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家の下 勝手にトンネル掘らないで！
リニアから住環境を守る田園調布住民の会

さらに詳しい情報はスマ
ホでどうぞ！
下のQRコードを
カメラで読み取っ
てネ！
リニアから住環境を守る田園
調布住民の会ホームページ
@KASHIDA Hideki

@KASHIDA Hideki

外環・
調布でおきた陥没
・空洞の事故原因は特殊な地盤があろうが無かろうが関係ない。
外環
・
調布でおきた陥没
・空洞の事故原因は
事故の主因は気泡シールド工法と専門家が指摘！同じ工法で田園調布・東玉川もトンネル掘削の計画がある！
「特殊な地盤」の有無は関係ない

気泡シールド工法で空洞ができると専門家が指摘！
田園調布・東玉川も同じ工法でリニアトンネル掘削の計画・
・・
東京外環の調布・被害住民団体は、
１月１７日、
「外
環問題を考える緊急シンポジウム」を開いた。
大阪大学（トンネル工学）谷本名誉教授、名古
屋大学（地盤工学）浅岡名誉教授らが出席し、
「シールドマシンによるトンネル掘削時に使用
されたシェービングクリーム状の気泡剤が地盤
を緩めた主因だ。」と報道発表した。

◆シールドマシン振動「震度４相当」
浅岡名誉教授による計算では、瞬間的に震度４相
当に揺れたことがうかがえる。ネクスコが震度０と
していた推定とは大きなかい離がある。
◆地盤の緩みはトンネル上以外にも広範囲に広
がっているとの言及もあり、ネクスコの調査報告
は「信ぴょう性が薄い」
と総括した。

週刊金曜日オンライン

JR東海が開始したリニア工事に
田園調布の住民が緊急抗議
（樫田秀樹） 2021.10.27

おおたジャーナル2022年2月号より
「リニア工事差し止め訴訟
第2回口頭弁論：
JR東海、露骨な裁判引き延ばし策」
住民の会 代表 三木一彦

東京外環道訴訟を支える
会のブログ
ネクスコ東日本「空洞・陥没の推定メカ二ズム」より

外環調布でネクスコが行った工法も、品川からJR東
海が行う工法もどちらも気泡を添加剤にする点で同
様である。気泡剤を添加することにより、固くしまった
地盤がユルユルになり
（塑性流動性）、注入された空
気は全量回収できず、どんどん地盤内を上へ逃げて
いく。その空気が土中に空洞を形成する。

JR東海「リニア北品川工区・説明会資料」より

JR東海はネクスコの報告書を基に、事故原因を「特
殊な地盤」と
「施工ミス」に矮小化している。どんなに
管理強化しても危険工法に変わりはない。
そのリスクを住民に負わせる大深度地下使用法は
廃止すべきである。

【リニアから住環境を守る
田園調布住民の会 】
TEL:070-8951-6068
代 表 三木一彦

注目！

第3回口頭弁論 2022年3月22日

於：東京地裁103号法廷
山路を登りながら

事務局 真保 雅一（田園調布）
松本 清 （東玉川 ）

第2回口頭弁論

於東京地裁103号法廷（2022年1月17日）報告

原告側から2人の田園調布住民が意
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於東京地裁103号法廷（2022年1月17日）報告

小田正二裁判長の ( 裁判進行 ) 方策に原告団驚愕！！
（ジャーナリスト樫田秀樹ブログより） http://shuzaikoara.blog39.fc2.com/blog-entry-763.html

被告の JR 東海に 22 の求釈明 ( 答えるべき質問 ) を裁

が、被告は回答せずともよく、22 項目をまとめて後

判所を通して書面にて提出したが、裁判長は「求釈

日でよいと言ったのでは、釈明を聞いて次に対峙す

明に一部のみ答え、一部は答えられないというので

ることが出来ず極めて不可解な驚きの進行方策であ

は、全ての回答が出るのに時間がかかる。裁判所が

り、意図的に公平さを失わさせている面が感じられ

混乱する為、被告は求釈明にその都度回答しなくて

た。

もよく、22 の質問に一度にまとめて回答すべき」と
の発言をした。求釈明に関しては、当然回答出来る
ものから回答し次に進むのが通常であるが、裁判長

巨大

シールドマシン

直径 14m

男性 A さんの陳述要約
田園調布ルートの直上の歯科医師の男性 A さん。
2 度の癌による闘病で一時閉院を余儀なくされ、
その後、病を克服され復帰し、安住の地を田園
調布に求め、余生を送りたいとしていたところ、
リニアによる土地陥没や電磁波の恐怖等未経験
の得体の知れない事象がいつ襲ってくるかとい
うまるで戦時下であるような恐怖に苛まれる。
小学校の通学路の真下に巨大トンネルの不条理
と変容しつつあるわが国にリニアが必要なもの
であるかを強く指摘されました。

傍聴のお願い！

田園調布リニア工事差し止め訴訟
第 3 回口頭弁論

2022 年 3 月 22 日 午後 2 時東京地裁 103 号法廷：1 時半より傍聴券配布・抽選

＊午後 1 時地裁前ミニ集会

終了後報告集会：3 時 15 分より衆議院第一議員会館 大会議室

【会員・サポート会員の募集とカンパのお願い】
リニアから住環境を守る田園調布住民の会
年会費 会員:3000 円
サポート会員:1000 円
* 詳細は、表記当会メールアドレス・電話等でお問い合わせください。
* ご支援をよろしくお願いします

カンパ を随時受け付けております。

振込先

三井住友銀行 自由が丘支店
普通 7368663
口座名 リニアから住環境を守る田園調布住民の会
お振込みの際は、ご氏名を明記の上、 denden20210719@gmail.com /TEL：070-8951-6068までご一報下さ い 。

2021 年 10 月品川の立坑から東玉
川、田園調布へ向かってシールド
マシンが発進。
同様のシールド工法で
外環道陥没事故発生！

（外環道陥没事故報道写真 )

→

JR東海リニア中央新幹線大深度地下使用法の手続き内別添書類第２号2/4「事業区域位置図」
を元に当会にて作成

