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清畠橋は、日高自動車道門別厚賀道路のうち日高町に位置する橋長212.8mの橋梁である。本工事では、
水深約25mの池にニューマチックケーソン工法にて橋脚を2基同時施工している。ケーソン施工時の最大
気圧は、0.51MPaであり、高気圧作業時における高気圧障害の発生が懸念される。本論文は、高気圧障害
防止の観点からケーソンショベルの無人化施工等に取り組んでいる施工事例について報告するものである。
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1. はじめに

2. 橋梁構造諸元

日高自動車道は、苫小牧市を起点とし、厚真町、むか
わ町、日高町、新冠町、新ひだか町を経由して浦河町に
至る延長約120kmの自動車専用道路であり、現在、苫小
牧東IC～日高門別ICまでの45.7kmが開通している。
清畠橋は、日高自動車道門別厚賀道路のうち、次期供
用区間の日高町清畠地区に架橋される橋長212.8mの3径
間連続鋼細幅箱桁橋である。
P-1・P-2橋脚は、水深約25mの池にて施工するため、
ニューマチックケーソン工法（鋼殻ケーソン）を採用し
ている。ケーソン施工時は最大で0.51 MPaもの高気圧下
での作業となるため、作業員の高気圧障害（減圧症）の
発生が懸念される。
このことから本工事においては、高気圧障害防止の観
点からニューマチックケーソン工法の沈下掘削作業に際
してケーソンショベルの遠隔操作による無人化施工や酸
素減圧、ヘリウム混合ガス利用作業に取り組んでおり、
その施工事例について報告するものである。

清畠橋の位置図を図-1に、橋梁側面図を図-2に橋梁諸元
を以下に示す。
・橋梁名称：清畠橋
・道路規格：第1種第2級
・橋
長：L=212.8ｍ
・支 間 割：L=66.0ｍ+78.0ｍ+66.0ｍ
・構造形式：3径間連続鋼細幅箱桁橋
・有効幅員：1.75ｍ+3.50ｍ+3.50ｍ+1.75ｍ=10.50ｍ
・斜
角：θ=90°00′00″
・平面線形：R=∞（直線区間）
・橋脚形式：中空壁式橋脚
・基礎形式：ニューマチックケーソン基礎

清畠橋
清畠橋

図-1 位置図
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図-2 橋梁側面図

本工事では、写真-1のように鋼殻吊降ろし方式による
ニューマチックケーソン工法にて施工している。施工箇
所は、水深が25ｍと深く、一般的な築島工法での施工が
(1) ニューマチックケーソン工法の概要
困難である。また、池部での施工であるため、曳航・引
ニューマチックケーソン工法とは、鉄筋コンクリート
込み方式や一括吊込み方式は、採用出来ず、鋼殻吊降ろ
製のケーソンを地上で構築し、ケーソン下部に気密性の
し方式を採用している。さらに水深が深いため、鋼殻上
ある作業室を設け、この作業室内に地下水圧と同じ気圧
部に止水壁兼用の仮壁を設け、橋脚躯体構築工の施工を
の圧縮空気を送ることにより地下水の侵入を防ぎながら、 行いながら、沈設を行っている。
作業室内の掘削機械（ケーソンショベル）により沈下掘
削作業を行い、所定の深さまでケーソンを沈める工法で
ある（図-3）。

3. ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ工法（鋼殻ケーソン）の施工

写真-1 油圧ジャッキによる鋼殻吊降ろし

図-3 ニューマチックケーソン工法概要
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(2) ニューマチックケーソン工法の施工順序
ニューマチックケーソン工法施工のための仮桟橋の施
工完了以降の施工順序は、図-4のとおりである。
①鋼殻組立

②鋼殻吊降ろし

③ｺﾝｸﾘｰﾄ打設・着底

④ｹｰｿﾝ設備設置・圧気開始

4. 高気圧作業と高気圧障害（減圧症）
ニューマチックケーソン工法の沈下掘削作業において
は、作業室内に地下水が侵入してくるのを防ぐために地
下水圧と同じ気圧の圧縮空気を送り込み、ケーソンショ
ベルがドライな状態で掘削作業が出来るようにしている。
このため、沈下掘削が進むにつれてより大きな作業気
圧が作業室内にかかることになり、高気圧作業時の高気
圧障害（減圧症）が懸念される。
高気圧障害（減圧症）とは、高気圧下の作業時に呼吸
によって体内に取り込まれ、血液や組織中に溶解してい
た窒素ガスが、急激に減圧を実施した際に体内で気化し
て気泡となり、この気泡が血液循環を阻害することによ
り血管を閉塞したり、組織を圧迫することによって発生
する障害のことである。症状には軽度のもので関節の痛
みや皮膚の発赤、かゆみ等があり、重度の減圧症になる
と中枢神経障害や呼吸循環障害となることもあり、重篤
な後遺症を招く場合がある。
本工事では、水深が深いP-2橋脚での圧気開始時の作
業気圧は0.25MPa（水深25ｍ）であり、沈下掘削完了時
の作業気圧は0.51MPa（水深51ｍ相当）にもなる。
減 圧 症 の 発 症 率 は 、 表 -1 に よ る と 作 業 気 圧
0.2MPa(2.0kg/cm2)以下では発症率はかなり低いが、作業
気圧が0.2MPa(2.0kg/cm2)を超えると減圧症の発症率が増
加する傾向となることが報告されている。本工事の最大
作業気圧は0.51MPa(5.1kg/cm2)となるため、高気圧障害
（減圧症）対策は重要となってくる。
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⑥中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
・ｹｰｿﾝ設備撤去

図-4 施工順序
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5. 高気圧作業における高気圧障害防止対策
(1) 遠隔操作技術による無人化施工
先述したとおり、本工事ではP-2橋脚の作業気圧が0.25
～0.51MPaもの高気圧となるため、高気圧障害（減圧
症）防止の観点から地上部にケーソンショベルの遠隔操
作設備を配置し、遠隔操作技術による無人化施工を実施
している。これは有人掘削時と同じ視点となるようにカ
メラを設け、その映像を遠隔操作室のモニターで確認す
ることで、有人掘削と同じ操作性を確保しながら、作業
室内のケーソンショベルを遠隔操作して沈下掘削作業を
行っている。本工事の遠隔操作による無人掘削作業状況
を写真-2と写真-3に示す。

写真-4 計測管理モニター画面状況
表-2 ケーソン設置精度（H27.12月末時点）
P-1

P-2

写真-2 ケーソンショベル無人掘削作業

作業気圧(MPa)
沈下量(m)
(最終沈下量)
ケーソン刃先偏心(mm)
ケーソン上端偏心(mm)
作業気圧(MPa)
沈下量(m)
(最終沈下量)
ケーソン刃先偏心(mm)
ケーソン上端偏心(mm)

0.32
16.4
(35.4 )
25
25
0.35
10.3
(26.7 )
35
10

(2) ケーソンショベル自動メンテナンスシステム
ケーソンショベルの日常のメンテナンス作業（グリス
注入等）は、通常は作業室内に入函して行うが、本工事
においては自動メンテナンスシステムを採用している。
自動メンテナンスシステムとは、ケーソンショベルの
状態を確認するためのカメラを函内に設置し、遠隔操作
室のモニターで写真-5のようにケーソンショベルの状況
を確認し、作動油の油温・油圧等を計測・収集し、デー
タの数値から異常値を判断することで設備の不具合を早
期発見するものである。またケーソンショベルへのグリ
ス注入は函内に入ることなく自動給脂により行っている。

写真-3 ケーソンショベル遠隔操作状況

また変位・傾斜等の計測データを写真-4のようにリア
ルタイムで収集・管理しながら無人化施工による沈下掘
削作業を実施しており、施工中であるが、現時点でのニ
ューマチックケーソンの設置精度を表-2に示す。偏心量
は、ケーソン基礎の規格値(300mm以内)に対して10～
35mm程度となっており、高い精度で施工を実施出来て
いる。
写真-5 自動メンテナンスモニター画面状況

Kazumi Okada, Nobuyuki Yoshikawa, Takuya Taniguchi

(3) 酸素減圧･ヘリウム混合ガス利用作業（有人作業時）
本工事では、沈下掘削作業を遠隔操作による無人化施
工で行っているが、作業室内での作業をすべて無人化す
ることは出来ず、ケーソンショベルの組立て作業や傾斜
管理が非常に重要となる初期沈下時の掘削作業は写真-6
のように有人で施工している。また函内設備機器の点検
や故障等発生時の修理作業の際には、作業員が作業室内
に入る場合があるため、作業員の入函時の高気圧障害
（減圧症）対策が必要である。

ヘリウム混合ガス利用作業は、深海潜水技術を応用し
たもので、呼吸ガスとして、窒素の混合割合を少なくし、
ヘリウムを加え、酸素量を調整したヘリウム・酸素・窒
素の3種混合ガスを使用する。そして0.4MPa以上の作業
気圧時において作業室内での設備機器点検等の際に呼吸
マスクを装着し、ヘリウム混合ガスを呼吸しながら作業
を行うものである（写真-8）。ヘリウム混合ガスは、減
圧症の原因となる窒素の混合量や酸素量が大気圧空気と
同程度となるように混合されており、高気圧空気に比べ、
密度が軽いという特徴がある。
ヘリウム混合ガス利用作業時の出函するときの減圧に
際しては酸素減圧も併用して行っており、高気圧障害
（減圧症）防止に取り組んでいる。

写真-6 ケーソンショベルによる有人掘削作業

そのため、高気圧作業における高気圧障害の発生を防
止するための安全性の確保を目的とし、酸素減圧やヘリ
ウム混合ガス利用作業を行っている。P-2橋脚での酸素
減圧は、圧気開始時の作業気圧0.25MPaから実施してお
り、ヘリウム混合ガス利用作業は0.4MPaより行っている。
酸素減圧は、出函するときの減圧に際して、マンロッ
ク内の減圧停止圧力が0.12MPaになった時点に写真-7の
ように酸素呼吸マスクを用いて供給される酸素を25分間
吸入し、その後酸素呼吸マスクを外してマンロック内の
高気圧空気を5分間呼吸（エアブレイク）するというこ
とを交互に繰り返して大気圧に戻る方法である。これは
減圧時に酸素を吸入することで、高気圧作業時に体内に
溶存した窒素の排出が促進され、減圧症の発生を低減さ
せるためである。

写真-8 ヘリウム混合ガス呼吸による作業状況

6. おわりに
本工事は平成 28 年 3 月の完成に向け、鋭意施工中で
ある。今後は、沈下掘削完了時に無人での地耐力確認試
験およびケーソンショベルの無人解体作業を予定してい
る。
引き続き、高気圧障害（減圧症）防止対策を行い、高
気圧下での作業員の負担軽減に努めながら施工を行って
いきたい。
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写真-7 酸素減圧状況
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