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ニューマチックケーソン工法は掘削地盤の適用範囲が広く，最終的な支持地盤を目視や平板載荷試験

によって確認できる信頼性の高い工法であるが，高気圧作業を伴うため，施工可能深度に限界がある．

この問題に対処するため，近年ではヘリウム混合ガス併用無人掘削工法が開発され，作業気圧0.7MPaま
での大深度の施工が可能になった．しかし，これからの都市のインフラ整備では，地下水面下100mの

「超大深度」に対応できる技術が求められるようになると考えられる．そこで，本論文では，シールド

工法に採用されているテール部の止水技術を応用したニューマチックケーソンの作業気圧低減方法を提

案する． 
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1. はじめに 

 
ニューマチックケーソン工法は掘削地盤の適用範囲が

広く，最終的な支持地盤を目視や平板載荷試験によって

確認できる信頼性の高い工法であり，橋梁の基礎工や下

水道処理施設などで多く採用されてきている．しかし，

本工法は，文字どおり高気圧作業を伴うため，地下水面

下の施工深度が大きくなると，作業可能時間が制約され

るとともに減圧時間が長くなり，非効率になるというデ

メリットがある．この問題に対処するため，平成に入っ

てから，無人掘削技術をはじめヘリウム混合ガス呼吸シ

ステムなどが開発され，作業気圧 0.7MPa までの施工が

可能になった．しかし，今後の都市部でのさらなるイン

フラ整備では，地下水面下 100m に及ぶ「超大深度」に

対応できる技術が求められるようになると考えられる．

このような超大深度施工を可能にするためには作業室の

中に人が全く立ち入らず掘削作業ができる「完全無人

化」の技術が必要になるが，全く人の手をかけずに機械

トラブルに対処することは困難である．そこで，機械の

メンテナンス等で作業員が作業室に入る場合を想定して，

地下水の流入を抑えながら，作業気圧を低減する方法を

開発することとした．本論文では，提案する作業気圧低

減方法の概要と，その方法が成立するための前提条件の

検討結果について述べる． 
 
 
2. 提案する作業気圧低減方法 

 
(1) 概要 

シールド工法では，設置したセグメントとシールド後

部のスキンプレートとの隙間（テールクリアランス）か

らの地下水の流入を阻止するために，図-1 に示すよう

にテールブラシとテールグリスによる止水が行われる．

本研究では，この技術をニューマチックケーソンに応用

して，ケーソンの掘削沈下を停止して作業員が作業室に

入る間（1時間を想定），図-2 に示すように躯体と難透

水性地盤掘削壁面との隙間を閉塞し，作業気圧を外水圧

よりも低く保持する方法を提案する． 
 
(2) 前提条件 

この方法が成立するためには少なくとも下記の3条件

が必要になる． 
1) 連続する難透水性地盤の存在：透水係数が 10-7cm/sec
以下であるような難透水性地盤が施工完了深度よりも浅

い位置から，盤膨れなどに対する安定性が確保できる深

度まで，連続的に存在していること． 
 



 

 

 
2) ワイヤブラシとグリスによる止水性：難透水性地盤掘

削壁面に多少の凹凸があっても，テールブラシとテール

グリス（以降，それぞれワイヤブラシ，グリスと呼ぶ）

により外水圧と作業気圧に必要な圧力差（最小値

0.3MPa ＝ 外水圧 1MPa － 作業気圧 0.7MPa）を確保でき

ること． 
3) ケーソン周辺地盤の安定性：作業気圧を外水圧より低

減している間，難透水性地盤掘削壁面は安定しているこ

と． 
これらの条件について，それぞれ，3，4，5章で，検

討する． 
 
 
3. 連続する難透水性地盤の存在 

 
難透水性で層厚が厚く，ニューマチックケーソン工法

が適用可能で比較的強度が大きいという条件を満たす代

表的な地層として，上総層泥岩（以下，土丹と呼ぶ）が

ある．そこで，土丹の分布と物理特性，力学特性を文献 

 
調査した． 
 
(1) 分布と地層特性 

小林ら1)は，東京都心部の大深度多目的トンネル計画

のために，土丹の特徴と深度分布について調査研究を行

っている．その中で，「東京都区部における土丹層表面

の分布図」（図-3）が示され, TP-100m以浅に土丹が存在

する地域は東京駅と代々木駅を結ぶ東京－代々木ライン

以南であること，トンネル掘削には厚さ数10cmから数

cmのサンドシームを所々に挟む土丹層の上部10ｍは避

けるのが望ましいことが報告されている． 
倉林ら2)は，横浜港横断橋のオープンケーソン基礎の

支持地盤となる土丹の特性について，以下を報告してい

る． 
1) 固結シルトが主であるが，層間に砂や火山灰の薄層を

挟む所も多い． 
2) 上面は，侵食作用による起伏が激しく変化に富むとい

う地形的特徴を有する． 
3) N値はいずれも50以上で，一部には表面が風化して軟

質化した部分も見られる． 
4) 開口した割れ目や潜在的な割れ目が多く，礫状のコア

として採取される部分も多い． 
富沢ら3)は，東京港連絡橋の基礎地盤となる土丹の圧

密特性を検討するため，多孔式揚水試験により土丹に挟

在する数cm～2mの砂層の連続性を調べ，連続性は良好

であり，排水層として見なしうることを明らかにしてい

る．また，彼らは室内試験から，土丹の透水係数として，

実質上不透水と見なせるk=1～2×10-8cm/sを得ている． 
 
(2) 物理特性，力学特性 

土丹の物理特性，力学特性は，たとえば倉林ら2) ，富

セグメント テールブラシ 

地山 
テールグリス スキンプレート 

テールクリアランス 

図-1 シールドテール部の止水概念図 

図-2 ニューマチックケーソン外周止水概念図 

TP-20 
TP-60 TP-100 

図-3 東京都区部における土丹表面の分布形態（参考文献

1に加筆） 



 

 

沢ら3)，堺谷ら4)によって，表-1のように報告されている．

この表より，土丹の物理特性，力学特性は場所，深度に 
よりさまざまであること，一軸圧縮強度は間隙比と負

の相関があり，概ね1.5MPa以上を期待できそうであるこ

とがわかる．  
また，渡辺ら5)は，土丹の三軸圧縮クリープ試験にお

いて，側圧0.2MPa，最大強度の80%以上の軸応力を持続

的に載荷すると，定常クリープから加速クリープに変化

し，クリープ破壊ならびにダイレイタンシーによる体積

膨張が生じたと報告している． 
 

(3) まとめと考察 

上記をまとめると以下のようになる．すなわち，提案

する方法が適用できる可能性のある土丹は東京都区部で

は南西部に存在している．ただし，その上部10mには砂

層を挟んでいる所があり，場所によってはさらに深い深

度に開口した割れ目や潜在的な割れ目を含んでいる所が

ある．力学特性としては，土丹は概ね1.5MPa以上の一軸

圧縮強度を有しているが，最大強度の80%以上の荷重が

長期的に作用する場合，クリープ特性を有し，圧縮強度

が低下する可能性がある． 
上記から，提案方法を適用できる可能性のある地盤は

あるが，その場所，深度は変化するので，適用にあたっ

ては，ボーリング調査を行い，土丹の均質性を評価し，

難透水性確保のための対策を含め適用の可否，適用可能

深度を判断しなければならないと考えられる．また，地 
盤の安定性に関連して，提案方法を適用する深度での一

軸圧縮試験，三軸クリープ試験，スレーキング試験を実 
施する必要がある．  

 

 

4. ワイヤブラシとグリスによる止水性 

 
図-2に示すように，ニューマチックケーソン外周と地

盤の隙間は，ワイヤブラシにより，上から順に，地下水，

グリス，空気に区分される．提案する方法を適用する場

合には，空気圧＜地下水圧＜グリス圧となることから，

ワイヤブラシの内面，外面の差圧が大きいグリスと空気

の2相を対象として，提案する方法の止水性能について

要素実験を実施した． 
 

(1) 実験装置 

実験装置の概観を図-4に示す．図-5，図-6に示すよう 

表-1 土丹の物理特性，力学特性一覧 
試験結果 

試験項目 単位 
倉林ら 2) 富沢ら 3) 堺谷ら 4) 

土粒子密度 
s 

g/cm3 － － 2.684 

自然含水比 % 30～50 30.7 19.0 

湿潤密度 t g/cm3 1.7～1.9 1.92 2.024 

吸水率 % － － 23.3 

間隙比 － 

1.13 
( s=2.7g/cm3，

t=1.8g/cm3， 
飽和土とし
て推定) 

0.86 

0.63 
（吸水時飽 
和として 
推定） 

一軸圧縮強度 
qu 

MN/
m2 1.5～3.9 2.5～3.9 5.4～6.7 

地盤分類 
または 
粒度組成 

－ 固結 
シルト 

砂・礫分  6.1% 
シルト分 44.7% 
粘土分  49.2% 

Gs-F 

場所 － 横浜市中区 
～鶴見区 

東京都港区 
芝浦～ 
お台場 

千葉県富津市 
～君津市 

調査深度 － 海底面下
55m  

海底面から 
100m下まで 

露頭表面から 
0.5～0.8m 

 

図-4 実験装置
 

図-5 実験装置断面図（A-A断面） 

図-6 実験装置断面図（B-B断面） 



 

 

 
に，実験装置は，ワイヤブラシを設置する上板，そのワ

イヤブラシとグリスを収納するボックス（以下，グリス

ボックスと呼ぶ），水平方向から一定速度でグリスを圧

縮するピストンで構成されている．実験ではグリスボッ

クスへ向けてピストンを押し込み，発生するグリス圧を

測定し，このグリス圧をワイヤブラシ１段で止水できる

水圧とみなした．なお，ピストンの速度は，実施工のグ

リス供給能力に相当する3.0mm/minとした． 
 
(2) 実験因子 

a) ワイヤブラシの形状 

ワイヤブラシの形状がその止水性能に及ぼす影響を調

べるため，内ばね板のスリットの有無，剛性の違いによ

って，表-2 に示す 3 タイプのワイヤブラシを用いた．

また，図-7 に WB3の構造図を示す．実験ではこのよう

なワイヤブラシ 3個を上板に設置した． 
b) 掘削壁面の形状（底板の凹凸） 

ワイヤブラシが接する掘削壁面は，掘削に伴って凹凸を 
有すると考えられる．本実験ではそれを模擬するため，

グリスボックスの底板に幅 20mm，長さ 250mm の矩形

断面の鋼棒（以下，模擬棒と呼ぶ）3 本を設置した

（図-8 参照）．掘削面の凹凸がワイヤブラシの止水性

能に及ぼす影響を把握するため，表-3 に示す 4 つの模

擬棒タイプを設定した．なお，この凹凸形状は，高精度

の掘削制御によって得られる比較的平滑な掘削面に相当

する． 
c) 地盤とケーソンのクリアランス 

地盤とケーソンのクリアランス（本実験ではグリスボ

ックスの内空高さ）が，ワイヤブラシの止水性能に影響

を与えることが予想される．そこで，グリスボックス内 

表-2 ワイヤブラシのタイプ 
内ばね板 

 幅 
スリット 
(レーザ加

工) 

中間 
メッシ

ュ 幅 長さ 板厚 

WB1 
標準品 

100 
mm なし 標準 100 

mm 
120 
mm 

0.5 
mm 

WB2 
低剛性 
スリット

入 

100 
mm 

内ばね 
のみ 

スリット 
間隔 10mm 

標準 100 
mm 

120 
mm 

0.5 
mm 

WB3 
高剛性 
スリット

入 

100 
mm 

内ばね 
のみ 

スリット 
間隔 10mm 

標準 100 
mm 

120 
mm 

1.0 
mm 

 

表-3 模擬棒のタイプ 

タイプ 模擬棒間隔 
（W  ） 

模擬棒高さ 
（H ） 凹凸断面 

M0 
模擬棒無 － －  

M1 
W20×H10 20mm 10mm  

M2 
W40×H10 40mm 10mm  

M3 
W40×H20 40mm 20mm  

 

図-7 ワイヤブラシ構造図（WB3タイプ） 

(b) 平面図 

(a) 側面図 

図-8 グリスボックスへの模擬棒設置状況（M2） 

表-4 計測項目一覧 
計測項目 計測装置 測定点数 定格容量 

ピストン水平変位 変位計 1箇所 100mm 
ピストン推力 ロードセル 1箇所 49.03kN 
グリス圧 圧力計 5箇所 5000kPa 

 



 

 

 
にスペーサーを設置することにより，クリアランスを 
70mm(C70)と 50mm(C50)の 2タイプとした． 
なお，ピストン停止後のグリス圧計測継続時間は，ケ

ーソン下部の作業室での有人作業を最大 1時間と想定し

て定めた． 

 

(3) 計測 

計測項目の一覧を表-4に示す． 
1) ピストン水平変位：グリス供給流量に相当するピスト

ン移動速度を把握するため，ピストン設置位置下部に変

位計を設置し，ピストンの水平変位を測定した．2) ピス

トン推力：ピストンのグリスへの載荷力を把握するため，

ピストン後方にロードセルを配置し，推力を測定した． 
3) グリス圧：グリスボックス内のグリス圧分布を把握す

るため，図-9 に示すように，グリス圧計をグリスボッ

クス底板部 5ヶ所に設置した． 

 

 

(4) 実験手順 

実験手順を図-10 に示す．グリス圧を測定しながら，

図-9 グリス圧計の底板への設置位置平面図 

表-5 各ケースにおけるグリス圧の最大値 
グリス圧最大値（kPa） クリアランス 

(mm) 
ＷＢ 
タイプ 

模擬棒 
タイプ 代表データ 平均 

1 2 169 168 
1 524 501 
2 608 567 2 
3 257 249 
0 1690 1723 
1 527 581 
2 638 647 

50 

3 

3 238 236 
1 0 1623 1500 

0 1570 1557 
1 189 201 
2 251 266 2 

3 114 104 
1 107 117 
2 381 413 

70 

3 
3 162 144 
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図-11 各ケースにおけるグリス圧の最大値 

(a) クリアランス50mm 

(b) クリアランス70mm 

START 

ピストン稼動 

グリス圧≧1.5MPa 

変位≧100mm 

グリス圧のピーク出現 

ピストン停止 

停止後経過時間=1時間 

END 

Yes 

Yes 
No 

No 

No 

Yes 

図-10 実験の流れ 
 



 

 

ピストンを稼働させ，以下のピストン停止条件を満たし

たらピストンを停止し，その後 1時間グリス圧の計測を

継続した． 
1) グリス圧が 1.5 MPaに到達：本実験で対象としている 
外水圧 1MPaに余裕を見込んで，1.5MPaとした．なお， 
装置の載荷限界は 2.38MPaである． 
2) ピストン変位が 100mm に到達：ピストンの最大スト

ローク長が 100mmである． 
3) グリス圧にピークが出現：グリス供給時のグリス圧ピーク

出現は，グリスの漏れがグリス供給量を超えた場合であ

ること，本実験のグリス供給量は実施工での最大グリス

供給量であることから，当該実験条件ではグリス圧増加

が期待できないため，グリス圧のピークが出現した時点

でピストンを停止する． 
なお，ピストン停止後のグリス圧計測継続時間は，ケ

ーソン下部の作業室での有人作業を最大 1時間と想定し 
て定めた． 
 
(5) 実験結果と考察 

各条件のグリス圧最大値を，表-5，図-11 に示す．代

表データは，同条件で複数実験した中での中央値である．

平均と代表データの差は最大で 12%で，これは，ワイヤ

ブラシのスリットと模擬棒のかみ合わせが実験結果に影

響しているためと考えられる． 
a) 地盤の表面が滑らかな場合（M0：模擬棒なし） 

どのケースにおいてもグリス圧最大値は実験打ち切り

条件の 1.5MPa に達しており，地盤の表面が滑らかであ

れば，どのワイヤブラシでも，1.5MPa の耐水能力を有

することがわかる． 
b) ワイヤブラシの形状の影響 

C50（クリアランス 50mm）の場合，グリス圧最大値

はワイヤブラシにスリットが入っていれば（WB2，
WB3），M2（W40×H10）に対して 600kPa 以上となっ

たが，スリットが無ければ（WB1），200kPa にならな

かった．したがって，掘削壁面に凹凸がある場合，ワイ

ヤブラシの止水性を高める上で内ばね板のスリットは有

効であると考えられる． 
c) 掘削壁面の形状（底板の凹凸）の影響 

M1（W20×H10），M2（W40×H10），M3（W40×
H20）から，模擬棒の間隔が狭い方が，模擬棒の高さの

高い方がグリス圧最大値が小さいこと，すなわち，ワイ

ヤブラシが地盤に追従しにくいことがわかる． 
d) 地盤とケーソンのクリアランスの影響 

C50（クリアランス 50mm）の方が C70（クリアラン

ス 70mm）よりもグリス圧最大値は大きくなった．これ

は，クリアランスが小さくなると，外ばね板の反力が大

きくなること，ワイヤブラシと地盤の接触長が長くなる

ことから，グリスが漏れにくくなったためと考えられる． 

 

e) グリス漏出メカニズム 

代表的なグリス漏れのパターン写真を図-12 に，その

概念図を図-13 に示す．パターン 1 は模擬棒上部からの

グリス漏れで，内ばね板のスリットが模擬棒と模擬棒な

しの境界部にある場合，スリットがねじれて，模擬棒の

上に間隙が生じ，グリスが漏れたと考えられる．一方，

パターン 2は模擬棒側方からのグリス漏れで，模擬棒の

凹凸によって，内ばね板スリット開口部からグリスが漏

れたと考えられる（図-14参照）． 

図-13 グリス漏れパターン概念図 
 

内ばね板 

スリットの開口部 

図-14 実験後のスリット入り内ばね板状況 

パターン2 

パターン1 

図-12 実験後グリス漏れ状況写真 
 



 

 

(6) 提案方法の評価と課題 

掘削壁面が幅 40mm×高さ 20mm の突起を連続して有

する場合でも，クリアランス 50mmでは，ワイヤブラシ

の内ばね板にスリットを入れることにより，ワイヤブラ

シ 1段で，200kPaの止水効果が得られることがわかった．

したがって，ワイヤブラシを複数段設置することにより，

外水圧と作業気圧に必要な圧力差 0.3MPa を確保できる

と考えられる． 
また，今後の課題として，ワイヤブラシの材料，構造

を工夫することにより，より厳しい掘削壁面の凹凸条件

や大きいクリアランスに対して，十分な止水能力を確保

する必要がある．  
 
 
5. ケーソン周辺地盤の安定性 

 
提案する方法では外水圧と作業気圧の圧力差が生ずる

ことから，ワイヤブラシと地盤の接触部での地盤の局所

破壊の可能性とケーソン周辺地盤の安定性を，数値解析

により検討した． 
 
(1) ワイヤブラシとの接触部での地盤の局所破壊 

a) ワイヤブラシから地山が受ける力 

図-2 に示すように，ワイヤブラシを掘削壁面に押し

付け，そのワイヤブラシ間にグリスを充填し，止水する

ので，地山はワイヤブラシの変形による荷重やワイヤブ

ラシを介して水圧を受ける． 
水圧による荷重Pは，ワイヤブラシが掘削壁面に接触

する面積を幅10cm×奥行き10cmとし，その面積に水圧 
1MPaが作用したとすると， 
 

20.1m 0.1m 1000kN/m 10kNP  (1) 
 
となる．一方，ワイヤブラシ1枚当たりの変形による荷

重Fvは，星野ら6)が提案した実験式(2)から算定すると，

0.365kNとなる． 
 

V
C

8.71 0.114
5.17

F
T  (2) 

 
ここに， 

Fv：ワイヤブラシ幅10cm当たりの押付力(kN) 
TC：テールクリアランス(mm) 

である．なお，このテールクリアランスTCは，本実験 
の場合，クリアランス 50mmからワイヤブラシ取付け板

12mm とワイヤブラシ板厚 25mm を引いた 13mm である． 
P＞Fvなので，ワイヤーブラシから地山が受ける力と 

して水圧による荷重を採用した． 

b) 検討条件 

実施工で作業気圧を 0MPa とすることはないが，ここ

では，最も危険側を想定し，図-15 に示すように，外水

圧 1MPa，背面の難透水性地盤の一軸圧縮強度 1.5Mpa
（粘着力 0.75MPa）として円弧すべりの検討を行った． 
c) 検討結果 

表-6 に計算結果を示す．安全率は 6.28 で，ワイヤブ

ラシと地盤の接触部における地盤の安定性は問題ないと

いえる． 
 
(2) ケーソン周辺地盤の安定性 

ケーソン周辺地盤の安定性は，せん断強度低減有限要

素法7)による解析プログラム8)を用いて検討した．この方

法は，地盤を弾完全塑性体と見なし，比較的少ないパラ

メーターで，極限平衡法と同様に斜面の安全率とそれに

対応するすべり領域，および地盤変位を求めることがで

きる．刃口周辺の地盤変位は，圧力差によって周辺地盤

が作業室側にせり出し，ケーソンが地盤に締め付けられ

るのを避けるために必要なクリアランスに相当する． 
a) 解析モデル 

ケーソン刃口周辺の地盤の安定性に着目していること

から，解析モデルの上端をGL-100mとした．図-16に解

析モデルを示す． 
b) 解析条件 

解析に用いた地盤定数を表-7 に示す．また，図-16 に

示すように，フリクションカットの位置での水頭を

100mと仮定し，解析モデルの上端GL-100mに鉛直土圧 
に相当する上載荷重 1.8MPa，フリクションカットより 

図-15 ワイヤブラシと地盤の接触部での円弧すべりモデル 

表-6 円弧すべり計算結果 
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上部の掘削壁面に外水圧 1MPa，フリクションカットよ

り下部の掘削壁面およびケーソン作業室底部の掘削面に

作業気圧を載荷した．作業気圧は，1.0MPa，0.7MPa，
0.5MPa，0.3MPa，0MPa の 5 ケースとした．ここで，水

圧は台形分布となるが，本モデルの場合，全水圧に対す

る上下端での水圧差は 5%と小さく，一定とみなした．

また，作業気圧のケーソン周辺地盤の安定性への影響を 
幅広く把握するため，実施工では行わない作業気圧

0MPaも解析対象とした． 
c) 解析結果と考察 

作業気圧 0.7MPa のせん断ひずみ分布および変位図を

図-17，図-18 に示す．また，作業気圧による安全率と

最大水平変位を表-8，図-19 に示す．これらの図および

表から，以下のことがわかる． 
1) 刃口先端位置から斜め上方へせん断ひずみが卓越し，

作業気圧が小さくなると周辺地盤が楔状に滑ろうとする

傾向が現れる．しかし，作業気圧が0.25MPa以上であれ 
ば，安全率1.2以上を確保できる． 
2) 周辺地盤は作業室壁を締め付ける方向に押し出される． 
しかし，たとえば，外水圧と作業気圧に必要な圧力差が

図-16 ケーソン周辺地盤の安定性検討モデル 

表-7 解析に用いた地盤定数 
地盤定数 設定値 備 考 

一軸圧縮強度 qu 1.5MPa  

粘着力 c 0.75MPa c=qu/2 

弾性係数 E 126MPa 

E=2.8N(MPa)により推

定 
N値はqu=100/3Nから45
と設定 

ポアソン比  0.45 粘土の値を採用 

静止土圧係数 K0 0.8 K0= /（1- ）により推

定 
単位体積重量  18kN/m3  
内部摩擦角  0°  
ダイレイタンシー角 0°  

 

図-17 せん断ひずみ分布（作業気圧0.7MPa） 

図-18 変位図（作業気圧0.7MPa） 
 

最大水平変位発生位置 

1m 

変位スケール 

表-8 作業気圧による安全率，最大水平変位 
ケース 作業気圧 安全率 最大水平変位 

1 1.0MPa 1.71 2.89cm 
2 0.7MPa 1.48 3.92cm 
3 0.5MPa 1.35 4.16cm 
4 0.3MPa 1.24 5.04cm 
5 0 MPa 1.10 7.24cm 

 

図-19 作業気圧による安全率と最大水平変位の関係 
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0.3MPa，すなわち，外水圧1MPa，作業気圧0.7MPaでは， 
安全率は1.48，最大水平変位は3.92cmとなり，この水平

変位以上に掘削壁面と作業室側壁外面とのクリアランス

を確保すれば，周辺地盤による作業室壁の締付けを防ぐ

ことができる．ただし，地山の一軸圧縮強度を1.5MPaと
低めに設定したため，地山強度比は0.8程度となってい

る点に留意する必要がある． 
 
 
6. おわりに 

 
本研究では，外水圧1MPaまでを想定した「超大深

度」ニューマチックケーソン内での有人作業を可能にす

る作業気圧低減方法を提案し，その前提条件の成立を文

献調査，室内実験，数値解析によって評価，検討し，そ

の可能性を示した．以下に得られた結論を列記する． 
1) 連続する難透水性地盤の存在 
たとえば，東京都区部南西部の比較的浅い深度に分布

する土丹には，提案方法を適用できる可能性がある．し

かし，砂層を挟んでいたり，開口した割れ目や潜在的な

割れ目を含んでいる所があるので，提案方法の採用に当

たっては，ボーリング調査を行い，土丹の均質性を評価

し，難透水性確保のための対策を含め適用の可否を判断

しなければならない． 
2) ワイヤブラシとグリスによる止水性 
掘削壁面の凹凸が幅40mm×高さ20mm以下であればワ

イヤブラシ1段で0.2MPaの止水効果が得られることがわ

かった．したがって，ワイヤブラシを複数段とすること

により，外水圧と作業気圧に必要な圧力差の最小値

0.3MPaを確保できると考えられる． 
3) ケーソン周辺地盤の安定性 
外水圧が 1MPa以下で，土丹の一軸圧縮強度が 1.5MPa

あれば，ワイヤブラシと地盤の接触部における地盤の局

所破壊は生じない．一方，作業気圧が 0.25MPa以上あれ

ばケーソン周辺地盤の安定性は確保できる．また，有人

作業が可能な最大作業気圧 0.7MPa の場合，掘削壁面と

作業室側壁外面とのクリアランスが 4cm 以上あれば，

周辺地盤による刃口の締付けを防ぐことができる．ただ

し，土丹はクリープやスレーキングを起こす可能性があ

るので，一軸圧縮強度試験とともに三軸クリープ試験，

スレーキング試験も実施しておくことが望ましい． 
本実験で模擬した掘削壁面の凹凸形状は高低差が2cm

と限られているので，提案方法の確実性を高めるために

は，今後，以下の研究が必要である． 
1) ワイヤブラシのばね板の材質や形状寸法の検討，内ば

ね板のスリットの隙間からのグリスの漏洩防止の工夫． 
2)  掘削精度の向上． 
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 Pneumatic caisson method can be widely applied to various ground and has high reliability, while its 
applicable depth is restricted due to the work under high pressure. To overcome the problem, the pneu-
matic caisson method employing an unmanned excavation method with helium mixed gas has been de-
veloped, which enables the work under pressure up to 0.7MPa. However, the new technology of the 
pneumatic caisson method for “ultra-great depth” underground space with a groundwater level of 100m 
will be required to construct infrastructures in urban areas. Therefore, this paper proposes a method to re-
duce work atmospheric pressure for  pneumatic caisson, applying water-sealing technologies at shield tail. 


