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苫小牧港西港区及び東港区では、老朽化対策や大規模地震時の物流を確保する耐震機能を有

した岸壁などの改良工事を進めている。改良工事のうち埋立工においては、火力発電所から発

生する石炭灰を活用した土砂改良工法を採用している。本改良工法については、平成22年度に

配合設計と施工方法について報告を行った。本報告では、現地で実施工を行った改良土の強度

試験の結果を踏まえ、改良土の強度特性について報告する。 
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1.  はじめに 

 

苫小牧港は、北海道南西部太平洋岸に位置する国際拠

点港湾である。北海道の港湾取扱貨物の約5割、外貿コ

ンテナ貨物の約7割を扱っており、北海道の経済、産業

を支える役割を担う重要な港である。しかしながら、大

規模地震が発生し、港湾機能が麻痺した場合には、苫小

牧周辺地域の経済・生活はもとより北海道の経済全体に

多大な影響を与えることが懸念される。このため、苫小

牧港西港区及び東港区において、老朽化対策や大規模地

震時の物流を確保することなどを目的として耐震機能を

有した岸壁へ改良工事を進めている。現在の進捗状況と

しては、東港区中央ふ頭国際海上コンテナターミナル-

12.0m岸壁（耐震）が、平成22年4月より一部供用開始と

なり、西港区西ふ頭においては、内貿ユニットロードタ

ーミナル3バースのうち-9.0m岸壁（耐震）1バースが、

平成25年9月より供用を開始した。現在も、引き続き両

港区の改良工事を進めている。 

改良工事のうち埋立工においては、火力発電所から発

生する石炭灰を有効活用した土砂改良工法を採用してい

る。本報告では、現地で実施工を行った改良土の強度試

験の結果を踏まえ、改良土の強度特性について報告する。 

 

 

2.  苫小牧港において石炭灰を有効活用した実績 

 

苫小牧港において、これまでに石炭灰を有効活用した

実績と得られた主な知見は以下のとおりである1) 2) 3)。 

① 配合試験等により、フライアッシュの配合量は、

300kg/m3で材料分離が最もしにくい。 

② フライアッシュを用いることは、水中打設時にお

ける材料分離の危険性が少ない。 

③ スラリー配合の条件において、粘着力Cdは、セメ

ント量が多くなるほど強度発現が大きくなる傾向

にある。一方、せん断抵抗角φdについては、セメ

ント量による影響は少なく、概ねφd=40°程度の値が

得られた。 

④ シルトを使用した改良土の強度は、フライアッシ

ュの灰種によるばらつきが比較的小さい。その他

の土質における、フライアッシュの灰種の違いに

よる強度特性については未解明な点があった。 

⑤ シルト・粘性土を用いた場合の室内配合試験より、

養生温度10℃においてセメント量40kg/m3、フライ

アッシュ300kg/m3を添加混合することにより、設計

基準強度である一軸圧縮強度qu=200kN/m2を満足す

る。 

⑥ セメント添加量の増大とともに1週強度、4週強度

が増加する傾向を示している。 

⑦ セメント添加量が多いほど4週と1週の強度比の値

が大きい。 

 

 

3.   対象施設について（東港・西港） 

 

本報告の対象施設となる、西港区西ふ頭耐震強化岸壁

の標準断面図を図-1、東港区中央ふ頭における耐震強化

岸壁の標準断面図を図-2に示す。両港区の施設とも、控

え直杭式鋼管矢板構造を採用しており、東港区について

は、ガントリークレーンの基礎（鋼管杭）を有している。
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要求性能を満足させるための一つとして土砂の液状化対

策も必要となり、改良土の設計強度は一軸圧縮強度

qu=200kN/m2となった。 
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図-1 西港区岸壁西-9.0m（耐震）標準断面図 
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図-2 東港区岸壁-12.0m（耐震）標準断面図 

 

 

4.  施工について 

 

(1) 改良土打設方法 

西港区における改良土の施工状況を写真-1 に示す。

西港区における施工は、これまでの東港区の岸壁改良工

事とほぼ同様の施工規模・施工条件となることから、東

港区の過年度工事と同様に事前混合処理プラントを施工

箇所に設置し、圧送管により打設するトレミー工法とし

た。 

 

(2) 事前混合処理プラント 

事前混合処理施工フローを図-3 に示す。投入した土

砂にセメントと分離防止剤（フライアッシュ）、海水を

混合しスラリー状の改良土とする。この事前混合処理プ

ラントでは、使用する土砂の最大粒径が 40mm程度まで

の改良土の製造ができる。 

事前混合処理プラント

フライアッシュ貯蔵サイロ
圧送管

 

写真-1 改良土打設状況（西港区） 
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図-3 事前混合処理施工フロー 

 

 

5.  石炭灰（フライアッシュ）について 

 

水中部に改良土を埋立ることとなるため、改良土の材

料分離防止を考慮する必要がある。苫小牧港は、図-4

に示すように、苫東厚真発電所に近いこともあり、材料

分離防止材となるフライアッシュを入手し易い。 

苫東厚真発電所における石炭灰の発生量と有効利用量

の推移を図-4 に示す。年間 40 万 t 程度の石炭灰が有効

利用されていることが分かる。苫小牧港の整備において

も、石炭灰の使用により有効利用の促進に寄与してい

る。 
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6.  強度特性 について 

 

(1)改良土の配合の決定および品質確認について 

改良土の設計強度を満足するために、目標強度の設定

を行う。配合の決定および品質確認は、図-5に示す試験

フローにより行った。現地着工前に目標強度と配合の設

定を行い、施工時では、現地着工前の室内配合試験結果

を踏まえ、打設時期の海水温など現場条件を考慮して配

合を決定する。さらにプラントサンプリング・原位置サ

ンプリング等による改良土の品質確認を行う。 

 

改良土の設計強度 qu=200kn/m2

2．現場試験（プラントサンプリング・原位置サンプリング）

プラントにより製造した改良土の品質確認、打設後の改良土の品質確認

1．室内配合試験

【現地着工前】 目標強度、配合の設定 【施工時】 配合の決定

図-5 試験フロー 

 

(2)室内配合試験 

a)目標強度の設定 

目標強度の設定にあたっては、事前混合処理工法技術

マニュアルにより、割増係数(α)は 2.0 (液状化対策)と

し、これを設計強度に乗じることで目標強度は

qu=400kN/m2とした。 

b)試験項目 

室内配合試験における検討内容を表-1に示す。 

 

表-1 室内配合試験・検討内容 

土質
試験

粒度分布
含水比

種類

ミニスランプ
スランプ

養生温度の設定

一軸圧縮試験

・使用する母材による強度特性の傾向を把握するため
・施工時の海水添加量の管理のため

・改良土の強度確認（σ7、σ28）

目的

・改良土の品質確保のため

・【現地着工前】20℃、5℃
・【現地着工時】施工時期の海水温を考慮

 

 

① 土質試験（粒度分布、含水比） 

改良土に使用した土砂は、平成 21、22 年度は、東港

区中央水路航路・泊地の浚渫土砂の排砂地および築堤に

堆積した土砂を使用している。平成 25 年度以降は、西

港区の岸壁改良工事で発生した原地盤の土砂を使用して

いる。土砂の採取箇所が異なることから、土質を把握す

るために粒度分布試験を行う。 

含水比試験は、海水添加量の決定にあたり土砂に含ま

れる含水量を把握するために行う。 

② ミニスランプ・スランプ試験 

ミニスランプ・スランプ試験は、改良土の打設時にお

ける品質確保およびワーカビリティー確保のために行う。

ミニスランプの管理値は7.0cm±1.0cmとした。これは最

も水中不分離性を発揮するためである。なお、西ふ頭で

発生する土砂は粗礫分を含み、最大粒径が40mm程度で

あることから、改良土はフレッシュコンクリートの性状

に類似している。このことより、礫質砂はミニスランプ

ではなくスランプ値による評価とした。スランプ値は同

一試料によるミニスランプ試験とスランプ試験で得られ

た値の相関により決定した。規格値は、コンクリート標

準示方書により±2.5cmとした。 

③ 養生温度の設定 

養生温度は、改良土の強度に影響を与えることが知ら

れている 4)。改良土は海中に埋立を行うため、施工時期

の海水温度について考慮する必要がある。現地着工前の

室内配合試験では、養生温度は通常の養生温度 20℃の

ほか、冬季における苫小牧海水温として 5℃とした。一

方、施工時の室内配合試験においては、打設時期を考慮

した養生温度とした。 

④ 一軸圧縮強度  

①～③により決定した配合により作成した試料が所定

の目標強度 qu=400 kN/m2を満足しているかを確認するた

め、一軸圧縮強度試験 σ7 および σ28 を行う。現場試験

については後述する。 

c)試験結果 

現地着工前、施工時における室内配合試験およびサン

プリング等で得られたデータより分析した結果を以下に

示す。 

① 土質試験（粒度分布、含水比） 

土砂の粒径加積曲線を図-6 に示す。粒度試験結果か

ら、浚渫土砂は採取場所の違いによりシルト～礫質砂に

分類される。シルトの場合は、フライアッシュの添加前

後で差は見られない。一方、礫質砂は、細粒分（シルト

および粘土）が 3%前後のため、フライアッシュの添加

により土砂の粒度が調整されたことが確認できた。これ

は土砂の空隙にフライアッシュが充填されたためと考え

られる。 
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図-6 粒径加積曲線 
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土砂の含水比の試験結果を図-7 に示す。ここでは、

サンプル数の多い施工時における結果を示している。シ

ルトの含水比は、ばらつきはあるものの 40%～60%であ

る。一方、礫質砂の含水比は、5%～10%前後である。 
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② ミニスランプ・スランプ試験 

礫質砂におけるミニスランプ・スランプの相関の結果

を図-8 に示す。ミニスランプ値とスランプ値にはバラ

ツキが見られるものの、ミニスランプが大きくなるに伴

いスランプ値が大きくなる傾向がみられた。これにより

目標スランプ値は、概ね 20cmとした。 
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図-8 スランプとミニスランプの関係 

 

③ 養生温度の設定 

苫小牧港における海水温度の傾向を図-9 に示す。平

均海水温度は季節変動による変化があり、海水温の差は

最大約 15℃であった。施工時では、打設時期により養

生温度は 3℃～15℃の設定となった。 
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図-9 月別平均海水温度の推移 

(3)室内配合試験【現地着工前】 

一軸圧縮試験（礫質砂（西港区））の結果を図-10 に

示す。主な結果は以下のとおりである。 

・強度は、養生温度が高いほど、またセメント量が多く

なるに従い大きくなる。すなわち強度は、養生温度およ

びセメント量による影響が大きい。 

・養生温度の違いによる強度比は、セメント量が多くな

るに従い大きくなる。フライアッシュとポリアクリルア

ミドについても同様にその傾向は大きくなる。 

・フライアッシュの方がポリアクリルアミドと比較して

少ないセメント量で所定の強度を満足する。 
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図-10 室内配合試験【現地着工前】σ28結果 

 

礫質砂（西港区）における配合の設定結果を表-2 に

示す。ミニスランプ値 7.0±1.0cmを得るためのセメント

量は、材料分離防止材がフライアッシュの場合

40kg/m3、ポリアクリルアミドを使用した場合 100kg/m3

となった。コスト比較の結果、フライアッシュを採用し

た方がポリアクリルアミドを採用するよりも 25%~30%

程度低減することができる。 

 

表-2 配合の設定（礫質砂（西港区）） 

高炉B種 フライアッシュ

BB （kg/m3） FA （kg/m3）
40 300 308 6.9
60 300 308 6.9
80 300 308 7.5

海水

ρ=1.03g/m3
ミニスランプ値

(cm)

 

高炉B種 分離防止剤

BB （kg/m3） PA　（mg/kg）

100 90 395 7.1
150 90 385 7.0
200 90 380 7.3

海水

ρ=1.03g/m3
ミニスランプ値

(cm)

 

 

(4)室内配合試験【施工時】 

一軸圧縮試験（礫質砂（西港区・東港区）、シルト

（東港区））の結果を図-11に示す。 

・強度は、養生温度が高いほど、またセメント量が多 

くなるに従い大きくなる。 

・砂礫土砂においては、養生温度を 3℃とした冬期では
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セメント量 60kg/m3、海水温度を 8℃とした冬期外では

セメント量 40kg/m3の場合に、目標強度 qu=400kN/m2を

満足する。一方、養生温度 15℃において、セメント添

加量を 30kg/m3 とした場合は目標強度を満足しなかっ

た。 

・礫質砂においては、セメント量 60kg/m3 の場合、養生

温度の違いによる強度比は大きくなる。 

・養生温度、セメント量が同じであっても強度にばらつ

きがみられる。 

・養生温度が同じである場合は、礫質砂の方がシルトよ

りも少ないセメント量で所定の強度を発現する。これ

は、礫質砂のほうがシルトと比較して空隙率が大きいた

めフライアッシュとセメントが土砂の空隙に充填されや

すく、均一な改良土となるためであると考えられる。 
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図-11 室内配合試験【施工時】σ28結果 

 

(5)プラントサンプリング・原位置サンプリング 

a)サンプリング方法 

・プラントサンプリング 

事前混合処理プラントで製造された改良土の品質確認

のため、プラントサンプリングを実施した。サンプリン

グの方法は、プラントで製造された直後の改良土を採取

し、作成した供試体を現地の海水にて養生を行う。強度

確認は、室内試験と同様とした。 

・原位置サンプリング 

 打設後における改良土の品質確認のため、現地サンプ

リングを行った。サンプリングの方法は、①改良土の打

設後に打設箇所から直接改良土を採取する方法。②改良

土打設後に 28 日目にボーリングによりコアを採取する

方法とした。強度確認方法は①，②ともにプラントサン

プリングと同様とした。 

b)サンプリング結果 

シルトにおける各サンプリングで得られた一軸圧縮強

度試験結果を図-12に示す。 

・プラントサンプリング・現地サンプリングともに設計

強度 qu=200kN/m2を満足している。 

・室内試験強度に対し、プラント・現地サンプリング強

度は小さくなる。 

・養生温度を 5℃とした冬期では、プラント・現地サン

プリングともに強度が小さくなる傾向があり、且つ強度

の最大値と最小値の幅が大きくばらつきがみられる。 

・一方、ボーリングにより採取したコアの強度は、室内

試験強度よりも大きい。 

砂礫質土砂における各サンプリングで得られた一軸圧

縮強度試験結果を図-13に示す。 

・プラントサンプリング・現地サンプリングともに設計

強度 qu=200kN/m2を満足している。 

・室内試験強度に対し、プラント・現地サンプリング強

度は小さくなる。 

・養生温度が低く、打設時期の海水温度に変化があるほ

ど、強度にバラツキが生じる。 
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図-12 各サンプリング結果σ28（シルト） 

0

400

800

1200

1600

2000

一
軸

圧
縮

強
さ
σ
28

（
kN

/m
3 ）

礫質砂
① C 40kg/m3  養生温度15℃

6/24～7/22 海水温度： 15 ℃程度
② C 60kg/m3    養生温度3℃

1/20 ～3/17 海水温度： 1～5℃程度

 
図-13  各サンプリング結果σ28（礫質砂） 

 

c)改良土の強度のばらつきの要因 

改良土の強度はセメント量と養生温度の影響が大きい

ことがわかった。ばらつきの要因は以下のことが考えら

れる。 

①工事で発生した土砂を使用するため、土砂の性状が一

定しない。施工時では大量の土砂を使用するためその傾

向はより顕著となる。②使用前の土砂は外気に影響を受

けやすい。特に冬期は土砂の表面部と内部とで温度差が

生じやすい。③海水温は変動があることから室内配合試

験と違い施工時は養生温度が一定しない。④冬期では圧

送管が冷やされてしまい、圧送中に改良土の温度が下が

る場合がある。⑤プラント各種計量器は施工による振動
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の影響があり、使用実績から計量誤差は、土砂±5％ 

改良材±3％となっている。実施工ではこれを考慮した

各材料配合が求められ、静的な環境で各材料を計測した

室内配合試験時とは異なる。 

 

(6)コアボーリングについて 

 コアボーリングは、乱れが少ない試料の採取が可能な

3重管サンプリングを試みた。 

シルトにおける採取コアによる試験結果では、強度に

ばらつきはみられるものの、深度が深くなるに従い強度

が大きくなる傾向がみられた。これは、フライアッシュ

を添加した改良土は、打設後 28日を経過しても強度が

伸びる特性があり、下層になるほど打設後の経過時間が

長いためと考えられる。 

 一方、西港区の土砂（砂礫質）を用いた改良土につい

てはコアの採取が不可能であった。これは改良土に粗礫

(最大粒径 40mm程度)を含んでおり、ボーリングのビッ

トに粗礫が引掛り回転時に試料がかき乱されてしまうた

めである。そのため、平成 26年度では打設時に塩ビ管

を設置し、28日目に塩ビ管に入った改良土で供試体を

作成し強度試験を行うこととした。 

 

 

7. まとめ 

 

 強度特性に関して、これまでに得られた知見および本

報告で得られた結果を踏まえ以下にまとめる。 

・フライアッシュは、西港区の土砂にみられる粗礫を含

む土砂においても粒度分布を均一にでき材料不分離効

果が期待できる。さらに、セメント量を低減できコス

ト縮減となる。 

・強度は、土砂の粒度分布のほか、セメント量、養生温

度に大きく影響される。 

・シルトよりも礫質砂の方がフライアッシュの効果は大

きく、少ないセメント量で所定の強度を満足する。 

・西ふ頭における礫質砂においては、養生温度を3℃と

した冬期の場合、セメント量60kg/m3、海水温度を8℃

以上とした冬期外の場合、セメント量40kg/m3で目標

強度400kN/m2を満足する。 

・強度のばらつきは、室内配合試験よりも現場における

各サンプリングの方が大きい。これは土砂の性状が一

定でないことと、施工時における養生温度の変化とい

う、強度に影響を及ぼす要因がみられるためである。 

・粗礫を含む土砂で海中に打設される改良体の強度確認

にあたっては、海中よりサンプルした供試体による一

軸圧縮強度試験が可能であった。 

 

 

8. 今後の課題 

 

改良土の品質をより一定にしていくためには、ばらつ

きの要因を可能な限り取り除くことが必要である。 

課題-1・・室内配合試験を実施工の条件にどれだけ近づ

けるか。 

① 強度に影響する養生温度の設定を慎重に行う。 

② また、同じ採取箇所においても母材の粒径や性質が

違う箇所がないか十分調査を行う。 

課題-2・・施工時の品質管理をどの様に向上させるか。 

① 土砂の性質の違い（含水比）によるきめ細やかな配

合の管理。 

② 土砂に含まれる玉石などは事前にバケット等でふる

い分けを行い除去する。 

③ 計量誤差を少なくするため、土砂改良機の清掃等の

メンテナンス。 

④ 原位置サンプリングでは、粗礫を含む改良体の強度

確認のためのコア採取は難しいことが判った。原置

試験による方法についても今後検討したい。 

 

 

9. おわりに. 

 

粗礫を含む砂礫土砂においてもフライアッシュを有効

活用した改良土は所定の強度を満足することが明らかと

なった。今後のより適切な配合のため、データを蓄積・

分析し、施工・品質を確保しつつ、さらなるコスト縮減

に向け検討していきたい。 

本報告にあたり、データの取りまとめ・分析にご指導

いただいた北電興業（株）ご担当者様、ならびに工事関

係者の皆様にこの場を借りて御礼申し上げる。 
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