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8.2 土壌汚染 

8.2.1 現況調査 

(1) 調査事項 

工事の施行に伴う土壌汚染の新たな土地への拡散の可能性があることから以下の事項につい

て調査した。 

 

ア 土地利用の履歴等の状況 

イ 土壌汚染の状況 

ウ 法令による基準等 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、図 8.2-1に示す東京貨物ターミナル改良区間内の土壌汚染のおそれのある範囲と

した。 

 

(3) 調査結果 

ア 土地利用の履歴等の状況 

調査地域は、1965年から埋立が始まり、それ以前は海域であった。大井ふ頭その 1地区に位置

し、現在まで鉄道用地として利用している。 

調査地域は、「東京港第 2次改訂港湾計画」の埋立に該当し、海域を浚渫し、水路を掘削する

ことによって発生した浚渫土砂を利用していることから、汚染のおそれの少ない土地と考えられ

る。 

1970年頃より、鉄道用地として利用しており、調査地域内に保守車両の検修庫が存在する。こ

の検修庫は、過去にガソリンを取り扱っていた可能性ある。 

 

イ 土壌汚染の状況 

検修庫は、現在も使用中であることから現段階では土壌汚染の調査を行うことができないが、

ガソリンを使用していた可能性があることから、ベンゼン、鉛が検出する可能性がある。 

工事の施行に先立ち、調査が可能となった段階で、土壌汚染対策法 4条及び環境確保条例第 117 

条に基づき調査を実施する。その結果、汚染土壌の存在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うとともに、拡散防止対策を実施する。 

 

ウ 法令による基準等 

土壌汚染に係る基準としては、環境基本法、ダイオキシン類対策特別措置法 (平成 11 年 法

律第 105号)に基づく土壌の汚染に係る環境基準がある。 

土壌汚染対策法（平成 14年法律第 53号）において、特定有害物質及び指定基準が定められて

いる。 

また、環境確保条例で定める汚染土壌処理基準は、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質の

指定基準と同一である。ただし、アルキル水銀は、第 3種有害物質に位置付けている。 
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この地図は東京都縮尺1/2500地形図(平成27年度DVD版)を使用したものである。 

図8.2-1 土壌汚染のおそれのある範囲位置図 

：事業区間 
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8.2.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、工事の施行に伴う土壌汚染の新たな土地への拡散の可能性の有無とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、工事の施行中とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、図 8.2-1に示す土壌汚染のおそれのある範囲とした。 

 

(4) 予測手法 

予測手法は、施工計画の内容を踏まえて予測する方法とした。 

 

(5) 予測結果 

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

確認することができない状態である。 

工事の施工に先立ち、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、汚染土壌の存在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、工事の施工に伴う土壌汚染の新たな土地への拡散の可能性はないものと予測され

る。 
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8.2.3 環境保全のための措置 

(1) 予測に反映した措置 

・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。 

・土壌汚染状況調査の結果、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。 

 

(2) 予測に反映しなかった措置 

・予測地域以外の区域においても、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、調査を行うとともに、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。 

・建設発生土において、自然由来なども含め、汚染物質の状況を確認し、汚染土壌が確認さ

れた場合には、拡散防止対策を実施する。 

 

8.2.4 評価 

評価の指標は、「新たな地域に土壌汚染を拡散させないこと」とした。 

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。 
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8.3 地盤 

8.3.1 現況調査 

(1) 調査事項 

工事の施行中における擁壁工事、開削トンネル工事及びシールドトンネル工事に伴う地盤の変

形、地下水の水位及び流況の変化よる地盤沈下、工事の完了後における地下構造物の存在に伴う

地下水の水位及び流況の変化による地盤沈下に及ぼす影響を予測・評価するため、以下の事項に

ついて調査した。 

 

ア 地盤の状況 

イ 地下水・湧水の状況 

ウ 地盤沈下の状況 

エ 土地利用の状況 

オ 法令による基準等 

 

(2) 調査地域・調査地点 

調査地域は、対象事業の種類、規模及び地域の概況を勘案して、東海道線接続区間及びアクセ

ス新線区間の擁壁区間・開削トンネル区間、シールドトンネル区間及びその周辺とした。 

現地調査位置は図 8.3-1に示すとおりである。 

 

(3) 調査結果 

ア 地盤の状況 

(ｱ) 既存資料調査 

a 地形概要 

事業区間は、東京港（東京湾）に面した埋立地に位置する。 

東海道線接続区間は、東京低地南側の東京湾沿い干拓地と、武蔵野台地の東縁に面した埋立

地を通過する。アクセス新線区間は、主に多摩川低地東縁に面した埋立地を通過する。いずれ

の埋立地もほぼ平坦面を形成している。 

 

b 地質概要 

東海道線接続区間では、更新世前期の上総層群を基盤層として、その上位を不整合に覆って

更新世中期の江戸川層上部及び東京層下部が堆積している。さらに、更新世後期に形成された

段丘面が沖積層に覆われて、埋没段丘堆積層となっている箇所がある。その上位に完新世の有

楽町層が分布しており、地表部に現世の埋土層が堆積している。 

アクセス新線区間も基盤層は更新世前期の上総層群であるが、その上位には更新世中期の江

戸川層下部・上部が堆積している。さらにその上位に更新世後期の七号地層、完新世の有楽町

層が分布しており、地表部に現世の埋土層が堆積している。 
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図 8.3.1-1 地下水調査及び地質調査範囲図 

「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。」 

 

図8.3-1 現地調査位置及び断面線位置
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(ｲ) 現地調査 

a 東海道線接続区間 

東海道線接続区間の地質縦断面図（A-A’断面）は図 8.3-2 に示すとおりである（断面位置は

図 8.3-1（74ページ参照）に示した）。 

 

(a) 起点方擁壁区間、開削トンネル区間 

埋土 B の下位に、有楽町層粘性土層 Ycu（一部、有楽町層砂質土層 Ysu の薄層が存在）が分

布している。開削区間の掘削底面は有楽町層粘性土層 Ycu 中に留まるため、その下位の地下水

帯水層である東京層礫質土層 Tog まで掘削しない計画である。 

 

(b) シールドトンネル区間 

起点方から有楽町層粘性土層 Ycu が分布し、徐々に東京層粘性土層 Toc へ漸移していく。起

点方でトンネル下部がわずかに地下水帯水層である東京層礫質土層 Tog に当たる。トンネル最

深部周辺から終点方までは主に有楽町層粘性土層 Ycu が分布しており（一部、有楽町層粘性土

層 Ycu 中に存在する砂質土層 Toc-s、礫質土層 Toc-g の薄層が分布）、トンネル最深部では、

トンネル下部が地下水帯水層である東京層砂質土層 Tosにわずかに当たる。 

 

(c) 終点方擁壁区間、開削トンネル区間 

埋土 B、有楽町層粘性土層 Ycu 及び東京層粘性土層 Toc が分布している。開削区間の掘削底

面は東京層粘性土層 Toc 中に留まるため、地下水帯水層である東京層砂質土層 Tos、東京層礫

質土層 Togまで掘削しない計画である。 

 

b アクセス新線区間 

アクセス新線区間の地質縦断面図（B-B’断面・C-C’断面）は図 8.3-3～図 8.3-4 に示すとお

りである（断面位置は図 8.3-1（74ページ参照）に示した）。 

 

(a) 起点方擁壁区間・開削トンネル区間～大井ふ頭・京浜島のシールドトンネル区間 

起点方擁壁区間・開削トンネル区間には、埋土・盛土の砂質土層 Hs及び有楽町層上部粘性土

層 Ycu が分布している。シールドトンネル区間は、起点方入り口付近は有楽町層上部粘性土層

Ycu、有楽町層上部砂質土層 Ysu、有楽町層下部粘性土層 Yclを通過するが、ボーリング A-3地

点周辺から徐々に江戸川層砂質土層 Es及び江戸川層粘性土層 Ecの薄層を通過する。 

 

(b) 羽田空港島のシールドトンネル区間～終点方開削トンネル区間 

シールドトンネル区間は、江戸川層砂質土層 Es、江戸川層粘性土層 Ec の薄層を通過したの

ち、ボーリング A-14 地点付近から埋没段丘の中に入り、七号地層砂質土層 Ns、有楽町層上部

粘性土層Ycuを通過する。その後、ボーリングA-17地点の先から終点方開削トンネル区間まで、

埋土・盛土の砂質土層 Hs・粘性土層 Hc が分布する。羽田空港新駅（仮称）は、上位に埋土・

盛土の砂質土層 Hs、下位に埋土・盛土の粘性土層 Hcが分布する。 
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図 8.3-2 東海道線接続区間 地質縦断面図（A-A’断面） 
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図 8.3-3 アクセス新線区間 地質縦断面図（B-B’断面）

京浜島 

シールドトンネル区間 

海上 

擁壁区間 

大井ふ頭 

開削トンネル 

区間 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.3-4 アクセス新線区間 地質縦断面図（C-C’断面） 

羽田空港島 

シールドトンネル区間 開削トンネル区間 

羽田空港 

新駅(仮称） 
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イ 地下水・湧水の状況 

(ｱ) 現地調査 

a 東海道線接続区間 

地下水位調査結果より、地下水は計画線に対し鉛直方向に流れておらず、平行方向に流動し

ていると推定される。 

 

b アクセス新線区間 

大井ふ頭及び京浜島の陸地から周囲の海洋へ向けて地下水が流動しており、埋立地の地表か

ら地下浸透した地下水が、周囲の運河・海洋に向けて流出していると考えられる。 

羽田空港新駅(仮称)周辺の地下水は、第 1・第 2ターミナル間の道路掘割（首都高速湾岸線、

国道 357 号）に近い地点ほど地下水位が低くなっていることから、道路掘割沿いに地下水面の

緩やかな谷地形があり、周囲から道路掘割に向けて地下水が流動していると考えられる。 

 

ウ 地盤沈下の状況 

令和元年度の東京都の測量結果表によると、事業区間及びその周辺では、大井ふ頭埋立地の 2

地点で、年間-11.5～-14.2mmの地盤沈下が発生しているほかは、事業区間及びその周辺で-4.3mm

～+1.9mm の地盤変動が観測されている。また、港区、品川区及び大田区では、平成 26 年度から

令和元年度までの間に、地盤沈下に係る苦情は発生していない。 

 

エ 土地利用の状況 

事業区間及びその周辺の土地利用の状況は、「8.1 騒音・振動」（58ページ参照）に示すとお

りである。 

 

オ 法令による基準等 

地盤沈下の防止を目的とした地下水揚水の抑制に係る法令として、「工業用水法」（昭和 31

年法律第 146 号）及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」（昭和 37年法律第 100号）

が制定されている。東京都では「環境確保条例」において、奥多摩町、檜原村及び島しょを除き、

法令による規制対象井戸より規模の小さな井戸を規制対象とし、構造基準等に適合しない井戸の

新設を禁止している。 

なお、事業区間は「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」（昭和 37年法律第 100号）及

び「環境確保条例」での対象地域に含まれるが、事業の中で地下水を揚水する計画はないため、

規制対象には該当しない。 
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8.3.2 予測 

(1) 予測事項 

ア 工事の施行中 

擁壁工事、開削トンネル工事及びシールドトンネル工事に伴う地盤の変形の範囲及び程度、擁

壁工事、開削トンネル工事及びシールドトンネル工事に伴う地下水の水位及び流況の変化による

地盤沈下の範囲及び程度とした。 

 

イ 工事の完了後 

擁壁区間、開削トンネル区間及びシールドトンネル区間の地下構造物の存在に伴う地下水の水

位及び流況の変化による地盤沈下の範囲及び程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

ア 工事の施行中 

擁壁工事、開削トンネル工事及びシールドトンネル工事の施行中とした。 

 

イ 工事の完了後 

擁壁工事、開削トンネル工事及びシールドトンネル工事の完了後とした。 

 

(3) 予測地域 

ア 工事の施行中 

擁壁区間、開削トンネル区間及びシールドトンネル区間及びその周辺とした。 

 

イ 工事の完了後 

擁壁区間、開削トンネル区間及びシールドトンネル区間の地下構造物及びその周辺とした。 

 

(4) 予測結果 

ア 工事の施行中 

(ｱ) 東海道線接続区間 

a 擁壁区間及び開削トンネル区間 

図 8.3-2（76 ページ参照）の A-A’地質断面図に示したとおり、東海道線接続区間の擁壁区間及

び開削トンネル区間は、起点方・終点方ともに掘削対象の地層は有楽町層粘性土層 Ycu または東

京層粘性土層 Toc であり、その下位に分布する帯水層である東京層砂質土層 Tos・東京層礫質土

層 Tog は掘削しない計画である。そのため、帯水層中に存在する被圧地下水に影響は与えず、水

位低下などが生じることはないと考えられる。また、掘削対象の有楽町層粘性土層 Ycu・東京層

粘性土層 Toc は、粘性土主体のため透水性は極めて低く、両層中に含水する地下水はほとんど流

動していないと考えられる。さらに、両層中に含水する地下水は、下位の帯水層中の被圧地下水

の水頭圧を受けて存在しているため、帯水層中の被圧地下水が季節変動以上の大きな変化を受け

ない限り、有楽町層粘性土層 Ycu・東京層粘性土層 Toc に含水する地下水が大きく変化すること

はないと考えられる。 

擁壁区間及び開削トンネル区間の施工方法として、掘削側面に土留壁の構築や地盤改良等の補
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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。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。こ

れらの工法を採用することにより、掘削による地盤の変形を抑制するとともに、掘削面への地下

水湧出を抑制するため、地下水の水位に与える影響は少ないと予測する。 

さらに、工事の施行中は、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、擁壁区間及び開削トンネル区間の工事の施行中は、地盤の変形はほとんど発生し

ないと予測する。また、周辺の地下水の水位及び流況への影響は小さいと考えられるため、地盤

沈下もほとんど発生しないと予測する。 

 

b シールドトンネル区間 

図 8.3-2（76 ページ参照）の A-A’地質断面図に示したとおり、東海道線接続区間のシールドト

ンネル区間は、ほとんどの区間で有楽町層粘性土層Ycuまたは東京層粘性土層Tocを通過するが、

起点側から中間の最深部にかけて、トンネル下部が帯水層の東京層砂質土層 Tos 及び東京層礫質

土層 Tog とわずかに重なる。しかし、東海道線接続区間の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。 

シールドトンネル工法は、シールドマシンによる地盤掘削後すぐに掘削壁面にセグメントを組

み立てて、剛性及び遮水性の高いトンネル構造物を順次構築していく工法である。よって、シー

ルドトンネル工事による地盤の変形及び地下水の水位に与える影響は小さいと予測する。 

さらに、工事の施行中は、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

施工管理を行う計画である。 

したがって、シールドトンネル区間の工事の施行中は、地盤の変形はほとんど発生しないと予

測する。また、地下水の水位及び流況へ与える影響は小さいと考えられるため、地盤沈下もほと

んど発生しないと予測する。 

 

(ｲ) アクセス新線区間 

a 起点方擁壁区間及び開削トンネル区間 

図 8.3-3（77 ページ参照）の B-B’地質断面図に示したとおり、起点方擁壁区間及び開削トンネ

ル区間は、埋土・盛土の砂質土層 Hs 及び有楽町層上部粘性土層 Ycuを地盤掘削する予定である。

このうち、主な帯水層は埋土・盛土の砂質土層 Hsであり、大井ふ頭の地表から地下浸透した地下

水は、周辺の護岸沿いまたは海底へ向けて流動し、海洋へ湧出していると考えられる。 

起点方擁壁区間及び開削トンネル区間の施工方法としては、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。

併せて、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。これらの工法を採用することにより、掘削による地盤変形を抑制するとともに、掘削面へ

の地下水湧出を抑制するため、地下水の水位に与える影響は小さいと予測する。また、地下水は

工事区間周辺の帯水層中を広域に流動し、周辺の海洋へ湧出するため、地下水の流況に与える影

響は小さいと予測する。 

さらに、工事の施行中は地下水位観測・地盤変位等のモニタリングを実施し、適切な施工監理
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を行う計画である。 

したがって、起点方擁壁区間及び開削トンネル区間の工事の施行中は、地盤の変形はほとんど

発生しないと予測する。また、周辺の地下水の水位及び流況への影響は小さいと考えられるため、

地盤沈下もほとんど発生しないと予測する。 

 

b シールドトンネル区間 

図 8.3-3（77 ページ参照）の B-B’地質断面図及び図 8.3-4（78 ページ参照）の C-C’地質断面図

に示したとおり、シールドトンネルは起点方から有楽町層上部粘性土層 Ycu、有楽町層上部砂質

土層 Ysu、有楽町層下部粘性土層 Ycl を通過したのち、羽田空港島の中央付近まで江戸川層砂質

土層 Es及び江戸川層粘性土層 Ec を通過する。その後、七号地層砂質土層 Ns、有楽町層上部粘性

土層 Ycu、埋土・盛土の砂質土層 Hs・粘性土層 Hcを通過する。 

シールドトンネル工法は、シールドマシンによる地盤掘削後すぐに掘削壁面にセグメントを組

み立てて、剛性及び遮水性の高いトンネル構造物を順次構築していく工法である。よって、シー

ルドトンネル工事による地盤の変形及び地下水の水位に与える影響は小さいと予測する。また、

シールドトンネル区間が位置する帯水層の江戸川層砂質土層 Esは、平面的な連続性に富み、十分

な層厚を有しているため、地下水はトンネル躯体の周囲を迂回し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。 

さらに、工事の施行中は地下水位観測・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

工管理を行う計画である。 

したがって、シールドトンネル区間の工事の施行中は、地盤の変形はほとんど発生しないと予

測する。また、地下水の水位及び流況へ与える影響は小さいと考えられるため、地盤沈下もほと

んど発生しないと予測する。 

c 終点方開削トンネル区間 

図 8.3-4（78 ページ参照）の C-C’地質断面図に示したとおり、終点方開削トンネル区間は、埋

土・盛土の砂質土層 Hs及び粘性土層 Hcを地盤掘削する予定である。終点方開削トンネル区間周

辺の地下水は主に埋土・盛土の砂質土層 Hsに分布しており、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）を含む終点方開削トンネル区間の施工方法としては、掘削側面に止水性

の高い地中連続壁を構築し、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て水平

方向の地盤変形を抑える計画である。更に、掘削底面に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。これらの工法を採用することにより、掘削による地盤変形を抑制するととも

に、掘削面への地下水湧出を抑制するため、地下水の水位に与える影響は小さいと予測する。ま

た、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

る工法を採用する計画であることから、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。 

さらに、工事の施工中は地下水位観測・地盤変位等のモニタリングを実施し、適切な施工監理
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を行う計画である。 

したがって、羽田空港新駅（仮称）を含む終点方開削トンネル区間の工事の施行中は、地盤の

変形はほとんど発生しないと予測する。また、周辺の地下水の水位及び流況への影響は小さいと

考えられるため、地盤沈下もほとんど発生しないと予測する。 

 

イ 工事の完了後 

(ｱ) 東海道線接続区間 

a 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、擁壁区間及び開削トンネル区間の工事の完了後は、周辺の地下水の水位及び流況

への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。 

 

b 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して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。 

したがって、シールドトンネル区間の工事の完了後は、周辺の地下水の水位及び流況に与える

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。 

 

(ｲ) アクセス新線区間 

a 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、起点方擁壁区間及び開削トンネル区間の工事の完了後は、周辺の地下水の水位及

び流況への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。 

 

b 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 を通過する

計画であるが、十分な層厚を有しているため、地下水はトンネル構造物の周囲を迂回して流動す
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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、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 

したがって、シールドトンネル区間の工事の完了後は、周辺の地下水の水位及び流況に与える

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。 

 

c 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、終点方開削トンネル区間の工事の完了後は、周辺の地下水の水位及び流況への影

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。 

 

8.3.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の施行中 

ア 予測に反映した措置 

 掘削側面に対し、遮水性の高い土留壁、切梁・腹起し等の支保工、止水のための地盤改良等の

採用により、地盤の安定性向上及び地下水湧出の防止対策を実施する。 

 掘削底面に対し、地盤改良等の補助工法の採用により、地盤の安定性向上及び地下水湧出の防

止対策を実施する。 

 シールドトンネル工事は、剛性及び遮水性の高いトンネル構造物を構築して、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に十分留

意しながら工事を行う。 

 工事の施行中は、地下水位・地盤変位等を計測することにより、工事の影響を常にモニタリン

グしながら適切な施工管理を行う。 

 

(2) 工事の完了後 

ア 予測に反映した措置 

 擁壁及び開削トンネルは遮水性の高いコンクリート等により構築することで、計画線内への地

下水湧出を抑止する。 

 シールドトンネル躯体は遮水性の高い構造物とすることで、計画線内への地下水湧出を抑止する。 

 

イ 予測に反映しなかった措置 

 工事の完了後 1年間は地下水位及び地盤変位等の継続的な観測を行い、地下水位・地盤変位の

変動についてモニタリングを行う。 
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8.3.4 評価 

(1) 工事の施行中 

評価の指標は、「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」

とした。 

 

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はほとんど変化しないと

考えられる。 

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、地盤の変形の発生はほとんど発生

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。 

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、地盤の変形の発生はほとんど発生

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
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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、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。 
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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 

評価の指標は、「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」とした。 

 

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

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
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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。 
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8.4 水循環 

8.4.1 現況調査 

(1) 調査事項 

工事の施行中における擁壁工事、開削トンネル工事及びシールドトンネル工事に伴う地下水の

水位及び流況の変化、工事の完了後における地下構造物の存在に伴う地下水の水位及び流況の変

化に及ぼす影響を予測・評価するため、以下の事項について調査した。 

 

ア 地下水、湧水の状況 

イ 気象の状況 

ウ 地盤の状況 

エ 水利用の状況 

オ 土地利用の状況 

カ 法令による基準等 

 

(2) 調査地域・調査地点 

調査地域は、対象事業の種類、規模及び地域の概況を勘案して、東海道線接続区間及びアクセ

ス新線区間の擁壁区間、開削トンネル区間、シールドトンネル区間及びその周辺とした。 

地下水の状況の調査地点は、「8.3地盤」図 8.3.-1（74ページ参照）に示すとおりである。 

 

(3) 調査結果 

ア 地下水・湧水の状況 

事業区間及びその周辺の地下水・湧水の現地調査結果は、「8.3.地盤」（79ページ参照）に示

すとおりである。 

 

イ 気象の状況 

(ｱ) 既存資料調査 

事業及びその周辺区間に近い場所に位置する気象庁東京地域羽田気象観測所における過去 10

年間の年降水量平均は 1368㎜であり、1月に少なく、8月及び 9月に多い傾向がみられる。 

 

ウ 地盤の状況 

(ｱ) 既存資料調査 

事業区間及びその周辺の地形・地質及び土質等の既存資料調査結果は、「8.3地盤」（73ペー

ジ参照）に示すとおりである。 

 

(ｲ) 現地調査 

事業区間及びその周辺の地形・地質及び土質等の現地調査結果は、「8.3.地盤」（75～78ペー

ジ参照）に示すとおりである。 
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エ 水利用の状況 

平成 30年の地下水揚水量は、港区 1,187m3/日、品川区 240m3/日、大田区 489m3/日である。 

 

オ 土地利用の状況 

事業区間及びその周辺の土地利用の状況は、「8.1 騒音・振動」（58ページ参照）に示すとお

りである。 

 

カ 法令による基準等 

事業区間及びその周辺の法令による基準等は、「8.3地盤」（79ページ参照）に示すとおりで

ある。 

 

8.4.2 予測 

(1) 予測事項 

ア 工事の施行中 

擁壁工事、開削トンネル工事及びシールドトンネル工事に伴う地下水の水位及び流況の変化の

程度とした。 

 

イ 工事の完了後 

擁壁区間、開削トンネル区間及びシールドトンネル区間の地下構造物の存在に伴う地下水の水

位及び流況の変化の程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

ア 工事の施行中 

擁壁工事、開削トンネル工事及びシールドトンネル工事の施行中とした。 

 

イ 工事の完了後 

擁壁工事、開削トンネル工事及びシールドトンネル工事の完了後とした。 

 

(3) 予測地域 

ア 工事の施行中 

擁壁区間、開削トンネル区間及びシールドトンネル区間及びその周辺とした。 

 

イ 工事の完了後 

擁壁区間、開削トンネル区間及びシールドトンネル区間の地下構造物及びその周辺とした。 
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(4) 予測結果 

ア 工事の施行中 

(ｱ) 東海道線接続区間 

a 擁壁区間及び開削トンネル区間 

図 8.3-2（76 ページ参照）の A-A’地質断面図に示したとおり、東海道線接続区間の擁壁区間及

び開削トンネル区間は、起点方・終点方ともに掘削対象の地層は有楽町層粘性土層 Ycuまたは東

京層粘性土層 Toc であり、その下位に分布する帯水層である東京層砂質土層 Tos・東京層礫質土

層 Togは掘削しない計画である。そのため、帯水層中に存在する被圧地下水に影響は与えず、水

位低下などが生じることはないと考えられる。また、掘削対象の有楽町層粘性土層 Ycu・東京層

粘性土層 Toc は、粘性土主体のため透水性は極めて低く、両層中に含水する地下水はほとんど流

動していないと考えられる。さらに、両層中に含水する地下水は、下位の帯水層中の被圧地下水

の水頭圧を受けて存在しているため、帯水層中の被圧地下水が季節変動以上の大きな変化を受け

ない限り、有楽町層粘性土層 Ycu・東京層粘性土層 Toc に含水する地下水が大きく変化すること

はないと考えられる。 

擁壁区間及び開削トンネル区間の施工方法として、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。これら

の工法を採用することにより、掘削による地盤の変形を抑制するとともに、掘削面への地下水湧

出が抑制されるため、地下水の水位に与える影響は少ないと予測する。 

さらに、工事の施行中は、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、擁壁区間及び開削トンネル区間の工事の施行中は、周辺の地下水の水位及び流況

への影響は小さいと予測する。 

 

b シールドトンネル区間 

図 8.3-2（76ページ参照）の A-A’地質断面図に示したとおり、東海道線接続区間のシールドト

ンネル区間は、ほとんどの区間で有楽町層粘性土層 Ycuまたは東京層粘性土層 Tocを通過するが、

起点側から中間の最深部にかけて、トンネル下部が帯水層の東京層砂質土層 Tos及び東京層礫質

土層 Togとわずかに重なる。しかし、東海道線接続区間の地下水は計画路線と並行に流動してい

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。 

シールドトンネル工法は、シールドマシンによる地盤掘削後すぐに掘削壁面にセグメントを組

み立てて、遮水性の高いトンネル構造物を順次構築していく工法である。よって、シールドトン

ネル工事が地下水の水位に与える影響は小さいと予測する。 

さらに、工事の施行中は、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、適切な施工管理を行う計画である。 

したがって、シールドトンネル区間の工事の施行中は、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。 
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(ｲ) アクセス新線区間 

a 起点方擁壁区間及び開削トンネル区間 

図 8.3-3（77 ページ参照）の B-B’地質断面図に示したとおり、起点方擁壁区間及び開削トンネ

ル区間は、埋土・盛土の砂質土層 Hs及び有楽町層上部粘性土層 Ycuを地盤掘削する予定である。

このうち、主な帯水層は埋土・盛土の砂質土層 Hs で、大井ふ頭の地表から地下浸透した地下水

は、周辺の護岸沿いまたは海底へ向けて流動し、海洋へ湧出していると考えられる。 

起点方擁壁区間及び開削トンネル区間の施工方法としては、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。

これらの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るため、地下水の水位に

与える影響は小さいと予測する。また、地下水は工事区間周辺の帯水層中を広域に流動し、周辺

の海洋へ湧出するため、地下水の流況に与える影響は小さいと予測する。 

さらに、工事の施行中は地下水位観測・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、起点方擁壁区間及び開削トンネル区間の工事の施行中は、周辺の地下水の水位及

び流況への影響は小さいと予測する。 

 

b シールドトンネル区間 

図 8.3-3（77ページ参照）の B-B’地質断面図及び図 8.3-4（78ページ参照）の C-C’地質断面図

に示したとおり、シールドトンネルは起点方から有楽町層上部粘性土層 Ycu、有楽町層上部砂質

土層 Ysu、有楽町層下部粘性土層 Ycl を通過したのち、羽田空港島の中央付近まで江戸川層砂質

土層 Es及び江戸川層粘性土層 Ec を通過する。その後、七号地層砂質土層 Ns、有楽町層上部粘性

土層 Ycu、埋土・盛土の砂質土層 Hs・粘性土層 Hcを通過する。 

シールドトンネル工法は、シールドマシンによる地盤掘削後すぐに掘削壁面にセグメントを組

み立てて、遮水性の高いトンネル構造物を順次構築していく工法である。よって、シールドトン

ネル工事が地盤の変形及び地下水の水位に与える影響は小さいと予測する。また、シールドトン

ネル区間が位置する帯水層の埋土・盛土の砂質土層 Hs及び江戸川層砂質土層 Esは、十分な層厚

を有しているため、地下水はトンネル躯体の周囲を迂回し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。 

さらに、工事の施行中は地下水位観測・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、適切な施工管理を行う計画である。 

したがって、シールドトンネル区間の工事の施行中は、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。 

 

c 終点方開削トンネル区間 

図 8.3-4（78ページ参照）の C-C’地質断面図に示したとおり、終点方開削トンネル区間は、埋

土・盛土の砂質土層 Hs 及び粘性土層 Hcを地盤掘削する予定である。終点方開削トンネル区間周

辺の地下水は主に埋土・盛土の砂質土層 Hsに分布しており、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）を含む終点方開削トンネル区間の施工方法としては、掘削側面に止水性

の高い地中連続壁を構築する。更に、掘削底面に止水のための地盤改良等の補助工法を採用する
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計画である。これらの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るため、地

下水の水位に与える影響は小さいと予測する。また、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工法を採用する計画であることから、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。 

さらに、施工中は地下水位観測・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、羽田空港新駅（仮称）を含む終点方開削トンネル区間の工事の施行中は、周辺の

地下水の水位及び流況への影響は小さいと予測する。 

 

イ 工事の完了後 

(ｱ) 東海道線接続区間 

a 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（擁壁・開削トンネル）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、擁壁区間及び開削トンネル区間の工事の完了後は、周辺の地下水の水位及び流況

への影響は小さいと予測する。 

 

b 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して流動しているため、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。 

したがって、シールドトンネル区間の工事の完了後は、周辺の地下水の水位及び流況に与える

影響は小さいと予測する。 

 

(ｲ) アクセス新線区間 

a 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（擁壁・開削トンネル）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
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位に与える影響は小さいと予測する。 

したがって、起点方擁壁区間及び開削トンネル区間の工事の完了後は、周辺の地下水の水位及

び流況への影響は小さいと予測する。 

 

b シールドトンネル区間 

トンネル構造物は、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を通過す

る計画であるが、十分な層厚を有しているため、地下水はトンネル躯体の周囲を迂回して流動す

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、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。 

したがって、シールドトンネル区間の工事の完了後は、周辺の地下水の水位及び流況に与える

影響は小さいと予測する。 

 

c 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（擁壁・開削トンネル）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、終点方開削トンネル区間の工事の完了後は、周辺の地下水の水位及び流況への影

響は小さいと予測する。 

 

8.4.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の施行中 

ア 予測に反映した措置 

 掘削側面に対し、遮水性の高い土留壁、切梁・腹起し等の支保工、止水のための地盤改良等の

採用により、地盤の安定性向上及び地下水湧出の防止対策を実施する。 

 掘削底面に対し、地盤改良等の補助工法の採用により、地下水湧出の防止対策を実施する。 

 シールドトンネル工事は、遮水性の高いトンネル構造物を構築して、掘削面からの地下水湧出

の抑制などに十分留意しながら工事を行う。 

 工事の施行中は、地下水位・地盤変位等を計測することにより、工事の影響を常にモニタリン

グしながら適切な施工監理を行う。 

 

(2) 工事の完了後 

ア 予測に反映した措置 

 擁壁・開削トンネルは遮水性の高いコンクリート等により構築することで、計画線内への地下

水湧出を抑止する。 

 シールドトンネル躯体は遮水性の高い構造物とすることで、計画線内への地下水湧出を抑止す

る。 
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イ 予測に反映しなかった措置 

 工事の完了後 1年間は地下水位の継続的な観測を行い、地下水位変動についてモニタリングを

行う。 

 

8.4.4 評価 

評価の指標は、「地下水の水位及び流況に著しい影響を及ぼさないこと」とした。 

 

(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。 

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
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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。 

 

(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、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。 
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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、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。 
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8.5 景観 

8.5.1 現況調査 

(1) 調査事項 

工事の完了後における鉄道施設の存在が、周辺の景観に及ぼす影響を予測・評価するため、以

下の事項について調査した。 

 

ア 地域景観の特性 

イ 代表的な眺望地点及び眺望の状況 

ウ 土地利用の状況 

エ 都市の景観の保全に関する方針等 

オ 法令による基準等 

 

(2) 調査地域 

調査地域は、事業区間及びその周辺とした。 

代表的な眺望地点及び眺望の状況は、事業の実施による眺望の変化が確認できるよう近景域と

して計画線最寄り軌道中心から 100m までの範囲、中景域として事業区間から約 2 ㎞の範囲を対

象とした。 

 

(3) 調査結果 

ア 地域景観の特性 

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。 

大汐線改修区間では、休止中の大汐線の周辺に、高層建築物やオフィスビル、住宅が立ち並び、

また東京モノレールや東海道新幹線の回送線等の鉄道施設、高速 1号羽田線や日本橋芝浦大森線

等の道路施設も都市的景観資源の一部となっている。 

東京貨物ターミナル内改良区間では、東京国際コンテナターミナル内の施設や倉庫運輸関係の

施設が多く、大規模な建築物が立ち並んでいる。 

アクセス新線区間では、倉庫運輸関係の施設、京浜島の工場や事業所等の施設、野鳥公園や京

浜島つばさ公園、羽田空港の滑走路及び空港関連施設がある。 

 

イ 代表的な眺望地点及び眺望の状況 

選定した代表的な眺望地点は表 8.5-1及び図 8.5-1に示す 3地点である。 



99 

表 8.5-1 代表的な眺望地点と選定理由 

調査 
地点 

代表的な眺望地点 
対象施設 

までの距離 
選定理由 

1 札の辻橋 直上 

眺望地点は、計画線と立体交差する札の辻橋上であ

り、不特定多数の往来がある地点である。 

計画線はトンネル構造であるため、視認できないが、

機器室等の鉄道施設の視認が考えらえる。 

2 みなとが丘ふ頭公園付近 直上 

眺望地点は、計画線と立体交差する大井中央陸橋上

であり、歩道上から、計画線の視認が考えらえる。 

なお、みなとが丘ふ頭公園から計画線は、隣接する

建物や樹林等により視界が遮られ、視認されない。 

3 京浜島つばさ公園（展望台） 約 2km 

眺望地点は、京浜島つばさ公園内にある展望台であ

り、羽田空港方向を眺望する等の不特定多数の利用

がある地点である。遠方であるが、換気施設等の鉄

道施設の視認が考えらえる。 

 

ウ 土地利用の状況 

事業区間及びその周辺の土地利用の状況は、「8.1 騒音・振動」（58ページ参照）に示すとお

りである。 

 

エ 都市の景観の保全に関する方針等 

景観についての総合的な法律である景観法の下に策定された東京都景観条例に基づく「東京都

景観計画（改定）」によると、東京では街並みが区市町村の区域を越えて連担しており、また、

首都としての景観形成が重要であることから、景観法（平成 16 年法律第 110 号）に定める基本

理念に以下の事項を加えたものを、本計画の基本理念としている。 

・都民、事業者等との連携による首都にふさわしい景観の形成 

・交流の活発化・新たな産業の創出による東京のさらなる発展 

・歴史・文化の継承と新たな魅力の創出による東京の価値の向上 
 

港区景観条例に基づく「港区景観計画 平成 27 年度（2015 年度）改定」によると、港区は、

平成 21 年 6 月に景観行政団体となったことで、居住環境に密接に関わる良好な景観形成を目指

して、法的根拠を持ってきめ細かな景観施策を展開するため、「港区景観計画」を策定した。 

港区の景観特性及びこれまでの景観に関する取組を踏まえ、景観形成の基本方針が示されてい

る。 

品川区景観条例に基づく「品川区景観計画」によると、品川区は、平成 22 年 7 月に景観行政

団体となり、「しながわ景観ガイドプラン」（平成 17 年 6 月 品川区）を踏まえ、平成 23 年 1

月に「品川区景観計画」を策定した。 

区の景観特性や景観形成の課題を踏まえて、景観を構成する四つの要素（歴史・文化、自然、

生活、新たなまちづくり）から導き出される景観まちづくりにおける基本方針が示されている。 

大田区景観条例に基づく「大田区景観計画」によると、大田区は、平成 25 年 4 月に大田区景
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観条例を施行し、景観法に定める景観行政団体となり、「大田区景観計画」を平成 25年 10月に

施行した。 

「東京都景観計画」や「大田区都市計画マスタープラン」を踏まえ、地域特性を反映したきめ

細かい良好な景観を形成することを目的とし、自然環境、歴史、文化などの資源とともに、地域

力を活かした世界に誇ることができる多彩で魅力的な景観のあるまちを目指すこととしている。 

自然、歴史及び生活文化の視点から良好な景観形成を図るための基本方針とその実現に向けた

基本的な考え方が示されている。 

事業区間の大部分は、「東京都景観計画（改定）」が景観構造の主要な骨格となっている景観

基本軸として指定している「臨海景観基本軸」を通過する。この地域は「品川区景観計画」では

「臨海部市街地」に、「大田区景観計画」では「空港臨海部景観形成重点地区」に指定している。 

このうち、大汐線改修区間の大部分は、「東京都景観計画（改定）」が重点的な取組が必要な

地域として指定している「水辺景観形成特別地区」を通過する。この地域は、「港区景観計画 平

成 27 年度（2015 年度）改定」及び「品川区景観計画」においても「水辺景観形成特別地区」と

して指定している。 

また、東海道線接続区間の一部は、「港区景観計画 平成 27 年度（2015 年度）改定」が指定

している「品川駅・新駅周辺景観形成特別地区」を通過する。 

事業区間の大部分が通過する「臨海景観基本軸」の景観形成基準（工作物）は次のとおりであ

る。 

＜配置＞ 

・水域の自然特性を生かした配置とするよう工夫する。 

＜規模＞ 

・臨海部の主要な眺望点（公園、ふ頭など）から見たときに、圧迫感を感じさせないよ

うな隣棟間隔を確保し、長大な壁面の工作物は避ける。 

＜形態・意匠・色彩＞ 

・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。 

・色彩は、別表２の色彩基準に適合するとともに、周辺景観との調和を図る（ただし、

コースターなどの遊戯施設で、壁面と認識できる部分を持たない工作物を除く。）。 

＜公開空地・外構・緑化等＞ 

・水辺空間に接続するオープンスペースを確保するよう工夫する。 

・隣接するオープンスペースとの連続性を確保する。 

・敷地内はできる限り緑化を図り、周辺の緑との連続性を確保する。 

・敷地と水域の境界部に設置する塀や柵は、できる限り開放性のあるものとする。 

 

オ 法令による基準等 

事業区間及びその周辺には、都市計画法及び東京都風致地区条例（昭和 45年都条例第 36号）

に基づく風致地区、東京のしゃれた街並みづくり推進条例（平成 15年都条例第 30号）に基づく

街並み景観重点地区はない。 

 



 

101 「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。」 

 

図8.5-1 景観調査地点位置図 
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8.5.2 予測 

(1) 予測事項 

予測事項は、鉄道施設による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、代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度とした。 

 

(2) 予測の対象時点 

予測の対象時点は、工事の完了後とした。 

 

(3) 予測地域 

予測地域は、事業区間及びその周辺とした。 

 

(4) 予測手法 

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 

現況調査結果及び事業計画を踏まえ、工事の完了後に新たに出現する景観資源（鉄道施設）に

よる地域景観の特性の変化の程度を予測した。 

 

イ 代表的な眺望地点からの眺望の変化 

現況調査において撮影した現況写真に鉄道施設を重ね合わせたフォトモンタージュを作成し、

現況と比較することにより変化の程度を予測した。 

 

(5) 予測結果 

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、計画線が地平、

掘割、トンネル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。 

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等、空港施設等の高さを大き

く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予測する。 
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イ 代表的な眺望地点からの眺望の変化 

現況及び工事の完了後における代表的な眺望地点からの眺望の変化の状況は、図 8.5-2に示す

とおりである。 

 

現況  

 
 

札の辻橋から終点方を見

た眺望である。大汐線及

び東海道新幹線等の鉄道

施設やビルマンション等

の中高層建築物が視認さ

れる。 

将来  

 
 

 
 

大汐線が撤去され、機器

室等の鉄道施設が出現す

るが、周辺の建物を超え

る高さではなく、周辺状

況と一体となった景観に

なると予測する。 

図 8.5-2(1) 代表的な眺望地点（地点 1）における眺望の変化（札の辻橋） 

機器室 
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現況  

 
 

日本橋芝浦大森線の陸橋

上から起点方を見た眺望

である。大汐線、東京臨

海高速鉄道八潮車両基

地、物流センター等の建

物、駐車場、みなとが丘

ふ頭公園の樹林等が視認

される。 

将来  

 
 

 
 

大汐線と駐車場が撤去さ

れ、計画線・待避線等の

鉄道施設が出現するが、

地平構造であり、周辺状

況と一体となった景観に

なると予測する。 

図 8.5-2(2) 代表的な眺望地点（地点 2）における眺望の変化（みなとが丘ふ頭公園付近） 
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現況  

 
 

京浜島つばさ公園内の展

望台より、羽田空港を見

た眺望である。羽田空港

内の東京国際空港管制

塔、電波塔、東京空港警

察署等の空港関連施設が

視認される。 

将来  

 
 

 
 

換気施設等の鉄道施設が

出現するが、わずかに視

認される程度であり、眺

望はほとんど変化しない

と予測する。 

図 8.5-2(3) 代表的な眺望地点（地点 3）における眺望の変化(京浜島つばさ公園（展望台）） 

換気施設等 
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8.5.3 環境保全のための措置 

(1) 工事の完了後 

ア 予測に反映した措置 

・ 鉄道施設の構造及び高さに配慮する。 

 

イ 予測に反映しなかった措置 

・ 換気施設等の外壁は、各区の景観計画における色彩基準等を踏まえて、周辺環境や地域景

観になじむよう配慮する。 

・ 換気施設等の形状や意匠については、地域の景観づくりに寄与するよう配慮する。今後、

詳細な検討を行い、景観に配慮する。 

 

8.5.4 評価 

評価の指標は、「東京都景観計画（改定）」に基づき設定された「臨海景観基本軸」の景観形成

基準から「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」とし

た。 

 

(1) 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。 

 

(2) 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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