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神領非常口立坑の工事 2019年から今年で 3年になる。 

住民生活に影響を及ぼした、発生土運搬ダンプと生コン車に代わって 

今度はシールドトンネルのセグメントを運ぶトレーラーが出入りする 

現在は神領非常口立て坑の工事の足場が外され、作業員が据え付けられた簡易エレベーターで底部に下りて構築

作業を行っている。 

この後、神領非常口工事では、セグメントを搬入するための設備、防音ハウスの建設が行われます。 

坂下非常口から掘り進んで来るシールド掘削機は、神領非常口の立坑内でメンテナンスを行った後、勝川非常

口に向けてトンネルを掘り進んでゆきます。シールド機掘削に伴って神領非常口立坑からトンネルセグメントを

搬入する作業が勝川非常口にシールド機が到着するまで（2年？）続きます。 

シールドトンネルは、12個のコンクリート製の「セグメント」をリング状に組み合わせてつくる。 
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シールド機トンネル掘削の進み方 

1. シールドジャッキに推されてカッターヘッドが岩盤を削りながら

前進 

2. 数メートル進んだら、シールド内にセグメントを送り込む 

3. 送られてきたセグメントをシールド内のエレクターが掴み、円筒

状に並べてトンネル外殻をつくる 大まかにはこれを繰り返すこと

により、数メートルずつ前進していきます。 

リニア大深度地下トンネルは 1 日 20m 一か月 400m 掘進することにな

っています。 

セグメント厚さ 60cm、幅 1.85m、長さ約 3.8m 

重量 1ピース 約 10トン 

トレーラー積載 20トン 2ピース トンネルセグメント 
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トレーラーはダンプの 2倍以上の長さがあり狭い県道を走行する交通障害がおきます。 
（セグメント約 4万 6,667ピース、トレーラー2万 0.334台 夜間搬入？1日 67台） 

 

 

 

 

夜間に搬入する？県道 75号線は騒音と振動が道路周辺の住宅に 

走行時間滞が交通量の少ない夜間になるとトレーラー

の振動が周辺の住宅に響いて伝わってきます。 

 現に亀甲運輸のトレーラーが早朝 5 時ごろ空荷で県道 75

号線を関田から中央通りを西に向かって走行しています。 

県道 75号線から 30mに住居がある住民の方は「寝ていると

振動が伝わってくる」と話されていました。 

トレーラーの長さはダンプの 2倍の最大で 18mあります。 

昼間の走行時間帯は交通渋滞、交通障害を引き起こします。 

神領非常口の場合、県道 75号線から工事ヤードへ入るとき

右図のように県道 75号線の双方向をふさぎ、内輪差撒き込

み事故につながる危険がある。 

工事計画の詳細はまだ明らかにされていませんが 

工事期間は 2 年近く？に。 

坂下非常口からはセグメント積載トレーラー夜間搬入？1日 67台 1年以上続く 

トンネル掘削発生土ダンプは、1日 555台が出入り  搬出は 2年以上続く 

 

 

シールド機掘削距離 トンネルセグメント量 運搬トレーラー 

1日 20m 133(個＝ピース) 67台 

1か月 400m 2667ピース 1334台 

トンネルセグメントは 坂下非常口～神領非常口まで

4 キロ、2 万 6,666 ピース、トレーラー13,333 台 1 か月

1,334台 出川交差点から県道 508号工事ヤード入口へ 

泥水式シールドで掘削した土は 

勝川非常口までの 10.1キロで掘削された土は 

坂下非常口に掘削土処理プラントに運ばれて、脱水処理、

固形土にしてからダンプで排出します。 

トンネル発生土は 2,799,720 トン・ダンプ約 28 万台 1 ヶ

月約 1万 1,100台 1日 555台になる。 

シールド機に送りこまれる泥水は春日井市の上水道(市民

の飲料水)を使います。300万トンの水量になる？ 

坂下非常口工事ヤードの掘削土処理プラント

は 24時間稼働しています。 

プラントからの低周波音、振動が周辺に影響

が？騒音と振動で夥しくなる。 

メモトンネル発生土重量の概算 

トンネル面積×トンネル長さ×比重=トン 

トレーラー旋回軌跡図 

車種 セミトレーラ 全長 1.65m

車幅 2.5m 最小回転半径 6.6m 

所要道路幅 7.5m 占有幅 8.6m 

 右旋回   旋回角度 90度 

7.5m 

神領非常口工事ヤードからは 

勝川非常口までの 6.1キロのトンネルセグメントが搬入される。 
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坂下非常口からシールド機・調査掘進トラブル⁈ 
現在、坂下非常口では、シールド機カッターヘッド破損で、調査掘進がストップしています。 

開始時期は来春になる？ 

右図 坂下非常口立坑の中のシールド機の状況写真です。 

 立坑目いっぱいのシールド機 狭い場所で破損したカッター

ヘッドの交換作業は簡単ではありません。 

 地中を掘り進んだ途中で掘削機がトラブルになればさらに作

業は難しくなるでしょう。北品川工区で掘削機が 50 メートル進

んだところで不具合を起こして、現在修復作業が行われています

がカッターヘッドにまとわりついた土を地上からボーリングで

穴をあけて機器を差し込んで取り除く作業が行われています。 

 

亜炭鉱廃坑より深い所にトンネルを作る ？ 

硬い地盤を掘削振動も大きい、廃坑に影響 
 坂下非常口から 250m 調査掘進、緑ヶ丘住宅の下から北城町県

道 508 号までの間、JR 東海が行ったボーリング調査の結果（右

図）ではトンネル位置の平均Ｎ値は 138 から 277 となっていま

す。岩盤のＮ値 300と比べてもＮ値 277は相当硬い。 

 当然、シールド機で硬い地盤を削り取るカッタービットの負担も大きく、摩耗も早くなります。掘削速度も遅

くなって、振動も大きくなります。坂下非常口から東名高速道路までの 3キロの区間は亜炭鉱跡が縦横無尽に眠

っています。JR東海は、トンネルは亜炭鉱跡より深いので影響はないと説明していますが、シールド機の振動が

亜炭鉱道に伝わることで崩落、地上に影響が起きるのではと懸念しています。 

調査掘進は 250m、シールド機の後ろに必要な設備を 

つなぐためと説明しています 

JR 東海の説明「7 月から調査掘進開始始めた直後に立

坑のコンクリート壁を 40㎝切削 118 個あるコンクリ

ート壁用カッタービットのうち外周部の 8 個、地山掘

削用 412個のうち 4個が損傷した」 

 

250m 

トンネル位置の平均Ｎ値

JR-16 春日が丘高校の東 Ｎ値167
JR-17 松本町春日丘駐車場 Ｎ値125
JR-20 不二ガ丘３丁目 Ｎ値223
JR-21 不二ガ丘公園 Ｎ値217

JR-22 不二ガ丘1丁目 Ｎ値277

JR-23 赤ちゃん本舗水谷 Ｎ値138
JR-24 名鉄タクシー西 Ｎ値265

調査地点

勝川までトンネル工事が終わると次は愛知用水路までのシールドトンネル工事へ 

坂下非常口は再び騒音と振動に包まれる・発生土 609,840トン 10トンダンプ 6万 984台 

トンネルセグメント・トレーラー7,334台 1か月 1,333台 1日 67台 

沿線住民が落ち着けるのはいつに 工事がすべて終わるのは 5年以上になる？ 
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1987年に国鉄分割民営化から、今年で 36年、民営化は何をもたらしたか  
もとむら議員のわかりやすいコメント 2017年 2月 17日(金) 共産党の本村伸子議員が用意したパネル。 

本村 伸子議員追及 2017年２月１７日 衆議院予算委員会  

「大もうけしているＪＲ東海のリニア建設への支援ではなく、実際に困っている方がいる切実な地方路線

への支援こそ必要だ」。日本共産党の本村伸子議員は１７日の衆院予算委員会で、赤字確実のリニア事業に

巨額融資をする一方で、地方路線の廃線は放置しつづける国の姿勢をただしました。 

○ 赤字確実のリニア事業に税金を投入 

 ＪＲ東海は、「国鉄分割・民営化」（１９８７年）の際に想定されていた「適正利益」１％を大幅に上回る、

売上高経常利益率３６％という巨額のもうけをあげています。 

 本村氏は、国鉄分割・民営化の際、ＪＲ東海には「ドル箱」といわれる東海道新幹線が譲渡され、ＪＲ誕

生のときから優遇されてきたと指摘。そのうえ、ＪＲ東海自身が「絶対にペイ（金銭的に見合うことは）し

ない」（２０１３年当時の山田佳臣社長）と認めた赤字確実のリニア事業には、国が低利・固定・長期で３

兆円もの財政投融資を行っていることや、アメリカのリニアへの調査費への税金投入の実態を示し、次のよ

うに批判しました。 

 本村 伸子議員 特定の企業にあからさまな優遇をしてもいいのですか。 

 安倍晋三首相 低金利の状況を生かしていくのは当然だ。 

 本村 伸子議員 強いものばかり応援するのはおかしい。 

○ 地方の廃線は相次ぐ 

 一方で、地域の基盤である鉄道の廃線は相次いでいます。２０００年度以降、全国で３９路線７７１・１

キロの鉄道が廃線になりました。 

 本村氏は、ＪＲ北海道が１０路線１３区間（１２３７・２キロメートル）を自社単独で維持できないと発

表するなど、全区間の半分が廃路の危機になっていることを指摘。 

麻生太郎財務相が「国鉄を７分割して黒字になるのは（ＪＲ東海、東日本、西日本の）三つで、他のとこ

ろは（黒字に）ならないと当時からみんな言っていた」（８日の衆院予算委）と答弁していることを示し、

「もともと国鉄分割・民営化のやり方が間違っていたのだから、国が主体となって（ＪＲ北海道を）支援す

るのが当然だ」と迫りました。 

 安倍首相は「国は（すでに）累次にわたって支援を行っている」などと答弁。 

本村氏は、国鉄分割・民営化の際に自民党が出した新聞広告（図）で、“「民営分割ご期待ください」「ロー

カル線もなくなりません」”と約束していたことをあげ、次のようにただしました。 

 本村 伸子議員 今のＪＲ北海道の事態は、約束と違う。 

 安倍晋三首相 ＪＲ北海道・四国・貨物等々に対する支援は行っていかなければならない。 

 

 本村 伸子議員は、国が責任をもって地方路線を維持するよう強く求めました。 

【国鉄民営化の時の「自民党」の広告】 

○民営分割 ご期待ください。 

○会社をまたがっても乗り換えもなく、不

便になりません。 

○運賃も高くなりません。 

○ブルートレインなど長距離列車もなく

なりません。 

○ローカル線もなくなりません。 
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全国の鉄道網を維持・活性化し、未来に引き継ぐために 

2022年 12月 13日 日本共産党が提言を出しました。 

以下概要 詳細は日本共産党のホームページ または 12月 14日付けしんぶん赤旗をご覧ください。 

 国土交通省の「鉄道事業者と地域の協働による地域モビリティの刷新に関する検討会」は、地方路線の

廃止や地元負担増にむけたＪＲと関係自治体との「協議会」を国が主導して設置し、３年で「結論」を得

るなどとする「提言」を７月に出しました。国交省は、これに基づく法案を通常国会に提出する準備をし

ています。 

１、鉄路廃止のレールを敷いてはならない 

（１）政府が先頭にたって鉄路を廃止し、全国鉄道網をズタズタにすることは許されない 

【「廃線か、負担増」を地方に迫り、地域の公共交通を失いかねない恐れ】 

【コロナ危機に便乗した鉄路廃止・地元負担押しつけは政治的にも道義的にも許されない】 

（２）いま鉄路の廃止をすすめていいのか――地方再生、気候 危機への政治の姿勢が問われる 

 第一に、鉄道は、地方再生への大切な基盤です。 

 第二に、全国鉄道網は、脱炭素社会をめざすために失ってはならない共有の財産です。 

２、全国鉄道網の維持・活性化に国が責任を果たすために――日本共産党の提案 

（１）全国鉄道網を維持・活性化するための緊急の対策を 

 地方路線の廃止を止めることは緊急の課題になっています。 

【北海道、四国、九州は、もともと分割に経営上の無理があり、国が路線維持のために必要な財政支援を行う】 

【巨額の内部留保をもち、黒字回復が見込まれるＪＲ本州３社の鉄道路線を維持する】 

【鉄路廃止を届け出制から許可制に戻す】 

（２）全国鉄道網を将来にわたって維持し活性化させるための三つの提案 

 今後の鉄道のあり方については、破綻した「民間まかせ」にかわる持続可能なシステムへの転換が必要

です。 

１、ＪＲを完全民営から"国有民営"に改革する 

国が線路・駅などの鉄道インフラを保有・管理し、運行はＪＲが行う上下分離方式に 

２、全国鉄道網を維持する財政的な基盤を確保する 

公共交通基金を設立し、地方路線・バスなどの地方交通への支援を行う 

３、鉄道の災害復旧制度をつくり、速やかに復旧できるようにする。 
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JR東海リニア残土恒久処分場計画候補地になっている御嵩町 

2016年に国選定の美佐野「重要湿地」を 12月 16日 住民ら 26人が視察しました。 

地元の 16自治会の代表者で 10月に結成した「上之郷地区リニア

トンネル残土を考える会」が主催、会の役員や町議 4人、メディア

関係者ら 26 人が参加した。御嵩町・町生物環境アドバイザーで自

然に詳しい、籠橋まゆみさん(67)が案内した。 

現地は、町東南部のゴルフ場の隣接地、かつては薪炭林や田んぼ

の水のため池があったが、近年は地元の人もめったに入らないとい

う。大半は道もなく、沢沿いのぬかるみを歩いて回った。 

代表的な希少種ハナノキもすっかり葉を落とし、茂みの中にひっそり。付近に自生するのは約 30本。樹齢 100

年以上というハナノキは、胸の高さの周りが 2.27 メートルあった。8 年前に測った時と比べると 22 センチ太く

なった。籠橋さんは、ＪＲ東海は幼木を移植して保護するというが、候補地の幼木は 1 本だけ。「守ったことに

なるのか」と疑問を呈した。希少種のギフチョウの幼虫が食べるヒメカンアオイも自生していた。 

ＪＲのボーリング調査は終わり、資材運搬用の軌道は取り外されていた。民有地の木には 1本 1本、識別の布

がまかれていた。「着々と準備しているんだな」。参加者から声が上がった。 

約 3 時間半の行程後、会長の纐纈(こうけつ)健史(けんし)さん(71)は「重要な植物のあるところを見学した。

(JRの計画通り)重金属を含む土で埋めたら、環境が壊されてしまう」と危機感を話した。 

 

リニア問題一問一学  リニア超電導磁石について 
リニア車両 16両編成、超電導磁石「1Ｔ(テスラ)の磁界」34台設置。 

超電導磁石で重さ 700トンのリニア車両を浮上させる 

1車輛・電力消費量は(のぞみ 1.7万ｋｗの) 2倍 3.5万ｋｗリニア

1Ｔ(テスラ)磁界は、小児白血病リスク 0.3μＴの 300 万倍の磁界。

リニア客室の磁界は 0.43mT=430μＴ小児白血病リスクの 1430倍 

1Ｔ(テスラ)磁界はヒトの神経系に影響を与えると推定される最小

値 0.5mTの 2,000倍にもなる。 

リニアの磁界は危険・ヒトの神経系に影響、駅ホームは磁気シールドで覆われている。 
【浮上する】車両の超電導磁石（磁界）が、ガイドウエイの浮上コイルに誘導電流を

起し、発生した磁界との間で反発、吸引を繰り返して浮上する。速度が 150キロ以下

になると浮上コイルに誘導電流が流れなくなる・浮上しなくなり、ゴムタイヤの車輪

走行になる。【タイヤ荷重が大きく、パンクや消耗が懸念・支持車輪上げ下ろしを繰

り返して損傷する危険】 

【推進する】超電導磁石（磁界）が、ガイドウエイの推進コイルに誘導電流を起し、

発生する磁界との間で反発、吸引を繰り返して走行する。推進コイルに流れる誘導電流を中央指令室の遠隔操作

で速度を早くする、遅くする、停止する。【高速走行で磁気の転向頻

度が急激になるとクエンチ現象(超電導状態が維持できなくなる)が

起きる。浮上できない、火災を発生する】 

● リニアは車両基地に帰ってきても「励磁したまま１Ｔ（テスラ）

の磁界を保持する」(冷凍機も運転) 「消磁」（超電導電流をゼロに

して磁界を無くす）すると(車両を起動するときに「励磁」する（超

電導電流を元に戻す）手間と時間とエネルギーが要するため。 

●「消磁」していないと整備士は台車に近づけない。時計、工具な

ど鉄類金属を身につけていると、磁石に吸い付けられる。火災事故

で避難する乗客はリニア車両超電導磁石の近くを歩けない。 


