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対策として定めた技術・工法に照らして評価の高かった公募提案 
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汚染土壌・汚染地下水対策  

【汚染土壌処理－掘削処理－加熱処理】 

対策として定めた 

技術・工法 
提案名 概要 評価のコメント 

中温加熱オールマイティ処
理工法 

汚染土壌を、中温（400～600℃程度）で加熱し、ベンゼン・シアン化合物及び油類
を揮発・分解させて、汚染土壌を浄化する。特殊な前処理剤を用いることにより、
重金属の溶出を抑えることができる。 

ベンゼン・シアン・油分の複合汚染土壌は、提案の中温処理が適する
と考える。前処理材は生石灰と異なりｐＨ上昇をもたらさない点が評
価できる。 

間接熱脱着工法 
汚染土壌を中温（500℃以上）で加熱し、シアン化合物及び油類を揮発・分解させて、
汚染土壌を浄化する。 

実績データからみて、シアンの他、油分、ベンゼンも確実に処理でき、
可搬式プラントで施工性も良く、排ガス処理装置も評価できる。 

中温加熱浄化工法 
汚染土壌を中温（400℃～600℃程度）で加熱し、ベンゼン・シアン化合物及び油類
を揮発・分解させて、汚染土壌を浄化する。 

ベンゼン・シアン・油分の複合汚染土壌は、提案の中温処理が適する
と考える。加熱処理に際しての生石灰混合による処理土壌のアルカリ
化に留意する必要がある。 

間接熱脱着工法 
汚染土壌を中温（500℃以上）で加熱し、ベンゼン・シアン化合物及び油類を揮発・
分解させて、汚染土壌を浄化する。 

加熱温度からみて、ベンゼン・シアン・油分は確実に処理でき、可搬
式プラントで施工性等も良い。ただし、排ガス処理は湿式法なので、
排水処理とともに、白煙対策にも留意するが必要である。 

中温加熱処理 

中温加熱処理工法 
（現地プラント） 

汚染土壌を中温（500℃）で加熱し、ベンゼン・シアン化合物を揮発・分解させて、
汚染土壌を浄化する。 

ベンゼン、シアンの処理の実効性は高く、中温加熱型であるため、
タールを含む油分も処理できる。 

※１ 記載してある技術・工法は、将来、都との工事請負契約等を約束するものではない。 
※２ 評価の高かった公募提案とは、評価が S、Aの提案である。ただし、評価が A以上であっても対策として定めた技術・工法に合致しないものは除く。 
※３ 別々の提案者から同一名称で提案があったものは、同一の提案名で記載。 
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汚染土壌・汚染地下水対策  

【汚染土壌処理－掘削処理－洗浄処理】 

対策として定めた 

技術・工法 
提案名 概要 評価のコメント 

アールキュービック土壌洗
浄システム 

汚染土壌に水を加えて、磨砕処理及び分級を行うことにより、ベンゼン・シアン化
合物及び重金属による汚染土壌を浄化する。汚染土投入装置をテント内に設置する
ことにより、揮発性物質であるベンゼンも拡散せずに処理することができる。 

汚染土壌の一括処理が可能な方式であり、施工単価が安くメリット
が大きい。 

土壌洗浄処理 
汚染土壌に水を加えて、フルイやサイクロンにより分級洗浄を行うとともに、浮遊
分離機などを使用し、ベンゼン・シアン化合物及び重金属による汚染土壌を浄化す
る。 

複合汚染土壌の一括処理が可能であり、実績も多く、効果的な処理
法と考える。特に、ベンゼン排水の浮上分離処理、細粒土のセメン
トリサイクル可能なまでの浄化は評価できる。 

スーパーリサイクロンシス
テム（ＳＲＳ） 

汚染土壌に水を加えて、スクリーンやサイクロンにより分級洗浄を行うとともに、
磨砕処理を行うことにより、重金属や油による汚染土壌を浄化する。テント内で処
理を行うことにより、揮発性物質であるベンゼンを拡散させずに処理することがで
きる。 

原位置前処理と組合せれば、複合汚染土壌の一括処理が可能な方法
と考える。 

土壌洗浄処理工法 
汚染土壌を清水（場合によっては薬剤添加）によって洗浄・分級することにより、
ベンゼン・シアン化合物及び重金属による汚染土壌を浄化する。 

原位置前処理と組合せれば、複合汚染土壌の一括処理が可能な方法
と考える。 

土壌洗浄工法 
シアン化合物や油混じりの汚染土壌を洗浄し、清浄土壌と汚染物質濃縮土壌とに分
離する。また、清浄土壌は再利用する。 

原位置前処理と組合せれば、複合汚染土壌の一括処理が可能な方法
と考える。 

洗浄処理 

分級洗浄法による重金属汚
染土壌浄化工法 

汚染土壌を清水によって洗浄・分級することにより、ベンゼン・シアン化合物及び
重金属による汚染土壌を浄化する。 

原位置前処理と組合せれば、複合汚染土壌の一括処理が可能な方法
と考えられる。 

※１ 記載してある技術・工法は、将来、都との工事請負契約等を約束するものではない。 
※２ 評価の高かった公募提案とは、評価が S、Aの提案である。ただし、評価が A以上であっても対策として定めた技術・工法に合致しないものは除く。 
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汚染土壌・汚染地下水対策   

【汚染土壌処理－掘削処理－バイオ処理】 

対策として定めた 

技術・工法 
提案名 概要 評価のコメント 

バイオヒートパイル工法 
ベンゼンの汚染土壌に栄養塩と空気を攪拌混合して畝を造り、土壌中の微生物を活
性化させ、ベンゼンを分解する。 

特殊資材の混入など、浄化促進に配慮しており、ベンゼン単独汚染
土壌の処理法として有効であり、費用も安価である。浄化も 1 サイ
クル期間を明示しているのが評価できる。 

バイオレメディエーショ
ン 

掘削した土壌に栄養塩と空気を攪拌混合して畝を造り、土壌中の微生物を活性化さ
せ、ベンゼン・シアン化合物・油汚染土壌を浄化する。 

ベンゼン単独汚染土壌に限れば、工期の短い効果的処理法である。
なお、作業工程から発生するベンゼンについては、大気揮散を防ぐ
措置をとる必要がある。 

掘削微生物処理 

オンサイト バイオパイル
工法 

ベンゼンの汚染土壌に栄養塩と空気を攪拌混合して畝を造り、土壌中の微生物を活
性化させ、ベンゼンを分解する。 

実績も多く、効果的処理法と考えるが、処理単価が若干高い。 

※１ 記載してある技術・工法は、将来、都との工事請負契約等を約束するものではない。 
※２ 評価の高かった公募提案とは、評価が S、Aの提案である。ただし、評価が A以上であっても対策として定めた技術・工法に合致しないものは除く。 
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汚染土壌・汚染地下水対策     

【汚染土壌処理－原位置処理－バイオ処理】  

対策として定めた 

技術・工法 
提案名 概要 評価のコメント 

原位置 微生物分解処理工
法 

滞水層中に空気と栄養塩などを同時に供給し、ベンゼンを揮発させるとともに、土
壌中の微生物を活性化させて、ベンゼン・シアン化合物の汚染土壌を浄化する。 

処理法自体は評価でき、ガス工場跡地処理の実績もある。 

酸素徐放剤注入工法 
地盤中に酸素徐放剤を注入し、好気性微生物を活性化・増殖させ、ベンゼンの汚染
土壌を浄化する。 

実証データからみて、ベンゼン、シアンの浄化は期待でき、費用も
安価で施工性も良い。 

シアンバイオ処理 

滞水層中に栄養塩、溶存酸素水及び酸素徐放剤などを注入し、シアン化合物の汚染
土壌を浄化する。また、シルト層や粘性土層は深層混合処理機の水平攪拌翼から、
栄養塩と溶存酸素水や酸素徐放剤などを汚染土壌と直接攪拌混合することにより、
シアン分解菌を活性化させて、汚染土壌を浄化する。 

複合汚染土壌の予備処理としては、ベンゼンを含め活用できる。 

バイオスパージング工法 
地盤中に空気を送り込み、ベンゼンや油類を気化させて除去すると同時に、地盤中
の微生物を活性化させて、ベンゼン・油の汚染土壌を浄化する。 

ベンゼンだけでなくシアンも処理可能と考える。豊洲の土質からみ
て、通水処理も行った方が効果的と思うが、複合汚染土壌の前処理
として使える可能性は高い。 

バイオパファーマルチシス
テム工法 

エアースパーシング工法と通水洗浄とバイオ処理を組み合わせて、ベンゼンの汚染
土壌を浄化する。 

スパージングと地下水循環の併用は評価でき、シアンも処理可能と
考える。複合土壌汚染の前処理に適する。 

前培養を伴うバイオ処理法 
地盤中に空気を送り込み、ベンゼンや油類を気化させて除去する。同時に、汲み上
げた地下水の微生物を前培養槽で増殖させ、空気と一緒に送り込むことにより、地
盤中の微生物を更に活性化させ、ベンゼン・油の汚染土壌を浄化する。 

浄化に適した微生物を前培養し、バイオスパージングに用いるのは
効果的と考えるが、培養液の注入に際しては、安全性を考慮する必
要がある。 

ベンゼン分解高性能微生物
を用いたバイオオーギュメ
ンテーション 

地盤中に空気を送り込み、安全性の確認されたベンゼン分解能力の高い微生物を注
入し、ベンゼンの汚染土壌を浄化する。 

浄化に適した微生物を工場で培養し、バイオスパージングに用いる
のは効果的と考えるが、豊洲の微生物ではなく、外来の微生物につ
いては、安全性の確認が必要となる。 

原位置微生物処理
（前処理） 

バイオスパージング工法 
地盤中に空気及び栄養塩を送り込み、ベンゼンや油類を気化させて除去すると同時
に、地盤中の微生物を活性化させて、ベンゼン・シアン化合物・油の汚染土壌を浄
化する。 

ベンゼン、シアンとも処理可能と考える。通水処理も行った方が効
果的と思うが、複合汚染土壌の前処理として使える可能性は高い。 

※１ 記載してある技術・工法は、将来、都との工事請負契約等を約束するものではない。 
※２ 評価の高かった公募提案とは、評価が S、Aの提案である。ただし、評価が A以上であっても対策として定めた技術・工法に合致しないものは除く。 
※３ 別々の提案者から同一名称で提案があったものは、同一の提案名で記載。 
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汚染土壌・汚染地下水対策         

【汚染地下水処理－原位置処理－洗浄水の循環による処理】 

対策として定めた 

技術・工法 
提案名 概要 評価のコメント 

すっからかーん工法 
（ＳＫＫ工法） 

バキュームウェルポイントの改良工法であるスーパーウェルポイント工法を応用し
た技術であり、地下水の汲み上げと土壌ガス吸引を行うことにより地下水と土壌の
浄化ができる工法である。 

土壌吸着ベンゼンの揮発も期待できるので、非掘削土壌の汚染地下
水対策として活用すれば、浄化期間の短縮に加え、地下水の再汚染
の可能性も大幅に低下することが期待できる。 

スーパーウェル（ＳＷＰ）
による高速地下水処理と
オンサイト洗浄工法の併
用 

スーパーウェルポイント工法による強い強制排水力を持つ揚水井戸を設置して、地
下水の汲み上げと土壌ガス吸引を行うことにより、地下水と土壌の浄化ができる工
法である。 

土壌吸着ベンゼンの揮発も期待できるので、非掘削土壌の汚染地下
水対策として活用すれば、浄化期間の短縮に加え、地下水の再汚染
の可能性も大幅に低下することが期待できる。 

地下水揚水とあわ
せて土壌ガスを吸

引 

Ｈｉ－ＷＡｉ（ハイウェイ）
洗浄工法 

スーパーウェルポイント工法を応用した技術であり、強い強制排水力を持つ揚水井
戸を設置して、地下水の汲み上げと土壌ガス吸引を行うことにより、地下水と土壌
の浄化ができる工法である。 

土壌吸着ベンゼンの揮発も期待できるので、非掘削土壌の汚染地下
水対策として活用すれば、浄化期間の短縮に加え、地下水の再汚染
の可能性も大幅に低下することが期待できる。 

※１ 記載してある技術・工法は、将来、都との工事請負契約等を約束するものではない。 
※２ 評価の高かった公募提案とは、評価が S、Aの提案である。ただし、評価が A以上であっても対策として定めた技術・工法に合致しないものは除く。 
 
 
.汚染土壌・汚染地下水対策   

【汚染地下水処理－プラントによる処理】  

対策として定めた 

技術・工法 
提案名 概要 評価のコメント 

ＶＳＡＰ（ブイサップ） 
揚水した地下水に含まれるベンゼンは、特殊気散ノズルを用いて気液接触処理によ
り処理する。また、シアン化合物は硫酸第二鉄を加え、錯体を形成させて凝集沈殿
させて処理する。 

多段揮発処理、及びアクリル繊維ろ過装置は、効果的な装置であり、
実効性は高い。重金属も提案の紺青法で処理可能と考える。油分（ｎ
－ヘキサン）処理についても検討が望まれる。 ＊ ＶＳＡＰは地
下水処理よりも、排水処理施設として単独活用する方が有効と考え
る。   

グリーンラスト/フェライ
ト循環処理法（ＧＲ処理
法） 

揚水した地下水に含まれる重金属は、グリーンラストを用いた凝集沈殿や酸化還元
処理により、様々な種類のものを一括して処理する。また、揮発性物質であるベン
ゼンは、ばっ気させて処理する。 

ベンゼンの特殊曝気処理、重金属のフェライト処理は、効果的な処
理法と考える。土壌処理・地下水処理兼用の提案も評価できる。油
分（ｎ－ヘキサン）の処理についても検討が望まれる。 

NUS 方式による地下水処理 
揚水した地下水に含まれる重金属等は、塩化第一鉄などを用いた凝集沈殿により、
様々な種類のものを一括して処理する。 

重金属、シアンの処理は実績もあり可能と考える。ベンゼンの湿式
活性炭処理、フィルタービンによる汚泥処理ついては、処理効率等
の検討が必要である。施設は可搬式で施工性等は良い。 

ばっ気、凝集沈殿 
処理 

地下水中の有害物質除去工
法 

揚水した地下水に含まれるベンゼンは微生物浄化＋曝気法、シアン化合物はオゾン
マイクロバブル分解＋アルカリ塩素法＋紺青法により、処理する。 

処理の確実性は高く、ベンゼンの処理法は評価できる。シアンも処
理法自体は評価できるが複数の処理を直列に適用する必要性は低い
と考える。 

※１ 記載してある技術・工法は、将来、都との工事請負契約等を約束するものではない。 
※２ 評価の高かった公募提案とは、評価が S、Aの提案である。ただし、評価が A以上であっても対策として定めた技術・工法に合致しないものは除く。 
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汚染土壌・汚染地下水対策 

【遮水壁】  

対策として定めた 

技術・工法 
提案名 概要 評価のコメント 

鉛直シート工法 
等厚壁施工機（ＴＲＤ施工機）により造成したソイルセメント壁体の中に、高密度
ポリエチレンシートを挿入して、遮水性の高い止水壁を造成する工法である。 

ソイルセメント壁と遮水シートを設置する工法は、施工性、遮水性
に優れている。ただし、抗土圧構造ではないため､自立高さの低い場
所の遮水壁として有効である。 

トリナー工法 
等厚壁施工機（ＴＲＤ施工機）により造成したソイルセメント壁体の中に、高密度
ポリエチレンシートや薄鋼板を挿入して、遮水性の高い三層構造の止水壁を造成す
る工法である。(鋼矢板も併用できる) 

ソイルセメント壁と遮水シートを設置する工法は、施工性、遮水性
に優れている。ただし、抗土圧構造ではないため､自立高さの低い場
所の遮水壁として有効である。 

鉛直シート工法 
（ジオロック工法） 

等厚壁施工機（ＴＲＤ施工機）により造成したソイルセメント壁体の中に、高密度
ポリエチレンシートを挿入して、遮水性の高い止水壁を造成する工法である。接合
部が鋼矢板に比較して 1/3～1/2 となる。 

ソイルセメント壁と遮水シートを設置する工法は、施工性、遮水性
に優れている。ただし、抗土圧構造ではないため､自立高さの低い場
所の遮水壁として有効である。 

ラテナビウォール工法 
トレンチャー式の地盤改良機械で攪拌混合して造成したソイルセメント壁中に、ロ
ール状に巻いた遮水シートを挿入し、巻きほぐしながら横引きして遮水壁を造成す
る工法である。 

トレンチャー式地盤改良材による掘削であり、施工性が良く、連続
した遮水シートを用い遮水性が高い工法である。ただし、深さは 10m
程度が限界と思われる。 

ソイルモルタルと
遮水材を組み合わ
せた遮水壁 

ラテナビウォール工法 
トレンチャー式の地盤改良機械で攪拌混合して造成したソイルセメント壁中に、ロ
ール状に巻いた遮水シートを挿入し、巻きほぐしながら横引きして遮水壁を造成す
る工法である。 

トレンチャー式地盤改良材による掘削であり、施工性が良く、連続
した遮水シートを用い遮水性が高い工法である。ただし、深さは 10m
程度が限界と思われる。 

※１ 記載してある技術・工法は、将来、都との工事請負契約等を約束するものではない。 
※２ 評価の高かった公募提案とは、評価が S、Aの提案である。ただし、評価が A以上であっても対策として定めた技術・工法に合致しないものは除く。 
※３ 別々の提案者から同一名称で提案があったものは、同一の提案名で記載。 
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液状化対策  

【地盤改良－締固工法】 

対策として定めた 

技術・工法 
提案名 概要 評価のコメント 

SAVE コンポーザー 
砂杭による静的な地盤の締め固め工法。ケーシングの回転圧入により、静的な圧入
によって締固め砂杭を造成し、地盤の液状化を防止する。 

静的締固め工法に属す。施工実績も数多くあり、液状化対策として
確立された工法であり、液状化層が厚い箇所の液状化対策に適して
いる。 

コンポーザー 
（打戻し式ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟ
ｲﾙ工法） 

砂杭による振動式地盤締め固め工法。バイブロハンマーを用いてケーシングを貫入
させ､所定の深度よりこれを引抜き材料である砂を排出し、更に打戻すことによって
締固めた砂杭を造成して液状化を防止する。 

振動式締固め工法に属す。施工実績も数多くあり、液状化対策とし
て確立された工法であり、液状化層が厚い箇所の液状化対策に適し
ている。 

ＳＴＥＰ工法 
ケーシング内のスクリューにより、静的に砂材等を排出し、拡径･締固めた砂杭を造
成し、液状化を防止する。併せて、間欠エアーを噴射し、過剰間隙水圧の上昇や地
盤の緩みを利用して締固め効果を高めている。 

静的締固め工法に属す。少ないが施工事績はあり、メカニズムとし
て液状化は防止できることから、液状化層が厚い箇所の液状化対策
に適している。 

ＫＳ－ＥＧＧ工法 
（けいえすえっぐ工法） 

回転駆動装置と押込みウインチを組合せた回転貫入装置により、ケーシングパイプ
の静的貫入を行い、パイル材の排出･打戻･拡径によって締固め杭を造成し、液状化
を防止する。 

静的締固め工法に属す。施工実績があり、液状化対策として確立さ
れた工法であり、液状化層が厚い箇所の液状化対策に適している。 

ＧｅＯ－ＫＯＮＧ工法 
（ジオ・コング工法） 

二重管ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟの内管を油圧力で上下動にさせ、管内の材料(砂、礫)を地中に強
制的に排出して拡径することによって、地盤を締め固めて液状化を防止する。 

静的締固め工法に属す。施工実績があり、液状化対策として確立さ
れた工法であり、液状化層が厚い箇所の液状化対策に適している。 

砂杭締め固め工法 

ＳＴＥＰ工法＋ＳＲＳ工法 
砂杭の材料として汚染土壌の洗浄処理を行った後の洗浄砂を用いて、ケーシング内
の材料を強制排出して拡径し締固めされた砂杭を造成し、液状化を防止する。 

少ないが施工実績はあり、メカニズムとして液状化は防止できるこ
とから、液状化層が厚い箇所の液状化対策に適している。また、還
元剤を噴射することにより原位置で汚染処理も可能である。 

※１ 記載してある技術・工法は、将来、都との工事請負契約等を約束するものではない。 
※２ 評価の高かった公募提案とは、評価が S、Aの提案である。ただし、評価が A以上であっても対策として定めた技術・工法に合致しないものは除く。 
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液状化対策  

【地盤改良－固結工法】 

対策として定めた 

技術・工法 
提案名 概要 評価のコメント 

パワーブレンダー工法 
地盤とセメント・セメント系の固化材等に水を加えたスラリーを、トレンチャーに
よって鉛直攪拌混合することにより、改良体を造成する。浅・中層混合処理として
用いられる。 

施工実績も数多くあり、浅層の改良に特化した工法であるため、液
状化層が薄くて表層にある箇所の液状化対策に適している。 

ＳＣＭ工法（＋ＴＯＦＴ工
法） 

格子状に固化改良を行い、固化体で囲まれた砂地盤のせん断変形を抑止することに
よる液状化対策工法。地盤とセメント系の固化材などを、バックホウに特殊攪拌装
置を取り付けた機械によって、鉛直攪拌混合することにより、格子状の改良体（TOFT
工法）を造成する。主に浅・中層混合処理として用いられる。 

施工実績も数多くあり、液状化対策として確立された工法であり、
液状化層が薄くて表層にある箇所の液状化対策に適している。 

ＴＯＦＴ工法 
セメント系の地盤改良工法である深層混合処理工法を使って格子状に地盤固化し、
固化体で囲まれた砂地盤のせん断変形を抑止されるため､格子内地盤の液状化を防
ぐとともに、周辺地盤からの動水圧の進入を防止する。 

施工実績も数多く、液状化対策として確立された工法である。 

サンドコンパクションパイ
ル工法＋ＴＯＦＴ工法 

建物建設地は直接基礎を可能とする格子状に地盤固化（TOFT）を行い、固化体で囲
まれた砂地盤のせん断変形を抑止する。また、建物建設地以外は経済的な砂杭によ
る地盤の締固め工法であるサンドコンパクションで液状化対策を行う。 

施工実績も数多く、液状化対策として確立された工法である。 

CDM-Land4 工法 
4 軸で深層混合処理(通常は 2軸)によって改良体を造成するため、施工性・コストに
優れている。 

液状化対策として有効である。 

格子状地盤改良（ＴＯＦＴ）
工法 

セメント系の地盤改良材を使って深層混合処理工法により格子状に地盤を固化し、
固化体で囲まれた砂地盤のせん断変形を抑止することによる液状化対策工法。 

施工実績も数多くあり、液状化対策として確立された工法である。 

パワーブレンダー工法 
地盤とセメント･セメント系の固化材等に水を加えたスラリーをトレンチャーによ
って鉛直攪拌混合することにより、改良体を造成する。浅・中層混合処理として用
いられる。 

施工実績も数多くあり、浅層の改良に特化した工法であるため、液
状化層が薄くて表層にある箇所の液状化対策に適している。 

ジャンプス（JAMPS）工法 
機械攪拌と高圧噴射攪拌を併用しながら地中に水平固化盤と鉛直固化壁を構築し液
状化対策を行う工法である。従来の全体固化工法等に比べて、同等の効果を発揮し､
2 割程度のコスト低減ができる。 

機械撹拌と高圧噴射を併用する工法であり、液状化対策として有効
である。 

格子状固化工法 

マルチジェット工法 
改良材の噴出しを自由に設定できるため、地盤を格子状に改良による地盤のせん断
変形を抑制や、円形改良体による液状化対策など、自由な形に改良体を造成できる。 

高圧噴射撹拌による工法であり、液状化対策としては有効であるが、
他の液状化工法と比べて、高価である。 

※１ 記載してある技術・工法は、将来、都との工事請負契約等を約束するものではない。 
※２ 評価の高かった公募提案とは、評価が S、Aの提案である。ただし、評価が A以上であっても対策として定めた技術・工法に合致しないものは除く。 
※３ 別々の提案者から同一名称で提案があったものは、同一の提案名で記載。 
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市場施設完成後の地下水管理システム 

【水位・水質モニタリング手法】    
対策として定めた 

技術・工法 
提案名 概要 評価のコメント 

Ｇ・Ｇ統合型計測管理シス
テム 

地下水位・水質のモニタリングデータをリアルタイムで通信するとともに、数値シ
ミュレータをカップリングさせて地下水・汚染物質の挙動を予測し、インターネッ
ト上で可視化するシステム。 

豊洲の地下水位、水質を監視するのに適したシステムである。特に、
計測データとシミュレーション結果を統合してモニタリングシステ
ムとして高く評価できる。 

無線ＬＡＮを利用した地下
水制御技術 

センサーと無線 LAN を組み合わせて、リアルタイムにデータを監視し、揚水量・地
下水位を制御するシステム。 

観測井戸、揚水井戸を設置し、ポンプを駆動して水位を制御するシ
ステムである。アドホック無線 LAN を用いることで、豊洲のように
広範な地域の計測に適している。井戸の設置、ポンプの設置は標準
的な手法であるが、システムの最適化を図り施工性、経済性に優れ
ている。 

全自動無人地下水管理シス
テム 

地下水位の観測、揚水量の制御、揚水水質測定、排水処理設備での水質浄化、下水
への放流という一連の地下水管理を統合したシステム。 

地下水位の制御と水質の管理に関する総合的な提案が少ない中で、
実現可能性が高い総合的な提案である。 
豊洲での実効性に期待できる優れた提案である。 

ワイヤレス水位計による地
下水管理システム 

地中無線方式（ワイヤレス）の水位計を設置し、地下水位の分布を得る方法。水位
計に保存されたデータは定期的にポータブル受信機で回収し、PC で地下水の経時な
水位分布を得るシステム。 

低周波磁界を用いた通信システムで実績があり、豊洲のような広域
施設への適用にも適している。 
豊洲での実効性に期待できる優れた提案である。 

地下水管理 
システム 

ＺｉｇＮＥＴ 地下水位や水処理などの環境モニタリングデータを無線センサネットワークによ
り、24 時間監視するシステム。 

モニタリングシステムとしての実効性が高いと評価できる。広域無
線ネットワークとして実績もある。施工も容易と判断する。 

※１ 記載してある技術・工法は、将来、都との工事請負契約等を約束するものではない。 
※２ 評価の高かった公募提案とは、評価が S、Aの提案である。ただし、評価が A以上であっても対策として定めた技術・工法に合致しないものは除く。 
 
 
 
 
市場施設完成後の地下水管理システム  

【地下水位制御手法】      
対策として定めた 

技術・工法 
提案名 概要 評価のコメント 

地下水管理システ
ム 

降雨量と地下水位による地
下水管理システム 

降雨強度センサーと地下水位モニタリングを併用した地下水管理システム。 
検出される降雨強度と地下水位レベルの関係を基に水中ポンプの稼動を制御し設定
水位を維持する。 

降雨センサーと地下水水位センサーを組み合わせることで効果的
に汚染地下水の流入流出を防ぐ実効性の高いシステムである。降雨
量の計測により過剰な水位上昇を防ぐことができ、環境基準にも配
慮したシステムとして提案されている。 

※１ 記載してある技術・工法は、将来、都との工事請負契約等を約束するものではない。 
※２ 評価の高かった公募提案とは、評価が S、Aの提案である。ただし、評価が A以上であっても対策として定めた技術・工法に合致しないものは除く。 
 


