
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨実験線沿線工事のアセス無しで、 

環境負荷が明らかに。 

 ストップ・リニア！訴訟第１１回口頭弁論は

９月１４日午後２時半から東京地方裁判所で行

われた。この日は、被告（国）側の主張に対し、

まずは原告側代理人の小笠原忠彦弁護士が山梨

実験線の環境影響報告（アセスではない）の杜

撰な内容について反論した。さらに同代理人の

横山聡弁護士が、静岡県におけるＪＲ東海（裁

判参加人）の工事計画と影響について追及した。 

「モアっとした工事認可」裁判長の発言と要請 

今回の口頭弁論では、二人の意見陳述後、古

田重夫裁判長が「この工事の認可が抽象的な議

論で判断された」との感想があり、これまでの

沿線各位の原告や弁護士の詳細な事実認定を聞

く限り、国の認定がひどく甘い判断と基準の元

に進められた印象を明らかにした。 

裁判長は原告側に対し、早く原告適格を明ら

かにするよう求めた。これに対し原告側代理人

は「残土の搬出ルートも決まっていない段階で、

具体的な被害を述べるのは困難」として、被告

側の杜撰な主張を批判した。なお、大まかな原

告適格の内容は原告側が次回までに提出するこ

とになった。 

この日は傍聴希望者が１２０人集まり、午後

２時からの傍聴券の抽選に並んだ。今後の裁判

は１１月３０日、来年２月８日、そして新たに

５月 17日が決まった。 

 午後４時から参議院議員会館で、第６回シン

ポジウム『リニアに奪われる住民の権利』が行

われた。参加者は１００人に上った。 

 

 

 

 

 

 

小笠原忠彦弁護士の意見陳述（抜粋） 

                         

原告らが今回、問題にしているのは、リニア

中央新幹線が、個々の公共施設の建設と異なり、

列島を縦断する国家的な巨大プロジェクトであ

るため、環境への負荷が著しく、かつ一旦環境

が破壊されるとその回復が永久的に困難になる

こと、そのために厳格な環境アセスが求められ

なければならないということです。 

山梨リニア実験線について、ＪＲ東海は、い

わゆる閣議アセス及び環境影響評価法の規定に

よる環境影響評価は行われていないが、列車の

走行による影響等については環境影響評価が行

われているから問題ないと主張しています。 

しかし、原告らが主に主張しているのは、山

梨リニア実験線の建設について、閣議アセス及

び環境影響評価法の規定に基づく環境影響評価

が行われていないこと及び、実験線が完成した

後にも事後調査がなされていないことを問題に

しているのです。 

そもそも山梨リニア実験線は純然たる実験施

設ではなく将来の営業線として予定されていま

した。ですから実態とすれば「鉄道建設事業に

かかる工事」そのものです。また、山梨リニア

実験線は、ほとんどがトンネル部分ですから、

トンネル工事による環境への影響が強く懸念さ

れます。すでに昭和５９年８月には閣議アセス

が出来ていて、大規模な事業には閣議アセスを

適用することが求められていました。ですから

列車の走行による影響等についてのみの環境影

響評価をしたことは著しく不当です。 

なお、この山梨リニア実験線環境影響調査報 

告書はまえがきで「実験線は将来中央新幹線の 

一部として活用される可能性が強いが、その場

合の環境影響評価の扱いについてはその時点で

の状況を踏まえ、別途、関係機関との間で取り

決めることになると考えられる」としています。

山梨リニア実験線が本線となることが決定して

いる以上、この山梨リニア実験線環境影響評価

調査報告書があるから正式な環境影響評価法の

規定による環境影響評価がいらないというのは
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理由になりません。 

また、山梨リニア実験線については、閣議ア

セスまたは環境影響評価法による環境影響評価

がなされていないことから、少なくとも、山梨

リニア実験線が本線に接続することが確実にな

った段階で、環境影響評価法３２条の環境影響

評価の再実施を行わなければ、手続的に瑕疵が

あるといえます。原告らはこれまで山梨リニア

実験線におけるトンネル工事被害の発生を主張

しています。これに対し、ＪＲ東海は反論の必

要はないとしています。ＪＲ東海は、山梨県大

月市猿橋町朝日小沢地区の内、中島地区の簡易

水道の水源に減水が生じたという限度でしか被

害を認めていませんが、これ以外にも水枯れの

トラブルは３４件にも及んでいます。にもかか

わらず、十分な事後調査がなされていません。

水源や河川の環境に対するトンネル工事被害の

現実の発生は、山梨リニア実験線の環境影響評

価の予測が不十分で、事前に被害の発生の回避

または低減がなされていなかったこと、その後

の対応が不十分であったことを証明しています。 

これは本線工事においても同様もしくはそれ

以上の被害が発生する蓋然性が非常に高いこと

を示す事実であり、本件認可を取り消すべき根

拠になります。 

また本線についても、発生土処理についても

発生土の処分地が決まっていないことなどから、

原告らは発生土の処分について環境影響評価が

行われているとはいえないと主張しました。こ

れに対し、ＪＲ東海は、「評価書作成後に発生

土置き場を新たにＪＲ東海が計画する場合には、

場所の選定、関係者との調整を行った後に、環

境保全措置の内容を詳細なものにするための調

査及び影響検討を、事後調査として実施するこ

とにするとしている」と述べているだけです。 

トンネル工事による発生土の量は路線の位置

が決まれば当初から十分に想定できるものです。

従って工事認可に先立って必要な発生土置き場

を確保することは十分に可能です。発生土置き

場について「これらの付帯設備について、評価

書作成までの間に位置等を明らかにすることが

困難」であったとはいえません。環境影響評価

において事後調査はあくまでも例外です。いか

に、必要な環境保全処置として抽象的な調査手

法を述べても環境影響評価としては不完全であ

り、事後的な調査がなされたとしても事前の環

境影響評価に代替できるものではありません。

山梨県の本線トンネル工事による発生土置き場

の環境影響評価については、原則と例外が全く

逆になっています。 

山梨実験線について日照被害が現実に発生し

ているのですから、その補償をすることは当然

のことです。原告らは山梨リニア実験線につい

て日照についての深刻な被害が発生しているに

もかかわらず、環境影響評価が行われていなか

ったことを問題にしているのです。ＪＲ東海の

反論でも日照被害についての補償が一時期の限

定した損害補償であることは明らかであり、抽

象的な補償基準を述べているだけで環境影響評

価が行われていなかったことについての反論は

ありません。 

山梨県評価書においてなされている騒音予測

では主な代表地点１４地点、路線近傍の学校、

病院等１１地点に過ぎません。最低でも１時間

に６本、反対車線を入れると１２本の列車が早

朝から深夜まで走行することが予想されていま

す。しかもすれ違い走行の場合はさらに騒音は

増大します。これがリニア中央新幹線廃業まで、

永久的に継続するのです。リニア中央新幹線が

国家的プロジェクトであり、環境への負担が空

間的にも時間的にも著しく大きいことを考慮す

れば、到底十分な環境影響評価がなされたとは

いえません。 

橋脚による被害について、ＪＲ東海はリニア

中央新幹線が阪神・淡路大震災の被害を踏まえ

て改定された新しい耐震基準によって建設され

ており、十分な耐震性があると主張しています。

しかし、リニア中央新幹線が新しい耐震診断基

準に従って建設されることは当然です。問題は、

環境影響評価において、地盤の問題をどのよう

に評価して措置を講じているかということです。 

景観について、山梨県駅付近の眺望イメージ

のイメージ図は、現在の眺望写にリニア新幹線

の高架橋を点線で示したに過ぎません。これと

対比した形でフォトモンタージュを作成するな

らば、日本百名山に挙げられている八ヶ岳およ

び茅が岳などの山々はほぼ完全に見えなくなり、

南アルプスも山裾は見えなくなり、甲府盆地を

見渡すことを妨げる巨大な壁が横断することが

分かります。フォトモンタージュを作成してい

ないのは、景観についての環境に及ぼす影響を

少なく見せようとするもので極めて不十分な評

価であります。 
  
 



 

横山 聡弁護士の意見陳述（抜粋） 
 

参加人第６準備書面への反論について、参加
人は、静岡県の環境影響評価について、制度を
適切に理解せずにおこなっており、そもそも環
境影響を評価したとは言えません。これを看過
した国のリニア中央新幹線工事の認可は取り消
されるべきというほかありません。 
 そもそも環境影響評価は、一定規模の  
事業を行う際に当該事業でどのような
環境負荷が生じるかを調査し、その影響
を測定し、どのような対策手段を執れば
その負荷を軽減できるかを評価する作
業であり「関係法令に従って」事業を行
うと結論付けるだけあればそもそも実
施する意味がありません。  
参加人は、施設の概要・形状等につい  
ても、環境影響評価時点で「仮定の」設
備に基づいて環境影響評価をしながら
その調査・測定のデータを提供せず、対
応策とその評価の結果を明示しません。 
参加人はなぜデータを開示しないの  
でしょうか。環境影響評価が適切に行わ
れたというのであれば、その適切性を確
認するためにもデータを明らかにする
べきです。  
また、大井川における流量が毎秒２㎥  
減少すると環境影響評価書に記載して
いますが、その流量減予測は「覆工コン
クリート、防水シート、薬液注入実施等
の環境保全措置を実施しない条件下で
の計算」と言います。工事の際にそれら
の施工を行うのであるならば、各施工に
より具体的にどの程度影響が出るかを
明らかにして予測結果を示すべきです。
参加人のこのような「環境影響評価」は
そもそも環境影響評価の名に値しない
ものです。参加人は形だけ環境影響を調
査、予測、評価したと言って、「環境に
大きな影響はない」と結論のみ表示しま
す。どの程度の影響なのか、どのような
対策を取るのか、その対策の効果はどの
程度か、を明らかにしない参加人の本件
環境影響評価は重大な欠陥があると言
わざるを得ません。  

また、流量の回復策として認可時には  
「トンネル内に湧出した水をポンプで
汲み上げる」案を提示していました。し
かし、これを恒久的に維持すれば巨額の
費用が掛かることは誰にでも分かるこ
とです。参加人は当初から「導水路トン
ネル」案を腹案として持っていたのであ
り、だからこそ認可から僅か２か月後に
導水路トンネル案を提案できたのでは
ないでしょうか。この点に関する環境影
響評価を加えると、認可の際に環境への
負荷が重大であることが明らかになる
ため、これを隠すために評価書に記述し
なかったとしか考えられません。問題点
を隠蔽し認可を騙し取ろうというこの
ような参加人の本件影響評価は不適切

を超えて違法です。  
そして、約 11.4 ㎞にもなる導水路トン
ネルについて、事後調査を行ったから問
題ないという態度ですが、事後報告書は
「認可のための環境影響評価の対象」に
は含められません。認可後に特段の理由
なく新たな工事を登場させて更なる環
境への負荷を加えることを許すべきで
はないのです。  
 発生土置き場の問題も同じ構造です。 
参加人は最初から扇沢源頭部を発生土  
置き場にすることは考えておらず、もと  
もと燕沢付近を発生土置き場にしよう  
としていたとしか考えられません。静岡  
県知事意見が指摘するように扇沢では  
山体崩壊の危険があり下流部に重大な  
環境影響を与える恐れが高いことは現  
地を見ればわかることです。参加人は、 
知事意見を勘案したという形をとろう  
として扇沢案を持ち出したとしか考え  
られません。参加人は準備書面で「検討  
を進める過程で扇沢を使用する場合と  
使用しない場合を比較検討した」といい  
ますが、まともに環境影響評価をしたの  
であれば事前に検討されていて然るべ  
き問題です。検討についても「工事範囲  
の縮小」「保全対象種生育地回避」「 CO 
２排出量の低減」であれば、これらは環  
境影響評価書提出後に生じた新しい事  
象ではなく、環境影響評価時点で当然に  
「比較検討」できた事項です。また、発  
生土量が約 360 万㎥と予測できている  
のに、想定盛り土容量を 706 万㎥にする  
意味がどこにあるのでしょう。  
 燕沢に発生土を置くことでの災害の  
危険性についても、静岡県知事は土石流  
の発生や下流側への影響の配慮を指摘  
しています。これに対し参加人は、具体  
的危険の程度、擁壁の位置・形状、盛土  
の工法により防止できる程度などにつ  
いての調査・予測・評価を全く示しませ  
ん。「こんな対策が考えられる」と述べ  
ているだけです。これでは燕沢について  
「環境影響評価」をやったとはいえませ  
ん。事後調査の報告は、いかに正確であ  
ろうとも認可の際に評価を受けていな  
いのですから、意味はないのです。  

景観についても、当初から候補地に挙  
げていたにも関わらず実施しなかった
燕沢への「事後調査」を行い、それで足
りると参加人は考えているようです。
「当初より発生土置き場の予定地に含
まれていた」場所であるにも関わらず、
認可前には十分に調査しないで事後調
査というやり方に正義はありません。  
 その他、静岡県知事は、作業員による  
大量で長期の生活排水が生じる影響に
ついて高度処理設備の導入、影響低減措
置を求めました。参加人は、工事開始後
に調査、予測、評価をし、モニタリング
すると述べるに止まり、事前の具体的な



 

調査、予測、評価を行いません。最大
700 人が生活すればどの程度の生活汚水
が出るか、その場合にどのような影響が     
生じ得るか、どの対策を採ればどの程度
影響低減ができるかを示すのが環境影
響評価です。参加人の結論の「いろいろ
な形で工夫できる」というのは単なる
「方針」であって具体的な「対応策」で
はありません。  

また、大井川の水量の減少によるヤマ
トイワナ等の絶滅危惧種について、参加
人は工事中はポンプ等で、工事終了後は
主に導水トンネルで大井川に水量を戻
す方法を採用するものであるから影響
はないと言います。工事後、水量が減少
した状態の川の１０㎞ほどの部分に生
息する生物の調査や、水生生物に影響を
与えかねない戻された水の水温や水質
の変化、酸素含有量の変化などについて
十分に言及されていません。これも事後
調査報告書に委ねられています。事後報
告書の生物関連の調査は、調査対象とし
て①工事用道路坑口、②導水路トンネル
排水口周辺及び③新しい発生土置き場
用地に限定した地域でしかされておら
ず、上記の減水や水温等の生物的な影響
について具体的に調査した形跡はあり
ません。水生生物（両生類・水生昆虫・
魚類等）への影響検討結果は、湧水と河
川の表流水の温度差はほとんどないの
で生息環境への影響はない、生息環境の
河川の一部で流量が減少しても周囲に
移動できるから生息環境への影響は小
さい、と結論付けています。そしてトン
ネルからの湧水の流量が多く、温度差が
生じるときは外気に晒して温度を調整
するというだけです。  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
東京・名古屋間８カ所の住民代表が 
リニア中止求めてシンポジウム 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
第１１回口頭弁論後、参議院議員会館

で、報告集会が行われ、そのあとストッ
プ・リニア！訴訟第６回シンポジウム
「リニアに奪われる住民の権利」が開か
れ、東京―名古屋間のリニア沿線から８

つの住民団体の代表が出席しました。沿
線からの意見は以下の通りです。  
東京「大田区～世田谷区の田園調布在住の
市民が真下をリニアが通ることを知り、最
近団体を起ち上げ、国交省などにも申し入
れた」。川崎・町田「市民に対し、私たち
の運動を広め、サポーターを増やす必要が
ある」。相模原「神奈川県駅の橋本では工
事が始まっている。浅深度トンネル上の住
宅・マンションの立ち退きの動き、車両基
地の買収の動きもある。私たちは土地の借
地権契約で対抗。多くの方のサポーターを
募集中」。山梨県「８月２３日に５団体で
つくる山梨リニア沿線住民の会が知事あ
てにあかり部走行時の騒音規制について
申し入れた。県７０ｄＢにしたいようだが、
私たちは５５ｄＢ以下にすべきだと思う。
１６両編成で騒音・振動がどう変化するか
データの公表を求めている」。静岡「静岡
市はＪＲ東海と基本合意書を結んだ。県や
県民を無視した工事推進の姿勢に転じた。
ＪＲ東海の要望に沿うものであり、静岡市
は市民・県民の立場でＪＲ東海に対応する
よう求める」。飯田「天竜川下流域ではリ
ニア工事残土の置き場をめぐって住民の
反対が強い。ガイドウエイ置き場について
も同様。また、大鹿村周辺道路もリニア道
路開発で山崩れも複数箇所で起きている。
飯田市の新駅周辺では工事による地域分
断で住民の反発が強い」。岐阜「県内に車
両基地や変電所が造られるほか、リニア関
連道路（濃飛横断自動車道）の建設で８０
戸が移転を迫られる。高架・橋梁区間が９
か所あり、８０ｄＢ騒音も予定される。８
月２６日には山梨、長野の住民が結集し、
騒音問題での連絡会を起ち上げた」。名古
屋・春日井「名古屋駅に通じる都市トンネ
ルの工事が浅深度で始まる。名古屋市、Ｊ
Ｒ東海による三者協定では６９戸８９０
人の地権者がいる。取り壊しで再建しても
マンション在住者の負担や資産価値の減
少は避けられない」。  
 以上の報告から、騒音、残土、大深度、
立ち退きなど、各地域に共調する問題が明
らかにされました。８月、山梨、長野、岐
阜の代表が騒音について共同で運動体を
結成したこともあれ、共通問題で県をまた
ぐ運動体をつくる提案が市増されました。 
 
 

 

 

次回裁判は１１月３０日（金）です 


