
１ 超伝導リニアとはどういうものか

１−１リニアモーター

現在の新幹線をはじめ、ほとんどの電車は

回転型モーターでレール上を走っているが、

その円形を直線状（リニア）にしたのがリニ

アモーターである。磁石はN極とS極を持つが、

そのＮ極は隣接する磁石のN極とは反発し、S

極とは引き合う。図１＜上＞の回転型モーター

の場合、中に永久磁石、周りに電磁石（界磁：

ステーター）を置いている。ここで電気的に

プラスとマイナスを入れ替えると、界磁の磁

場が反転するので、中の永久磁石（回転子：

ローター）はそれに誘因されて回ることにな

る。この回転を車輪に伝え、車輪がレール上

を走ることによって推進力が得られる。

図１＜下＞はリニアモーターの一例を図式

化したものであるが、車内の超伝導磁石と、

側壁に並べたコイルに発生する磁界との引力

と反発力で車両を浮かせ、また磁気的相互作

用で推進力を得てガイドウエイと非接触で飛

翔するのが「リニア」である。つまり、車内

のS極の前に（外部の）N極が来れば列車は引

き寄せられて前進するが、次々と前方にＮ極

が来るようにコンピュータ制御するのである。

ドイツのリニア（トランスラピッド）は強

力な永久磁石を積載したが、浮上には反発力

ではなく、位置を安定化させるために吸引力

を利用していた。そのために図２のように、

Ｔ字型のガイドレールを使うことになる。磁

気浮上列車と言われるが、実は磁気吸引型で

ある。

１−２超伝導現象

磁気力は磁石間の距離に反比例するが、円

形モーターの磁石間距離は1 mm 以内なので

エネルギー効率は90％以上と高い。しかしリ

ニア新幹線の場合は地震などのために間隔を

100 mm（10 cm）程度と格段に広くする必要

があるので、僅か2％程と極めて低い2）。そ

こで超強力の磁石が必要となる。現在 強の

永久磁石であるネオジム磁石は5000ガウスで

あるが、更に強力な磁場を発生させるために

は超伝導電磁石が必要となる。

電磁石では銅線などを巻いて電流を流すが、

どんな金属も電気抵抗があるために熱くなり、

沢山の電流を流すと燃えてしまう。ところが

極低温にすると、超伝導現象といって電気抵

抗がなくなることを1911年、オランダのカマ
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図1 円形モーターとリニアモーター 1)

図２ トランスラピッドの浮上原理 1）



リン・オンネスが発見した。電気抵抗がゼロ

ならいくらでも電気を流すことができる。し

かしそれは絶対温度4度（-269℃）という極

低温である。そのためには液体ヘリウムで冷

やし続ける必要がある。ニオブ−チタン合金

だと5万ガウスの磁場を出すことができ（力

にして約1000 t/m2）、車両を持ち上げるこ

とができる。

２ 交通体系としてのリニア中央新幹線

２−１超伝導磁気浮上方式の開発の歴史

「時速500 km走行で東京−大阪間を1時間で

結ぶ次世代高速鉄道の開発」研究は東海道新

幹線の開業に2年先立つ1962年に、国鉄の鉄

道技術研究所（民営化後は公益財団法人鉄道

総合技術研究所）で始まった。当時の常識で

は、レール上を走る方式だと時速300 kmが限

界とされていた。レールと車輪の間の摩擦力、

つまり粘着力を利用する方式では、ある速度

以上になると空回りすると考えられたのであ

る。しかし現在、フランスは時速575 km、中

国も時速486 km を実現し、2013年3月からは

東北新幹線も時速320 km で運転している。

1966年、アメリカのJ.R.パウエルとG.D.ダ

ンビーが超伝導リニアの原型となる「超伝導

電磁石による磁気浮上方式」という考えを提

案した。それに関心をもった鉄道技研の京谷

好泰らは超伝導技術の研究を1969年頃から開

始した。1972年に磁気浮上に成功、1979年に

は7 km の宮崎実験線で時速517 km という世

界記録を実現した。1987年、国鉄がJR 6社に

分割されると、リニアの研究はJR東海と鉄道

総研に引き継がれた。山梨実験センターが完

成したのは1996年である。

なお、40 m 以深の地下利用については、

地権者との交渉も補償金支払いも不要という

大深度法（大深度法地下の公共的使用に関す

る特別措置法）が2001年に成立し、この構想

を利することになった。2007年末にはJR東海

が「自費建設」を宣言し、国会審議は回避さ

れてきた。

2003年12月、実験車両3両編成の有人走行

で時速581 km を達成し、2005年、国交省の

超電導磁気浮上式鉄道の実用技術評価委員会

が超伝導リニアは「実用化の基盤技術が確立

した」と評価した。そして2007年、JR東海が

リニア中央新幹線を全額自費で2025年までに

東京−名古屋間に完成すると電撃発表した

（景気の低迷により、2027年までにとその後

修正）。福島原発事故直後の2011年5月、国

交省は中央新幹線の整備計画としてリニア構

想を発表し、建設・営業主体としてJR東海を

指名した。

なお、今年4月16日、時速590 km で 19秒

間走り記録を更新した（7両編成、技術者29

人乗車）。更に4月21日、時速603 km （10.8

秒間）と記録を更新した（L0系、7両編成、

社員49人乗車）。

２−２他の方式のリニア

ドイツは前述のように、強力な永久磁石を

積載したリニア方式（トランスラピッド）を

推進していたが、深刻な事故もあって連邦議

会で議論して計画を中断し、2008年には企業

体も撤退した。撤退した大きな理由の一つに

は、欧州全体を網羅する鉄道網が作られてい

き、それとリニア方式は相互乗り入れできな

いことがあったという。なお、中国はトラン

スラピッドを上海空港へ輸入したが、上海市

街への導入は電磁波の影響を嫌った市民の反

対運動によって断念した。

時速50 km 程度の低速なら都市交通でリニ

ア方式は使われている。愛知万博で導入され、

現在も藤が丘から出ているリニモはその例で

ある。なお、磁気浮上させずにレール上だが、

リニアモーターで走る鉄輪式リニアとして東

京の都営地下鉄・大江戸線や、大阪・神戸・

横浜の地下鉄がある。

２−３エネルギー消費からみた超伝導リニア

リニアモーターはエネルギー効率が2％程

と極めて低いと述べたが、もう一つ大きな問

題は空気抵抗である。一般に空気抵抗は速度

の2乗に比例するが、狭いトンネル内を床や
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壁とも狭い間隔で飛ぶため空気抵抗が極めて

大きく、JR東海の発表でも在来型新幹線の約

3倍の電力を要するという。産業技術総合研

究所の阿部修治は16両編成、時速500 km な

ら4.5 倍になると算定している3）。

２−４超伝導リニアの安全性

超伝導リニアは確かに世界 速の「列車」

ではあるが、交通機関で も重要なのは安全

性であり、長い経験とその蓄積の上に築き上

げられて来たレール式鉄道に比べて、超伝導

リニアはまったく未経験の交通機関である。

大きな問題としてクエンチ（quench）という

現象がある。これは浮上・飛翔させていた超

伝導現象が突然消えることである。すると電

気抵抗はゼロではなくなるので熱が発生し、

ヘリウムは液体から気体になる。また停電に

なったら、ヘリウムを液化できなくなるので

大惨事となろう。JR東海は安全だと繰り返し

言うが、「安全神話」の危うさは原発事故で

思い知らされたところである。

特にリニア中央新幹線の場合、86％はトン

ネルである。しかも遠くない将来、この地方

に南海トラフ巨大地震の到来することがほぼ

確実だとされ、濃尾地震のような内陸地震の

起きる可能性も指摘されている。地震のとき

トンネルは大丈夫かという質問に対して、地

下は地上よりも揺れが少ないから大丈夫とい

う答えが返ってくる。しかし2004年10月23日、

新潟中越地震（マグニチュード6.8）が起き

たとき、上越新幹線「とき325号」は脱線し

たが、実はその3分前魚沼トンネルを駆け抜

けたばかりだった。その魚沼トンネルは地震

でめちゃめちゃになった４）。先日の青函ト

ンネルの事故では、救出に５時間を要した。

２−５経済的な側面からみたリニア中央新幹

線

JR東海がリニア中央新幹線建設の目的とし

て挙げるのは次の3点である：

a)東海道新幹線の輸送力が限界に来ているの

で、増強する必要。

b)東海道新幹線の老朽化・経年化や東海大地

震などの災害に対処する必要。

c)移動時間短縮のため、大幅な高速化が必要。

しかし輸送力が限界に来ているというのは

過大な見積りで2、5、6)、現在の東海道新幹線

でもこの10年間の平均座席利用率は6割ほど

である。ところが運輸政策研究機構が交通政

策審議会に提出した資料によれば、東京−大

阪間に2045年リニアが開業すると、移動需要

は52％も増加するという。一方、東海道新幹

線の乗客の相当数がリニアに移り、リニアの

占める割合は62％と予想している。人口減少

が予想されているなか、あまりにも甘い見積

もりである。

東京–大阪間の工事費は９兆円余と見込ま

れているが、2027年に名古屋まで開通したと

してもそれまではまったく収入はなく、長期

の減価償却負担にも耐えなければならない。

そもそもこのリニア中央新幹線の建設費は、

1980年代末で３兆円、90年代末に5兆円、200

7年に9兆円と、20年間で3倍に跳ね上がって

いる。当初、途中駅の建設費はその地域の負

担としていたが、各県知事などからの強い抗

議と要請でJR東海の負担となったが、それら

の費用はまだ加算されていない。

これまでの大規模工事の歴史から見て、建

設工事は当初の見積りを大幅に上回ることが

多い。86％がトンネル、しかも土被りの大き

い南アルプスの難工事に加えて、近年は低金

利のままであったが、安倍政権の方針もあっ

てこれからは物価も金利も上がる傾向にある。

JR東海の山田佳臣社長（当時）自身が、沿線

ルート停車駅を公表した2013年9月18日その

日に「リニアは絶対にペイしない」と記者会

見で公言した。JR東海はこれまで「リニアは

十分採算がとれる」としてきただけに、重大

な発言である。

３ 建設に伴う環境問題や安全性など

３−１自然環境の破壊

JR東海は2013年9月、2027年開業（大阪ま

では2045年）を目指すリニア事業案を公表し、
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それ以降沿線住民に対して形式的な公聴会や

パブリックコメントの募集などを行ったが、

数多く出されている住民の疑問には十分に応

えていない。この間、日本自然保護協会・日

弁連・日本科学者会議などが慎重審議や反対

の声明を出したが、去る10月17日、太田国交

大臣は着工を承認した。

a) 水涸れ

山梨県で走行実験が始まった1999年、簡易

水道の水源である沢が涸れた。トンネル工事

が地下水脈を断ったのである。2008年に実験

線の延伸が始まると、笛吹市御坂町の水源で

ある一級河川天川てがわが涸れた。JR東海は

給水車で給水したり、くみ上げに必要な電気

代を支弁しているが、それも30年限りである。

2013年9月に「環境影響評価準備書」がJR

東海から発表されて驚いたのは静岡県の下流

の市町であった。牧之原市などは「関係自治

体」ではないため準備書などは送付されない

ため気づくのが遅かったが、大井川の流量が

大毎秒2トン減ると記載されていたのであ

る。この数字は、近隣7市の水利権量と同じ

である。2014年2月静岡市議会は全会一致で

「環境保全が絶対条件」という決議を採択し

た。

b) 残土処理と放射性物質の掘り出し

リニア全線で発生する残土は6200万m３

（東京ドーム51杯分）と言われている。伊那

谷などでは谷地形の（行政は“くぼ地”とい

う）洞に埋めるというが、元々豪雨災害で生

じた地形なので、危険である。岐阜県東濃地

方には日本有数のウラン鉱床があるが、その

残土を地上に放置すれば放射性の気体である

ラドンが大気中に大量に放出される。

c) 自然破壊とエコパーク

南アルプスは自然植生に優れていて国立公

園となっており、ユネスコのエコパークに登

録され、山梨・静岡・長野の三県は世界自然

遺産を目指している。山は緑に覆われていて、

豊かな雨はその山体に溜められている。その

水がめにトンネルを掘れば、地下水が永久に

漏れ続けることになる。美しい自然を破壊す

れば、エコパークの登録も取り消される可能

性がある。

岐阜県東濃地方はシデコブシ・ハナノキ・

ヒトツバタゴなどの絶滅危惧植物が分布して

いて、天然記念物にも指定されているものも

多いが、リニア工事によって絶滅することが

危惧されている2）。

d) 生活破壊

掘り出した土を運ぶためにトラックが頻繁

に通う。特に長野県大鹿村の場合など、軽自

動車でもすれ違いに苦労するほど細い山道で

ある。そこでは300万m３（東京ドーム3杯弱）

の残土が出て、1日で1736台（およそ3分に1

台）のトラックが学校や保育園の横を約10年

間通り続けることになる7）。

３−２ 電磁波による健康への影響

超伝導磁石は強力な電磁波を発生するが、

JR東海は詳しいデータを出さない。我が国で

は電磁波の健康影響についての記事は少ない

が、海外では次第に認識が深まりつつある。

例えばスウェーデンのカロリンスカ研究所は、

送電線から 300 m 以内に1年以上住んだこと

のある子どもについて、 0.2 マイクロテス

ラ（μT）以上被ばくした場合は小児白血病

が 2.7倍になったと1992年に発表している。

日本では1999-2001年、国立環境研究所の

兜真徳(かぶとみちのり）が中心となって行った「生

活環境中電磁界による小児の健康リスク評価

に関する研究」が有名で、７億円余の予算で

大規模な疫学研究を行い、2003年に報告書を

提出した。子ども部屋の平均磁界レベルが0.

4 μT以上だと、小児白血病や脳腫瘍が上昇

傾向にあるというものだった6）。ところが2

002年の事後評価で文科省は総合評価を 低

のCとして「抹殺」し研究を打ち切った。し

かしこの研究は国際がん専門誌に18名の連名

で発表され、2007年世界保健機関（WHO）は、

2015年7月10日 東海自治体問題研究所所報 増刊97号( 5 )



2002年以降の世界二大成果として評価した。

国際的な基準としては国際非電離放射線防

護委員会（ICNIRP）の基準がある。なお、英

国の国立放射線防護委員会（NRPB）は8歳未

満の子どもに携帯電話を使用させないように

と2005年に警告し、フランスも小中学生が携

帯電話を使うことを禁止する法案を2008年に

可決した。

３−３ 騒音・振動などによる健康への影響

時速500 kmという超高速で駆け抜けると騒

音が発生するが、実験線の沿線でも「騒音で

赤子の寝つきが悪い」などの苦情が出ている。

トンネルの出入口では微気圧波が発生すると

いう問題もある。名古屋ではかつて新幹線公

害訴訟があり、JRとの交渉は今なお続いてい

る。

４ リニア新幹線は本当に必要なのか

４−１主権在民の時代にあって

以上見てきたように、リニア中央新幹線計

画は色々な意味で不合理なものであるが、そ

れに疑問を持ってもJR東海は住民に誠実に答

えようとしてしていない。そこで「リニア新

幹線沿線住民ネットワーク」は行政不服審査

法に基づき、認可の取り消しを求める5048人

の「異議申立書」を2014年12月16日国交省に

提出したが、いずれ裁判に訴えることになる

であろう。

４−２「自然と調和しうる文明」の創造を

近代文明は我々の生活を便利にしてきた面

もあるが、他方、自然を破壊し、人々を不安

に陥れ、健康を害するだけでなく、生命を危

険に曝すことすらあることは、原発事故など

を通じて実感してきたところである。今こそ

自然と共生し、自然と調和しうる文明の創造

を目指すべきではないだろうか。
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