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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。 

 

(3) 調査手法 

調査手法は、既存資料調査及び現地調査によった。 

 

ア 既存資料調査 

既存資料調査は、表 8.3.1-1に示す資料を収集・整理した。 

表 8.3.1-1 調査方法（既存資料調査） 

調査事項 使用した主な資料 備考 

ア 地盤の状況 ・「新版 東京港地盤図」（平成13年6月 東京都港湾局） 最新の資料を

参考とした。 イ 地下水・湧水

の状況 

・「東京の湧水マップ」 

（令和3年4月 東京都環境局ウェブサイト） 

・「港区みどりの実態調査（第9次）報告書」 

（平成29年3月 港区） 

ウ 地盤沈下の状

況 

・「水準基標測量成果表（基準日：令和2年1月1日）」 

（令和2年7月 東京都土木技術支援・人材育成センター） 

・「水準基標測量成果表（港湾地区）（基準日：令和2年1月1日）」 

（令和2年10月 東京都港湾局） 

エ 土地利用の状

況 

・「東京都土地利用現況図〔建物用途別〕（区部）」 

（平成28年 東京都都市整備局） 

・「港区用途地域地区等図（令和2年3月現在）」 

（令和3年4月 港区ウェブサイト） 

・「品川区総合型地図情報サービス 用途地域等指定図」 

（令和3年4月 品川区ウェブサイト） 

・「まちマップおおた 都市計画・景観計画 用途地域」 

（令和3年4月 大田区ウェブサイト） 

オ 法令による基

準等 

・工場用水法 

・建築物用地下水の採取の規制に関する法律 

・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（東京都） 

 



133 

イ 現地調査 

(ｱ) 調査地点及び調査時期・期間 

地盤及び地下水の状況の調査地点一覧は表 8.3.1-2 に示すとおりである。また、地質調査位置

は図 8.3.1-1に、地下水調査地点位置は図 8.3.1-2に示すとおりである。 

トンネル工事を計画している計画線及びその周辺を対象に、地質調査（T-1～T-8、A-1～A-25、

W-1～W-10）を実施した。地質調査地点は、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を対象として、地質分布の連続性が把握

できるように 100～400m間隔で配置した。 

また、地質調査地点に地下水位観測井戸（W-1～W-10）を設け、地下水位を令和 2年 1月 1日か

ら 12月 31日の期間で連続測定した。東海道線接続区間では、計画線の山側と海側に調査地点 W-1

～6 を配置し、地質の分布及び地下水流向を面的に把握することとした。アクセス新線区間では、

主な地下構造物である起点方立坑、トンネル中間部、終点方立坑、羽田空港新駅（仮称）の近傍

箇所に調査地点（W-7～10）を配置し、地質の分布及び地下水位変動の測定を行うこととした。 

表 8.3.1-2 調査地点一覧 

調査事項 調査時期・期間 調査地点 

地盤の状況 

（地質調査） 

平成 26年 5 月～ 

令和 2年 3月 

東海道線接続区間：T-1～T-8、W-1～W-6 

アクセス新線区間：A-1～A-25、W-7～W-10 

地下水の状況 

（地下水位観測） 

令和 2年 1月 1 日～ 

令和 2年 12 月 31日 

の連続測定 

東海道線接続区間：W-1～W-6 

アクセス新線区間：W-7～W-10 

 

(ｲ) 調査方法 

地盤の状況は、地質調査により把握した。地下水の状況は、地質調査地点に地下水位観測井戸

を設置して、地下水位自動観測計による連続測定とした。 
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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。」 

 



135 

 

   

「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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b 地質概要 

東京湾の埋立地盤は、江戸時代の港の開発以来約 540 年の歴史を有しており、その面積は明

治以降約 5,600ha に達している。埋立方式は、旧海岸線や河口付近の干拓地に始まり、航路浚

渫による発生土の処分、建設発生土を含む都市廃棄物の処分など時代に応じて変遷してきた。 

これらの埋立地盤の基礎地盤を構成する東京湾周辺の主な地層構成は、表 8.3.1-3に示すと

おりである。 

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。 

表 8.3.1-3 東京湾周辺の主な地層構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）各地層記号は、大文字アルファベットが地層名、それに続く小文字が、層序別に上部u、中部m、下部l、土質別

に砂質土s、粘性土cまたはm、砂礫gを示す。縦斜線箇所は地層の出現が無いことを表す。 

出典：「新版 東京港地盤図」（平成13年6月 東京都港湾局） 

 

アクセス新線区間 東海道線接続区間 
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(ｲ) 現地調査 

現地調査で実施した地質調査地点の位置図は、図 8.3.1-1（134 ページ参照）に示したとおり

である。 

a 東海道線接続区間 

東海道線接続区間の地質層序表は表 8.3.1-4 に、東海道線接続区間の地質縦断面図（A-A’断
面）は図 8.3.1-5に示すとおりである（断面位置は図 8.3.1-1（134ページ参照）に示した）。

また、地質縦断面図作成に用いた地質調査のボーリング柱状図は資料編に示した【資料編 193

～268ページ参照】。 

東海道線接続区間は、地表部に広く堆積する埋土 B の下位に、第四紀完新世の有楽町層粘性

土層Ycuが起点側を中心に分布している。終点側では有楽町層粘性土層Ycuの層厚が薄くなり、

その下位の第四紀更新世の東京層粘性土層 Toc が分布する。有楽町層粘性土層 Ycu の標準貫入

試験Ｎ値は 0～4（平均 0）で、かなり締まりの緩い土質である。東京層粘性土層 Toc のＮ値は

1～21（平均 8）であるので、東京層粘性土層 Toc の方が若干締まりがよい土質となっている。 

両層の下位には第四紀更新世の東京層砂質土層 Tos、東京層礫質土層 Tog・砂質土層 Tog-s

が互層状に堆積している。特に礫質土層 Tog は、粘土・シルト混じり砂礫から成り、東海道線

接続区間の主な地下水帯水層と考えられる。 

これらの各地層の最下位に、第四紀更新世の上総層群砂質土層 Kys、上総層群粘性土層 Kyc

が広く堆積している。両層ともＮ値が平均 48～50であり、東海道線接続区間の基盤層を成す。 

トンネル構造の各区間別の地層分布は下記のとおりである。 

 

(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。 
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表 8.3.1-4 東海道線接続区間 地質層序表 

平均層厚(m) Ｎ値範囲 平均Ｎ値

現
世

B 砂質土、礫質土、粘性土など 3.16 0～13 3

Ysu シルト混じり細砂 1.30 6 6

礫質土層 Ygu 砂 礫 0.78 11～50 30

砂質土層 Ycu-s 中 砂、シルト質細砂 1.10 0～3 1

Ycu
有機質土、有機質シルト、
砂混りシルト、シルト、
砂質シルト、粘土質シルト

5.69 0～4 0

砂質土層 Toc-s 細 砂 0.65 41 41

礫質土層 Toc-g
粘土混じり砂礫
砂 礫

1.37 29～50 44

Toc
シルト、砂混りシルト、火山灰

質シルト、砂質シルト、有機質

シルト、粘土質シルト
6.12 1～21 8

Tos
礫質中砂、細砂、中砂、シ
ルト質細砂、礫混じり粗砂

2.61 11～50 37

砂質土層 Tog-s
シルト混じり細砂、細砂、
固結シルト互層、礫混じり
細砂、細砂

4.51 10～50 37

Tog
砂礫、シルト混じり砂礫、
粘土質礫

3.47 14～50 42

Kys
微細砂、礫混じり細砂、細
砂

3.12 30～50 48

砂質土層 Kyc-s 細 砂 0.80 50 50

Kyc
固結シルト、細砂、固結シ
ルト互層

8.74 50 50

*平均N値は小数第1位を切捨てした値である。
*N=50以上の値は、平均値を算定する際にN=50とした。
*標準貫入試験が地層境界をまたがった場合、棄却した。

礫質土層

上
総
層
群

砂質土層

粘性土層

第
四
紀

埋 土

完
新
世

有
楽
町
層

砂質土層

粘性土層

更
新
世

東
京
層

粘性土層

砂質土層

地質
年代

地層区分 記 号 主な土質
東海道線接続区間
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透水係数k (m/sec) 10-3 10-2

粘性土
微細砂、シルト、

砂-シルト-粘土混合土
砂及び礫 清浄な礫

10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-1

透水性

対応する土の種類

10-4 100

実質上不透水 非常に低い 低い 中位 高い

10-5

東海道線接続区間の主な帯水層である東京層礫質土層 Tog・Tog-sにおいて実施された現場透

水試験結果は、表 8.3.1-5 に示すとおりである。 

透水試験の結果から得られた各地層の透水係数は下記のとおりである。 

・東京層礫質土層 Tog  5.34×10-6 ～1.12×10-4 m/sec 

・東京層礫質土層 Tog-s  2.01×10-5 ～6.31×10-5 m/sec 

図 8.3.1-6 に示す地盤の種類と透水性の対応によれば、Tog層は低い～中位の透水性、Tog-s

層は中位の透水性であると評価される。 

試験時の平衡水位（地下水位の上昇・回復が収まった時点の地下水位）は、いずれの地点も

地層上面深度より高い位置まで水位上昇していることから、被圧地下水であると推定される。 

表 8.3.1-5 東海道線接続区間 透水試験結果 

調査地点 
試験深度 

(GL-m) 

対象地層 

(土質) 

透水係数 

(m/sec) 

平衡水位 

（GL-m） 

W-1 18.0～19.0 
Tog-s 

（細砂） 
2.01×10-5 7.37 

W-2 19.0～20.0 
Tog 

（砂礫） 
1.12×10-4 5.60 

W-3 13.0～14.0 
Tog 

（砂礫） 
6.02×10-5 7.76 

W-4 16.5～17.5 
Tog 

（砂礫） 
9.21×10-5 4.75 

W-5 18.0～19.0 
Tog 

（砂礫） 
5.34×10-6 5.00 

W-6 21.2～22.0 
Tog-s 

(礫混じり細砂) 
6.31×10-5 8.96 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.3.1-6 地盤の種類と透水係数の対応 

出典：「地盤調査 基本と手引き」（平成17年4月 (社)地盤工学会） 
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b アクセス新線区間 

アクセス新線区間の地質層序表は表 8.3.1-6 に、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 8.3.1-7～図 8.3.1-8 に示すとおりである（断面位置は図 8.3.1-1（134

ページ参照）に示した）。また、地質縦断面図作成に用いた地質調査のボーリング柱状図は資

料編に示した【資料編 193～268 ページ参照】。 

トンネル構造の各区間別の地層分布は下記のとおりである。 

 

(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 

大井ふ頭周辺には、埋立地を構成する地表部の埋土・盛土の砂質土層 Hs・粘性土層 Hc の下

位に、第四紀完新世の有楽町層上部粘性土層 Ycu、有楽町層上部砂質土層 Ysu 及び有楽町層下

部粘性土層 Ycl が互層状に広く堆積している。埋土・盛土、有楽町層はＮ値が 0～16（平均 1

～6）と締まりの緩い土質となっている。 

東京湾の海面下と、埋土・盛土の砂質土層 Hsから構成される京浜島の下位には、主に有楽町

層上部粘性土層 Ycu が分布しており、その下位に有楽町層下部砂質土層 Ysl が薄く堆積してい

る。有楽町層の下部には、第四紀更新世の江戸川層砂質土層 Es 及び粘性土層 Ec が互層状に堆

積している。平均Ｎ値は概ね 50 以上を示し、この区間の基盤層を成す。 

このうち、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 

羽田空港島周辺の地下には、東京湾の旧地形面（古東京谷）が出現するため、江戸川層が侵

食されて埋没段丘の形状となり、段丘面上部や旧谷地形底部を埋める形で、第四紀更新世の埋

没段丘堆積物 Btc・Btg や七号地層 Nc・Ns・Np・Ng が堆積している。これらの埋没段丘地形を

被覆する形で、第四紀完新世の有楽町層及び埋土・盛土が広く分布している。有楽町層及び埋

土・盛土の層厚は、大井ふ頭～京浜島区間が 15～25m 程度であることに対し、羽田空港島のシ

ールドトンネル区間・開削区間は 50～60m と非常に厚くなっている。これらの各地層の最下位

には、第四紀更新世の江戸川層砂質土層 Es 及び粘性土層 Ec が、大井ふ頭～京浜島区間と同様

に堆積しており、この区間の基盤層を成している。 

このうち、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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表 8.3.1-6 アクセス新線区間 地質層序表 
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アクセス新線区間の主な帯水層は、起点側・終点側の擁壁区間・開削トンネル区間では埋土・

盛土砂質土層 Hs で、シールドトンネル区間では江戸川層砂質土層 Es を中心として、七号地層

砂質土層 Ns が挙げられる。地質調査で実施された現場透水試験結果は表 8.3.1-7 に示すとお

りである。 

透水試験の結果から得られた各地層の透水係数は下記のとおりである。 

・江戸川層砂質土層 Es  3.43×10-6 ～4.87×10-5 m/sec 

・七号地層砂質土層 Ns  5.33×10-6 m/sec 

・埋土・盛土砂質土層 Hs 1.20×10-6 ～4.87×10-5 m/sec 

図 8.3.1-6（142 ページ参照）に示した地盤の種類と透水性の対応によれば、Es層・Ns層・

Hs層ともに、低い～中位の透水性であると評価される。 

試験時の平衡水位は、Es層・Ns層は地層上面深度より高い位置まで水位上昇していることか

ら、被圧地下水であると推定される。Hs層の平衡水位は試験対象の地層中に位置することから、

不圧地下水であると推定される。 

表 8.3.1-7 アクセス新線区間 透水試験結果 

調査 

地点 

試験深度 

(GL-m) 

対象地層 

(土質) 

透水係数 

(m/sec) 

平衡水位 

（GL-m） 

A-6 21.0～22.0 
Es 

（細砂） 
4.87×10-5 3.36 

A-7 21.6～22.6 
Es 

（シルト質細砂） 
3.43×10-6 8.42 

A-8 33.0～34.0 
Es 

（細砂） 
1.30×10-5 4.10 

A-9 31.5～32.5 
Ec 

（砂質シルト） 
9.97×10-6 3.97 

A-11 32.0～32.5 
Es 

（細砂） 
2.87×10-5 7.69 

A-13 27.0～27.5 
Ns 

(細砂) 
5.33×10-6 3.33 

A-15 15.0～15.5 
Hs 

(砂質土) 
1.20×10-6 0.82 

W-9 6.0～7.0 
Hs 

（礫質土） 
1.76×10-5 4.10 

A-23 6.0～7.0 
Hs 

(礫質土) 
4.87×10-5 3.97 
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イ 地下水・湧水の状況 

(ｱ) 既存資料調査 

a 河川・湧水 

事業区間及びその周辺の河川・湧水等の状況は、図 8.3.1-9に示すとおりである。 

事業区間及びその周辺の湧水地点は、表 8.3.1-8 及び図 8.3.1-9 に示すとおり、13 地点が

確認されている。 

表 8.3.1-8 事業区間及びその周辺の湧水地点 

 
出典：「東京の湧水マップ」（令和3年4月 東京都環境局ウェブサイト） 

   「港区みどりの実態調査（第9次）報告書」（平成29年3月 港区） 

 

b 地下水 

事業区間及びその周辺に位置している井戸は、表 8.3.1-9及び図 8.3.1-9に示すとおりであ

る。事業区間及びその周辺には、4か所の井戸が存在している。 

表 8.3.1-9 事業区間及びその周辺の井戸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）地下水位は、上段が豊水期（夏季）、下段が渇水期（冬季）の結果である。 

出典：「港区みどりの実態調査（第9次）報告書（湧水・地下水編）」（平成29年3月 港区） 
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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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(ｲ) 現地調査 

a 東海道線接続区間 

東海道線接続区間の地下水位観測井戸の概要は表 8.3.1-10 に示すとおりである。また、地

下水位観測井戸の構造図は、資料編に示した。【資料編 269～276ページ参照】。 

表 8.3.1-10 東海道線接続区間 地下水位観測井戸概要 

観測地点 
ストレーナ位置 

（GL-m） 
観測対象地層 

W-1 14.0～22.0 東京層砂質土層 Tog-s 

W-2 19.0～21.0 東京層礫質土層 Tog 

W-3 14.0～22.0 
東京層礫質土層 Tog～ 

東京層砂質土層 Tog-s 

W-4 11.0～19.0 
東京層礫質土層 Tog～ 

東京層砂質土層 Tog-s 

W-5 18.0～21.5 東京層礫質土層 Tog 

W-6 18.0～21.0 
東京層礫質土層 Tog～ 

東京層砂質土層 Tog-s 

 

① 地下水位変動 

東海道線接続区間の地下水位変動は図 8.3.1-10 に示すとおりである。また、最高・最低地

下水位は表 8.3.1-11 に示すとおりである。なお、地下水調査地点位置は図 8.3.1-2（135ペー

ジ）に示したとおりである。 

 

(a) W-1（起点方擁壁区間・海側） 

降雨に応じて水位上昇し、その後緩やかに水位低下する傾向を繰り返している。降雨のない

期間でも、0.1m前後の細かい水位上昇・低下が発生しており、近傍の海洋の潮位変化の影響を

受けていると考えられる。 

2020年 10月 5日から急に水位低下する動きがみられ、10月 9日まで約 1.9m 水位が低下し続

けた。この時期には、W-1 地点近傍でビル解体工事が実施されており、地下部分の解体撤去作

業が行われていた。この地下掘削作業が地下水位低下の要因の一つと考えられる。10月 9日以

降は徐々に水位上昇しており、他の観測井戸では降水量が減少して水位低下し続けているのに

比べ、W-1 地点では水位回復している傾向がみられる。観測期間中の水位変動幅（最高水位と

最低水位の差）は約 2.94mであった。 

 

(b) W-2（起点方擁壁区間、開削トンネル区間・山側） 

降雨に応じて水位上昇し、その後緩やかに水位低下する傾向は W-1 とほぼ同様である。W-1

との水位差も数 cm程度のみでほぼ同深度に地下水位が分布し、海洋の潮位変化の影響と考えら

れる細かい水位変動も見られる。 

W-2 地点でも 10 月 5日から水位低下が発生しており、W-1 地点とほぼ同様の水位変動を記録

している。観測期間中の水位変動幅は約 2.76m であった。 
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(c) W-3（シールドトンネル区間起点方・山側） 

降雨に応じて水位上昇・低下を繰り返す傾向は他地点と同様だが、東海道線接続区間の地下

水位観測地点の中で最も降雨後の水位上昇量が大きく、年間の水位変動幅も約 3.25m で最も大

きい。また、地下水位が分布する標高も東海道線接続区間の地下水位観測地点の中で最も高い。

無降雨時での細かい水位変動は最も小さく、海洋の潮位変動の影響が小さいと考えられる。 

 

(d) W-4（シールドトンネル区間最深部近傍・山側） 

降雨に応じて水位上昇・低下を繰り返す傾向は他地点と同様で、海洋の潮位変化の影響と考

えられる細かい水位変動も見られる。観測期間中の水位変動幅は約 1.82mであった。 

 

(e) W-5（シールドトンネル区間終点方・海側） 

降雨後に水位上昇する傾向が見られるが、それとは別に降雨と関係なく、2 週間程度の間隔

で緩やかに水位上昇・低下する変動も見られる。W-5 地点は近傍に新芝運河が存在しており、

海洋の潮位変化の影響を強く受けていると考えられる。観測期間中の水位変動幅は約 1.23m で

あった。 

 

(f) W-6（終点方擁壁区間、開削トンネル区間・海側） 

降雨に応じて水位上昇・低下を繰り返す傾向は他地点と同様で、海洋の潮位変化の影響と考

えられる細かい水位変動も見られる。観測期間中の水位変動幅は約 1.04m で、東海道線接続区

間の地下水位観測地点の中で最も変動幅が小さい。 
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図 8.3.1-10 東海道線接続区間 地下水位変動 

表 8.3.1-11 東海道線接続区間 最高・最低地下水位 

観測地点 最高水位 最低水位 水位変動幅 

（m） TP+m 測定日 TP+m 測定日 

W-1 -2.342 2020/7/29 -5.286 2020/10/9 2.944 

W-2 -2.431 2020/7/28 -5.193 2020/10/9 2.762 

W-3 1.439 2020/4/18 -1.808 2020/12/31 3.247 

W-4 -0.201 2020/7/19 -2.023 2020/3/26 1.822 

W-5 0.364 2020/10/18 -0.869 2020/3/7 1.233 

W-6 -4.030 2020/7/28 -5.072 2020/3/7 1.042 
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② 地下水位分布・流向 

東海道線接続区間の高水位時の地下水面等高線図は図 8.3.1-11 に、低水位時の地下水面等

高線図は図 8.3.1-12 に示すとおりである。地下水面等高線作成に参照した地下水位測定デー

タは、表 8.3.1-12に示すとおりである。 

高水位時、低水位時ともに、田町駅北側の W-3 地点が最も水位が高い。起点方の W-1・W-2

地点はともに、W-3地点よりも地下水位が 3.5～4.0m ほど低いため、W-3 地点から W-1・W-2地

点へ向けて地下水が流動していると推定される。また、計画線に対しほぼ横断方向に位置して

いる W-1と W-2の水位差は 0.1～0.2m程度しかないため、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。 

終点方の W-4地点の地下水位は、W-3地点に比べて 1.1～1.4mほど低く、W-5地点の地下水は、

W-3 地点に比べて 0.3～1.1mほど低くなっている。このため、W-3地点から W-4地点・W-5地点

方向へ向けて地下水が流動していると考えられる。さらに、最も終点方の W-6 地点の地下水位

は、観測井戸中で最も地下水位が低く（T.P.-4m 以下）なっているため、地下水は W-3 地点か

ら終点方の W-6地点へ向けて、計画線に対しほぼ平行方向に流動していると推定される。 

表 8.3.1-12 東海道線接続区間 高水位時・低水位時 地下水位測定データ 

地点名 
高水位時地下水位 低水位時地下水位 

測定日 水位標高(T.P.+m) 測定日 水位標高(T.P.+m) 

W-1 

2020/7/21 

-2.43 

2020/1/23 

-3.50 

W-2 -2.51 -3.75 

W-3 +1.02 -0.40 

W-4 -0.36 -1.54 

W-5 -0.11 -0.75 

W-6 -4.11 -4.82 
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b アクセス新線区間 

アクセス新線区間の地下水位観測井戸の概要は表 8.3.1-13 に示すとおりである。なお、地

下水位観測井戸の構造図は、資料編に示した【資料編 269～276ページ参照】。 

表 8.3.1-13 アクセス新線区間 地下水位観測井戸概要 

観測地点 
ストレーナ位置 

（GL-m） 
観測対象地層 

W-7-1 
起点方立坑・大井ふ頭 

26.6～35.6 江戸川層砂質土層 Es 

W-7-2 3.0～6.0 埋土・盛土砂質土層 Hs 

W-8-1 トンネル中間部 

京浜島 

32.6～72.1 江戸川層砂質土層 Es 

W-8-2 1.6～13.45 埋土・盛土砂質土層 Hs 

W-9-1 
終点方立坑 

羽田空港島 

67.0～76.0 江戸川層砂質土層 Es 

W-9-2 6.0～20.0 
埋土・盛土砂質土層 Hs 

埋土・盛土粘性土層 Hc 

W-10-1 開削トンネル区間 

羽田空港島 

21.0～27.0 

埋土・盛土粘性土層 Hc 

埋土・盛土砂質土層 Hs(下部) 

有楽町層上部粘性土層 Ycu 

W-10-2 4.0～10.0 埋土・盛土砂質土層 Hs(上部) 

 

① 地下水位変動 

アクセス新線区間の地下水位変動グラフは図 8.3.1-13 に示すとおりである。また、最高・

最低地下水位一覧は表 8.3.1-14 に示すとおりである。 

 

(a) W-7-1・W-7-2（起点方立坑・大井ふ頭） 

W-7-2 の地下水（埋土・盛土砂質土層 Hs）は、降雨に応じてすぐに水位上昇し、その後低下

する変動を繰り返しており、地表からの雨水浸透との連動性が早い浅層地下水と考えられる。

観測期間中の水位変動幅（最高水位と最低水位の差）は約 1.91mであった。 

W-7-1 の地下水（江戸川層砂質土層 Es）は、降雨に関わらずほとんど水位変動がなく、潮位

変化による数 cm 程度のわずかな変動がみられるのみである。地表からの雨水浸透や海水との連

動がほとんどない深層地下水であると考えられる。観測期間中の水位変動幅は約 0.42m であっ

た。 

 

(b) W-8-1・W-8-2（トンネル中間部・京浜島） 

W-8-2 の地下水（埋土・盛土砂質土層 Hs）は、W-7-2 と同様に、降雨に応じてすぐに水位上

昇し、その後低下する変動を繰り返しており、地表からの雨水浸透との連動性が早い浅層地下

水であると考えられる。観測期間中の水位変動幅は約 1.28mであった。 

W-8-1 の地下水（江戸川層砂質土層 Es）は、降雨による変動はほとんど見られず、潮位変化

に連動する形で 0.5m 前後の水位変動を繰り返している。W-7-1の地下水と異なり、海水が海底

面から江戸川層砂質土層 Esに浸透しており、潮位変化に応じて地下水変動していると考えられ

る。観測期間中の水位変動幅は約 0.98mであった。 
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(c) W-9-1・W-9-2（終点方立坑・羽田空港島） 

W-9-2の地下水（埋土・盛土砂質土層 Hs）は、降雨に応じてわずかに 10㎝前後の水位変動が

あるが、全体としてほぼ同じ深度に分布しており、地表からの雨水浸透との連動性は乏しい。

また、日単位で細かい水位変化がみられる。観測期間中の水位変動幅は約 0.67mであった。 

W-9-1 の地下水（江戸川層砂質土層 Es）は、W-7-1 と同様に、降雨に関わらずほとんど水位

変動がなく、潮位変化による数 cm程度のわずかな変動がみられるのみである。地表からの雨水

浸透や海水との連動がほとんどない深層地下水であると考えられる。観測期間中の水位変動幅

は約 0.75mであった。 

 

(d) W-10-1・W-10-2（開削トンネル区間・羽田空港島） 

W-10-2 と W-10-1 は分布深度の異なる盛土・埋土砂質土層 Hsの地下水位をそれぞれ観測して

いる。W-10-2 の地下水（埋土・盛土砂質土層 Hs・上部）、W-10-1 の地下水（埋土・盛土砂質

土層 Hs・下部）ともに、降雨に応じてすぐに水位上昇し、その後低下する変動を繰り返してお

り、両者の地下水位はほぼ同じ深度に分布している。すなわち、地下水の分布深度・変動の傾

向が類似していることから、両層は帯水層として水理的に連続していると考えられる。観測期

間中の水位変動幅は、W-10-2が約 1.07m、W-10-1が約 1.02mで、両地点で近似している。 
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② 地下水位分布 

アクセス新線区間の高水位時の地下水面等高線は図 8.3.1-14 に、低水時の地下水面等高線

図は図 8.3.1-15 に示すとおりである。また、地下水面等高線作成に参照した地下水位測定デ

ータは表 8.3.1-15 に示すとおりである。浅層地下水である埋土・盛土の砂質土層 Hs の地下水

位を基に地下水面等高線図を作成した。 

高水位時において、大井ふ頭の W-7-2の地下水位は T.P.+4.53m、京浜島の W-8-2の地下水位

は T.P.+5.53m であった。低水位時においては、大井ふ頭の W-7-2 の地下水位は T.P.+3.95m、

京浜島の W-8-2の地下水位は T.P.+4.60m であった。高水位時、低水位時ともに、W-7-2、W-8-2

が埋立地周辺の平均海水面（T.P.+0m）より高い位置に分布している。広域的な傾向として、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。 

表 8.3.1-15 アクセス新線区間 高水位時・低水位時 地下水位測定データ 

地点名 

高水位時地下水位 低水位時地下水位 

備考 
測定日 

水位標高

(T.P.+m) 
測定日 

水位標高

(T.P.+m) 

W-7-2 

2019/10/28 

(注) 

4.53 

2020/1/14 

3.95 

自記水位計 

データより 

W-8-2 5.53 4.60 

W-9-2 - 0.36 

W-10-2 2.25 1.41 

No.1 3.49 3.30 

下記出典より 

No.2 2.75 2.34 

No.3 2.66 2.34 

No.4 2.83 2.50 

No.5 3.25 3.10 

No.6 3.44 3.21 

No.7 3.70 3.45 

出典：「平成 31年度 東京国際空港基準点測量及び施設・地盤動態観測調査」 

（令和 2年 3月 国土交通省 関東地方整備局 東京空港整備事務所） 

注）出典資料の観測期間が 2019年 9月から 2020年 1月であったため、現地調査の観測期間外であるが、データ取

得済みであった 2019年 10月 23日の測定データを高水位時地下水位として用いた。W-9-2地点は観測井戸設置

前のため測定データなし。 
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ウ 地盤沈下の状況 

(ｱ) 既存資料調査 

事業区間及びその周辺の水準基標の位置と変動量は、表 8.3.1-16及び図 8.3.1-16に示すとお

りである。 

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。 
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表 8.3.1-16 水準基標の位置と変動量（令和 2 年） 

番号 区別
東京湾平均海面

(T.P.)m

霊岸島量水標

(A.P.)m

変動量

mm
備考

(8） 芝五丁目29 RIVOLI ANTIQUES前 4.3393 5.4737 (-)0.7

交（9） 高輪三丁目19 SOC高輪ビル前 4.8152 5.9496 (-)0.2

芝（6） 芝二丁目29 高浦ビル前 2.2565 3.3909 (-)2.5

芝（7） 芝浦三丁目10 ロ－ズハイツ田町前 2.7958 3.9302 (-)1.2

芝（8） 芝浦四丁目17 第２ダイヤモンドパレス前 2.5194 3.6538 (-)1.7

芝（9） 港南一丁目７ A-PLACE品川東前 2.1795 3.3139 (-)0.5

芝（17） 高輪二丁目17 テイケン東京ビル脇 4.0189 5.1533 (-)1.3

芝（20） 海岸三丁目14 埠頭少年野球場前 2.1087 3.2431 (-)3.1

(9-1) 南品川三丁目5 海雲寺境内 3.7551 4.8895 (+)0.4

(27） 南大井二丁目5 鈴ヶ森刑場遺跡内（大経寺） 1.9442 3.0786 (-)0.4

芝（10） 北品川四丁目7 八ツ山橋交差点植込内 10.3531 11.4875 (-)0.9

品（2） 東品川二丁目5 天王洲パークサイドビル前 2.1387 3.2731 (+)0.8

大（12） 大森本町一丁目10 シェル石油大森給油所脇 1.4335 2.5679 (-)0.5

大（18） 大森東四丁目38 ほまれ商店脇 4.0441 5.1785 (-)1.8

大（19） 大森南五丁目2 都・森ケ崎水再生センター内 0.4307 1.5651 (-)2.8

蒲（2） 東糀谷五丁目18 東糀谷小学校内 0.2007 1.3351 (-)2.2

蒲（5） 本羽田三丁目15 都南小学校内 1.5862 2.7206 (-)1.0

蒲（11） 羽田六丁目10 Ｓ宅前 0.6102 1.7446 (-)1.5

蒲（12） 羽田一丁目21 ミニピアゴ脇 0.8103 1.9447 (-)2.0

蒲（17） 西糀谷二丁目26 西糀谷二丁目南公園内 1.4620 2.5964 (-)3.1

SL-001 港区港南五丁目2 品川北ふ頭公園内 3.5472 4.6816 (+)1.0

SL-002 品川区東品川五丁目1 港湾局品川ふ頭変電設備 4.0998 5.2342 (+)1.6

SL-003 品川区東品川五丁目8 品川南ふ頭公園内南側 3.3590 4.4934 (+)1.2

HEL-001 平和島四丁目2 平和島公園グランド北側 3.8672 5.0016 (-)1.2

HEL-002 平和島三丁目6 東京団地倉庫B棟東側(分離帯) 3.6577 4.7921 0.0

HEL-003 平和島五丁目6 Ｓラインギフ南側 3.3165 4.4509 (-)0.4

SHL-001 昭和島一丁目1 昭和島南緑道公園内 3.4684 4.6028 (-)0.3

SHL-002 昭和島二丁目3 昭和島二丁目公園内 5.7197 6.8541 0.0

KL-001 京浜島二丁目4
泉州電業(株)東京物流セン

ター
4.6573 5.7917 (+)0.3

KL-002 京浜島二丁目20 (有)大川戸工業向側(歩道上) 4.4106 5.5450 (+)0.3

KL-003 京浜島三丁目2
大井32号配電塔北西側

(道路分離帯内)
4.2013 5.3357 (-)3.5

OL-001 品川区八潮一丁目4 大井清掃作業所内 4.6443 5.7787 (-)1.1

OL-003 品川区八潮五丁目8 京浜運河緑道公園内 4.9459 6.0803 (+)1.4

OL-006 大田区東海一丁目2 太田スタジアム東側 5.4851 6.6195 (-)0.1

OL-007 大田区東海四丁目10 大井南陸橋東側(中央分離帯内) 5.4036 6.5380 (+)0.3

OL-008 大田区東海三丁目 城南大橋西側(中央分離帯) 4.7787 5.9131 (-)1.3

OL-009 大田区城南島一丁目2 大井ふ頭荷役連絡所北東側 4.6462 5.7806 (-)4.3

OL-010 品川区八潮二丁目6 国際たばこ倉庫(株)東側 3.7648 4.8992 -

OL-011 大田区東海六丁目1 大井バンプールＧ地区入口 4.4923 5.6267 (-)1.4

OL-012 大田区城南島三丁目2 動物愛護相談センター東側 2.5653 3.6997 (-)14.2

大井BMその1 品川区八潮一丁目1 大井その1地盤沈下観測所入口 4.1546 5.2890 (+)1.9

大井BMその2 大田区城南島五丁目 大井その2地盤沈下観測所 4.0201 5.1545 (-)11.5

大井

ふ頭

埋立地

出典②

品川

ふ頭

埋立地

大田区

平和島

大田区

昭和島

京浜

六区

埋立地

大田区

所在地

港区

品川区 出典①

 

注）変動量は、1年間の変動量として、平成31年1月1日基準日成果と令和2年1月1日基準日成果を比較したもので、(-)は

沈下、(+)は隆起を表す。 

出典①：「水準基標測量成果表（基準日：令和2年1月1日）」（令和2年7月 東京都土木技術支援・人材育成センター） 

出典②：「水準基標測量成果表（港湾地区）（基準日：令和2年1月1日）」（令和2年10月 東京都港湾局） 
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エ 土地利用の状況 

(ｱ) 既存資料調査 

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」（70ページ参照）に示すとお

りである。 

 

オ 法令による基準等 

(ｱ) 既存資料調査 

環境基本法において、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く）を公害

と定め、国は、地盤の沈下の原因となる地下水の採取その他の行為に関し、事業者等の遵守すべ

き基準を定めること等により行う公害を防止するために必要な規制の措置を講じなければならな

いと規定している。 

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。各法令の定める井戸構造基準等は表 8.3.1-17に示すとおりである。いずれの

法令においても、原則的に、構造基準等に適合しない井戸を対象地域内に設置することを禁止し

ている。また、東京都では「東京都環境確保条例」（平成 12年 12月 東京都）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「東京都環境確保条例」（平成 12年 12月 東京都）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。 

表 8.3.1-17 地下水揚水の抑制に関わる法令の井戸構造基準等 

法令等 対象地域 対象施設 
吐出口断面積 

6cm2以下 6cm2超 21cm2以下 21㎝ 2超 

工業用水法 板橋区、足立区、

北区、江戸川区、

葛飾区、江東区、

墨田区、荒川区 

「製造業」「電気供

給業」「ガス供給業」

「熱供給業」 

法対象外 ・ストレーナ位置 550～

650m以深 

・揚水機出力・揚水量制

限なし 

設置禁止 

建築物用地下水

の採取の規制に

関する法律 

23区 「冷暖房設備」「水

洗便所」「洗車設備」

「公衆浴場(浴室面

積 150m2超)」 

法対象外 ・ストレーナ位置 400～

650m以深 

・揚水機出力・揚水量制

限なし 

設置禁止 

東京都環境確保

条例 

島しょ、奥多摩

町、檜原村を除く

全地域 

動力を用いる全て

の揚水施設（井戸）

（家庭用は 300 ワ

ット超のもののみ） 

・ストレーナ位置制限な

し 

・揚水機出力 2.2kw 以

下、揚水量平均 10m3/日

以下（月平均）・最大

20m3/日以下 

・ストレーナ位置 400～

650m以深 

・揚水機出力・揚水量制

限なし 

設置禁止 

出典：「工業用水法」（昭和31年法律第146号） 

   「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） 

   「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12月、東京都） 
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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) 予測手法 

ア 工事の施行中 

予測は、現況調査結果及び施工計画を基に、地盤の変形の範囲及び程度を定性的に予測する方

法で行った。 

 

イ 工事の完了後 

予測は、現況調査結果及び事業計画を基に、地盤沈下の範囲及び程度を定性的に予測する方法

で行った。 

 



 

167 

(5) 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 8.3.1-5（141 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。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。 
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b シールドトンネル区間 

図 8.3.1-5（141 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 を掘進する。しかし、図 8.3.1-11（154ページ参照）及び図 8.3.1-12（155ページ

参照）の地下水面等高線図に示したとおり、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。 
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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 

アクセス新線区間の起点方開削トンネル区間における施工中断面図は、図 8.3.2-1に示すとお

りである。 

図 8.3.1-7（145 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、図 8.3.1-14（160 ページ参照）及び図 8.3.1-15（161ページ参照）の地下水面等高線図に

示したとおり、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

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.3.2-1 アクセス新線区間の起点方開削トンネル区間の施工中断面図 



 

170 

b シールドトンネル区間 

図 8.3.1-7（145 ページ参照）の B-B’地質断面図及び図 8.3.1-8（146 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、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 8.3.1-8（146 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、図 8.3.1-14（160ページ参照）及

び図 8.3.1-15（161 ページ参照）の地下水面等高線図に示したとおり、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。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、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

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。 
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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。 
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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 

アクセス新線区間の起点方開削トンネル区間における工事の完了後の断面図は、図 8.3.2-2に

示すとおりである。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.3.2-2 アクセス新線区間の起点方開削トンネル区間の工事の完了後断面図 
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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

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。 
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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。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
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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。 



 

177 

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

と」を満足する。 
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(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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