
図-1 東尾久浄化センター全体平面図 

図-2 西日暮里系主ポンプ棟構造図 
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1. はじめに 

東京都荒川区に位置する「東尾久浄化セ

ンター」は、隅田川の水質浄化及び東京湾

の富栄養化防止対策の一環として、三河島

処理区の一部汚水(最大 20 万m3/日)の処理

及び三河島処理区の一部雨水を吸揚するた

め計画した施設である。西日暮里系及び尾

久系の両主ポンプ棟が完成すれば、排水面

積約 610ha、晴天時時間最大汚水量 3.29m3/s、

雨天時時間最大汚水量 8.7m3/s、雨水量

60m3/sの処理が可能となる。 

当施設の中核となる両主ポンプ棟(尾久

系、西日暮里系)のうち、平成 17 年度から

西日暮里系主ポンプ棟(図-1)建設を進めて

おり、完成までに新たな幹線をあわせて整

備することで、浸水被害に対する安全度の

向上を図ることとしている。 

本稿では、世界最大のニューマチックケ

ーソン工法で沈設が完了した西日暮里系主

ポンプ棟工事について紹介する(図-2)。こ

の躯体の平面積は 4,837m2となり、これまで

ニューマチックケーソン工法の施工規模と

しては世界最大であった、レインボーブリ

ッジのアンカレイジ基礎 3,157 m2の約 1.5

倍の面積を有している。 

 

2. 施工概要 

工事名称 東尾久浄化センター主ポンプ

棟建設工事 

工事場所 東京都荒川区東尾久七丁目２

番地 

土工 212,000 m3 

地盤改良工 改良体積 72,082m3 

躯体平面積 4,837m2(62.1m×77.9m) 

最終深度 TP-41.2m 

施工方法 ニューマチックケーソン工法 
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図-3 吊桁構造断面図 

図-4 吊桁構造平面図 

3. 施工上の留意点 

3.1 吊桁構造 

 本ケーソンの底版は、完成すれば直接

基礎となるが、沈設施工中は広い圧気作

業室を柱なしで支える天井としての機能

を有する。ケーソンの平面積が大きくな

るに従い、この天井もより大きなスパン

に耐えられる剛性を有している必要があ

る。 

平面積の小さなケーソンは沈設中に発

生するねじれや曲げに対して底版スラブ 1枚

の剛性で抵抗するが、面積が大きな場合には底

版を格子状に補強したボックス構造が採用さ

れ、本ケーソンにおいても、62.1m×77.9m と

大規模な底盤スラブの剛性を確保するため、底

版上部(躯体内部の地下 6階から地下 4階スラ

ブ、高さ 15.9m)に格子状に補強仮壁を配置し、

この補強仮壁と底版が一体化した逆Ｔ形状を

有する吊桁が連続する構造とした(図-3、4：図

中の斜線部が補強仮壁)。これにより 80枚の四

辺固定スラブ (最大で 9.0m×9.0m)に分割し

た構造となり、沈設中のケーソン躯体の剛性を

確保した。 

この構造は 2次元の平面格子解析では設計

上のメリットは現れないが、3次元シェル解析

においてはボックス上面の効果は大きなもの

になる。 

また構造設計を行う上での条件として、ケーソンの刃口が地盤から受ける支持反力を設定する必要が

あるが、この支持反力は外周 4辺で必ずしも一定ではなく、過去の沈下実績からケーソンの短辺・長辺

の反力バランスは 1:3～3:1 の範囲で変化することが分かっている。本ケーソンにおいてもこの比率で

構造設計がなされたことで吊桁は全通り芯に格子状に配置された。 

ケーソン躯体の沈設は、この吊桁構造部の構築が全て完了してから開始し、ケーソンが設計深度に着

底するまで躯体の剛性を確保することができた。 なお、この補強仮壁は、ケーソンの沈設が完了し中

埋めコンクリートを打設した後に切断･撤去した。 

 

3.2 刃口鋼板・スラブ鋼板 

 ケーソンの刃口部及び底版スラブは、沈設中に発生する大きな変形に耐えられるだけの剛性を必要と

なり、一般に高密度配筋となる部位である。特に刃口部は内空が小さいためにこの傾向が著しい。そこ

で、本ケーソンでは表面に鋼板を用いて一体化した構造物とすることで剛性を確保し、かつ鉄筋量を低

減させ過密配筋を防ぐことができた。 

さらに、鉄板の厚みは 6mm～9mm が一般的だが、本ケーソンでは刃口部に 16mm、底版スラブ部に 12mm

をそれぞれ採用することにより、鉄筋の低減効果を高めた。 
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図-5 一般的な刃口形状 

図-6 特殊刃口形状(二段刃口形状) 

図-7 沈下掘削開始時 

また底版スラブの厚さは 3mあり、マスコン

クリートのひび割れを避けることは困難であ

るが、万一ひび割れが発生すると沈設中の漏気

の原因となるばかりでなく、構造物としての耐

久性を低下させる要因となる。今回の鋼板で覆

った構造は、これらの対策にも非常に有効なも

のとなった。 

 

3.3 特殊刃口形状 

一般的なケーソンの施工において、万一、躯

体が急な傾斜を起こした場合の漏気対策とし

て、刃口先端よりも 20cm 程度高く水位を設定

し、さらにブロー回収装置を設けるなど二重の

安全対策が行われている(図-5)。  

本工事の現場周辺においても、大学やビルな

どが隣接しているだけでなく、近隣で井戸を使

用している民家も多く存在していた。そこで、

万一、作業室内の圧力を上げすぎて刃先からの

漏気が発生すると、周囲に多大な悪影響を及ぼ

すことが懸念された。しかし、本工事において

は、3.2 で記した通り刃口部を鋼板で覆ってい

るため、ブロー回収装置のような開口部を設置

することが不可能である。この制約のなかで確

実な漏気対策を行うため、刃口高を一般的なケ

ーソンの 2.3m よりも 20cm 大きい 2.5m とし、

これにより刃口先端が常に 40cm 地中に先行し

ている状態とし、刃先からの漏気防止対策とし

た(図-6）。 

さらに、躯体外周に 4箇所の漏気観測用井戸

を設置し、万一漏気が発生した際には、現場周

辺の地下施設への入場を一時制限して函内圧

の低減などの漏気対策を実施する計画とした。 

このような対策により、沈設完了までは一切

の漏気は認められなかった。 

 

3.4 初期沈設時の姿勢制御 

 沈設開始前のケーソンは躯体の全重量を砂

セントルが直接基礎として支持しているが、こ

の状態から掘削が始まると重量を支持する面

積が徐々に減少し、刃口付近の地盤はそれまで

以上の荷重がかかるとともに、底版には大きな

剛性が必要となる。その後沈設が進むと地下水
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図-8 地盤改良概念図 

の浮力の影響を受け見かけの上躯体は軽くなり、軟

弱な地盤でも支持できるようになり、最終的には荷

重水を増さないと浮力以上の沈下力が発生しない。 

3.1 で述べたとおり、本ケーソンにおいては吊桁

構造を採用したことで、沈下掘削開始時(1 ロット～

4ロットまでの構築完了)(図-7)のコンクリート量

が 43,000m3を超え、躯体重量は 10万t以上にもなっ

た。これは一般的なケーソンの沈下開始時の重量に

比べて非常に大きなものとなり、N値 1～4程度の軟

弱地盤では、沈下掘削の初期段階で地盤の支持力が

不足していた。 

そこで、このような軟弱地盤上に設置された重量

構造物の安定を図るため、ケーソンの躯体構築に先

立ち地盤改良を施工し、その支持力を確保した。地

盤改良は、図-8に示すように刃口付近に残された地

盤面からケーソンの自重による円弧滑りを想定し、

安全率が確保できるように設定した(サンドコンパ

クション工法による置換率 29％で N値≧8相当）。 

 また、沈設開始前までは底版および刃口部の全面積で躯体重量を支持しているが、初期の掘削が進む

につれて重量を支持する面積が減少する。これが軟弱な地盤であれば、初期の掘削時に急激に支持力を

失って躯体が傾斜するリスクが高くなる。そこで、軟弱な地盤に対して刃口部で支持する地盤の面積を

確保するため、幅 300mmの水平部を有する二段刃口形状(図-6)とすることで、設置面積を増加させるこ

とにより、過沈下対策とした。 

 

3.5 沈下掘削中の姿勢制御 

 一般に、地盤が軟弱な場合には、沈下掘

削中の過沈下を防止するために刃口周辺の

土を残し、躯体重量を支持する地盤の面積

を増やすことで対応する。掘削面積が大き

なケーソンでは、同じ開口率であっても通

常のケーソンに比べて掘削できる面積も大

きく作業しやすいため、この方法は今回の

ケーソンの姿勢制御に特に有効であった。 

 開口率は、リアルタイムに計測される刃

口反力計とスラブ反力計の値を監視しなが

らその掘り残し位置と範囲を定め、ケーソ

ンが傾斜及び過沈下しないよう管理した。 

本工事における地盤種類と開口率の関係

を図-9 に、刃口深度と開口率の関係を図-10 に示す。TP-26.0m 以浅の軟弱シルト地盤掘削時には、開

口率を 30％～80％程度とすることで躯体の過沈下および傾斜を防止し、それ以深の堅固な地盤の掘削

時には開口率を 90％以上とした。なお、ケーソンは沈設完了まで大きな姿勢不良は無かった。 

一方、刃口反力は地盤性状が変化する TP-26.0mで計測値が大幅に変化した。なお、TP-30.0m以深で
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図-9 地盤種類と開口率の関係 



反力が低減したのは、地下水による浮力の

影響と考えられる。 

 

3.6 無人掘削 

 有人掘削による沈設が進み、作業室内の

気圧が 0.18MPa を超えた時点で遠隔操作に

よる無人掘削に切り替えた。無人掘削のオ

ペレータの配置は、実際のショベルの配置

(レール１列にショベル３台)と同様にオペ

レータ３人が隣同士に並んだ配置とし、遠

隔操作ではあっても近くで作業するオペレ

ータ同士が互いに声をかけあえる環境とし

た(図-11、図-12)。また、躯体傾斜(四隅の

高低差)がリアルタイムに映し出されるモニター画面を部屋の中央正面に配置し、オペレータ全員が常

に監視できる環境とした。 

 

3.7 騒音対策 

 ケーソン沈下掘削作業は昼夜作業で行われ

るが、周辺には大学や民家が近接していること

から、ケーソン掘削作業中の排気音や、コンプ

レッサーの騒音について、近隣住民への騒音対

策が必要であった。そこで、高さ 15mの防音壁、

防音対策型マテリアルロック、ワイヤーボック

ス消音扉、大型ロックマフラー、コンプレッサ

ー用防音ハウス、ウィンチ音低減型排土キャリ

ア、消音ゴムライニング型アースバケットなど

を導入して、騒音対策を図っている(図-13)。

これらの対策を施して、ケーソン工事の夜間作

業時に、現場外周部で騒音測定を実施した結果、

48～50dB 以下となり、東京都環境確保条例の

規制基準値を下回ることができた。 

 

図-10 刃口深度と開口率 
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図-11 有人掘削 図-12 無人掘削 

図-13 防音対策型マテリアルロック 



図-14 モニター表示状況 

 

3.8 沈下計測監理 

本ケーソンの沈下計測項目については、躯体

の鉛直変位、傾斜、刃口反力、スラブ(底版)

反力、周面摩擦力、土圧、間隙水圧、函内気圧、

水荷重、鉄筋応力、鋼板応力、底版変形量の

12 項目であった。これらにより得られた情報

は 20 秒間隔でリアルタイムにモニターに表示

し、関係者全員が即座に確認できるようにし、

ケーソンの急激な沈下や傾斜が生じないよう

気圧の調整、刃口の荷重バランス、開口率を調

整しながら掘削を行った(図-14)。その結果、

最終的には躯体対角距離 100ｍにおいて高低

差 4mm という高精度にて着底し、大きな躯体の

傾斜及び急激な沈下は起きなかった(図-15)。 

 

3.9 残土搬出工 

 本工事では約 212,000m3(10t

ダンプ約 38,500 台分)の土砂

が発生し、この建設発生土を陸

上運搬すると周辺地域への影

響が非常に大きいことから、隅

田川を利用して水上運搬にて

搬出した(図-16)。この建設発

生土は、場内に設置した土砂搬

出用の設備(ベルトコンベヤ)

を使用し、土運船に積み込み水

上運搬する。その後、東京湾の

当局施設(森ヶ崎水再生センタ

ー)の桟橋で陸揚げし、ダンプ

トラックに積み替えて、東京湾

の埋め立て施設に搬入し、埋立材とし

て再利用される。大量の建設発生土を

土運船により水上運搬することで、現

場周辺におけるダンプトラックの走行

を大幅に削減することができ、近隣道

路の交通環境にも配慮ができた。 

 

3.10 中埋めコンクリート工 

 ケーソンが着底し地耐力試験を実施

した後に、中埋めコンクリートを打設

した。面積が大きいため、その打設量

は 10,262m3に及んだ。 
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図-16 残土運搬経路 
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 中埋めコンクリートの分割施工は通

常では行わないが、東京都の条例で１

日あたりの作業時間が 10 時間を超え

てはならないこと、および東京都が環

境基準を受けて作成した事業計画では

隣接した道路での騒音の制約 65dB 以

下から生コン車の受入間隔が 29 台以

下/時間となること、これらが制約とな

って過去に例を見ない 8 分割での打設

となった(図-17)。 

中埋めコンクリートは、高気圧環境

下の閉塞された空間に打設するため、

人によるコンクリートの締固めが出来

ず、品質は生コンクリートの自己充填

性に大きく影響する。本工事では分割施工となる

ため、先に打設して硬化したコンクリート表面の

凹凸形状が、次に打設する生コンクリートの流動

性を阻害することが懸念された。特に、天井まで

打上げる最終層では、これが障害となって未充填

箇所ができると重大な欠陥となるため、流動性の

高い材料(モルタル)を使用した。また、コンクリ

ートの投入は図-18 のように、沈下掘削時に圧縮

空気を送っていたブロー管(50 箇所)を打設管と

して使用するが、使用した打設管の直下の位置で

コンクリートは山形形状の頂点を形成するので、

打設は毎回別の管から行い、全体としてコンクリ

ート表面の形状が水平をなすよう配慮した。 

 その結果、最終打設時には全ての打設管から

モルタルの噴出を確認でき、良質な中埋めコン

クリートを施工することが出来た。 

 また中埋めコンクリートの一部分において、 

スーパーアッシュのコンクリートへの混和材

としての適用性に関する試験施工(600m3)も実

施した。 

 事前の室内試験結果から、粒度調整灰をコン

クリート工場で生コンクリートを練る際に同

時に添加した場合には、その後のスランプロス

が大きくなる傾向が認められたことから、現場に到着したミキサー車に打設直前に添加する方法を用い

た。図-19 は、現場での粒度調整灰の添加状況である． 

この方法を用いたことで，試験施工部も良好なワーカビリティで打設することができた 

 

 

図-17 中埋めコンクリート打設状況(地上部) 

図-18 中埋めコンクリート打設状況 

図-19 粒度調整灰添加状況 



3-11 補強仮壁撤去工 

 中埋めコンクリートの打込み・養生後に

荷重水を排水し、沈設施工中の剛性確保の

役目を終えた補強仮壁を撤去した。これに

よってポンプ棟の水路部がはじめて貫通す

ることになる。対象壁の多くは厚さ 2mもあ

り、躯体内部は迷路のようになっているう

え、通路の幅、高さ、切断壁の寸法も様々

であった。そのため、切断順序、使用する

機械の能力とサイズ、それに必要な講台や

足場など特に綿密に施工計画をたててから

実施した。 

 まず、補強仮壁の撤去は地下 5階～6階の

レベルにおいて 5 つの区画に分けた。それ

ぞれの区画で対象となる鉄筋コンクリート

のコア抜きを行い、そのコアを利用してワイヤーソーにて鉄筋コンクリートを羊羹状に切断した。切断

したコンクリート塊はフォークリフトにて引抜き、各区画に設けられた開口部下まで運搬、この開口部

を利用してクレーンにて吊り上げ躯体の外部へ搬出した(図-20)。搬出後は仮置きヤードにて小割し、

コンクリートがらはリサイクル工場へ、鉄筋はスクラップとしてそれぞれ有効利用した。 

 撤去の対象壁の多くは、その高さが地下 6階～4階まで連続していたため、切断作業のための足場と

フォークリフトの構台を組立て上半と下半に分けて作業を行った。使用したワイヤーソーの切断ワイヤ

ーの径はφ10.5mmであったが、機械の構造上から設計の切断面より 50mm撤去側にずらした位置で切断

した。その後は残った 50mmと仕上げ材の塗りしろ 20mmの計 70mm分を手ではつりモルタルによる表面仕

上げを行った。コンクリートの取壊し数量は 3,109 m3、表面仕上げは 2,437 m2にもおよんだ。この作業

によってポンプ棟内部の水路が完成した。 

 

4. まとめ 

今回、平面積(4,837m2)において世界最大のニューマチックケーソン工法により西日暮里系主ポンプ棟

の施工を行い、ケーソンの沈設を平成 22年 4月、補強仮壁の撤去を平成 23年 2月にそれぞれ完了した。 

底版スラブの剛性の向上及び軟弱地盤における適切な沈下の管理、また漏気防止や土運船による残土

搬出等の周辺環境への配慮をしながら施工した結果、最終的には躯体対角距離 100ｍにおいて高低差４

㎜という高い精度をもって沈設が完了できた。今後は、この大断面ケーソンに於ける施工データを参考

に、引き続き施工する尾久系主ポンプ棟(4,099m2)や大規模ケーソンの沈設工事に役立てたい。 

図-20 補強仮壁撤去状況 


