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石狩湾新港では、平成 18 年度に供用を開始した国際物流ターミナル(水深-14m)において、荒
天時にも安全で効率的な利用を図るため、北防波堤を北側に 400m 延伸する事業を平成 24 年度
から実施している。この北防波堤本体工ケーソンは、北海道内の港湾・漁港においては最大規
格(長さ 25.0m、幅 16.7m、高さ 18.5m)である。本報文は、今年度実施したケーソン据付完了ま
での施工上の工夫及び留意点等について報告するものである。 
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1.はじめに 

 石狩湾新港は、北海道の政治･経済の中枢である札幌

圏に最も近くに位置する物流拠点であり、平成9年に韓

国釜山港間に、定期コンテナ航路を開設したほか、平成

23年には液化天然ガス(LNG)供給機能に係わる「日本海

側拠点港」に選定され、平成24年には、北海道初のLNG

輸入基地の運転開始、さらにLNGを燃料とする火力発電

所の建設が着工されるなど道内のエネルギー供給拠点と

しても重要な役割を担っている。 
 このような役割を担っている石狩湾新港(写真-1)では、

国際貿易の発達に伴い、国際競争力を強化するため、港

湾物流コストの削減に対する取組が課題となっている。

一方、経済のグローバル化が進展する中、大量一括輸送

による海上輸送の効率化の観点から、輸送船舶の大型化

が進展しているが、石狩湾新港では、船舶の大型化や大

量のバルク貨物を取り扱う岸壁が整備されていなかった

ため、背後圏企業が他港から長距離陸上輸送による非効

率な物流形態を強いられていた。このような問題を解消

するため、本港西地区において-14m岸壁を擁する国際物

流ターミナルの供用を平成18年度に開始し、背後製紙企

業の原材料となる木材チップの荷役が行われる(写真-2)

など競争力強化に大きな成果を挙げている。 

 

 

しかし、冬季には日本海特有の卓越した季節風の

影響(写真-3)により、高波浪が発生し港内の静穏度を

保つことができず、港湾施設の利用に支障が生じてい

る。このため、平成24年度から船舶の安全で効率的な

利用を目的とした、北防波堤400mの延伸に着手してい

る。 

 

2.北防波堤の設計断面の特徴について 

 

(1)防波堤上部工の選定 

 北防波堤設計段階の検討では上部工の形状を全断面タ

イプ(図-1)、上部斜面堤(図-2)、胸壁タイプ(図-3)の3
写真-1 石狩湾新港全景 

写真-2 チップ船荷役状況 

写真-3 国際物流ターミナル(-14m)冬季の擾乱 
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つで比較検討した。 
 検討にあたっては、①上部工の形状、②堤体の大きさ、

③地盤改良の範囲、④船舶の規格、⑤中詰材、⑥FD（フ

ローティング・ドック）の規格等を含めた経済性と施工

性で比較を行った結果から胸壁タイプが採用された。 

 

 

 

(2)軟弱地盤改良工法の選定 

 北防波堤延伸箇所の基礎地盤は表層から-30m以浅にN

値10未満の粘性土層、-30m～-45mにはN値20未満の粘性

土層が堆積している軟弱地盤である。このような軟弱地

盤上に巨大ケーソンを設置し、かつ高波浪にも安定な防

波堤とするために、堤体下の地盤改良をすることが必要

となった。 
地盤改良工法は、(1)で選定した胸壁タイプを堤体の

基本形状として、締固め工法（SCP工法）と置換工法で

比較検討した。その結果置換工法では、置換が必要な地

盤の水深が深く掘削範囲が広くなり、施工が困難で高価

になることから、より経済的なSCP工法が採用された。

また、SCP工法では、北防波堤の地盤条件に適用可能で

あったことから、さらに工費を縮減するために一律深度

の地盤改良ではなく、安定計算上の安全率が確保される

と判断された両端下部(図-4赤色部分)を改良しない、T

型SCP工法が採用された。１） 

 

 
(3)中詰材の選定 

 中詰材は、①購入材、②海中採取、③スクラップ等か

ら鋼を製造する工程で副生される製鋼スラグの3種類で

検討した。 
 海中採取の砂は、運搬距離が短く施工費が安価となる

北防波堤近辺の航路から採取を想定したが、原地盤の土

質調査結果から、中詰砂の単位体積重量として設定して

いた18kN/m3を下回っていたため、不可となった。 
 購入砂は、単位体積重量18kN/m3以上を確保する事が

できるが、海中採取と比較して投入費用が高価となり、

かつ、製鋼スラグと比較して単位体積重量が小さいこと

から、堤体幅が大きくなることに伴い、地盤改良範囲も

広くなるため、経済性で劣る。 
 製鋼スラグは、製品として出荷されるため単位体積重

量の品質が一定で、単位体積重量も23.0kN/m³と大きい

ことから堤体幅を小さくでき、かつ地盤改良の範囲も狭

めることができるため経済性で優位となった。このこと

から製鋼スラグが採用された。 
 

(4)洗掘防止範囲の検討 

 石狩湾新港の外郭施設は、過去に洗掘による堤体や消

波ブロックの沈下等の被災を受けたことから、当該施設

では過去の被災履歴を参考にし、洗掘防止対策を検討し

た。洗掘防止対策は、中割石を使用し対策範囲は、被災

が顕著に表れやすい堤体前面から1/4波長の範囲を守る

ために防波堤法線から40mまで行った(図-5)。2） 

 

図-1 全断面タイプ 

図-2 上部斜面堤 

図-5 標準断面図 

図-4 T型SCP断面図 

図-3 胸壁タイプ 
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3.ケーソン据付までの工事経過(平成25年度～26年

度)とその課題・留意点について 
 

(1)地盤改良工事について 

 北防波堤の地盤改良は、平成25年度に54m、平成26年

度に54m行い、合計108mの延長を行っている。その作業

状況を写真-4に示す。 

 施工位置が航路に近いことから盛り上がり土により、

航路の水深より浅くならないように地盤改良を航路側か

ら沖側に向かって施工することで航路に影響が及ばない

ようにした。また、品質管理では、改良範囲が広くかつ、

深度にかかわらず砂杭の強度が必要になることから、チ

ェックボーリングを3カ所行い深度1mごとにN値の確認を

行った。3) 

 

 

(2)ケーソン製作工事について 

 ケーソン製作工事は平成26年度に行った。ケーソンは、

長さ25.0m、幅16.7m、高さ18.5m、重量約4,700tと北海道

内の港湾の中でも最大級の大きさである。(図-6)ケーソ

ンを2函同時製作するためFDは12,000t積の北海道内で最

大規格のものが使用された。(写真-5) 
コンクリートは7段に分割して打設し(図-6)、1日当た

りの打設量が多いことからコールドジョイントが発生し

ないよう練混ぜから打ち終わりまで1時間以内とするた

め、ポンプ車2台で打設を行った。打ち継ぎ目は弱点と

なり海水が浸入するのを防ぐため、ポリウレタン製のシ

ール剤を打ち継ぎ目全周に塗布した。 

 
 

4.巨大ケーソン据付工事(平成27年度)について 

 本工事では、北海道内で最大級のケーソンの据付を行

うため一つ一つの工程に時間が掛かることや9月から始

まるサケの定置網漁までに施工を完成させてほしいとの

地元漁協関係者からの強い要望がある等、工程的に制約

があった。このため本工事では、所用の品質を確保しな

がら工期短縮を図ることに重点を置いて施工した。以下

にそれらの内容を報告する。 

 

(1)海上地盤改良工(床掘工) 

 基礎マウンドを造成するために、SCP工法で地盤改良

した範囲の盛り上がり土砂を撤去する必要がある。 

 工程に制約がある中で、①床掘の仕上がり水深が-

19.5mと深いこと、②未改良地盤(軟弱地盤)の掘り残し

をしないこと、③改良した地盤を掘り過ぎにより損傷さ

せないように施工する必要がある。 

 これらの対策として、グラブバケットが海底に着底す

る毎にグラブの位置と掘削深度がリアルタイムで確認で

きるRTK-GPSグラブ浚渫船施工管理システム(図-7)を使

用することにより、施工効率と精度を上げた。また、仕

上げ掘りとなる約50cmの厚さに対し、バケットの掘削軌

跡が水平制御できる水平掘削制御システムを採用し改良

した地盤を損傷させないよう施工した。 

 
図-7 RTK-GPSグラブ床堀船作業図 

写真-5 ケーソン製作状況 

図-6 ケーソン標準断面図 

写真-4 SCP作業状況 

衛星 
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(2)基礎工・洗掘防止工 

 堤体荷重を基礎地盤へ分散させ、地盤の洗掘による堤

体の沈下等を防止するために基礎マウンド及び洗掘防止

工の造成を行い堤体の安定性を確保する。 

 基礎マウンド・洗掘防止工の造成では、図-5のように

造成範囲が広く、水深が-18mと深いなか、地盤の沈下量

を考慮した施工を行う必要もあり、正確かつ効率的に中

割石の投入・均し作業をすることが求められる。 

 
これらの対策として、中割石投入では、2隻の作業船

で投入するとともに、投入高さを間接的に確認するため

に竹竿を常に使用し確認した。均しでは、基礎マウンド

及び洗掘防止工の範囲が広く水深が深いため作業に時間

を要することから、図-8のように位置と水深が瞬時に分

かる自動追尾装置式トータルステーションを装備したモ

ンケンによる機械均しを選定し、正確かつ効率的に均し

を行った。また、一般的な防波堤工事では、ケーソン据

付後に基礎地盤とともに沈下しても所要の高さが保持で

きるよう、基礎マウンドを数cm～数十cm程度高く盛る余

盛りを行うが、本工事における余盛りは、ケーソン据付

後の沈下量の時系列変化をGeoFem解析(図-9)により確認

したところ、60日で39cm、120日で40cmとなったことか

ら、余盛りを40cmで行った。この40cmの余盛りも自動追

尾装置式トータルステーションを装備したモンケンで正

確に施工できた。 

 

(3)本体工 

a)ケーソン排水・浮函 

 ケーソンを所定の位置に据付るために、仮置ケーソン

内にある海水を排水し浮函させる必要がある。 

 排水作業は、ケーソンが大型のため膨大な時間が掛か

ることから排水作業には、サイフォンとポンプを2機使

用し時間短縮を図った(写真-6)。また、仮置箇所から据

付箇所まで1kmケーソンを移動させることもあり、転落

防止にも配慮しなければならないため、ケーソン天端部

に鉄板を設置することで効率的かつ安全に作業できるよ

うに配慮した。 

 

b)ケーソン据付 

 ケーソン据付は、巨大ケーソンのため据付時の海水の

注水に時間を要し、ケーソンが波や風の影響で動揺し、

隣接ケーソンに接触する等破損する恐れがあること、注

水が一カ所に集中することでケーソンのバランスが崩れ、

傾き破損する恐れがある。上記に加えて、本工事でのケ

ーソン据付は、目標物がない既設防波堤から75m離れた

位置で行わなければならない(図-10)。このため、注水

作業にはサイフォンとポンプを2機ずつ使うことで時間

の短縮を図り写真-6のとおり、サイフォンとポンプから

の注水を別のマスに行うことで、注水した海水が一カ所

に偏らないよう対策した。また、ケーソン据付時には、

港内と既設防波堤側のケーソン据付位置に隣接して根固

めブロックをL字に設置し、据付位置へ導くとともに目

印としスムーズな据付が出来るように工夫した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図－9 GeoFem解析による沈下量 

図-10 既設防波堤と据付ケーソンの縦断面図 

写真-6 サイフォン据付位置 

図-8 モンケン均し作業図 

タンピングハンマー 
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c)中詰材投入 

 堤体全体の重量を増大させ、堤体の安定を図るため、

ケーソン据付後に中詰材の投入を行う。 

 中詰材を投入する際に、ケーソンが巨大で投入量が多

いこと、マスの数が多く投入が一方に偏り不等沈下が起 

きないように投入することや、中詰材の投入しすぎに注

意する。このため、中詰材を投入するときは、2隻の作

業船で行い投入作業の効率化を図り、かつ、同規格のバ

ケットを装着して、マス毎に投入回数を管理することで

港内外側ともにほぼ同量となるようにした。また、技術

調整会議で中詰材に使用する単位体積重量の範囲が表-1

に示すように22.8～23.0kN/m3と狭く品質管理が難しい。

中詰材の品質管理では、室蘭港から海上輸送を行う前に、

全体の約30%にあたる4回単位体積重量の確認を行い品質

の確保を図った。 

5.まとめ 

 本工事では、巨大ケーソンの据付や地元漁業協同組合

の要望により施工可能な時期が限られていた他に、LNG 

やチップ船の入出港時には、工事のスケジュールを調整 

しなければならなかった。このため、GPSやTSを使用す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ることにより、目視できない箇所の施工を効率的に行い、

工期短縮を図りつつ、高精度な施工により出来形や品質

を確保し、安全に施工を行った。また、工事受注者が関

係機関との打合せを密に行うことで情報共有を図り、工

事を円滑に進めることができた。しかし、海象条件によ

っては、施工できない期間が長くなる可能性もあるため、

できる限り余裕のある工程を組む必要がある。 

 本報文が、本工事の施工条件と同様な工事を行う際の

参考になれば幸いである。 

 最後に本論文作成にあたりご指導頂きました関係者各 

位に感謝の意を表します。 
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表-1 中詰材単位体積重量の許容範囲 


