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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。 
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ア 既存資料調査 

既存資料調査は、表 8.4.1-1に示す資料を収集・整理した。 

表 8.4.1-1 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） 

最新の資料を

参考とした。 

イ 気象の状況 ・「過去の気象データ検索」（令和3年4月 気象庁ウェブサイト） 
ウ 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) 
エ 水利用の状況 ・「平成30年都内の地下水揚水の実態（地下水揚水量調査報告書）」

(令和2年3月 東京都環境局) 

オ 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） 

カ 法令による基準

等 

・工業用水法 

・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） 

 

イ 現地調査 

(ｱ) 調査地点及び調査時期・期間 

地下水の状況の調査地点は、「8.3地盤」（133～135ページ参照）、表 8.3.1-2（133ページ参

照）及び図 8.3.1-2（135 ページ参照）に示すとおりである。 

 

(ｲ) 調査方法 

地下水の調査方法は、「8.3地盤」（133ページ参照）に示すとおりである。 
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(4) 調査結果 

ア 地下水・湧水の状況 

(ｱ) 既存資料調査 

事業区間及びその周辺の地下水・湧水の既存資料調査結果は、「8.3地盤」（148～149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下水・湧水の現地調査結果は、「8.3地盤」（150～161ページ参照）

に示すとおりである。 

 

イ 気象の状況 

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

年間の年降水量の状況は表 8.4.1-2及び図 8.4.1-1に、月の平均降水量は図 8.4.1-2に示すと

おりである。 

表 8.4.1-2 過去 10 年間の降水量 

 
出典：「過去の気象データ検索」(令和3年4月 気象庁ウェブサイト) 

  

(羽田)         単位：mm

年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計

2011年 0 132 65 62 214 123 27 218 150 73 123 46 1230

2012年 24 93 141 150 244 191 111 14 166 146 146 81 1505

2013年 61 36 33 250 58 143 57 55 180 360 21 47 1299

2014年 26 56 101 139 121 256 73 96 100 333 67 67 1433

2015年 92 52 101 109 55 113 223 94 385 50 112 70 1453

2016年 57 77 157 120 119 141 105 154 282 86 129 68 1494

2017年 18 18 79 109 50 81 72 102 222 456 61 14 1279

2018年 47 15 199 81 163 139 90 33 316 41 50 31 1202

2019年 14 41 96 63 97 191 153 77 198 391 87 100 1506

2020年 96 19 108 174 89 181 263 6 113 155 13 11 1225

10年平均 44 54 108 126 121 156 118 85 212 209 81 54 1368

最高 96 132 199 250 244 256 263 218 385 456 146 100 -

最低 0 15 33 62 50 81 27 6 100 41 13 11 -
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図 8.4.1-1 年度別降水量（羽田地域気象観測所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.4.1-2 月別降水量（羽田地域気象観測所） 

 

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」（136～138

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」（139～147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 

港区、品川区及び大田区の平成 30年の地下水揚水量は、表 8.4.1-3に示すとおりである。 

港区、品川区及び大田区における、平成 26年から平成 30年の地下水揚水量の経年変化は、図 

8.4.1-3 に示すとおりである。地下水揚水量は、港区ではほぼ横ばい、品川区と大田区では徐々

に減少する傾向にある。 

表 8.4.1-3 事業所数、井戸本数及び揚水量（平成 30 年） 

 
出典：「平成30年都内の地下水揚水の実態（地下水揚水量調査報告書）」(令和2年3月 東京都環境局) 

 

 

 

出典：「平成30年都内の地下水揚水の実態（地下水揚水量調査報告書）」（令和2年3月 東京都環境局） 

図 8.4.1-3 地下水揚水量の推移 
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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」（70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」（165ページ参照）に示すとおりで

ある。 
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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。 

 

(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、地下水の水位及び流況の変化の程度を定性的に予

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、地下水の水位及び流況の変化の程度を定性的に予

測する方法で行った。 
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(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。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 8.3.1-5（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 とわずかに重なる。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 8.3.1-7（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、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。

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 8.3.1-7（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、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。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。 
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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

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。 
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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 

地下構造物は有楽町層粘性土層 Ycuまたは東京層粘性土層 Toc中に設置されるため、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予測する。 
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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。 
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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。 

 

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。 
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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。 
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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。 

 

(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。 
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(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。 

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。 
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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。 

 

(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。 

 


	8.4.1 現況調査
	8.4.1 現況調査
	(1) 調査事項
	(1) 調査事項
	(2) 調査地域
	(2) 調査地域
	(3) 調査手法
	(3) 調査手法
	ア  既存資料調査
	ア  既存資料調査
	イ 現地調査
	イ 現地調査
	(ｱ) 調査地点及び調査時期・期間
	(ｱ) 調査地点及び調査時期・期間
	(ｲ) 調査方法
	(ｲ) 調査方法


	(4) 調査結果
	(4) 調査結果
	ア 地下水・湧水の状況
	ア 地下水・湧水の状況
	(ｱ) 既存資料調査
	(ｱ) 既存資料調査
	(ｲ) 現地調査
	(ｲ) 現地調査

	イ 気象の状況
	イ 気象の状況
	ウ 地盤の状況
	ウ 地盤の状況
	(ｱ) 既存資料調査
	(ｱ) 既存資料調査
	(ｲ) 現地調査
	(ｲ) 現地調査

	エ  水利用の状況
	エ  水利用の状況
	オ  土地利用の状況
	オ  土地利用の状況
	カ 法令による基準等
	カ 法令による基準等


	8.4.2  予測
	8.4.2  予測
	(1) 予測事項
	(1) 予測事項
	ア 工事の施行中
	ア 工事の施行中
	イ 工事の完了後
	イ 工事の完了後

	(2) 予測の対象時点
	(2) 予測の対象時点
	ア 工事の施行中
	ア 工事の施行中
	イ 工事の完了後
	イ 工事の完了後

	(3) 予測地域
	(3) 予測地域
	ア 工事の施行中
	ア 工事の施行中
	イ 工事の完了後
	イ 工事の完了後

	(4) 予測手法
	(4) 予測手法
	ア 工事の施行中
	ア 工事の施行中
	イ 工事の完了後
	イ 工事の完了後

	(5)  予測結果
	(5)  予測結果
	ア 工事の施行中
	ア 工事の施行中
	(ｱ) 東海道線接続区間
	(ｱ) 東海道線接続区間
	a 擁壁区間及び開削トンネル区間
	a 擁壁区間及び開削トンネル区間
	b シールドトンネル区間
	b シールドトンネル区間

	(ｲ)  アクセス新線区間
	(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
	a 起点方擁壁区間及び開削トンネル区間
	b シールドトンネル区間
	b シールドトンネル区間
	c  終点方開削トンネル区間
	c  終点方開削トンネル区間


	イ  工事の完了後
	イ  工事の完了後
	(ｱ) 東海道線接続区間
	(ｱ) 東海道線接続区間
	a 擁壁区間及び開削トンネル区間
	a 擁壁区間及び開削トンネル区間
	b シールドトンネル区間
	b シールドトンネル区間

	(ｲ) アクセス新線区間
	(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
	a 起点方擁壁区間及び開削トンネル区間
	b  シールドトンネル区間
	b  シールドトンネル区間
	c 終点方開削トンネル区間
	c 終点方開削トンネル区間




	8.4.3  環境保全のための措置
	8.4.3  環境保全のための措置
	(1) 工事の施行中
	(1) 工事の施行中
	ア 予測に反映した措置
	ア 予測に反映した措置

	(2) 工事の完了後
	(2) 工事の完了後
	ア 予測に反映した措置
	ア 予測に反映した措置
	イ 予測に反映しなかった措置
	イ 予測に反映しなかった措置


	8.4.4  評価
	8.4.4  評価
	(1) 工事の施行中
	(1) 工事の施行中
	ア 東海道線接続区間
	ア 東海道線接続区間
	(ｱ) 擁壁区間及び開削トンネル区間
	(ｱ) 擁壁区間及び開削トンネル区間
	(ｲ) シールドトンネル区間
	(ｲ) シールドトンネル区間

	イ   アクセス新線区間
	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
	(ｱ) 起点方擁壁区間及び開削トンネル区間
	(ｲ) シールドトンネル区間
	(ｲ) シールドトンネル区間
	(ｳ) 終点方開削トンネル区間
	(ｳ) 終点方開削トンネル区間


	(2) 工事の完了後
	ア 東海道線接続区間

	(2) 工事の完了後
	(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
	(ｱ) 擁壁区間及び開削トンネル区間
	(ｲ) シールドトンネル区間
	(ｲ) シールドトンネル区間

	イ   アクセス新線区間
	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
	(ｱ) 起点方擁壁区間及び開削トンネル区間
	(ｲ) シールドトンネル区間
	(ｲ) シールドトンネル区間
	(ｳ) 終点方開削トンネル区間
	(ｳ) 終点方開削トンネル区間




	ff_shtml0: ただいま、ページを読み込み中です。5秒以上、このメッセージが表示されている場合、Adobe Reader（もしくはAcrobat）のAcrobat JavaScriptを有効にしてください。Adobe Readerのメニュー：「編集」→「環境設定」→「JavaScript」で設定できます。「Acrobat JavaScriptを使用」にチェックを入れてください。なお、Adobe Reader以外でのPDFビューアで閲覧されている場合もこのメッセージが表示されます。Adobe Readerで閲覧するようにしてください。Firefoxをご利用の場合、他のブラウザ（IE/Google Chrome）でアクセスしなおしてください。







































































�┰㍅㠥┳䍁䔥┳㌸䈥╃㍅㠥┳㤸䔥┳ㄸ㤥┷㍅㠥┱㙁䔥┳ㄸ㠥╆㍅㠥┱ぁ䔥┳ㄸ㤥┵㍅㠥┱㐸䔥┳〸㠥┲䌵啕煟╸䌵啕煟╸㍅㠥┲㈸䔥┳ㄸ㤥┷㍅㠥┱䘸䔥┳ㄸ䄥╆㍅㠥┰ㄸ楗啕煟摸䭯䭅彅硱䅁煟╸㍅㠥┳㙁䔥┳㌸䈥╃㍅㠥┲㙂䔥┳㌸䈥╃㍅㠥┱䕁䔥┶㘹䈥┹㍅㠥┱䙁䔥┳〸㠥䤱啕煟瑸䭥䭁彁硱啕煟數╴〲硅䥉煟汸䭯䭁彁硱䭥䭁彁硱䔥┳ㄸ䄥┷㍅㠥┲㉁䔥┳㈸䄥╆㍅㠥┲䉂䔥┳㈸䈥┹㍅㠥┱㜹䔥┳ㄸ䄥┶㍅㠥┱䘸䔥┳ㄸ
	ff_shtml1: 
	ff_shtml2: 
	ff_shtml3: 
	ff_shtml4: 
	ff_shtml5: 
	ff_shtml6: 
	ff_shtml7: 
	ff_shtml8: 
	ff_shtml9: 
	ff_shtml10: 
	ff_shtml11: 
	ff_shtml12: 
	ff_shtml13: 
	ff_shtml14: 
	ff_shtml15: 
	ff_shtml16: 


