイルの磁力と車体の超電導コイルとの磁力による吸引、

反発の力を用いて推進させる駆動方式を有するものである。中央新幹線は、

計画では路盤から１０ｃｍ浮上させて走行させることになっている。 

つまり、車輪とレールの粘着を廃し、車体が一定の高さを維持して浮かび

上がるようにして安定した推進力を得る駆動方式で、従来型鉄道の駆動方式

とは真逆の駆動方式である。 

  ウ 全幹法には上記両方式の違いを前提とした記載がない 

全幹法施行規則２条１項２項は、工事実施計画の記載事項および添付書類
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等について定めるが、各項において記載されている事項にリニア方式を想定

している文言は一切存在しない（別紙１「記載事項比較表」、別紙２「添付

書類等比較表」参照。）。 

    上記両方式は真逆の駆動方式であるにもかかわらず、全幹法施行規則にお

いてはリニア方式を前提とした記載が存在しない。かかる条文の記載からす

れば、そもそも全幹法はリニア方式を想定していないと評価せざるを得ない。 

（３）全幹法は経営上の適切性を要件としていない 

整備新幹線については東海道新幹線の成功によって国鉄の経営上の適切性

が予めある程度確認されていた。そのため、全幹法は鉄道法と異なり、経営上

の適切性を求める規定（鉄道法５条１項１号）が存在しない。 

他方で、リニア方式新幹線は営業の実績が無く、また、建設主体も営業主体

も参加人であるところ、かかる方式で適切な経営が可能であるかについての確

認がなされていない。本来であれば経営上の適切性を審査する規定が存在しな

ければならないが、かかる趣旨の規定は存在しない。とすれば、そもそも全幹

法はリニア方式新幹線を想定していないと言わざるを得ない。 

（４）全幹法はネットワーク性のない新幹線を想定していない 

交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会（第７回）において、家田部会長も

「考えてみますと、もしリニアということでやるならば、最大の課題は、在来

線の鉄道システムと乗り入れができない、コンパティビティ（原文ママ）がな

いというところに最大のネックがあるわけです。」と発言している（甲Ｂ１号

証「交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会（第７回）」議事録４頁）。すなわ

ち、中央新幹線についてリニア方式を採用する限り、在来鉄道と相互乗り入れ

ができず全国的な幹線鉄道網を形成できないことは、上記鉄道部会（中央新幹

線小委員会）においても認識されているところである。 

   全幹法３条は、新幹線鉄道の路線は、「全国的な幹線鉄道網を形成するに足る

もの」と規定する。中央新幹線は、在来線の鉄道システムと乗り入れができな
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いとは言えず、新幹線鉄道の路線としての要件に欠ける。したがって、全幹法

はかかるネットワーク性のない新幹線を想定しておらず、中央新幹線に全幹法

スキームを用いることは不可能である。 

（５）小括 

以上述べてきたように、簡易な審査事項しか規定していない全幹法は新技術

であるリニア方式の新幹線の安全性等を審査することを想定していない。また、

同法は申請主体が民間事業者であることやネットワーク性の無い新幹線を想

定していない。 

したがって、中央新幹線について全幹法スキームを採用することは誤りであ

る。 

２ 全幹法がリニア方式新幹線を対象としていない以上、母法である鉄道法によ

るべきである 

（１）鉄道法は全幹法の母法である 

   鉄道法が全幹法の母法であることは、被告も認めるところである。そして、

全幹法がリニア方式新幹線を対象としていないことは、既に述べたとおりであ

るところ、全幹法の適用が無い以上、鉄道法が適用されるべきである。 

（２）鉄道法は、「浮上式鉄道」に対応した具体的規定を有する 

そして、実際にも鉄道法はリニア方式鉄道を対象とした規定を有している。 

同法は、４条１項６号において、国土交通省令（具体的には、「鉄道法施行

規則」）で鉄道の種類を定めるよう委任している。そして、同法施行規則４条

は、１号「普通鉄道」から７号「浮上式鉄道」までを列挙した上で８号「前各

号に掲げる鉄道以外の鉄道」と定め、極めて多岐にわたって鉄道の種類を定め

ている。鉄道法が「浮上式鉄道」（同法施行規則４条７号）という概念で超電

導磁気浮上式鉄道を捕捉し、管轄していることは明らかである。 

加えて、従来の車輪走行方式での列車が走行するのに必要な軌条を必要とし

ない「無軌条電車」（鉄道法施行規則４条５号）や、同じく従来の車輪走行方
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式の列車が推進力を得るのに必要な車輪と軌条の接触点における粘着力を必

要としない「浮上式鉄道」（同上７号）も定められており（推進力や粘着力に

ついては、第２の１（２）アに記載した）、認可に際し、それぞれの軌道方式

のあり方に応じた添付書類等の提出を求めている。これらの規定からすると、

「浮上式鉄道」に対応した具体的規定を有する鉄道法こそが、超電導磁気浮上

式鉄道の適切な事業認可を行うに適しているというべきである。 

（３）鉄道法の適用が中央新幹線の安全性の確保に資する具体例 

鉄道法スキームを採用することにより、安全性に関して審査可能となる事項

は多数あるが、特に安全性に直結する事項としては以下のものがある。 

鉄道法８条１項に基づき定める工事計画について、施行規則別表第一第一欄

の一（五）トンネル及び落石覆い等設備を例にとると、同鉄道設備の工事計画

に記載が要求されている事項として、「消火設備、避難設備及び警報設備の種

類及び位置」「排煙の方式」がある（同表第二欄の２（５）イ及び同ロ）。また、

工事の施行の認可申請書の添付書類として、同鉄道設備の「換気設備の機能の

説明書」「排煙設備の機能の説明書」がある（同表第三欄の２（１）及び同（２））。

大深度地下の長距離トンネルを走行するリニア新幹線計画において、事故や地

震等の非常事態が起きた場合には、乗客が車両を降りて非常口に向かうケース

や、トンネル内で火災が生じるケースが容易に想定される。これらのケースに

おいて乗客の安全を確保するためには、上記記載事項や添付書類を厳しく審査

することが不可欠である。全幹法スキームを採用した場合、これらを審査する

ことができないことは、既に述べたとおりである。 

 ３ 全幹法スキームを選択しなければならない法的必然性もない 

（１）被告の主張 

被告は、被告準備書面（２）第２、２（３）において、「全幹法が新幹線鉄

道の建設手続きを定める法律として特別に制定されたものであり、鉄道法が制

定されてもなお、建設時における鉄道法の特別法としての位置づけを維持する
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ことを前提とした一部の改正にとどまったことに照らせば、我が国の鉄道法制

は、新幹線鉄道に関する鉄道の建設については、鉄道法による許可の手続きを

受けて進めることを許容しておらず、新幹線鉄道は、専ら全幹法に従って整備

されることを予定している（乙２２号証・１２９頁）」と主張する。すなわち、

被告は全幹法スキームこそが新幹線鉄道の建設手続における唯一の選択肢で

あるとする。 

（２）被告主張の誤り 

   しかし、被告の主張は以下の点から誤りである。 

  ア 条文上の根拠が無い 

全幹法、鉄道法のいずれについてみても、新幹線建設において鉄道法スキ

ームを排除する旨の規定は無い。 

  イ 参加人も鉄道法スキームの採用を検討し、かつ、最終的に全幹法スキーム

が採用された根拠は参加人にとり便宜であることに尽きる 

平成２２年３月３日に開催された交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部

会（第７回）において、江頭委員より次のとおり根本的な疑問が呈された（甲

Ｂ１号証「交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会（第７回）」議事録１６

頁）。 

 

「普通の民営鉄道会社が新線を引きたいと言って、国土交通省に認可申

請をした場合と、ここで今からやる認可手続きと、いったいどこが違うの

かという質問です。逆に言いますと、この全国新幹線鉄道整備法という法

律は、どういう意味を持っているのか。特に自己負担という前提をとった

場合の認可手続きについてどういう意味があるのか。」 

 

これに対し、佐々木幹線鉄道課長は、要旨、次のように回答した。 

① 参加人も鉄道法での許可申請を検討した。 
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② 直線ルートの実現可能性を調査するにあたり、国立公園及び国有林

野の伐採に必要な公益性を満たすには全幹法に基づく国交大臣の調

査指示（全幹法５条）があれば足りると判断した。これに対し、鉄

道法では、許可（鉄道法５条）を取った後でないと伐採等ができな

い。 

③ 全幹法では固定資産税の特例があり、開業５年間は６分の１、その

後５年間は３分の１と鉄道法に比して倍の軽減がされる。 

④ 整備新幹線の未完成区間が１５００km のうち５００km 残っている。

このうち（予定沿線からの）希望のある区間だけでも２兆５０００

億円ぐらい費用が必要であるところ、投入可能な国費は７０６億円

に過ぎない。国費投入を待つ場合、この未整備区間の整備５線が完

成しないと中央新幹線の番が回って来ない。そう参加人が考えたと

推測される（甲Ｂ１号証「交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会

（第７回）」議事録１６ないし１７頁）。 

 

議事録の上記記述によれば、全幹法を用いたスキームが選択された理由は、

あくまで参加人にとって便宜であるということに尽きる。全幹法スキーム以

外の選択肢が存在しないとする被告の主張は、議事録の上記記述と矛盾する。 

 

  ウ 建設費を申請者が自己負担する場合、被告の関与は極めて限定されたもの

となる 

  （ア）中央新幹線建設工事においては、参加人が建設費を自己負担する 

整備新幹線は運賃で建設線の建築コストが回収できない。そのため、新

幹線鉄道の建設費をＪＲ各社が負担するのではなく、公共事業方式が採用

され、国が３分の２を、地方自治体が３分の１を負担している。そして、

ＪＲ各社は、国と地方自治体が公共事業方式で建設した鉄道施設を賃借す
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るのであるが、その賃料は受益の範囲で支払うべきものとされている。と

ころがリニア中央新幹線の建設線については、工事費用の負担について申

請者である参加人が自己負担する方式が採用されている。平成１９年１２

月、参加人は、全幹法による中央新幹線の「自己負担」を前提に手続き等

を進めることとするという取締役会決議を行った。これまでの新幹線建設

において建設費用を自己負担した民間企業が存在しない中で、参加人が自

己負担を前提に中央新幹線の建設工事を行うのは異例のことである。 

  （イ）被告の関与は極めて限定されたものとなる 

交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会（第７回）において、本田局長

は「やはりここで２００キロを超える超高速の交通体系を議論するのであ

れば、単純な鉄道事業ではなくて、国もある程度関与した全国新幹線鉄道

整備法の枠組みの中で、国民的な議論の中でやっていくべきだと、こうい

うことだと思います。」と述べている（甲Ｂ１号証「交通政策審議会陸上交

通分科会鉄道部会（第７回）」議事録１７頁）。被告も上記説明と同様、全

幹法スキームを採用する根拠として被告の関与があることを殊更に強調す

る。 

しかし、超高速鉄道の巨大な施設の建設を被告自身が行う訳でもなく、

また、全幹法における認可要件は被告も認めるとおり極めて緩やかなもの

であるから、むしろ全幹法スキームが採用される限り、被告の関与は極め

て限定されたものとなる。参加人自身は、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（第３回）において、「工事はあくまで自主性

が尊重されるべき」とプレゼンテーションしており、参加人以外の者から

の関与に極めて消極的な姿勢を明確にしている（甲Ｂ１号証「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（第３回）」議事録９ない

し１５頁、超電導リニアによる中央新幹線の実現について（プレゼンテー

ション版）１８頁、４１頁参照。）。このプレゼンテーションの中で、参加
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人は、政府や国会の関与も自主性を阻害する要素とする（甲Ｂ１号証「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（第３回）」議事

録１５頁参照。）。実際、第１９２回国会平成２８年１１月１０日の国土交

通委員回において決議された独立行政法人鉄道建設機構・運輸施設整備支

援機構法の一部を改正する法律案（内閣提出）の審議においては、同法律

案に「政府は、中央新幹線が民間企業により推進されるプロジェクトであ

ることを踏まえ、外部からの働きかけによってＪＲ東海における「経営の

自主性」が損なわれることのないよう、十分配慮すること。」との付帯決

議がなされ、国の関与は極めて限定されたものとなっている。 

  エ 小括 

鉄道事業法スキームを排除する規定は存在せず、最終的に全幹法スキーム

を採用した根拠は参加人にとって便宜であるということに尽きる。また、工

事費を参加人が自己負担するため、被告の関与は極めて限定されざるを得な

い。本件中央新幹線について全幹法スキームを選択したことは誤りである。 

 ４ まとめ 

以上述べたとおり、全幹法はリニア方式新幹線を対象としておらず、そのた

め母法である鉄道法が適用されるべきである。したがって、中央新幹線につい

て全幹法を適用することは違法である。 

 

第３ 求釈明 

   以下の５点について、被告に釈明を求める。 

１ 参加人の計画によると山岳地帯における非常避難路そのものは、山梨県南巨

摩郡の３９００ｍを始め静岡県では３５００ｍ、その他２０００ｍから３００

０ｍ台のものもある（訴状３３頁）。被告準備書面（４）をみるに、災害時に

乗客がこれらの非常避難路を用いて安全に避難することが果たして可能かと

いう点について検討がなされた形跡がない（被告準備書面（４）３０ないし３
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７頁参照。）。検討が不要とされる根拠、もしくは、仮に検討しているのであれ

ばいかなる法的根拠に基づきいかなる手続内で検討がなされたか明らかにさ

れたい。 

 ２ 愛知県春日井市内においては、亜炭鉱採掘跡の近辺を地下トンネルで通行す

ることが計画されている。亜炭鉱採掘跡地は地中を採掘したトンネルが縦横に

広がっておりその全貌はつかめていないところ、本件工事の実施及び列車の走

行によって亜炭鉱採掘跡地で陥没事故などが発生する危険性がある（原告準備

書面１１の６頁）。被告準備書面（４）をみるに、上記地域における陥没事故

の危険性について検討がなされた形跡がない（被告準備書面（４）３０ないし

３７頁参照。）。検討が不要とされる根拠、もしくは、仮に検討しているのであ

ればいかなる法的根拠に基づきいかなる手続内で検討がなされたか明らかに

されたい。 

 ３ 中央新幹線は、中央構造線をはじめとする多数の活断層を横断する形でトン

ネル工事が行われる。被告準備書面（４）をみるに、活断層によって引き起こ

される地震動と断層変位について、検討がなされた形跡がない（被告準備書面

（４）３０ないし３７頁参照。）。検討が不要とされる根拠、もしくは、仮に検

討しているのであればいかなる法的根拠に基づきいかなる手続内で検討がな

されたか明らかにされたい。 

 ４ 山梨実験線において環境影響評価が行われていないことは被告も認めている

ところであるが、環境影響評価を経ることなく工事実施計画の認可を行うこと

が法的に許容される根拠を説明されたい。 

 ５ 被告準備書面（４）によると、中央新幹線建設工事に関する認可処分は分割

申請の形式を採用しており、本件認可処分に引き続いて、電気関係や駅設備関

係などの「開業関係設備分」と通称される部分に関する工事実施計画（その２）

を作成してこれに係る認可処分を申請するものとされている（被告準備書面

（４）２０頁）。参加人ホームページによると、参加人は、平成２９年９月２
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５日、工事実施計画（その２）について国土交通大臣に認可申請を行ったとの

ことである。上記申請に先立って、環境影響評価法２１条にもとづく環境影響

評価書の作成が行われた形跡が無いが、その理由を明らかにされたい。 

以上 

 

     


