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国際コンテナ戦略港湾である東京港は多数の貨物が取り扱われており，コンテナ物流の幹線
道路である第二航路海底トンネルの交通混雑が頻発している．また，新たな国際海上コンテナ
ターミナルの整備により更なる周辺交通量の増大が予想されることから，安定的な物流を確保
するため，中央防波堤地区と有明地区を結ぶ延長約2.5キロメートルの臨港道路南北線が計画さ
れた．沈埋トンネル工法が採用され，東京2020大会までの開通を目指し現在工事を実施してい
る．本論文では陸上トンネルと沈埋函の接続部であるニューマチックケーソンの沈設における
施工管理について述べる．
キーワード 臨港道路，ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ，施工管理

ぼす．限られた期間の中で，高い精度を保ちながら施工
を行うため，ニューマチックケーソン構築の際に行った
工夫を以下に述べる．

1. はじめに
東京港臨港道路南北線事業は，鋼殻とコンクリートで
製作した沈埋函を海底に沈設して繋げる沈埋トンネル工
法を採用しており，2016年から施工を行っている．沈埋
トンネル工法とはまず造船ドックにて鋼板を用い、沈埋
函の骨組みとなる鋼殻を製作する．その後鋼殻内にコン
クリートを充填することで一体化させ，トンネル築造場
所に沈設させる工法である．同規模の沈埋トンネルであ
れば通常8年から10年程度かけて整備されているが，
2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピック
（以降東京2020大会）の馬術やボート・カヌー競技の会
場に中央防波堤地区が選定され，現状の道路網では物流
関係車両とオリパラ輸送車両の輻輳により安定した物流
機能が確保できないことから，本事業を約4年で完成さ
せる計画である（図-1及び図-2）．
そこで，工程を短縮させるために，沈埋トンネルと陸
上トンネルとの接続部である立坑の構築にはニューマチ
ックケーソン工法を採用した．通常の開削工法による構
築と比較すると，躯体の構築と掘削を並行して行うこと
ができる点及び地上部で躯体を構築することができる点
が工程上有利となるため，14～20ヶ月程度の工期短縮効
果が見込まれる．
沈埋トンネルの起点と終点であるニューマチックケー
ソンは，回転や傾斜が生じると沈埋函の接続に影響を及

図-1 東京港臨港道路南北線整備位置
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図-2 南北線平面・縦断イメージ図

2. ニューマチックケーソン工法の概要
ニューマチックケーソン工法のうち，ニューマチック
（Pneumatic）が圧縮された空気，ケーソン（Caisson）
が潜函という意味であり，コップを逆さまにし水中に押
し込むように，空気の圧力によって水の進入を防ぐ原理
を応用した施工法である．地上で鉄筋コンクリートのケ
ーソンを築造し，ケーソン下部内側に設けた掘削作業室
へ地下水圧に相当する圧縮空気を送り込み地下水の進入
を防ぎながら，掘削・排土を行い構造物を所定の位置ま
で沈設し，本体構造物として設置する．
躯体であるケーソンについては剛性が高く、鉛直方向
に対して高い支持機能を有しており、土質条件に縛られ
ることなく施工が可能である．また，施工箇所が海に隣
接しており，それに伴い大量の湧水が想定されるが，本
工法は掘削作業室内に圧縮空気を用いて地下水の侵入を
防ぎ，ドライな状態での掘削が可能である点も特長とし
てあげられる．
本事業のニューマチックケーソンの沈下関係は，次の
式(a)(b)のように表され，沈下力が沈下抵抗力より大き
くなることが沈下の条件となる．また，これらの力の関
係を図-3に示す．刃先の抵抗力となる刃口部は堀残しの
土砂が躯体を支えており，堀残し土砂を掘削することに
より刃先の抵抗力を調整し，沈下を進めていく．

W＝Wc

Wr = U + F + Q

図-3 ニューマチックケーソンに働く力の関係

ここに，
W：沈下力
Wr：沈下抵抗力
Wc：ケーソン躯体重量及び艤装重量
U：作業気圧による揚圧力
F：周面摩擦力
Q：刃口下及び堀残し部の地盤反力

(a)

(b)
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厳しい出来形管理基準を満足するため，ニューマチッ
クケーソンの刃口内部及び掘削作業室内に反力計，傾斜
計，圧力計の設置を行い，ケーソン姿勢情報，地中偏位，
函内気圧をリアルタイムに監視室モニタに表示しニュー
マチックケーソン沈下掘削を管理した（写真-1）．ニュ
ーマチックケーソン沈下掘削の計測結果及び状況につい
ては週に3回以上の頻度で当局で確認し不測の事態に備
え，確実な据付精度の確保を行った．
ニューマチックケーソンの姿勢制御においては，躯体
側面が十分に固定されていない状態である初期沈下が重
要となってくる．掘削が進むにつれて側面の拘束力が増
加するため，初期沈下時に回転・偏位が生じると後から
修正するのが難しくなる．そのため，油圧ジャッキ付き
のガイドローラーをニューマチックケーソン外周の縁切
り鋼矢板の4隅に設置し，初期沈下時の据付精度を確保
した（写真-2）．
ニューマチックケーソンの躯体構築においては，約
15,000m3のコンクリートを打設する．現場コンクリート
の施工管理方法についてはICTの一環として，生コンク
リートの工場練り混ぜから打設完了までの情報をインタ
ーネットで一元管理した．従来の紙媒体の管理と比べる
と情報を電子化しインターネット上のサーバに集約する
ため，リアルタイムに閲覧し現場管理に活用することが
できる．コンクリート製造から受け入れ，打設に至る経
過をパソコン及びタブレットを使用して共有することに
より，より確実な品質の確保を行った．

3．ニューマチックケーソン沈設の施工管理
本事業のニューマチックケーソンは長さ約35m,幅約
34m，高さ約30mの躯体であり，地表面から約20m下が道
路部となる．1日あたり約0.3mのペースで沈下掘削を行
い，約4ヶ月かけてニューマチックケーソンを所定の位
置まで沈設した．施工を行う上で重要となる品質・出来
形及び圧力について，どのように施工管理を行ったかを
以下に記す．
(1)品質・出来形の管理
沈埋トンネルの起点と終点である立坑部は，回転や偏
位が生じると沈埋函の接続に影響を及ぼすため，出来形
基準値を極限まで小さくした設計値を用いた．土木標準
仕様書では，ニューマチックケーソンの偏位は300mm以
内に収めるよう定められているが，本事業では沈埋トン
ネルを支障なく沈設・開通させるため100mm以内と定め
た．また，土木標準仕様書には規定のない傾斜について
は1/100以内に，回転についても1°以内にそれぞれ抑え
るよう出来形の管理を行った．

(2)圧力の管理
ニューマチックケーソン工法は地下水の侵入を防ぐ際
に圧縮空気を用いるため，掘削作業室内で作業を行う際
に作業員が高気圧下に晒されることとなる．躯体が深く
沈下するほど，より高い気圧をかける必要があるため，
減圧症や酸素中毒，窒素酔いといった高気圧作業特有の
症状が発症する危険性が高くなる1)（図-4）．
写真-1 監視室状況

写真-2 ガイドローラー設置状況

図-4 作業気圧と減圧症発症率の関係
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写真-3 魚眼カメラ設置状況

写真-5 ケーソンスキャナ設置状況

写真-4 HMD による遠隔操作支援システム

図-5 ケーソンスキャナ測量データ

作業気圧が比較的低い0.18MPaまでは減圧症発症率は
高くないが，0.18Mpaを超えると急激に発症率が高くな
る．なお，0.18Mpaとは地表面から約20mの掘削作業室内
の気圧と同程度である．さらに，高気圧下においては作
業時間に制限があり，掘削深度が深くなるにつれて作業
空間への入退出時の加圧・減圧管理に必要な時間が増え
るため，作業効率は著しく落ちてくる．
安全面及び作業効率低下に伴う施工歩掛りを考慮し，
高気圧下での作業は遠隔操作による無人掘削を採用した．
これは掘削機に取り付けられたカメラ映像を通して掘削
機を遠隔操作するもので，躯体の傾斜及び沈下情報・作
業室内気圧・刃口反力を管理しながら作業を行う．無人
掘削の施工により高気圧化での作業安全性の向上と掘削
作業の効率化を図り，作業員の負担を軽減した．
また，無人掘削における天井走行掘削機の遠隔操作は，
掘削機に取り付けたカメラ映像を見てオペレーターが操
作を行うが，オペレーターはカメラ映像による二次元情
報をもとに掘削機を操作するため，奥行きや距離感が把
握しにくく有人掘削に比べると作業効率が低下していた．
そこで，HMD(ヘッドマウントディスプレイ)を用いるこ
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とにより，立体的で臨場感があり，実際に作業室内の掘
削機のシートに搭乗している感覚で操作を行うことがで
きた(写真-3,写真-4)．
さらに，沈下掘削の範囲と手順を決定する際には土砂
の掘り残し状況を把握する必要があるが，高気圧化での
測量作業の効率化と安全で正確な施工管理を行うため，
掘り残し土量を遠隔操作によって測量する計測システム
を使用した．これは天井走行掘削機に搭載したレーザー
センサを用いて，ケーソン刃口周りの掘削形状計測を実
施するものである(写真-5，図-5)．測量データを可視化
することで操作員が掘り残し土量を詳細に把握可能とな
るため，より正確な施工管理を行えた．また，遠隔操作
で測量作業を行うため，作業員の健康障害要因を抑制す
ることができた．

4．施工中に発生した事象
(1)ニューマチックケーソン偏位の増大
中央防波堤側のニューマチックケーソンは，初期沈下

時から徐々に海側の方へ偏位が発生し，地表面から約6m
掘削した段階で約90mm偏位が生じた．これは，ニューマ
チックケーソンの海側と陸側とで土圧差が生じていたた
め発生したものであり，当初から多少の偏位が生じる可
能性があることが予測されていた．ニューマチックケー
ソンは掘削深度が深くなるにつれて側面が拘束され，後
から偏位を修正することが難しくなるため，深度が浅い
状態での対応が必要となった．
上記事象に対する対応策として，偏位の修正及び土圧
の均一化を図った．偏位の修正について，陸側の刃口堀
残しを大型土嚢で抑えた状態で掘削を行い，沈下が発生
した段階で固定を解除することによってニューマチック
ケーソンの偏位の修正を行った．また，海側と陸側の土
圧差を均一にすべく，将来陸上トンネルとなる場所の掘
削を行い，ニューマチックケーソンにかかる土圧を均一
にした（図-6）．これら二つの対応策を行い，偏位を修
正した後も引き続き経過を確認しながら掘削を行ったが，
偏位が大きく変化することなく沈設を完了できた．

(2)ニューマチックケーソン高さの制限
10号地側のニューマチックケーソン付近には海上保安
庁が所管する地上約30mの無線方位信号所が存在してい
る．信号所は周辺船舶の航行管理を行っているため，ニ
ューマチックケーソン及び作業機材の高さに制限がかか
る(写真-7)．そのため，ケーソン設備の能力及びレイア
ウトを変更し，電波経路を阻害しない範囲に排土キャリ
ア・マテリアルロック・揚重機を配置した(図-7，表-1)．

10 号地信号所

①

写真-7 信号所による高さ制限

②

図-7 艤装設備配置平面図
表-1 艤装設備配置数量

③

図-6 ニューマチックケーソン偏位修正
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当初設計

変更

排土キャリア

4基

3基

マテリアルロック

4基

3基

天井走行式掘削機

0.15m3級
×8台

0.3m3級
×8台

揚重機

2台

3台

配置変更に伴う排土キャリア数量減による掘削能力の
低下を抑えるために，掘削機の能力を増加した．これに
表-2 ニューマチックケーソン沈設結果
より，作業室内の土砂を運び出すバケットへの土砂積み
許容値
10号地
中央防波堤
込み時間を短縮することで，全体の掘削能力を維持した．
また，ニューマチックケーソン施工中の電波経路の遮断
偏位（mm）
100
80
26
を防ぐため，レーザーバリアや監視カメラを設置し，ク
回転（°）
3
0.049
0.03
レーンなど大型重機の使用時に電波障害が起きないよう
24時間体制で監視を行った．
傾斜

南北方向

5. 考察および今後の課題

東西方向

接続部となるニューマチックケーソンについては，適
切な管理を行い出来形管理基準を満足して沈設を完了し
た（表-2）．ニューマチックケーソンは沈埋函沈設後も，
函内で設備工及び内部構築工を施工する際の資材搬入口
となるため，輻輳する函内工事において重要な役割を果
たすこととなる．ニューマチックケーソン沈設完了後も
定期的に計測を行い，陸上トンネルの掘削及び沈埋函沈
設に伴うニューマチックケーソン前後の掘削といった外
的要因による傾斜を防ぐ必要がある．
また，今後トンネルを開通させるために重要となるのは
沈埋函の沈設精度である．沈埋函の沈設は今年度から開
始するが，現地条件を考慮し，施工誤差を小さくするよ
うに沈設する必要がある．
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6．おわりに
本事業は東京2020大会までの開通を目指し，従来の沈
埋トンネル工法よりも短期間で施工を行っている．その
中でも安全と品質の確保を第一とし，引き続き無事故・
無災害を目標に現場の監督業務を行っていく．
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