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 図 8.3-8 予測地点図 
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 予測手法 

 工事の施行中 

 予測手順 

 予測手順（開削区間） 

開削区間の定量的な予測の手順は、図 8.3-9 に示すとおりです。地盤の変形の範囲及び変形

の程度及び地下水位の変化の程度について、地下構造物の掘削工事及び工事完了後における地

下構造物の位置・深さと地下水の流れの向き、地層等の関係性を基に定性的に予測したうえで、

地下水位については、「地下水調査及び観測指針（案）」（1993 年、建設省河川局）において

本事業での予測に適していると考えられる理論モデル注１とされている断面二次元浸透流解析を

用いて、圧密沈下量については、一次元圧密理論を用いて、定量的に予測しました。 

注１）「地下水調査及び観測指針（案）」（1993 年、建設省河川局）に記載されている断面二次元浸透流解析の適用条件は以

下に示すとおりです。 

・断面の垂直方向には地下水の出入りがなく、各帯水層の地下水の流れの方向が平面的に同一方向であるとの仮定に適

している。 

・複数の層構造からなる帯水層の水頭変化の状況を解明することに適している。特に地下水掘削に伴う地下水障害の問

題やその対策工の検討を行う場合、多層構造を取り扱うことが多く、この断面二次元モデルがよく使われる。 

・水路、河川堤防、道路といった長い構造物と周辺地下水の問題を取り扱うのに適している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.3-9 地下水影響に伴う地盤沈下量の予測手順 

 

 予測手順（シールド区間） 

シールド区間は、地盤の変形の範囲及び変形の程度及び地下水の変化の程度について、地下構

造物の掘削工事及び工事完了後における地下構造物の位置・深さと地下水の流れの向き、地層等

の関係性を基に定性的に予測しました。 

  

・帯水層の分布（不圧・被圧） 
・軟弱粘土層の分布 

地下水影響を及ぼす帯水層の抽出 

地下水（水位・流向）の整理 

地形・地質状況の整理 

地下水位の変化量の算出（浸透流解析） 

各土層の圧密特性の整理 

地下水位の変化に伴う圧密沈下量の算出 

予測地点の構造物 
・既設構造物 
・計画構造物 

・地下水位の年間変動 
（高水位・低水位・平均水位） 
・地下水の流向 
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 予測式 

 地下水位の変化量の予測式（浸透流解析） 

地下水位の変化量の予測は、断面二次元浸透流解析のうち、非定常の飽和・不飽和浸透流解析

により求めました。非定常の飽和・不飽和浸透流解析の基本式は、以下に示すとおりです。 
 

𝜕∅
𝜕𝑥

𝑘
𝜕∅
𝜕𝑥

𝜕
𝜕𝑧

𝑘
𝜕∅
𝜕𝑧

𝑘 𝐶 𝛼 ∙ 𝑆
𝜕∅
𝜕𝑡

 

ここで、 

x ： 堤防横断面の水平方向の軸 

z ： 堤防横断面の鉛直方向の軸 

k ： 透水係数（m/hr） 

∅ ： 圧力水頭（m） 

C ： 比水分容量（1/m） 

α ： 1 の場合飽和領域、0 の場合不飽和領域 

S  ： 比貯留係数（1/m） 

t ： 時間（hr） 

 
計算時間は、工事の施行期間を基に1か月を 30日として算出し、下記のように設定しました。 

・予測断面 1：2970 日（工事の施行期間：99 か月） 

・予測断面 2：510 日（工事の施行期間：17 か月） 

※予測断面 2 の工事の施行期間は、開削区間の内回りで９か月、開削区間の外回りで 8

か月ですが、施行は同時に実施しないため、合計の工事期間である 17 か月を工事の施

行期間としました。 

なお、開削区間の施行中は、掘削底面から浸水する地下水について、地下水位低下工法を行う

条件としました。 

計算条件の中で、降雨変化に伴う地下水位変動を考慮するために、本解析では観測水位の高水

位、低水位、平均水位の３ケースを予測しました。 

計算プログラムは、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（CTC）の Soil Plus 2021 を使

用しました。 

 
 地下水位の低下に伴う圧密沈下量（最終沈下量）の予測式 

地下水位の低下に伴う圧密沈下量は、一次元圧密理論により算出しました。一次元圧密沈下量

は、次式を用いました。 

Sc
𝑒 𝑒
1 𝑒

∙ 𝐻 

 ここで、 

     Sc：一次元圧密沈下量(m) 

     e0：圧密層の盛土前の鉛直有効応力 p0での初期間隙比 

e1：圧密層の盛土荷重による圧密後の間隙比で、e-logp 曲線における圧密層中央深度の盛土

後の鉛直有効応力 p0+Δp に対応する間隙比 

H：圧密層の層厚(m) 
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 予測条件 

 構造物条件 

予測地点の構造物の条件は、図 8.3-10～図 8.3-12 に示すとおりです。 

  
図 8.3-10 予測地点 1の計画構造物（単位：m） 

 

 

 図 8.3-11 予測地点 2 の計画構造物（単位：m） 
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図 8.3-12 予測地点 3の計画構造物（単位：m） 
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 地質条件 

各予測地点の地質条件は、推定地質縦断図（167 ページ参照）を踏まえ、図 8.3-13～図 8.3-14 に示すとおりとしました。。 

 
図 8.3-13 予測地点 1の地質横断図 

 

図 8.3-14 予測地点 2の地質横断図 
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 地下水条件 

対象区域に設置した観測井戸で観測した地下水位の経時変化は、「8.3 地盤 8.3.1 現況調査 

（4）調査結果 ウ.地盤沈下又は地盤の変形の状況 （イ）現地調査」（170 ページ参照）に示す

とおりです。不圧帯水層（東京層砂質土層）の地下水位の方が、被圧帯水層（東京層第２礫質土

層、上総層群第１砂質土層）の地下水位よりも浅い深度に分布します。地下水位が高い方が、掘

削工事の影響が大きく表れるものと判断し、安全側の解析を実施するために、浸透流解析の地下

水位条件には、不圧帯水層の地下水位を設定しました。 

なお、地下水位は、年間で変動するため、高水位、低水位、平均水位のそれぞれの条件を設定

しました。 
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 浸透流解析条件 

浸透流解析条件は、図 8.3-15 に示すとおりです。 

（a) 浸透流解析モデル図 

 
注１）節点数：40544 要素数：40140 

注２）浸透流解析モデルのメッシュの間隔は、以下のとおり設定しました。 

・水平方向：モデルの中心（構造物付近）から 20m までの範囲は 0.5m 以下の間隔、20m より外側はモデルの外側にいくに従い 0.5m より粗い間隔で設定 

・鉛直方向：B層～Kas1 層（構造物付近）は 0.5m 以下の間隔、Kac 層はモデルの下方にいくに従い 0.5m より粗い間隔で設定 

（b) 解析モデルへの入力パラメータ 

番号 属性 透水係数 k（cm/sec） 有効間隙率 ne（％） 比貯留係数 Ss（1/m） 不飽和特性 

① 埋土（B） 9.95E-04 30 0.3 砂質土 

② 有楽町層粘性土層（Yc） 1.50E-07 15 0.15 粘性土 

③ 東京層群砂質土層（Tos） 2.52E-03 20 0.2 砂質土 

④ 東京層群粘性土層（Toc） 1.04E-06 5 0.05 粘性土 

⑤ 東京層群第 2礫質土層
（Tog2） 

5.28E-03 
15 0.15 礫質土 

⑥ 上総層群第 1砂質土層（Kas1） 6.02E-04 15 0.15 砂質土 

⑦ 上総層群粘性土層（Kac） 1.74E-06 5 0.05 粘性土 

⑧ 躯体 1.00E-07 0.1 0.001 粘性土 

⑨ 土留め壁 3.01E-06 0.1 0.001 粘性土 

 

（c）水位境界条件 

高水位（T.P.m） 低水位（T.P.m） 平均水位（T.P.m） 

解析モデル下流端 解析モデル上流端 解析モデル下流端 解析モデル上流端 解析モデル下流端 解析モデル上流端 

-6.8 -7.5 -10.2 -11.2 -8.7 -9.5 

注１）地下水位コンタ―図をもとに設定。 
注２）地下水の流向より、解析モデル図の左側が下流、右側が上流 

（d） 浸水条件、土留め壁条件 

   

注１）工事の施行中の境界条件として、掘削範囲の上流側・下流側に土留め壁条件を、掘削下部面には浸水条

件を設定しました。土留め壁の根入れは難透水層である上総層群粘性土層（Kac）に１ｍとしました。また、

工事の終了後は、土留め壁は残置することとし、浸水条件は設定しないこととしました。 

図 8.3-15（1） 浸透流解析モデル及び解析条件（予測地点 1） 
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（a） 浸透流解析モデル図 

 
注１）節点数：28503 要素数：28148 

注２）浸透流解析モデルのメッシュの間隔は、以下のとおり設定しました。 

・水平方向：モデルの中心（構造物付近）から 20m までの範囲は 0.5m 以下の間隔、20m より外側はモデルの外側にいくに従い 0.5m より粗い間隔で設定 

・鉛直方向：B層～Tog2 層（構造物付近）は 0.5m 以下の間隔、Kas1 層、Kac 層はモデルの下方にいくに従い 0.5m より粗い間隔で設定 

 

（b） 解析モデルへの入力パラメータ 

番号 属性 透水係数 k（cm/sec） 有効間隙率 ne（％） 比貯留係数 Ss（1/m） 不飽和特性 

① 埋土（B） 9.95E-06 15 0.15 粘性土 

② 有楽町層粘性土層（Yc） 1.50E-07 15 0.15 粘性土 

③ 東京層群第 1 礫質土層（Tog1） 5.28E-03 15 0.15 礫質土 

④ 東京層群砂質土層（Tos） 2.52E-03 20 0.2 砂質土 

⑤ 東京層群粘性土層（Toc） 1.04E-06 5 0.05 粘性土 

⑥ 東京層群第 2礫質土層
（Tog2） 

5.28E-03 
15 0.15 礫質土 

⑦ 上総層群第 1砂質土層（Kas1） 6.02E-04 15 0.15 砂質土 

⑧ 上総層群粘性土層（Kac） 1.74E-06 5 0.05 粘性土 

⑨ 躯体 1.00E-07 0.1 0.001 粘性土 

⑩ 土留め壁 3.01E-06 0.1 0.001 粘性土 

 

（c） 水位境界条件 

高水位（T.P.m） 低水位（T.P.m） 平均水位（T.P.m） 

解析モデル下流端 解析モデル上流端 解析モデル下流端 解析モデル上流端 解析モデル下流端 解析モデル上流端 

-2.7 -3.1 -4.1 -4.8 -3.5 -4.1 

注１）地下水位コンタ―図をもとに設定 

注２）地下水の流向より、解析モデル図の左側が下流、右側が上流 

（d） 浸水条件、土留め壁条件 

  

注１）工事の施行中の境界条件として、掘削範囲の上流側・下流側に土留め壁条件を、掘削下部面には浸水条

件を設定しました。土留め壁の根入れは難透水層である東京層群粘性土層（Toc）に１ｍとしました。また、

工事の終了後は、土留め壁は残置することとし、浸水条件は設定しないこととしました。 

図 8.3-15（2） 浸透流解析モデル及び解析条件（予測地点 2） 
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＜浸透流解析モデルのパラメータの設定＞ 

(ⅰ)透水係数（k） 

各土層の透水係数の設定根拠は表 8.3-17に示すとおりです。 

 

表 8.3-17 各土層の透水係数の設定根拠 

属性 地層記号 
現場透水試験結果

（cm/sec） 

Creager による推定

透水係数（cm/sec） 

透水係数の概略値

（cm/sec） 

設定値 

（cm/sec） 

埋土（砂質土主体） B - - 9.95E-04 9.95E-04 

埋土（粘性土主体） B - - 9.95E-06 9.95E-06 

有楽町層粘性土層 Yc - 1.50E-07 - 1.50E-07 

東京層群第 1 礫質土層 Tog1 （5.28E-03） - - 5.28E-03 

東京層群砂質土層 Tos 2.52E-03 - - 2.52E-03 

東京層群粘性土層 Toc - 1.04E-06 - 1.04E-06 

東京層群第 2 礫質土層 Tog2 5.28E-03 - - 5.28E-03 

上総層群第 1 砂質土層 Kas1 6.02E-04 - - 6.02E-04 

上総層群粘性土層 Kac - 1.74E-06 - 1.74E-06 

 

表 8.3-18 透水係数の概略値 
（単位：cm/sec） 

         10-9  10-8   10-7   10-6  10-5  10-4  10-3  10-2  10-1  10-0  1010 10100 

透水性 
           

実質上不透水 非常に低い 低い 中位 髙い 

対応する土の種類 
粘性土 

｛C｝ 

微細砂,シルト, 

砂―シルト―粘土混合土 

｛SF｝〔S-F〕｛Ｍ｝ 

砂及び礫 

｛ＧＷ｝｛ＧＷ｝ 

｛ＧＷ｝｛ＧＷ｝ 

｛ＧＷ｝ 

清浄な礫 

｛ＧＷ｝｛ＧＷ｝ 

透水係数を直接測定

する方法 

特殊な変水位透

水試験 
変水位透水試験 

 定水位透水試験 特殊な変水位

透水試験 

 

    

透水係数を間接的に

推定する方法 
圧密試験結果から計算 なし 清浄な砂と礫は粒度と間隙比から計算 

資料：「地盤材料試験の方法と解説」（令和２年 12 月、地盤工学会） 
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(ⅱ)有効間隙率（ne） 

各土層の有効間隙率は、表 8.3-19を参考に土層の性状から判断して設定しました。 

 

表 8.3-19 有効間隙率の一般値 

土層 地層記号 
有効間隙率 ne

（％） 
設定根拠 

埋土（砂質土主体） B 30 表 8.3-20 より、砂層の 30%を設定 

埋土（粘性土主体） B 15 表 8.3-20 より、泥粘土質層の 15%を設定 

有楽町層粘性土層 Yc 15 表 8.3-20 より、泥粘土質層の 15%を設定 

東京層第 1 礫質土層 Tog1 15 表 8.3-20 より、洪積砂礫層の 15%を設定 

東京層砂質土層 Tos 20 表 8.3-20 より、洪積砂礫層の 20%を設定 

東京層粘性土層 Toc 5 表 8.3-20 より、泥層粘土層の 5%を設定 

東京層第 2 礫質土層 Tog2 15 表 8.3-20 より、洪積砂礫層の 15%を設定 

上総層群第 1 砂質土層 Kas1 15 表 8.3-20 より、細砂層の 15%を設定 

上総層群粘性土層 Kac 5 表 8.3-20 より、泥層粘土層の 5%を設定 

注１）躯体、土留め壁の有効間隙率は、極めて小さいものと想定されるため、便宜的に 0.1 と設定しました。 

 

表 8.3-20 有効間隙率の一般値 

地層 
空隙率 
（λ％） 

有効空隙率 
（λe％） 

地層 
空隙率 
（λ％） 

有効空隙率 
（λe％） 

沖積礫層 35 15 洪積砂礫層 30 15～20 

細 砂 35 15 砂 層 35～40 30 

砂丘砂層 30～35 20 ローム層 50～70 20 

泥粘土質層 45～50 15～20 泥層粘土層 50～70 5～10 

資料：「地下水ハンドブック」（平成 10 年、建設産業調査会） 

 

(ⅲ)比貯留係数（Ss） 

各土層の比貯留係数の設定に当たり「地下水工学」（平成元年３月、鹿島出版会）による

と、不圧地下水は、自由地下水面を有するため、地下水位の変化は、その地下水面の変化と

なって現れます。したがって、地下水面の上下によって、その変動領域部の間隙中の水が出

入りすることになり、これが貯留水の変化量であり有効間隙率が近似的に貯留係数と一致す

るため、比貯留係数は、有効間隙率と同じ値を設定しました。 
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 圧密沈下計算モデル 

各予測地点における圧密沈下計算モデルは図 8.3-16、図 8.3-17に示すとおりです。 

圧密沈下量は、各予測地点の土留め壁上流・下流端部、及びそれぞれ5m、10m地点において算出しました。 

 

 

図 8.3-16 予測地点 1の圧密沈下解析モデル図 

 

図 8.3-17 予測地点 2の圧密沈下解析モデル図 
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 工事の完了後 

 予測手順 

 予測手順は、「8.3 地盤 8.3.2 予測 （4）予測手法 ア.工事の施行中 （ア）予測手順」（183

ページ参照）と同様としました。 

 

 予測式 

 予測式は、「8.3 地盤 8.3.2 予測 （4）予測手法 ア.工事の施行中（イ）予測式」（184 ペー

ジ参照）と同様としました。 

 

 予測条件 

 予測条件は、「8.3 地盤 8.3.2 予測 （4）予測手法 ア.工事の施行中（ウ）予測条件」（185～

193 ページ参照）と同様としました。 
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 予測結果 

 工事の施行中 

 開削区間 

 施設の建設に伴う地盤の変形の範囲及び変形の程度 

開削区間の掘削工事等の範囲は、帯水層である東京層群の砂質土層（Tos）、第２礫質土層

（Tog2）及び上総層群の第１砂質土層（Kas1）に位置し、対象事業地及びその周辺の地下水

は、開削区間とほぼ直交に流動していると想定されるため、地下水の流動阻害による影響が考

えられますが、圧密沈下量の予測結果は、表 8.3-21 に示すとおり、0～7 ㎜と予測します。こ

れは、圧密沈下における許容最大沈下量 20 ㎜注１と比較して小さいことから、「施設の建設に

伴う地盤の変形の範囲及び変形の程度」は小さいと予測します。 
 

表 8.3-21 工事の施行中の圧密沈下量の予測結果 

（単位：mm） 

図
中 
番
号 

予測 
断面 

水位 
土留め壁 

下流端から 
10m 地点 

土留め壁 
下流端から 
5m 地点 

土留め壁 
下流端 

土留め壁 
上流端 

土留め壁 
上流端から 

5m 地点 

土留め壁 
上流端から 
10m 地点 

1 
八重洲線側 
開削区間 

高水位 1 1 1 0 0 0 

低水位 2 2 2 1 1 1 

平均水位 1 1 1 1 1 1 

2 
都心環状線側
開削区間 

高水位 6 7 7 3 3 3 

低水位 7 7 7 3 2 2 

平均水位 7 7 7 3 3 3 

注１）表中の図中番号は図 8.3-8（182 ページ参照）の図中番号と対応しています。 

 

 掘削工事等に伴う地下水の水位の変化の程度 

開削区間の掘削工事等の範囲は、帯水層である東京層群の砂質土層（Tos）、第２礫質土層（Tog2）

及び上総層群の第１砂質土層（Kas1）に位置し、対象事業地及びその周辺の地下水は、開削区間

とほぼ直交に流動していると想定されるため、地下水の流動阻害による影響が考えられますが、

地下水位の変化量の予測結果は、表 8.3-22 及び図 8.3-18～図 8.3-23 に示すとおり、-1.23～

-0.14m と予測します。地下水位の変化量は、おおむね季節変動の範囲であることから「掘削工

事等に伴う地下水の水位の変化の程度」は小さいと予測します。 
 

表 8.3-22 工事の施行中の地下水位の変化量の予測結果 

（単位：m） 

図
中 
番
号 

予測 
断面 

水位 
土留め壁 

下流端から 
10m 地点 

土留め壁 
下流端から 
5m 地点 

土留め壁 
下流端 

土留め壁 
上流端 

土留め壁 
上流端から 

5m 地点 

土留め壁 
上流端から 
10m 地点 

1 
八重洲線側 
開削区間 

高水位 -0.55 -0.56 -0.57 -0.14 -0.15 -0.16 

低水位 -1.15 -1.19 -1.23 -0.54 -0.53 -0.53 

平均水位 -0.84 -0.86 -0.87 -0.31 -0.31 -0.31 

2 
都心環状線側
開削区間 

高水位 -0.63 -0.66 -0.69 -0.32 -0.30 -0.28 

低水位 -0.71 -0.74 -0.76 -0.26 -0.25 -0.23 

平均水位 -0.68 -0.72 -0.74 -0.30 -0.28 -0.26 

注１）表中の図中番号は図 8.3-8（182 ページ参照）の図中番号と対応しています。 

 
 
             
注１）「地盤沈下とその対策」（監修 環境庁水質保全局企画課）  
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図 8.3-18 予測地点 1：工事の施行中の地下水位の変化量（高水位）  

 
図 8.3-19 予測地点 1：工事の施行中の地下水位の変化量（低水位） 

 
図 8.3-20 予測地点 1：工事の施行中の地下水位の変化量（平均水位） 
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図 8.3-21 予測地点 2：工事の施行中の地下水位の変化量（高水位） 

 
図 8.3-22 予測地点 2：工事の施行中の地下水位の変化量（低水位） 

 
図 8.3-23 予測地点 2：工事の施行中の地下水位の変化量（平均水位） 
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 シールド区間 

 施設の建設に伴う地盤の変形の範囲及び変形の程度 

計画道路の推定地質縦断図は図 8.3-3（167 ページ参照）に、地下水位の等高線図は図 8.3-6

（172～174 ページ参照）及び図 8.3-7（175～177 ページ参照）に示すとおりです。 

シールド区間の掘削工事等の範囲は、帯水層である東京層群の砂質土層（Tos）、第２礫質土

層（Tog2）及び上総層群の第１砂質土層（Kas1）の一部に位置していますが、大部分は、難透

水層である粘性土層（Kac）に位置しています。 

また、対象事業地及びその周辺の地下水は、シールド区間とほぼ平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、地下水の水位に与える影響は小さいため、

地下水位の変化による地盤への影響は小さいと予測します。 

なお、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す。

シールド区間の工事の施行においては、掘削に伴う土砂排出量の管理や、掘削回転量の調整、

掘削面からの地下水湧出などに十分留意しながら工事を行います。また、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います。�

そのため、シールドトンネル工事による地盤の変形に与える影響は小さいと考えられ、「施

設の建設に伴う地盤の変形の範囲及び変形の程度」は小さいと予測します。�

 

 掘削工事等に伴う地下水の水位の変化の程度 

計画道路の推定地質縦断図は図 8.3-3（167 ページ参照）に、地下水位の等高線図は図 8.3-6

（172～174 ページ参照）及び図 8.3-7（175～177 ページ参照）に示すとおりです。シールド

区間の掘削工事等の範囲は、帯水層である東京層群の砂質土層（Tos）、第２礫質土層（Tog2）

及び上総層群の第１砂質土層（Kas1）の一部に位置していますが、大部分は、難透水層である

粘性土層（Kac）に位置しています。 

また、対象事業地及びその周辺の地下水は、シールド区間とほぼ平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、地下水の水位に与える影響は小さい

ため、地下水位の変化による地盤への影響は小さいと予測します。 

なお、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す。

シールド区間の工事の施行においては、掘削に伴う土砂排出量の管理や、掘削回転量の調整、

掘削面からの地下水湧出などに十分留意しながら工事を行います。また、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います。 

そのため、シールドトンネル工事による地下水の水位に与える影響は小さいと考えられ、

「掘削工事等に伴う地下水の水位の変化の程度」は小さいと予測します。 
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 工事の完了後 

 開削区間 

 施設の存在に伴う地盤の変形の範囲及び変形の程度 

開削区間の掘削工事等の範囲は、帯水層である東京層群の砂質土層（Tos）、第２礫質土層

（Tog2）及び上総層群の第１砂質土層（Kas1）に位置し、対象事業地及びその周辺の地下水

は、開削区間とほぼ直交に流動していると想定されるため、地下水の流動阻害による影響が考

えられますが、圧密沈下量の予測結果は、表 8.3-23 に示すとおり、0～2 ㎜と予測します。こ

れは、圧密沈下における許容最大沈下量 20 ㎜注１と比較して小さいことから、「施設の存在に伴

う地盤の変形の範囲及び変形の程度」は小さいと予測します。 

 

表 8.3-23 工事の完了後の圧密沈下量の予測結果 

（単位：mm）  

図
中 
番
号 

予測 
断面 

水位 
土留め壁 

下流端から 
10m 地点 

土留め壁 
下流端から 
5m 地点 

土留め
壁 

下流端 

土留め
壁 

上流端 

土留め壁 
上流端から 

5m 地点 

土留め壁 
上流端から 
10m 地点 

1 
八重洲線側 
開削区間 

高水位 0 0 0 0 0 0 

低水位 0 0 0 0 0 0 

平均水位 0 0 0 0 0 0 

2 
都心環状線側
開削区間 

高水位 1 1 1 0 0 0 

低水位 2 2 2 0 0 0 

平均水位 2 2 2 0 0 0 

注１）表中の図中番号は図 8.3-8（182 ページ参照）の図中番号と対応しています。 

 

 地下構造物の存在に伴う地下水の水位の変化の程度 

開削区間の掘削工事等の範囲は、帯水層である東京層群の砂質土層（Tos）、第２礫質土層（Tog2）

及び上総層群の第１砂質土層（Kas1）に位置し、対象事業地及びその周辺の地下水は、開削区間

とほぼ直交に流動していると想定されるため、地下水の流動阻害による影響が考えられますが、

地下水位の変化量の予測結果は、表 8.3-24 及び図 8.3-24～図 8.3-29 に示すとおり、-0.29～

+0.27m と予測します。地下水位の変化量は、おおむね季節変動の範囲であることから「地下構

造物の存在に伴う地下水の水位の変化の程度」は小さいと予測します。 

 

表 8.3-24 工事の完了後の地下水位の変化量の予測結果 

（単位：m）  

図
中 
番
号 

予測 
断面 

水位 
土留め壁 

下流端から 
10m 地点 

土留め壁 
下流端から 
5m 地点 

土留め
壁 

下流端 

土留め
壁 

上流端 

土留め壁 
上流端から 

5m 地点 

土留め壁 
上流端から 
10m 地点 

1 
八重洲線側 
開削区間 

高水位 -0.18 -0.19 -0.19 +0.19 +0.19 +0.18 

低水位 -0.28 -0.28 -0.29 +0.24 +0.27 +0.26 

平均水位 -0.24 -0.24 -0.25 +0.24 +0.24 +0.23 

2 
都心環状線側
開削区間 

高水位 -0.14 -0.14 -0.14 +0.13 +0.13 +0.12 

低水位 -0.21 -0.22 -0.22 +0.20 +0.20 +0.20 

平均水位 -0.17 -0.18 -0.18 +0.17 +0.17 +0.16 

注１）表中の図中番号は図 8.3-8（182 ページ参照）の図中番号と対応しています。 

 

             

注１）「地盤沈下とその対策」（監修 環境庁水質保全局企画課）  
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図 8.3-24 予測地点 1：工事の完了後の地下水位の変化量（高水位） 

 
図 8.3-25 予測地点 1：工事の完了後の地下水位の変化量（低水位） 

 
図 8.3-26 予測地点 1：工事の完了後の地下水位の変化量（平均水位） 
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図 8.3-27 予測地点 2：工事の完了後の地下水位の変化量（高水位） 

 

 
図 8.3-28 予測地点 2：工事の完了後の地下水位の変化量（低水位） 

 

 
図 8.3-29 予測地点 2：工事の完了後の地下水位の変化量（平均水位） 
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 シールド区間 

 施設の存在に伴う地盤の変形の範囲及び変形の程度 

計画道路の推定地質縦断図は図 8.3-3（167 ページ参照）に、地下水位の等高線図は図 8.3-6

（172～174 ページ参照）及び図 8.3-7（175～177 ページ参照）に示すとおりです。 

シールド区間の掘削工事等の範囲は、帯水層である東京層群の砂質土層（Tos）、第２礫質土

層（Tog2）及び上総層群の第１砂質土層（Kas1）の一部に位置していますが、大部分は、難透

水層である上総層群の粘性土層（Kac）に位置しています。また、対象事業地及びその周辺の地

下水は、シールド区間とほぼ平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、地下水の水位に与える影響は小さいため、地下水位の変化による地盤への影響

は小さいと予測します。 

工事の完了後、シールド区間は、遮水性の高い構造物とすることで、対象事業地内への地下

水湧出を抑止することにより、地下水の水位に与える影響は小さくなると考えられ、「施設の

存在に伴う地盤の変形の範囲及び変形の程度」は小さいと予測します。 
 

 地下構造物の存在に伴う地下水の水位の変化の程度 

計画道路の推定地質縦断図は図 8.3-3（167 ページ参照）に、地下水位の等高線図は図 8.3-6

（172～174 ページ参照）及び図 8.3-7（175～177 ページ参照）に示すとおりです。 

シールド区間の掘削工事等の範囲は、帯水層である東京層群の砂質土層（Tos）、第２礫質土

層（Tog2）及び上総層群の第１砂質土層（Kas1）の一部に位置していますが、大部分は、難透

水層である上総層群の粘性土層（Kac）に位置しています。また、対象事業地及びその周辺の地

下水は、シールド区間とほぼ平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、地下水位に与える影響は小さいと予測します。 

工事の完了後、シールド区間は、遮水性の高い構造物とすることで、対象事業地内への地下

水湧出を抑止することにより、地下水の水位に与える影響は小さくなると考えられ、「地下構

造物の存在に伴う地下水の水位の変化の程度」は小さいと予測します。 
 

 

 工事の施行中 

【予測に反映した措置】 

・シールド区間の工事の施行中は、掘削に伴う土砂排出量の管理や、掘削回転量の調整、掘

削面からの地下水湧出などに十分留意しながら工事を行います。 

・シールド区間の工事の施行中は、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います。 

・開削区間の工事の施行においては、掘削側面に対し、遮水性の高い土留壁の採用により、

地盤の安定性向上及び地下水湧出の防止対策を実施します。 
 

【予測に反映しなかった措置】 

・開削区間の工事の施行においては、掘削側面に対し、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します。 

・開削区間の工事の施行においては、地下水の水位のモニタリングを行い、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います。 
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 工事の完了後 

【予測に反映した措置】 

・開削区間及び擁壁は、遮水性の高いコンクリート等により構築することで、対象事業地内

への地下水湧出を抑止します。 

・シールド区間は、遮水性の高い構造物とすることで、対象事業地内への地下水湧出を抑止

します。 

 

 

 評価の指標 

評価の指標は、「地盤沈下又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」

としました。 

 

 評価結果 

 工事の施行中 

 施設の建設に伴う地盤の変形の範囲及び変形の程度 

開削区間の掘削工事等の範囲は、帯水層である東京層群の砂質土層（Tos）、第２礫質土層

（Tog2）及び上総層群の第１砂質土層（Kas1）に位置し、対象事業地及びその周辺の地下水は、

開削区間とほぼ直交に流動していると想定されるため、地下水の流動阻害による影響が考えら

れますが、圧密沈下量の予測結果は、表 8.3-21 に示すとおり、0～7 ㎜と予測します。これは、

圧密沈下における許容最大沈下量 20 ㎜注１と比較して小さいことから、「施設の建設に伴う地

盤の変形の範囲及び変形の程度」は小さいと予測します。 

シールド区間の掘削工事等の範囲は、帯水層である東京層群の砂質土層（Tos）、第２礫質土

層（Tog2）及び上総層群の第１砂質土層（Kas1）の一部に位置していますが、大部分は、難透

水層である粘性土層（Kac）に位置しています。 

また、対象事業地及びその周辺の地下水は、シールド区間とほぼ平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、地下水の水位に与える影響は小さいため、

地下水位の変化による地盤への影響は小さいと予測します。 

なお、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す。

シールド区間の工事の施行においては、掘削に伴う土砂排出量の管理や、掘削回転量の調整、

掘削面からの地下水湧出などに十分留意しながら工事を行います。また、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います。�

そのため、シールドトンネル工事による地盤の変形に与える影響は小さいと考えられ、

「施設の建設に伴う地盤の変形の範囲及び変形の程度」は小さいと予測します。 

さらに、環境保全のための措置として、開削トンネル工事においては、掘削側面に対し、

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します。 

以上のことから、評価の指標とした「地盤沈下又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」を満足します。 
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 掘削工事等に伴う地下水の水位の変化の程度 

開削区間の掘削工事等の範囲は、帯水層である東京層群の砂質土層（Tos）、第２礫質土層

（Tog2）及び上総層群の第１砂質土層（Kas1）に位置し、対象事業地及びその周辺の地下水

は、開削区間とほぼ直交に流動していると想定されるため、地下水の流動阻害による影響が

考えられますが、地下水位の変化量の予測結果は、表 8.3-22 及び図 8.3-18～図 8.3-23 に

示すとおり、-1.23～-0.14m と予測します。地下水位の変化量は、おおむね季節変動の範囲で

あることから「掘削工事等に伴う地下水の水位の変化の程度」は小さいと予測します。 

シールド区間の掘削工事等の範囲は、帯水層である東京層群の砂質土層（Tos）、第２礫質土

層（Tog2）及び上総層群の第１砂質土層（Kas1）の一部に位置していますが、大部分は、難透

水層である粘性土層（Kac）に位置しています。 

また、対象事業地及びその周辺の地下水は、シールド区間とほぼ平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、地下水の水位に与える影響は小さい

ため、地下水位の変化による地盤への影響は小さいと予測します。 

なお、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す。

シールド区間の工事の施行においては、掘削に伴う土砂排出量の管理や、掘削回転量の調整、

掘削面からの地下水湧出などに十分留意しながら工事を行います。また、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います。 

そのため、シールドトンネル工事による地下水の水位に与える影響は小さいと考えられ、

「掘削工事等に伴う地下水の水位の変化の程度」は小さいと予測します。 

さらに、環境保全のための措置として、開削トンネル工事においては、掘削側面に対し、

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します。 

以上のことから、評価の指標とした「地盤沈下又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」を満足します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

注１）「地盤沈下とその対策」（監修 環境庁水質保全局企画課）  
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 工事の完了後 

 施設の存在に伴う地盤の変形の範囲及び変形の程度 

開削区間の掘削工事等の範囲は、帯水層である東京層群の砂質土層（Tos）、第２礫質土層

（Tog2）及び上総層群の第１砂質土層（Kas1）に位置し、対象事業地及びその周辺の地下水

は、開削区間とほぼ直交に流動していると想定されるため、地下水の流動阻害による影響が

考えられますが、圧密沈下量の予測結果は、表 8.3-23 に示すとおり、0～2㎜と予測しま

す。これは、圧密沈下における許容最大沈下量 20 ㎜注１と比較して小さいことから、「施設の

存在に伴う地盤の変形の範囲及び変形の程度」は小さいと予測します。 

シールド区間の掘削工事等の範囲は、帯水層である東京層群の砂質土層（Tos）、第２礫質

土層（Tog2）及び上総層群の第１砂質土層（Kas1）の一部に位置していますが、大部分は、

難透水層である上総層群の粘性土層（Kac）に位置しています。また、対象事業地及びその周

辺の地下水は、シールド区間とほぼ平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、地下水の水位に与える影響は小さく、地下水位の変化による地盤へ

の影響は小さいと予測します。工事の完了後、シールド区間は、遮水性の高い構造物とする

ことで、対象事業地内への地下水湧出を抑止することにより、地下水の水位に与える影響は

小さくなると考えられ、「施設の存在に伴う地盤の変形の範囲及び変形の程度」は小さいと予

測します。 

以上のことから、評価の指標とした「地盤沈下又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」を満足します。 
 

 地下構造物の存在に伴う地下水の水位の変化の程度 

開削区間の掘削工事等の範囲は、帯水層である東京層群の砂質土層（Tos）、第２礫質土層

（Tog2）及び上総層群の第１砂質土層（Kas1）に位置し、対象事業地及びその周辺の地下水

は、開削区間とほぼ直交に流動していると想定されるため、地下水の流動阻害による影響が

考えられますが、地下水位の変化量の予測結果は、表 8.3-24 及び図 8.3-24～図 8.3-29 に

示すとおり、-0.29～+0.27 と予測します。地下水位の変化量は、おおむね季節変動の範囲で

あることから「地下構造物の存在に伴う地下水の水位の変化の程度」は小さいと予測しま

す。 

シールド区間の掘削工事等の範囲は、帯水層である東京層群の砂質土層（Tos）、第２礫質

土層（Tog2）及び上総層群の第１砂質土層（Kas1）の一部に位置していますが、大部分は、

難透水層である上総層群の粘性土層（Kac）に位置しています。また、対象事業地及びその周

辺の地下水は、シールド区間とほぼ平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、地下水位に与える影響は小さいと予測します。 

工事の完了後、シールド区間は、遮水性の高い構造物とすることで、対象事業地内への地

下水湧出を抑止することにより、地下水の水位に与える影響は小さくなると考えられ、「地下

構造物の存在に伴う地下水の水位の変化の程度」は小さいと予測します。 

以上のことから、評価の指標とした「地盤沈下又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」を満足します。 

 

 

 

             

注１）「地盤沈下とその対策」（監修 環境庁水質保全局企画課） 




