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2012年２月８日

リニア中央新幹線建設計画は凍結し

国民的な議論をふまえて再検討を

日本共産党相模原市委員会

日本共産党相模原市議団

東京―名古屋―大阪間を結ぶ「リニア中央新幹線」の建設について、政府・国土

交通大臣は２０１１年５月、建設・営業主体としてＪＲ東海を指名して整備計画を

決定し、同月２７日に建設を指示しました。

またＪＲ東海は、中間駅の建設費について「全額地元負担」を求めていた当初の

方針を転換し、「早期実現にむけて沿線自治体の協力を得たい」として「自社で全額

負担する」と表明しました（2011年 11月 21日）。これについて、地下駅（建設費 2200
億円）の候補地とされた相模原市の加山市長は、「事業実現にむけ大きく前進する」

と歓迎しました。

そして環境影響評価（アセスメント）が昨年１２月から開始され、2014年度着工、
2027 年度開業（東京～名古屋）へと進んでいます。この２月３日には、神奈川県知
事と相模原市長が共同記者会見をおこない、駅の位置を橋本駅周辺とし、南口の県

立相原高校の敷地を有力候補としていることを明らかにしました。

しかしこのリニア中央新幹線の建設には、国民にたいする情報提供や説明がきわ

めて不十分ななかで、住民運動等のなかから、様々な角度から問題点が指摘されて

きました。それらの検討されなければならない大きな問題が未解決のまま、一路建

設にむかって突き進むならば、重大な禍根を残すことにならざるを得ません。

日本共産党相模原市委員会・相模原市議団は、この間、市民団体主催の学習会で

の講演や討論に学び、議会での発言・問題提起などとりくんできましたが、ここに

改めて問題点や議論が不足していると考える点について提起し、リニア中央新幹線

建設計画の凍結と市民的・国民的議論をふまえた計画の再検討を求めるものです。

［参考］リニア中央新幹線・計画概要

【１】東日本大震災と福島原発事故後の日本社会にふさわしいのか

【２】新技術「超電導リニア方式」や地下トンネルは安全なのか

（１）電磁波による人体への影響は

（２）地下「大深度」のトンネルは安全か

（３）その他技術面への不安

【３】ほんとうに必要なのか

【４】需要見込みが過大、見通しが甘すぎて失敗したら

ツケが国民に回されるのでは

【５】ＪＲ東海まかせでなく、国は責任ある対応・判断を

【６】建設計画を凍結し第三者機関で評価・検証を

【７】相模原市の諸問題について情報提供と市民的議論を

（１）駅設置にともなう周辺整備の内容とその費用は

（２）経済波及効果や利便性向上は

（３）沿線住民や「車両基地」周辺住民にかかわる諸問題について

（４）相模原市のまちづくり、発展をどう考えるか、市民的議論を

【８】計画凍結にむけ、運動の共同を広げよう
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［参考］リニア中央新幹線・計画概要

○路線経路

・東京～名古屋 ２８６㎞（トンネル区間８０％） 2027年（平成39年）開業・

東京～大阪 ４３８㎞ 2045年（平成57年）開業

○駆動方式

・超電導磁気浮上方式｛超電導現象による強力な電磁石の磁力を利用して車両を

10㎝浮上させて走行させる方式｝

○運転操作 運転手は不在で指令室からの遠隔操作で運行する

○最高設計速度 ５０５㎞／毎時

○所要時間 東京～名古屋 40分

東京～大阪 67分

○工事費

・東京～名古屋 ５兆１０００億円（利子は含まない）全額ＪＲ負担

・東京～大阪 ９兆 ３００億円（利子は含まない）全額ＪＲ負担

・中間駅建設費 ６駅で総額５８００億円 全額ＪＲ負担

地上駅（ ３５０億円）×４駅｛山梨県、長野県、岐阜県、三重県｝

地下駅（２２００億円）×２駅｛神奈川県（相模原市）、奈良県｝

○供給輸送力

・１日平均２６０本（上下計） １時間あたり片道最大８本

・１両４列×１５席＝６０人 １６両編成

・１日最大２０万人

○消費電力

・東京～名古屋 ピーク時（５本／時間）２７万ｷﾛﾜｯﾄ

・東京～大阪 ピーク時（８本／時間）７４万ｷﾛﾜｯﾄ

○建設単価 １７６億円／㎞

○運賃設定 東海道新幹線の運賃より７００円～１０００円髙い

○ダイヤ １時間あたり片道 直行４本、各駅停車１本

○相模原市に計画している主な施設・設備の概要

・地下駅 敷地として延長約１㎞、最大幅約５０m、面積約３．５㌶を想定

・車両基地（地上）

敷地として延長約２．５㎞、最大幅約２５０m、面積約５０㌶を想定

■問い合わせ等…ＪＲ東海・出先事務所｛『環境保全事務所（神奈川）』｝

神奈川県相模原市中央区相模原４－３－１４ 相模原第一生命ビル４Ｆ

℡ ０４２－７５６－７２６１｛受付日時：土・日を除く平日９時～１７時｝
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【１】東日本大震災と福島原発事故後の日本社会にふさわしいのか

東日本大震災と福島原発事故は、日本国民の価値観を大きく変えたのではないで

しょうか。国土交通省の交通政策審議会が４月２２日から５月５日におこなったリ

ニア中央新幹線パブリックコメントでは、「整備に反対、計画中止または再検討すべ

き」が全回答の７３％に達し、「新たに大規模事業を進めるような社会状況ではない」

「整備の費用やエネルギーなどを復興に充てるべき」などの意見が寄せられていま

した。リニア中央新幹線の消費電力は従来型新幹線の３．５倍以上（平均値の比較。

瞬間最大消費量での比較は４０倍との専門家の指摘もある）であることは、福島原

発事故後、原発ゼロにむけて社会全体が省エネ、低エネルギー化を志向することと

相反します。

しかし、「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

いて国土交通大臣から諮問を受けた交通政策審議会とその下に設置された「中央新

幹線小委員会」（以下「小委員会」）がリニア中央新幹線の建設を「適当である」と

した答申（2011 年５月１２日）では、在来型新幹線方式について「建設費用やエネ
ルギー消費の面で利点がある」としながらも、電力不足のなかで消費電力の大きい

超電導リニア方式を採用することの是非については言及がありません。

2011年 10月に市内で開催されたＪＲ東海主催の説明会では、短い質疑時間のなか
でも、電力不足のなかでの消費電力の大きさについての質問や懸念する意見が出さ

れました。それにたいするＪＲ東海の説明は「必要なインフラに必要な電力は、確

保されるべきと考えている」「国や電力会社にもお願いしたい」という、きわめて無

責任なものでした。

消費電力や投資の振り向け先など様々な点から、いまリニア中央新幹線の建設に

踏み出すことが東日本大震災と福島原発事故後の日本社会のあり方として適切なの

かどうか、国民的議論をおこない、その是非について再検討するべきです。

【２】新技術「超電導リニア方式」や地下トンネルは安全なのか

（１）電磁波による人体への影響は ｛図はＪＲ東海作成『環境影響評価方法書』より抜粋｝

リニア新幹線は、「超電

導磁気浮上方式」という新

しい技術を使って走行する

ため、強力な電磁石を使う

ことによる磁界・電磁波が

車内（車両床面では２０万

ﾐﾘｶﾞｳｽ、座席では２～５万

ﾐﾘｶﾞｳｽ）及び沿線周辺に発

生し、人体に有害な影響（ガ

ンの発症など）を及ぼすこ

とが懸念されています。

「小委員会」の答申では、
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「車体への磁気シールド（磁気を吸収する鉄等の金属磁

性材料でできたもの）の設置など磁界の低減方策を取る

ことにより、磁界の影響を国際的なガイドラインを下回

る水準に抑制することが可能」としていますが、そのこ

とについてのていねいな説明は、国民にたいして全くな

されていません。ＪＲ東海主催の説明会でも、専門用語

を振り回すだけで、理解を得ようという姿勢は見られませんでした。

国際的な基準そのものについても議論があり、専門家を交えた議論や検証、それ

をふまえた国民的議論が必要です。

「『安全神話』に、だまされてはならない！」、これこそ原発事故の教訓です。

（２）地下「大深度」のトンネルは安全か

リニア中央新幹線は、路線の大部分を「大

深度地下」（地下４０メートル以深）のトン

ネルを走りますが、運転手不在（遠隔操作）

で走行中に大きな事故や災害に遭遇したと

き、乗客は無事に避難できるのでしょうか。

ＪＲ東海は、工事の時につくる立坑を避難

用通路とする、としていますが、たとえば

火災が発生した時、火煙逆巻く狭い空間から高齢者等も含む約１千人の乗客をどの

くらいの時間内で救出できるのか、誘導する乗務員の体制は、など「具体的にはこ

れから検討する」（2011 年 10 月ＪＲ東海主催説明会）という始末で、無責任です。
南アルプスの地下を通すことについても、「崩落や地滑りはないのか。トンネルの

入り口や出口が土砂崩落でふさがれる危険性はないのか」「異常出水は、また水源に

影響して生態系に影響することはないのか」などの指摘もあります。

（３）その他技術面への不安

宮崎実験線では車両が全焼する事故が起きましたが、ゴムタイヤに起因する火災

や、列車を浮上・推進させている超電導機能が突然崩壊・停止する「クエンチング

現象」が生ずる懸念など、「超電導リニア方式」という新しい技術について、不安は

消えません。

【３】ほんとうに必要なのか

リニア中央新幹線の必要性についてのＪＲ東海や国の説明は、主に下記の３点（①

②③）ですが、納得のゆかないことばかりです。

施設の老朽化にともなう大改修工事が必要だからと言って、そのことが新たなバ

イパス路線を建設する根拠にはなり得ません。工事にともなう運行停止等の影響が

①既存の東海道新幹線は開通後５０年近く経過して老朽化しており、その改修が

必要となっており、また東海地震で運休することもあり得るので、それに代わる

新幹線（バイパス路線）が必要である。
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極力少なくなるように対応する、ということでしかありません。

また東海地震に備える、という点については、リニア中央新幹線のルートは、東

海道新幹線と同じ「東海地震に係る地震防災対策強化地域」（中央防災会議議長の内

閣総理大臣に対する答申）に位置しており、「東海地震の時でもリニアルートの方は

安全」とは言えないのです。そしてリニア中央新幹線は「北米プレート」「ユーラシ

アプレート」「フィリピン海プレート」と３つのプレートの境界を通過すること、そ

のルート上には多くの活断層が存在すること、糸魚川・静岡構造線と中央構造線と

いう２本の大規模断層を横切ること、などが指摘されています。「地震への備え」に

は、なりません。

最高速度５０５㎞／時を売り物にするリニア技術ですが、すでに超高速はリニア

技術の専売特許ではなくなってきており、従来型新幹線車両の改良で時速４８６㎞

が実現した例も報告されています。

地下トンネルばかり走るので車窓から富士山を見るなど景観を楽しむこともなく、

「磁気シールド」で囲まれた圧迫感のなかで電磁波を心配しながらの乗車、そうま

でして「超高速」を望む人がどれだけいるのか、運賃も従来型新幹線より高くなる

と想定されており、疑問です。

そして、世界最高速度を実現しその技術の海外輸出で経済成長に期待する意見も

ありますが、「日本の超電導リニアよりもはるかに技術的な問題も少なく建設・運営

コストも低いドイツの常電導リニアでさえ、上海を除けば外国への売り込みに失敗

し、事業から完全撤退した。リニア技術への海外の関心は低く、輸出など幻想にす

ぎない」との指摘もあります。

ＪＲ東海は以前、このことをリニア中央新幹線建設の必要性の第一に掲げていま

したが、国の交通政策審議会が建設について審議を開始した直後の 2010 年 5 月、何
の説明もなく突然取り下げたのです。東海道新幹線の輸送実績が近年低迷している

ことを踏まえてのことと思われますが、本来ならば、「それでも建設する必要がある

のかどうか」が徹底的に議論されなければならなかったのに、審議会ではこのこと

についてまったく議論されていないのは、重大な問題です。

輸送量増加の見通しがなくなったとすれば、リニア中央新幹線の建設そのものの

説得力が失われたと言わざるを得ません。

【４】需要見込みが過大、見通しが甘すぎて失敗したら

ツケが国民に回されるのでは

ＪＲ東海は、リニア中央新幹線の開通により東海道新幹線や航空機から旅客がシ

②超高速の実現、東京～大阪間の大幅な時間短縮の実現や新技術の海外への輸出

③東海道新幹線の運送力が限界に近づいているので、早急に運送力を増強するた

めバイパスを建設する必要がある。
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フトするとして、開業後のリニア中

央と東海道両新幹線を合計した収入

を 2007 年度比で初年度５％増、開業
１０年後には１０％増と見込んでい

ますが、あまりにも安易で過大な需

要見込みです。駅ごとの乗車需要予

測のデーターは公開されておらず、

需要見込みが適切なのかどうか国民

は判断できません。

人口減少社会を迎えつつあるなか

では将来的に利用者は減ると見る方が現実的であり、そうしたなかで「東海道新幹

線のバイパスをつくり、東京～大阪間のルートを二重系列化する」ことは、東海道

新幹線も中央新幹線も利用客が見込みを下回って採算が悪化し赤字経営となり、共

倒れで経営破たんすることも想定さ

れます。そうなれば一民間企業の問

題にとどまらず、公共交通という公

益事業にかかわる鉄道会社の救済に

国が乗り出し、国民の税金が投入さ

れ、国民にツケを回される危険性も

否定できません。

甘い見通しで大変な事態に陥って

いる大規模建設事業の最近の実例と

して、自動車専用道路「東京湾アク

アライン」が挙げられます（右記）。

道路と鉄道との違いこそあれ、リ

ニア中央新幹線がこのような道をた

どらないと言い切れるでしょうか。

【５】ＪＲ東海まかせでなく、国は責任ある対応・判断を

これまでの整備新幹線は、「独立行政法人・鉄道運輸機構」が建設主体となり、建

設費用は３分の２を国が、３分の１を自治体が負担し、ＪＲは運行主体として利用

料を３０年間、運賃収入から払っていく、というかたちでした。ところがリニア中

央新幹線は、それとは異なり、ＪＲ東海が建設主体として建設費用の全額を負担す

る一方で、国は建設の指示を出すだけで建設費用の負担は全くありません。実質的

には大規模な公共事業であり「国家的プロジェクト」などと言われながら、国会審

議など公共的関与が及ばない、という異例のかたちで建設が進もうとしています。

安全性についても事業採算性の見通しについても、国は独自の十分な検証作業もな

く、ＪＲの主張を追認するだけという、無責任な姿勢が際立っています。

「リニア方式」を採用することにより、中央新幹線と従来の新幹線鉄道網（東日

本…東北・上越・北陸、名古屋以西…東海道・山陽・九州）との相互乗り入れが不

ＪＲ東海の山田佳臣氏は、副社長時代、社長就任

直前に朝日新聞のインタビューに答えるなかで、採

算性にかかわって次のように語っています。

「（現在の試算は）2007 年 12 月に出したもの。新
幹線の利用者が右肩上がりの時の収支が十数年続く

という前提で試算しているが、今はちょっと（業績

に）ぬかるみがある。以前の見通しで説明はできな

い。もうすぐ今期の決算が出るので、それを取り込

んだ形で見通しを立て、それを示していく。」｛朝日

新聞 2010年３月６日｝
しかし結局、新たな試算・見通しは示されないま

ま審議会での審議に入り、2007 年の試算を採算性の
根拠として建設ゴーサインが出されたのです。

「東京湾アクアライン」は、通行量を初期予想 62,000
台／日、当初計画 33,000 台／日、直前に修正された
計画で 25,000 台／日（供用時。20 年後は 53,000 台
／日）として 1997年 12月に供用開始されましたが、
1998 年の実績は 10,600 台／日にとどまりました。
その後通行量を増やそうと値下げを繰り返しました

が（当初予定 5050 円→開業時 4000 円（特別料金）
→ 3000円→ 2320円→ 1500円→ 800円（ＥＴＣ））、
2008年で 20,722台／日にとどまり、1日あたり１億
円近い赤字を出し続け、借金は増加の一途をたどっ

ています。

この事業は「民間活力の活用」として始められま

したが、赤字が予想されると道路公団に丸投げされ、

道路公団分割民営化により現在は東日本高速道路が

管理する全国路線網となっており、京葉道路・千葉

東金道路で構成されていた料金プール制（通称千葉

プール）に組み込まれ、アクアライン単独の収支＝

赤字の実態は国民にわかりにくくなっています。
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可能となることについても、国の鉄道政策として適切なのかと疑問視する指摘もあ

ります。

ドイツでは、リニアの開発にあたって、「磁気浮上鉄道需要法」という特別法を制

定し、確実な需要予測を義務づけ、建設計画の途中で事業計画を再評価をおこない、

連邦議会が中止を決定しました。その理由は①需要見通しが過大②建設コストが増

加し当初予算での完成は困難で営業赤字は確実③ほかの鉄道網とのネットワークが

なく利用者にとって不便④騒音や電磁波、自然破壊等の影響が懸念される などで

した。

日本においても、国はＪＲ東海まかせでなく、責任ある対応・判断をおこなうべ

きです。

【６】建設計画を凍結し第三者機関で評価・検証を

以上の問題点をふまえ、国およびＪＲ東海にたいして、リニア中央新幹線建設計

画を凍結すること、リニア中央新幹線建設に利害関係のない、専門家も含む第三者

機関を設置し、建設計画の評価・検証をさまざまな角度から総合的におこなうこと、

そして国民にたいする情報提供と説明をおこない、国民的議論をふまえて計画の是

非も含めた再検討をおこなうことを、求めるものです。

【７】相模原市の諸問題について情報提供と市民的議論を

（１）駅設置にともなう周辺整備の内容とその費用は

ＪＲ東海は中間駅の建設費用を自社で全額負担すると表明したさい、同時に地元

自治体にたいして、用地取得や発生土処理など工事への協力や、自由通路、交通広

場、アクセス交通の整備、地下駅の特殊事情を踏まえた駅（地上部分）の建設用地

及び地下の余剰スペースの活用などを求めました。これらの費用負担は「数百億円

になる」「2200億円をも凌駕する」との指摘もあります。
財政事情が厳しいなかでのこのような巨額の投資は、福祉・教育へのしわ寄せな

ど、市民生活に大きな影響を及ぼすことが懸念されます。相模原市にたいして、「工

事への協力」の詳細や周辺整備の内容と経費等について、市民への十分な情報提供

をおこない、議論の場を設けるよう、求めます。

（２）経済波及効果や利便性向上は

地域の経済団体などを中心に、リニア中央新幹線の開通や中間駅の設置に、地域

経済の活性化やまちの発展につながると期待する声もある一方で、マイナスの「ス

トロー効果」（大都市と地方都市間の交通網が整備され便利になると、地方の人口や

資本が大都市に吸い寄せられ、地方の活力が大都市に奪われてしまう現象）を懸念

する指摘もあります。経済波及効果等の調査・分析や幅広い議論が必要です。相模

原市として、そうした調査分析をおこないその情報を市民に提供するとともに、議

論の場を設けるよう、求めます。

またリニア中央新幹線が開通し神奈川県内の中間駅として相模原市に駅が設置さ
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れると、東海道新幹線の新横浜駅発着ダイヤが縮小する（『のぞみ』は停車しなくな

る？）ことも指摘されており、相模原市民や神奈川県民の利便性が向上するのかど

うかも、運賃の高さとあわせて気になるところです。ＪＲ東海にたいして、これら

のことについて説明し、市民の意見をきくことを求めるとともに、相模原市もその

ことをＪＲ東海に要請することを求めます。

（３）沿線住民や「車両基地」周辺住民にかかわる諸問題について

十分な説明と議論を

建設工事中、残土を運搬するトラック・ダンプカーの往来による騒音・振動など

の影響も心配です。

また「車両基地」を相模原市内に建設するとされており、その周辺地域では騒音

・振動や電磁波などの問題が発生すると考えられます。

そして「大深度」は法律で用地交渉が不要とされているとはいえ、駅部分は「大

深度」にならず、また旧津久井、相模湖、藤野３町の地域は「大深度法」は適用さ

れないため用地交渉が必要となること、そして地下「大深度」トンネルの地上の住

民・地権者への説明や意見反映はどうなるのか、も気になるところです。

沿線住民にかかわる諸問題について十分な説明がなされ、議論が保障されること

が大切です。ＪＲ東海と相模原市にたいして、必要かつ十分な対応を求めます。

（４）相模原市のまちづくり、発展をどう考えるか、市民的議論を

現相模原市長は、リニア中央新幹線の駅設置を起爆剤にして相模原市を「首都圏

南西部の広域交流拠点都市」にするとして、リニア新駅建設とその周辺整備と併せ

て橋本駅・相模原駅周辺の再開発をはじめ様々な大型開発プロジェクトを推進しよ

うとしています。

しかし、福祉・教育・防災を重視した政策展開、地域の中小企業・業者が主役の

地域内循環に重点をおく経済振興こそ、人口減少時代にふさわしい都市発展の方向

ではないでしょうか。

厳しい財政事情のなかでリニア中央新幹線の駅設置にともなう関連経費の莫大な

負担を受け入れていくのかどうかは、相模原市のまちづくり、発展をどう考えるか、

ということと深くかかわってきます。この点について市民的議論をよびかけます。

【８】計画凍結にむけ、運動の共同を広げよう

「リニア中央新幹線は本当に必要か」「安全性は大丈夫か」「環境アセスの手続き

が始まってしまった。このままではどんどん進んでしまう」など疑問や不安が高ま

るなか、相模原市内で、またリニア中央新幹線沿線地域（町田市、川崎市、山梨県、

長野県など）で、さまざまな個人、グループ、団体が、学習活動や世論に訴えると

りくみを始めています。「脱原発」の運動と結びついたかたちでの運動も広がってい

ます。

相模原市内で、そして沿線地域で連携し、またさまざまな市民運動と連帯して、「リ

ニア中央新幹線建設計画の凍結」を実現するために、力を合わせようではありませ

んか。日本共産党相模原市委員会・相模原市議団もそのために奮闘する決意です。


