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第1章 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

  名 称：東日本旅客鉃道株式会社 

  代表者：代表取締役社長 深澤 祐二 

  所在地：東京都渋谷区代々木二丁目 2番 2号 

 

第2章 対象事業の名称及び種類 

  名 称：羽田空港アクセス線（仮称）整備事業 

  種 類：鉄道の建設、鉄道の改良 

 

第3章 対象事業の内容の概略 

羽田空港アクセス線（仮称）は、東海道線田町駅付近から、大井ふ頭にある東京貨物ターミナルを

経て、羽田空港内の新駅に至る延長約 12.4 ㎞の路線であり、田町駅付近から東京貨物ターミナル付

近までは休止中の東海道貨物線（以下、「大汐線」という）の改良、東京貨物ターミナル付近から羽

田空港新駅（仮称）までは新線を整備する計画である。 

対象事業の内容の概略は、表 3-1 に示すとおりである。 

表 3-1 対象事業の内容の概略 

項 目 内 容 

事 業 区 間 
起点：港区芝浦一丁目 

終点：大田区羽田空港三丁目 

事 業 延 長 
改良区間：約 7.4km（田町駅付近～東京貨物ターミナル付近） 

建設区間：約 5.0km（東京貨物ターミナル付近～羽田空港新駅(仮称)） 

構 造 形 式 
トンネル（シールドトンネル、開削トンネル）、高架橋、地平、 

擁壁（掘割） 

対象駅（停車駅） 羽田空港新駅（仮称） 

工 事 予 定 期 間 約 7年 
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第4章 環境に及ぼす影響の評価の結論 

地域の概況及び対象事業における行為・要因を考慮し、選定した予測・評価項目について現況調査

を実施し、対象事業の実施が環境に及ぼす影響について予測・評価を行った。 

環境に及ぼす影響の評価の結論は、表 4-1に示すとおりである。 

表 4-1(1) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

予測・評価 

項目 
評価の結論 

騒音 

・ 

振動 

(1) 工事の施行中 

ア 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音 

建設機械の稼働に伴う建設作業騒音の敷地境界上の予測地点における予測結果は、67dB～

80dBであり、評価の指標である騒音規制法（昭和 43年法律第 98号）に基づく規制基準又は

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年都条例第 215 号）（以下「環境

確保条例」という。）における基準値（85dB又は 80dB）を満足する。 

 

イ 建設機械の稼働に伴う建設作業振動 

建設機械の稼働に伴う建設作業振動の敷地境界上の予測地点における予測結果は、61dB～

70dBであり、評価の指標である振動規制法（昭和 51年法律第 64号）に基づく規制基準又は

環境確保条例における基準値（75dB又は 70dB）を満足する。 

 

(2) 工事の完了後 

ア 列車の走行に伴う鉄道騒音 

列車の走行に伴う鉄道騒音の計画線最寄り軌道中心から原則として水平方向に 12.5m、地

上からの高さが 1.2mの地点の予測結果は、昼間 47 dB～60dB、夜間 42 dB～55dBであり、評

価の指標である「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針について」（平

成 7年 12月 環大一 174号）における「新線の基準（昼間 60dB、夜間 55dB）」を満足する。 

 

イ 列車の走行に伴う鉄道振動 

列車の走行に伴う鉄道振動の計画線最寄り軌道中心から原則として水平方向に 12.5m の

地点の予測結果は、46dB～65dBであり、評価の指標である「環境保全上緊急を要する新幹線

鉄道振動対策について（勧告）」（昭和 51年 3月 環大特 32号）の基準（70dB）を満足す

る。 

土壌汚染 

(1) 工事の施行中 

土壌汚染のおそれのある範囲は、現在も検修庫として使用しているため土壌汚染の状況を

確認することができない状態である。 

工事の施行に先立ち、土壌汚染対策法第 4条及び環境確保条例第 117条に基づく手続、調

査を行う。その結果、汚染土壌が確認された場合には、同法第 12 条、第 16 条及び同条例

第 117 条に基づく手続を行い、拡散防止対策を実施する。 

したがって、評価の指標である「新たな地域に土壌汚染を拡散させないこと」を満足する。 

地盤 

(1) 工事の施行中 

ア 東海道線接続区間 

 (ｱ)擁壁区間及び開削トンネル区間 

擁壁区間及び開削トンネル区間の地盤掘削は、帯水層である東京層砂質土層 Tos・東京層

礫質土層 Togまで達しないことから、帯水層中の被圧地下水の水位及び流況に影響を与えな

いと予測する。 
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表 4-1(2) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

予測・評価 

項目 
評価の結論 

地盤 

工事の施行中は、掘削側面に土留壁の構築や地盤改良等の補助工法を実施し、掘削底面も

止水のための地盤改良等の補助工法を採用する計画である。よって、掘削面への地下水流出

が抑制され、地下水の水位に与える影響は小さいと考えられるため、地盤沈下はほとんど発

生しないと予測する。また、地盤の掘削状況に応じて、切梁・腹起し等の支保工を設置し、

水平方向の地盤変形を抑えるため、地盤の変形はほとんど発生しないと予測する。 

さらに、工事の施行中に地下水位観測・地盤変位等のモニタリングを実施し、適切な施工

監理を行う計画である。 

したがって、地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下、地盤の変形はほとんど発生し

ないと予測する。 

これらのことから、評価の指標である「地盤沈下または地盤の変形により周辺の建築物等

に影響を及ぼさないこと」を満足する。 

 (ｲ) シールドトンネル区間 

シールド工事は、帯水層である東京層砂質土層 Tos・東京層礫質土層 Togを掘進するが、

地下水は計画線とほぼ並行に流動していると考えられるため、地下水の流動阻害はほとんど

発生せず、地下水の流況に与える影響は小さいと予測する。 

工事の施行中は、剛性及び遮水性の高いトンネル構造物を構築することにより、地盤の変

形、地下水の水位へ与える影響は小さいと予測する。 

さらに、工事の施行中に地下水位観測・地盤変位等のモニタリングを実施し、シールド掘

削面への潤滑剤注入量の管理や、掘削回転量の調整、掘削面からの地下水湧出の抑制など、

適切な施工監理を行う計画である。 

したがって、地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下、地盤の変形はほとんど発生し

ないと予測する。 

これらのことから、評価の指標である「地盤沈下または地盤の変形により周辺の建築物等

に影響を及ぼさないこと」を満足する。 

 

イ アクセス新線区間 

 (ｱ)起点方擁壁区間及び開削トンネル区間 

 起点方擁壁区間及び開削トンネル区間の掘削対象となる埋土・盛土の砂質土層 Hs の地下

水は、大井ふ頭の地表から地下浸透したのち、施工区間の周囲を迂回して帯水層中を広域に

流動し、周辺の海洋へ湧出すると考えられるため、地下水の流況に与える影響は小さいと予

測する。 

工事の施行中は、掘削側面に土留壁の構築や地盤改良等の補助工法を実施し、掘削底面も

止水のための地盤改良等の補助工法を採用する計画である。よって、掘削面への地下水流出

が抑制され、地下水の水位に与える影響は小さいと考えられるため、地盤沈下はほとんど発

生しないと予測する。また、適切な支保工を実施することにより、地盤の変形はほとんど発

生しないと予測する。 

さらに、工事の施行中に地下水位観測・地盤変位等のモニタリングを実施し、適切な施工

監理を行う計画である。 

したがって、地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下、地盤の変形はほとんど発生し

ないと予測する。 

これらのことから、評価の指標である「地盤沈下または地盤の変形により周辺の建築物等

に影響を及ぼさないこと」を満足する。 

 (ｲ)シールドトンネル区間 

シールド工事は、帯水層である埋土・盛土の砂質土層 Hs及び江戸川層砂質土層 Esを掘進

するが、これらの帯水層は十分な層厚を有していることから、地下水はトンネル構造物の周 
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表 4-1(3) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

予測・評価 

項目 
評価の結論 

地盤 

囲を迂回して流動すると考えられ、地下水の流況に与える影響は小さいと予測する。 

工事の施行中は、剛性及び遮水性の高いトンネル構造物を構築することにより、地盤の変

形、地下水の水位及び流況へ与える影響は小さいと予測する。 

さらに、工事の施行中に地下水位観測・地盤変位等のモニタリングを実施し、適切な施工

監理を行う計画である。 

したがって、地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下、地盤の変形はほとんど発生し

ないと予測する。 

これらのことから、評価の指標である「地盤沈下または地盤の変形により周辺の建築物等

に影響を及ぼさないこと」を満足する。 

 (ｳ)終点方開削トンネル区間 

 終点方開削トンネル区間の掘削対象となる埋土・盛土の砂質土層 Hsの地下水は、計画線周

辺部から第 1・第 2 ターミナル間の道路掘割に向けて流動していると考えられる。羽田空港

新駅（仮称）周辺には、すでに京浜急行空港線や東京モノレール線の地下駅舎など既存の地

下構造物が存在しているため、地下水は既存の地下構造物の周囲を迂回しながら道路掘割に

向けて流動していると推定される。開削トンネル区間は、止水性の高い地中連続壁を構築す

ることから、地下水は既存の地下構造物に加えて、地中連続壁の周囲を迂回して、現況と同

様に道路掘割へ向けて流動すると考えられる。よって、地下水の流況に与える影響は小さい

と予測する。 

工事の施行中は、掘削側面に止水性の高い地中連続壁を構築し、掘削底面に止水のための

適切な補助工法を採用することにより、掘削面への地下水流出が抑制され、地下水の水位に

与える影響は小さいと考えられるため、地盤沈下はほとんど発生しないと予測する。また、

適切な支保工を実施することにより、地盤の変形はほとんど発生しないと予測する。 

さらに、工事の施行中に地下水位観測・地盤変位等のモニタリングを実施し、適切な施工

監理を行う計画である。 

したがって、地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下、地盤の変形はほとんど発生し

ないと予測する。 

これらのことから、評価の指標である「地盤沈下または地盤の変形により周辺の建築物等

に影響を及ぼさないこと」を満足する。 

 

(2) 工事の完了後 

ア 東海道線接続区間 

 (ｱ)擁壁区間及び開削トンネル区間 

擁壁区間及び開削トンネル区間の地下構造物は、帯水層である東京層砂質土層 Tos・東京層

礫質土層 Tog まで達しないことから、帯水層中の被圧地下水の水位及び流況に影響を与えな

いと予測する。 

工事の完了後は、地下構造物を遮水性の高いコンクリート等により構築するため、計画線

内への地下水湧出はほとんど発生しないと考えられることから、地下水の水位に与える影響

は小さいと予測する。 

したがって、地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下はほとんど発生しないと予測す

る。 

これらのことから、評価の指標である「地盤沈下により周辺の建築物等に影響を及ぼさな

いこと」を満足する。 

 (ｲ)シールドトンネル区間 

トンネル構造物の下部が帯水層である東京層砂質土層 Tos・東京層礫質土層 Tog とわずか

に重なるが、地下水は計画線とほぼ並行に流動していると考えられるため、地下水の流動阻 
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表 4-1(4) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

予測・評価 

項目 
評価の結論 

地盤 

害はほとんど発生せず、地下水の流況に与える影響は小さいと予測する。 

工事の完了後は、トンネル構造物は遮水構造となるため、計画線内への地下水湧出はほと

んど発生しないと考えられることから、地下水の水位に与える影響は小さいと予測する。 

したがって、地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下はほとんど発生しないと予測す

る。 

これらのことから、評価の指標である「地盤沈下により周辺の建築物等に影響を及ぼさない

こと」を満足する。 

 

イ アクセス新線区間 

(ｱ)起点方擁壁区間及び開削トンネル区間 

地下構造物が設置される埋土・盛土の砂質土層 Hsの地下水は、大井ふ頭の地表から地下浸

透したのち、地下構造物の周囲を迂回して帯水層中を広域に流動し、周辺の海洋へ湧出する

と考えられるため、地下水の流況に与える影響は小さいと予測する。 

工事の完了後は、地下構造物を遮水性の高いコンクリート等により構築するため、計画線

内への地下水湧出はほとんど発生しないと考えられることから、地下水の水位に与える影響

は小さいと予測する。 

したがって、地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下はほとんど発生しないと予測す

る。 

これらのことから、評価の指標である「地盤沈下により周辺の建築物等に影響を及ぼさな

いこと」を満足する。 

  (ｲ)シールドトンネル区間 

トンネル構造物が帯水層である埋土・盛土の砂質土層 Hs 及び江戸川層砂質土層 Es にかか

るが、これらの帯水層は十分な層厚を有していることから、地下水はトンネル構造物の周囲

を迂回して流動すると考えられる。よって、地下水の流況に与える影響は小さいと予測する。 

工事の完了後は、トンネル構造物は遮水構造となるため、計画線内への地下水湧出はほと

んど発生しないと考えられることから、地下水の水位に与える影響は小さいと予測する。 

したがって、地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下はほとんど発生しないと予測す

る。 

これらのことから、評価の指標である「地盤沈下により周辺の建築物等に影響を及ぼさな

いこと」を満足する。 

  (ｳ)終点方開削トンネル区間 

地下構造物が設置される埋土・盛土の砂質土層 Hs の地下水は、既存の地下構造物を含め

て、終点方開削トンネル及び羽田空港新駅（仮称）の周囲を迂回して、現況と同様に道路掘

割へ向けて流動すると考えられることから、地下水の流況に与える影響は小さいと予測する。 

工事の完了後は、地下構造物を遮水性の高いコンクリート等により構築するため、計画線

内への地下水湧出はほとんど発生しないと考えられることから、地下水の水位に与える影響

は小さいと予測する。 

したがって、地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下はほとんど発生しないと予測す

る。 

これらのことから、評価の指標である「地盤沈下により周辺の建築物等に影響を及ぼさな

いこと」を満足する。 

水循環 

(1) 工事の施行中 

ア 東海道線接続区間 

 (ｱ)擁壁区間及び開削トンネル区間 

擁壁区間及び開削トンネル区間の地盤掘削は、帯水層である東京層砂質土層 Tos・東京層礫 
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表 4-1(5) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

予測・評価 

項目 
評価の結論 

水循環 

質土層 Tog まで達しないことから、帯水層中の被圧地下水の水位及び流況に影響を与えない

と予測する。 

工事の施行中は、掘削側面に土留壁の構築や地盤改良等の補助工法を実施し、掘削底面も

止水のための地盤改良等の補助工法を採用する計画であるため、掘削面への地下水湧出が抑

制され、地下水の水位に与える影響は少ないと予測する。 

さらに、工事の施行中に地下水位観測・地盤変位等のモニタリングを実施し、適切な施工

監理を行う計画である。 

これらのことから、評価の指標である「地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼさない 

こと」を満足する。 

 (ｲ)シールドトンネル区間 

シールド工事は、帯水層である東京層砂質土層 Tos・東京層礫質土層 Togを掘進するが、地

下水は計画線とほぼ並行に流動していると考えられるため、地下水の流動阻害はほとんど発

生せず、地下水の流況に与える影響は小さいと予測する。 

工事の施行中は、遮水性の高いトンネル構造物を構築することにより、地下水の水位へ与

える影響は小さいと予測する。 

さらに、工事の施行中に地下水位観測・地盤変位等のモニタリングを実施し、掘削面から

の地下水湧出の抑制など、適切な施工監理を行う計画である。 

これらのことから、評価の指標である「地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼさない

こと」を満足する。 
 

イ アクセス新線区間 

 (ｱ)起点方擁壁区間及び開削トンネル区間 

起点方擁壁区間及び開削トンネル区間の掘削対象となる埋土・盛土の砂質土層 Hsの地下水

は、大井ふ頭の地表から地下浸透したのち、施工区間の周囲を迂回して帯水層中を広域に流

動し、周辺の海洋へ湧出すると考えられるため、地下水の流況に与える影響は小さいと予測

する。 

工事の施行中は、掘削側面に土留壁の構築や地盤改良等の補助工法を実施し、掘削底面も

止水のための地盤改良等の補助工法を採用する計画であるため、掘削面への地下水湧出が抑

制され、地下水の水位に与える影響は小さいと予測する。 

さらに、工事の施行中に地下水位観測・地盤変位等のモニタリングを実施し、適切な施工

監理を行う計画である。 

これらのことから、評価の指標である「地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼさない

こと」を満足する。 

 (ｲ)シールドトンネル区間 

シールド工事は、帯水層である埋土・盛土の砂質土層 Hs 及び江戸川層砂質土層 Es を掘進

するが、これらの帯水層は十分な層厚を有していることから、地下水はトンネル構造物の周

囲を迂回して流動すると考えられ、地下水の流況に与える影響は小さいと予測する。 

工事の施行中は、遮水性の高いトンネル構造物を構築することにより、地下水の水位及び

流況へ与える影響は小さいと予測する。 

さらに、工事の施行中に地下水位観測・地盤変位等のモニタリングを実施し、掘削面から

の地下水湧出の抑制など、適切な施工監理を行う計画である。 

これらのことから、評価の指標である「地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼさない

こと」を満足する。 
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表 4-1(6) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

予測・評価 

項目 
評価の結論 

水循環 

 (ｳ)終点方開削トンネル区間 

終点方開削トンネル区間の掘削対象となる埋土・盛土の砂質土層 Hsの地下水は、計画線周 

辺部から第 1・第 2 ターミナル間の道路掘割に向けて流動していると考えられる。羽田空港

新駅（仮称）周辺には、すでに京浜急行空港線や東京モノレール線の地下駅舎など既存の地

下構造物が存在しているため、地下水は既存の地下構造物の周囲を迂回しながら道路掘割に

向けて流動していると推定される。開削トンネル区間は、止水性の高い地中連続壁を構築す

ることから、地下水は既存の地下構造物に加えて、地中連続壁の周囲を迂回して、現況と同

様に道路掘割へ向けて流動すると考えられる。よって、地下水の流況に与える影響は小さい

と予測する。 

工事の施行中は、掘削側面に止水性の高い地中連続壁を構築し、掘削底面に止水のための

適切な補助工法を採用することにより、掘削面への地下水湧出が抑制され、地下水の水位に

与える影響はほとんどないと予測する。 

さらに、工事の施行中に地下水位観測・地盤変位等のモニタリングを実施し、適切な施工

監理を行う計画である。 

これらのことから、評価の指標である「地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼさない

こと」を満足する。 

 

(2)工事の完了後 

ア 東海道線接続区間 

 (ｱ)擁壁区間及び開削トンネル区間 

擁壁区間及び開削トンネル区間の地下構造物は、帯水層である東京層砂質土層 Tos・東京層

礫質土層 Tog まで達しないことから、帯水層中の被圧地下水の流況に影響を与えないと予測

する。 

工事の完了後は、地下構造物を遮水性の高いコンクリート等により構築するため、計画線

内への地下水湧出はほとんど発生しないと考えられることから、地下水の水位に与える影響

は小さいと予測する。 

これらのことから、評価の指標である「地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼさない

こと」を満足する。 

 (ｲ)シールドトンネル区間 

トンネル構造物の下部が帯水層である東京層砂質土層 Tos・東京層礫質土層 Tog とわずか

に重なるが、地下水は計画線とほぼ並行に流動していると考えられるため、地下水の流動阻

害はほとんど発生せず、地下水の流況に与える影響は小さいと予測される。 

工事の完了後は、トンネル構造物は遮水構造となるため、計画線内への地下水湧出はほと

んどないと考えられることから、地下水の水位に与える影響は小さいと予測する。 

これらのことから、評価の指標である「地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼさない

こと」を満足する。 

 

イ アクセス新線区間 

 (ｱ)起点方擁壁区間及び開削トンネル区間 

地下構造物が設置される埋土・盛土の砂質土層 Hs の地下水は、大井ふ頭の地表から地下浸

透したのち、地下構造物の周囲を迂回して帯水層中を広域に流動し、周辺の海洋へ湧出する

と考えられるため、地下水の流況に与える影響は小さいと予測する。 

工事の完了後は、地下構造物を遮水性の高いコンクリート等により構築するため、計画線

内への地下水湧出はほとんど発生しないと考えられることから、地下水の水位に与える影響

は小さいと予測する。 

これらのことから、評価の指標である「地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼさない

こと」を満足する。 
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表 4-1(7) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

予測・評価 

項目 
評価の結論 

水循環 

 (ｲ)シールドトンネル区間 

トンネル構造物が帯水層である埋土・盛土の砂質土層 Hs 及び江戸川層砂質土層 Es にかか

るが、これらの帯水層は十分な層厚を有していることから、地下水はトンネル構造物の周囲

を迂回して流動すると考えられる。よって、地下水の流況に与える影響は小さいと予測する。 

工事の完了後は、トンネル構造物は遮水構造となるため、計画線内への地下水湧出はほと

んどないと考えられることから、地下水の水位に与える影響は小さいと予測する。 

これらのことから、評価の指標である「地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼさない

こと」を満足する。 

 (ｳ)終点方開削トンネル区間 

地下構造物が設置される埋土・盛土の砂質土層 Hsの地下水は、既存の地下構造物を含め

て、終点方開削トンネル及び羽田空港新駅（仮称）の周囲を迂回して、現況と同様に道路掘

割へ向けて流動すると考えられることから、地下水の流況に与える影響は小さいと予測す

る。 

工事の完了後は、地下構造物を遮水性の高いコンクリート等により構築するため、計画線

内への地下水湧出はほとんど発生しないと考えられることから、地下水の水位に与える影響

は小さいと予測する。 

これらのことから、評価の指標である「地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼさない 

こと」を満足する。 

景観 

(1) 工事の完了後 

ア 主要な景観の構成要素の改変及びその改変による地域景観の特性の変化の程度 

事業区間及びその周辺の現在の状況は、東海道線接続区間では、田町駅前を中心に再開発

事業が進み、高層建築物やオフィスビル、住宅が立ち並び、また、在来線や東海道新幹線等

の鉄道施設も都市的景観資源の一部となっている。現在、東海道線が走行している位置に、

計画路線が地平、掘割、地下構造で建設されるが、他の在来線と融合し、地域の景観特性の

変化はないと考える。 

大汐線改修区間においては、景観の変化が生じる鉄道施設を新たに設置しない。 

東京貨物ターミナル内改良区間における留置線等の新たな鉄道施設は、周辺の事業所、倉

庫等の高さを上回ることはなく、その周辺の景観資源と融合し、地域景観の特性は、ほとん

ど変化しないものと考える。 

アクセス新線区間における新たな鉄道施設の高さは、起点方の換気施設等で約 15m、羽田空

港新駅（仮称）付近の換気施設等で約 30m であり、周辺の工場や事業所、空港施設等の高さ

を上回ることはないため、事業区間及びその周辺の景観資源と融合し、地域景観の特性は、

ほとんど変化しないものと考える。 

これらのことから、評価の指標である「形態・意匠は突出したものを避け、臨海部の景観

や周辺環境との調和を図ること」を満足する。 

 

イ 代表的な眺望地点からの眺望の変化 

代表的な眺望地点からの眺望は、中高層建築物、鉄道施設、空港施設、運河等といった景

観資源から構成されている。その中に新たな鉄道施設が加わるため、眺望の変化が認められ

るものの、周辺の建築物等の高さを大きく上回るものではなく、周辺状況と一体となった景

観になる。 

事業の実施に当たっては、鉄道施設の形状等は周辺環境になじむよう環境保全のための措

置を実施する。 

これらのことから、評価の指標である「形態・意匠は突出したものを避け、臨海部の景観

や周辺環境との調和を図ること」を満足する。 
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表 4-1(8) 環境に及ぼす影響の評価の結論 

予測・評価 

項目 
評価の結論 

史跡 

・ 

文化財 

(1) 工事の施行中 

事業の実施により、周知の埋蔵文化財包蔵地を直接改変することはないが、掘削工事等で

同様の埋蔵文化財が発見される可能性があるため、文化財保護法等に基づき、あらかじめ関

係機関と協議し、必要な措置を講じる。 

また、新たに埋蔵文化財が確認された場合には、文化財保護法等に基づき遅滞なく関係機

関と協議し、適切に対応する。 

これらのことから、評価の指標である「文化財保護法等に定められた規定を遵守すること」

を満足する。 

廃棄物 

(1) 工事の施行中 

建設廃棄物及び建設発生土について、可能な限り再利用及び再資源化に努めるとともに、

関係法令を遵守し、適正に処理する。 

また、再生利用が困難な建設廃棄物及び建設発生土について、関係法令を遵守し、適正に

処理する。 

これらのことから、評価の指標である「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に定める事

業者の責務」を満足する。 
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第5章 調査計画書の修正の経過及びその内容の概要 

環境影響評価調査計画書の修正箇所、修正内容及び修正理由は、表 5-1 に示すとおりである。 

表 5-1(1) 修正した箇所及び修正内容 

修正箇所 修正内容及び修正理由 
ページ 

調査 
計画書 

評価書 
案 

第 6 章 対象事業の目的及び内容 

6.2 事業の内容 

6.2.1 事業区間

の位置 

図 6.2.1-2 事業

区間位置図 

 

事業計画の具体化により、東京貨物ターミナルか

ら羽田空港新駅（仮称）までのルートを決定した。 

東京貨物ターミナル改良区間の高架橋構造、擁壁

構造を地平構造へ変更した。 

4 14 

6.2.2 事業計画 表 6.2.2-1 事業

計画の概要 

図 6.2.2-1 事業

区間平面図及び

縦断図 

 

事業計画の具体化により、東京貨物ターミナルか

ら羽田空港新駅（仮称）までのルートを決定した。 

東京貨物ターミナル改良区間の高架橋構造、擁壁

構造を地平構造へ変更した。アクセス新線区間のシ

ールドトンネルの断面形状を複円断面から単円断面

へ変更するとともに、中間立坑の建設を取りやめた。 

6 

～ 

7 

16 

～ 

17 

ア  東海道線接

続区間 

事業計画の具体化により、擁壁部の断面幅員を変

更した。 

8 

～ 

9 

18 

～ 

19 

ウ  東京貨物タ

ーミナル内改良

区間 

事業計画の具体化により、高架橋構造を地平構造

へ変更した。 

留置線等の範囲を見直した。 

10 

～ 

11 

20 

～ 

21 

エ  アクセス新

線区間 

事業計画の具体化により、東京貨物ターミナルか

ら羽田空港新駅（仮称）までのルートを決定した。 

シールドトンネルの断面形状を複円断面から単円

断面へ変更した。合わせて、トンネルの構造物深さ

を変更した。 

開削トンネルの断面形状を変更した。 

空港新駅（仮称）の断面図を追記した。 

12 

～ 

13 

22 

～ 

23 

6.2.3 施設計画 (1)排水施設 

(2)換気施設 

(3)変電施設 

事業計画の具体化により、施設計画を追記した。 14 24 

～ 

26 

6.3 施工計画及び供用の計画 

6.3.1 

 

施工計画 (1)施工工程 事業計画の具体化により、施工計画を見直した。 15 27 

(2)施工方法 事業計画の具体化により、施工方法の記載を追記

した。 

16 28 

～ 

33 

(8)工事用車両運

行計画 

事業計画の具体化により、工事用車両の出入口及

び台数を見直した。 

17 

～ 

18 

37 

～ 

38 

 第 7 章 環境影響評価の項目 

7.1 選定した

項目及び

その理由 

表 7.1-1 環境影

響要因と環境影

響評価の項目と

の関連表 

事業計画の具体化により、選定項目を見直した。 

生物・生態系及び自然との触れ合い活動の場の項

目を削除し、土壌汚染を項目に追加した。 

103 51 
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表 5-1(2) 修正した箇所及び修正内容 

修正箇所 修正内容及び修正理由 

ページ 

調査 

計画書 

評価書 

案 

7.1 選定した

項目及び

その理由 

表 7.1-2 選定し

た項目及びその理

由 

事業計画の具体化により、中間立坑の建設を取り

やめたことから、生物・生態系及び自然との触れ合

い活動の場の項目を削除した。 

東京貨物ターミナル内改良区間において検修庫を

撤去し、土地を改変する計画であるが、過去にガソ

リンを取り扱っていた可能性が判明したため、土壌

汚染を項目に追加した。 

騒音・振動において工事用車両台数を見直した。 

史跡・文化財において事業区間周辺に新たな埋蔵

文化財包蔵地（高輪築堤跡）が確認されたため、選

定した理由を見直した 

104 

～ 

105 

52 

～ 

53 

7.2 選定しな

かった項

目及びそ

の理由 

表 7.2-1 選定し

なかった項目及び

その理由 

事業計画の具体化により、中間立坑の建設を取り

やめたことから、生物・生態系及び自然との触れ合

い活動の場の選定しなかった理由を追加した。 

新たな高架橋の建設を取りやめたことから、日影、

電波障害、風環境の選定しなかった理由を見直した。 

大気汚染において工事用車両台数を見直した。 

106 

～ 

107 

54 

～ 

55 

第 8 章 環境に及ぼす影響の内容及び程度並びにその評価 

8.1 騒音・振

動 

8.1.2 予測 事業計画の具体化により、東京貨物ターミナル内

改良区間の高架橋構造を地平構造へ変更したことか

ら、鉄道騒音・振動の当該地点を予測地点から除外

した。 

120 

～ 

122 

87 

～ 

88 

8.2 土壌汚染 8.2.1 現況調査 

8.2.2 予測 

8.2.3 環境保全

のための措置 

8.2.4 評価 

土壌汚染を項目に追加した。 － 123 

～ 

131 

8.3 地盤 8.3.1 現況調査 事業計画の具体化により、調査地点を決定した。 123 

～ 

124 

133 

～ 

135 

8.4 水循環 8.4.1 現況調査 事業計画の具体化により、調査地点を決定した。 126 179 

～ 

180 

8.5 景観 8.5.1 現況調査 

8.5.2 予測 

事業計画の具体化により、高架橋及び中間立坑の

建設を取りやめたことから、調査地点及び予測地点

を削除した。京浜島つばさ公園展望台から空港島内

の鉄道施設が確認されることから、調査地点及び予

測地点を追加した。 

130 

～ 

131 

200 

～ 

201、 

207 

～ 

209 

8.6 史跡・文

化財 

8.6.2 予測 

 

事業区間周辺に新たな埋蔵文化財包蔵地（高輪築

堤跡）が確認されたため、予測対象に追加した。 

133 217 

～ 

218 

8.7 廃棄物 8.7.2 予測 

 

調査計画書審査意見書に記載された知事の意見に

対応して、予測方法に類似事例による方法を記載し

た。 

137 228 

資料編 第 2 章 環境に及ぼす影響の内容及び程度並びにその評価 

2.1 騒音・振

動 

2.1.2 予測 

【参考】高さ方向

の鉄道騒音の予測

結果 

調査計画書審査意見書に記載された知事の意見及

び周知地域区長の意見に対応して、工事の完了後に

おける鉄道騒音の高さ方向の予測を実施した。 

― 191 
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第6章 対象事業の目的及び内容 

6.1 事業の目的 

羽田空港は、首都圏空港のひとつであり、国においても訪日外国人旅客数の目標達成や首都圏の国

際競争力の強化、地方創生等の観点から、その機能強化が不可欠とされている。 

そこで当社は、グループ経営ビジョン「変革 2027」において「シームレスな移動」の実現を掲げ、

当社の東京圏鉄道ネットワークを最大限活用し、多方面から羽田空港へのダイレクトアクセスを実現

する「羽田空港アクセス線構想（図 6.1-1）」を推進していくこととした。 

本事業は、本構想のうち「東山手ルート」と東京貨物ターミナルと羽田空港を結ぶ新線（以下、「ア

クセス新線」という）を整備し、羽田空港への新たな鉄道アクセスルートを整備するものである。こ

れにより宇都宮・高崎、常磐線沿線の北関東エリアから羽田空港へダイレクトアクセスが可能となり、

大幅な時間短縮や乗換解消など「シームレスな移動」が実現する。また、東京駅における東北、上越、

北陸新幹線との連携は、更に広範囲の地域と羽田空港を繋ぐ輸送ネットワークを従来よりも格段に強

化すると考えられる。 

これらの輸送ネットワークの強化によって生じる羽田空港の機能強化、首都東京の更なる発展、国

際競争力の強化、交流の促進ならびに地域の活性化に寄与することを目的として本事業を進めていく。 

 

 

図 6.1-1 羽田空港アクセス線構想 
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6.2 事業の内容 

6.2.1 事業区間の位置 

羽田空港アクセス線(仮称)は、図 6.2.1-1に示すとおり、東海道線田町駅付近から羽田空港新駅

(仮称)までであり、港区、品川区、大田区の臨海部に位置する。事業区間の延長は、図 6.2.1-2に

示すとおり、港区芝浦一丁目から大田区羽田空港三丁目までの約 12.4kmである。このうち、田町駅

付近から東京貨物ターミナル付近までの約 7.4kmは既設線の改良区間、東京貨物ターミナル付近か

ら羽田空港新駅(仮称)までの約 5.0kmは新線の建設区間として整備する。 

 

 

図 6.2.1-1 事業区間位置図(広域) 
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「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 3JHf 97」 「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」 
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6.2.2 事業計画 

(1) 事業計画の概要 

事業計画の概要を表6.2.2-1に、本事業の平面図及び縦断図を図6.2.2-1に示す。 

本事業計画においては、東海道線接続区間、大汐線改修区間、東京貨物ターミナル内改良区間、

アクセス新線区間の4つの区間に分けて以降の説明を行う。 

 

① 東海道線接続区間 

田町駅付近において、大汐線を東海道線に接続するために改良を行う区間である。区間延長は

約 1.5㎞である。 

 

② 大汐線改修区間 

休止中の大汐線を再開させるため、主に既存高架橋の既設線路等の改修を行う区間である。区

間延長は約 3.4㎞である。 

 

③ 東京貨物ターミナル内改良区間 

休止中の大汐線の再開及び計画線（仮称）の運行に必要となる諸設備等を設置するために改良

する区間である。区間延長は約 2.5㎞である。 

 

④ アクセス新線区間 

東京貨物ターミナルから羽田空港新駅（仮称）に至る新線を敷設する区間である。区間延長は

約 5.0㎞である。 
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表 6.2.2-1 事業計画の概要 

項 目 概 要 

事業区間 
起点：港区芝浦一丁目 

終点：大田区羽田空港三丁目 

事業延長 

改良区間：東海道線接続区間         約1.5km 

大汐線改修区間          約3.4km 

     東京貨物ターミナル内改良区間   約2.5km 

建設区間：アクセス新線区間         約5.0km 

構造物延長 

東海道線接続区間       地平区間  ：約0.2km 

擁壁区間  ：約0.3km 

トンネル区間：約0.8km 

               高架橋区間 ：約0.2km 計 約1.5km 

 

大汐線改修区間        地平区間  ：約0.7km 

               高架橋区間 ：約2.7km 計 約3.4km 

 

東京貨物ターミナル内改良区間 地平区間  ：約2.5km 計 約2.5km 

 

アクセス新線区間       地平区間  ：約0.1km 

擁壁区間  ：約0.1km 

トンネル区間：約4.8km 計 約5.0km 

構造形式 トンネル（シールドトンネル、開削トンネル）、高架橋、地平、擁壁（掘割） 

対象駅（停車駅） 
羽田空港新駅(仮称) 

※駅構造：複線地下式 島式プラットホーム1面2線 

留置線等 車両留置線注1）・保守基地線注2）：約23,000㎡（東京貨物ターミナル内） 

運
転
計
画 

編成車両数 15両編成（20m/両） 

運転方法 上り線1線、下り線1線 

運転本数 8本/時、144本/日 

  注1）車両留置線とは、一時的に車両を留めておくための線路である。 

  注2）保守基地線とは、線路等の保守を行うための資材や車両等を留めておくための線路である。 
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図 6.2.2-1 事業区間平面図及び縦断図 
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ア 東海道線接続区間 

本区間は、図 6.2.2-2 に示すとおり、事業起点から高浜西運河付近までの約 1.5kmである。 

計画線を東海道線へ接続するために、山手線引上げ線を撤去した後、空いた空間へ山手線外回

りを移設する。その後、隣接する京浜東北線南行、東海道線上りを順次移設し、東海道線上下間

に擁壁を構築し掘割構造にて計画線を敷設する。 

その後、計画線は、トンネル構造にて東海道線等の下を通過し、高浜西運河付近で休止中の大

汐線高架橋に接続する計画である。 

本区間の主要構造は、表 6.2.2-2及び図 6.2.2-2に示すとおりである。 

表 6.2.2-2 東海道線接続区間の主要な構造 

区間 構 造 幅員 構造物深さ 

東海道線接続 

擁壁 
a-a’断面 

約 7m 深さ約 7m 

シールドトンネル 
b-b’断面 

約 7m 深さ約 15m 

擁壁 
c-c’断面 

約 7m 深さ約 4m 

 

イ 大汐線改修区間 

本区間は、図 6.2.2-2 に示すとおり、高浜西運河付近から東京貨物ターミナル付近までの約

3.4kmである。休止中の大汐線を再開させるため、既設線路等の改修を行う計画である。 

本区間の主要構造は、表 6.2.2-3及び図 6.2.2-2に示すとおりである。 

表 6.2.2-3 大汐線改修区間の主要な構造 

区間 構 造 幅員 構造物高さ 

大汐線改修 
高架橋 
d-d’断面 

約 11m 高さ約 14m 
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図 6.2.2-2 東海道線接続区間及び大汐線改修区間における断面図等
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ウ 東京貨物ターミナル内改良区間 

本区間は、図 6.2.2-3 に示すとおり、東京貨物ターミナル内の約 2.5km である。 

羽田空港アクセス線（仮称）の運行に必要となる車両留置線や保守基地線（以下、「留置線等」

という）を整備する計画である。 

本区間の主要構造は、地平構造であり、表 6.2.2-4及び図 6.2.2-3に示すとおりである。 

また、留置線等の概要は、表 6.2.2-5及び図 6.2.2-3に示すとおりである。 

表 6.2.2-4 東京貨物ターミナル内改良区間の主要な構造 

区間 構 造 幅員 構造物高さ 

東京貨物ターミナル内
改良 

地平 
e-e’断面 

約 11m ― 

地平 
f-f’断面 

約 29m ― 

 

表 6.2.2-5 留置線等の概要 

主要施設 規模 

車両留置線・保守基地線 約 23,000㎡ 
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図 6.2.2-3 東京貨物ターミナル内改良区間における断面図等

※待避線とは、他の電車の待ち合わせ等を行うための線路である。 
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エ アクセス新線区間 

本区間は、図 6.2.2-4に示すとおり、東京貨物ターミナルから羽田空港新駅（仮称）に至る約

5.0kmである。 

本区間の主要な構造は、ほぼ全線がトンネル構造であり、表 6.2.2-6及び図 6.2.2-4に示すと

おりである。構造物の深さは、最大約 57mである。 

羽田空港新駅（仮称）の主要な構造は、表 6.2.2-7及び図 6.2.2-4に示すとおりであり、開削

トンネル内部に島式 1面 2線のプラットホームを設置する計画である。 

表 6.2.2-6 アクセス新線区間における主要な構造 

区間 構 造 幅員 構造物深さ 

アクセス新線 

シールドトンネル 
g-g’断面 

約 12m 深さ約 57m 

開削トンネル 
h-h’断面 

約 13m 深さ約 15m 

 

表 6.2.2-7 駅部の主要な構造 

駅名 構造 構造物幅員 構造物深さ ホーム長 ホーム幅 

羽田空港新駅（仮称） 
開削トンネル 

i-i’断面 
j-j’断面 

約 22m 約 20m 約 311m 約 7～12m 
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図 6.2.2-4 アクセス新線区間における断面図等



 

24 

6.2.3 施設計画 

計画路線の主要施設は、表 6.2.3-1に示すとおり、排水施設、換気施設及び変電施設等を計画し

ている。 

表 6.2.3-1 計画路線の主要施設 

施設 区間 

排水施設 
東海道線接続区間 

アクセス新線区間 

換気施設 アクセス新線区間 

変電施設 
東京貨物ターミナル内改良区間 

アクセス新線区間 

 

(1) 排水施設 

排水施設はトンネル区間、駅部に設置する計画である。トンネル内に流入した雨水等は排水溝を

通して排水槽に導水し、そこから公共下水道に放流する計画である。駅施設からの雑排水や汚水に

ついては、構内の汚水ポンプ室より公共下水道へ放流する計画である。 

 

(2) 換気施設 

アクセス新線区間については、トンネル区間における換気を目的に、各立坑に換気施設を設置す

る計画である。トンネル内の換気は、給気、排気ともに機械換気方式で計画しており、各立坑に換

気を行うための送風機及び換気塔等を設置する。 

換気施設は、起点方立坑、終点方立坑及び羽田空港新駅（仮称）内に設置する予定である。換気

施設等概要図は、図6.2.3-1に示すとおりであり、各立坑の換気施設の概要図は、図6.2.3-2に示す

とおりである。 

騒音対策として、換気塔（換気ダクト）には消音器及び消音ガラリを設置する。また、振動対策

として、各送風機は防振架台上に設置する。 

なお、換気施設には配線設備や非常用昇降設備、非常用発電機等を併設する。これらの設備につ

いても、騒音・振動が発生する機器は屋内に設置し、騒音・振動の防止に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2.3-1 換気施設概要図（東京貨物ターミナルから羽田空港新駅（仮称）） 
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図 6.2.3-2(1) 換気施設断面図（起点方立坑：東京貨物ターミナル内） 

 

図 6.2.3-2(2) 換気施設断面図（終点方立坑：羽田空港新駅（仮称）付近） 
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図 6.2.3-2(3) 換気施設断面図（羽田空港新駅（仮称）） 

 

(3) 変電施設 

変電施設は東京貨物ターミナル内改良区間及び羽田空港新駅（仮称）付近に設置予定である。 
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