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既存構造物との取付における
地盤改良工法の選定について
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函館開発建設部

函館港湾事務所

第１工務課

○坂本 進
伊藤 徹也
家田 喜浩

函館港北ふ頭地区では、本年３月、水深6.5ｍの耐震強化岸壁が供用開始した。当該岸壁の基
礎地盤は軟弱な粘性土であることから、地盤改良が必要であり、既設のセル式矢板岸壁と接続
する施設配置上、既設との取付部に未改良土が残存しない工法を選定する必要があった。本報
告は、未改良土を生じさせない地盤改良工法選定の経緯、施工状況及び課題等について、とり
まとめたものである。
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1. 函館港の概要
函館港は北海道南西部の渡島半島に位置しており、港内
静穏度が高く津軽海峡に面していることから、古くから
日本海と太平洋、また、本州と北海道を結ぶ要衝として
発展してきた。平成25年度の入港隻数は14,139隻、総取
扱貨物量は3,627万トン（道内第2位）にのぼり、貨物の
約7割を青森港や大間港と結ぶフェリーが占めている。
フェリー貨物の多くは品質保持が求められる農水産品や
生体牛であり、高品質な道産品を本州へ供給する拠点で
ある。

た、所要の水深を確保可能な既存岸壁が限られ、船舶の
大型化が困難な状況にあった。
一方、函館港は道南地区唯一の重要港湾として、大規
模地震災害等に伴う、地域における緊急物資輸送への対
応等を担う必要があるものの、耐震強化岸壁等の防災機
能が確保されていなかった。
このため、不安定なフェリー係留を解消し、船舶の大
型化にも対応することにより、荷役の安全性向上及び効

2. 北ふ頭地区の整備
図-1に函館港の主要な港湾施設を示す。
函館港では、現在、弁天地区、北ふ頭地区及び幹線臨
港道路の整備を推進しており、北ふ頭地区では、フェリ
ー利用にも供する耐震強化岸壁の整備を進めている。
本地区の主要な取扱貨物はフェリー、石材、セメント
となっており、フェリー貨物は函館港全体の2割を占め
ている。
北ふ頭地区におけるフェリー運航は昭和47年から行わ
れており、図-2に示すように一般貨物船とフェリーが輻
輳して岸壁を利用するとともに、不安定な縦付け係留形
態を余儀なくされ、離接岸時の時間ロスに伴う荷役効率
の低下や船舶係留時の安全確保が課題となっていた。ま
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図-1 函館港の主要な港湾施設

図-2 フェリー係留状況

図-3 水深 6.5m 岸壁平面図・縦断図
率化を図るとともに、防災機能を確保することを目的と
して、水深6.5mを有する耐震強化岸壁の整備を平成23年
度より着手した。
本地区では、現在2地区に分かれているフェリー利用
を集約する将来構想があることから、港湾計画において
既存岸壁の有効活用が図られる突堤方式で、本岸壁の配
置が決定された。

3. 北ふ頭地区水深6.5m岸壁の概要
北ふ頭地区水深6.5m岸壁の一般図（平面・縦断・断
面）を図-3及び図-4に示す。
本岸壁の利用対象船舶は、貨物船(3,000DWT級)及びフ
ェリー(7,000GT級）としており、計画水深は6.5m、計画
延長は主部160m、船尾部30mである。構造形式は安定
性・施工性・経済性等を総合的に勘案し重力式（ケーソ
ン式）とした。
岸壁整備箇所の水深は概ね6～7m程度であり、海底は
陸側から沖合へ向け、緩やかに傾斜している。施工箇所
の地盤想定図を図-5に示すが、海底面から層厚25m程度
に渡り、N値1未満の超軟弱なシルト質粘土が大半を占め
ており、その下に支持層となる砂層を有する。堤体下の
軟弱なシルト質粘土層を地盤改良することによって、支
持力の確保や圧密沈下対策等を図り堤体の安定性を確保
する。なお、本岸壁は函館市の防災計画で想定されてい
る最大震度6強の地震に耐えられる構造となっている。

図-4 水深 6.5m 岸壁断面図

図-5 地盤想定図
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4. 地盤改良工法の概要
本岸壁の地盤改良工法については、施工性（海上施工
の可否等）、施工実績、適用地盤条件、改良効果及び経
済性を総合的に勘案した上で深層混合処理工法を採用す
ることとした。海上施工における深層混合処理は、専用
の作業船を使用し現地盤と固化材（セメント等）を混合、
化学的な固結作用によって地盤中に強固な安定処理土を
形成するものである。混合方式等によって様々な地盤の
改良に適用可能であり、施工実績では機械による攪拌混
合が多く、本岸壁についても主たる部分については、本
方式を採用している。
一方、堤体下を確実に地盤改良し安定性を確保する必
要があることから、図-61)に示すように攪拌翼先端の軌
跡どおりに円形の改良杭を形成する機械攪拌では、施工
の安全確保（攪拌翼の既設構造物との接触回避）の点か
ら既存施設との取付部に未改良部分が生じることとなる。
このため、図-7に示す取付部において、未改良部分を
発生させない密着施工が可能な地盤改良工法を選定する
必要が生じた。

図-7

取付部詳細図

5. 取付部の地盤改良工法の選定
図-8 検討断面図
(1) 検討条件
図-8に検討断面図を示す。検討する地盤改良範囲は既
設構造物法線から4m迄の範囲であり、検討条件は表-1の
とおりである。
(2) 工法選定
本検討条件を踏まえ、様々な地盤改良工法の中から工
法選定を行った結果、「高圧噴射攪拌工法」のFTJ工法、
SJMM工法、SMM工法と「機械攪拌高圧噴射攪拌併用工
法」のFTJ工法、WHJ工法の5工法を選定した。
高圧噴射攪拌工法とは、図-92)に示すようにボーリン
グロッド先端から高圧ジェットを噴射することで地盤を

図-6

機械攪拌方式による地盤改良概念図
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表-1 検討条件

改良対象土

粘性土 N=4(-8.1～-16.0m) 、N=1(-16.0～-22.3m)
C=48.4kN/㎡

施工深度

-8.1～-22.30m

改良率

100%
既設CDM改良体との密着施工が必須

制約条件

台船等からの海上施工が可能かどうか
水質汚濁が少ない工法
水中施工が可能かどうか

図-9 各工法の概念図

表-2 工法選定比較表
高圧噴射攪拌工法

施工方法

機械攪拌高圧噴射攪拌併用工法

FTJ工法

SJMM工法

SMM工法

FTJ工法

WHJ工法

水中施工

○

○

○

○

○

密着施工

○
プラントヤード:150㎡程度

施工ヤード

施工能率
留意点

経済性

○
プラントヤード:120㎡程度
(1マシン編成)
プラントヤード:200㎡程度
(2マシン編成)

○
プラントヤード:120㎡程度
(1マシン編成)
プラントヤード:200㎡程度
(2マシン編成)

100㎥/日
(施工日数:75日程度)
・盛り上がり土が生じる

100㎥/日
(施工日数:75日程度)
・盛り上がり土が生じる

○

○

台船:15m×40m程度

台船:14m×34m程度

プラントヤード:150㎡程度
アンカー範囲:100m程度
400㎥/日
(施工日数:20日程度)
・盛り上がり土が生じる

60㎥/日
(施工日数:30日程度)
・盛り上がり土が生じる
・作業機械過重の分散を図るため仮
説足場を設ける必要がある。
材工費:30,000円/㎥

・作業架台の設置が必要

・作業架台の設置が必要

材工費:19,000円/㎥

材工費:23,000円/㎥

材工費:13,000円/㎥

分解組立運搬費:4,300,000円

分解組立運搬費:4,300,000円

分解組立運搬費:4,300,000円

分解組立運搬費:4,300,000円

分解組立運搬費:9,665,000円

作業架台設置費:15,000,000円

作業架台設置費:15,000,000円

作業架台設置費:15,000,000円

処理船艤装費:2,500,000円

処理船艤装費:2,500,000円

台船回航費:12,000,000円

台船回航費12,000,000円

合計:3 4 ,4 0 0 円/ ㎥

合計:2 3 ,4 0 0 円/ ㎥

合計:2 7 ,4 0 0 円/ ㎥

合計:1 7 ,3 0 0 円/ ㎥

合計:2 1 5 ,0 0 0 円/ ㎥

切削し、切削部分にセメント系固化材を充填、もしくは
切削土と固化材を混合し地中に改良体を造成する工法で
ある。この工法は機械攪拌翼を用いないため、地中構造
物の回避が必要な場合や狭隘な範囲の改良において、未
改良部分を生じさせない工法である。
一方、機械攪拌高圧噴射攪拌併用工法とは、図-9に示
すように攪拌翼先端より改良材スラリーを高圧で噴射さ
せ、改良体中心部は機械攪拌翼により攪拌混合を行い、
攪拌翼より外側は高圧ジェットで切削攪拌混合を行うこ
とで改良体を造成する工法である。この工法は、高圧噴
射攪拌工法に比べ改良面積が大きく、作業能率が高い工
法である。
(3)経済比較
工法選定を踏まえ、詳細な比較項目を設定し経済比較
を行った。その結果を表-2に示す。なお、既設構造物の
老朽化が著しく、施工機械等の重量物の上載が困難であ
ることから、作業機械等を仮設架台もしくは台船に搭載
しての海上施工が必須となる。特に機械攪拌高圧噴射攪
拌併用工法については、作業機械が大型となることから
台船に搭載しての施工に限定される。
比較結果より機械攪拌高圧噴射攪拌併用工法のFTJ工
法が施工性・経済性に優れることから、これを選定する
こととした。
FTJ（エフツインジェット）工法は、図-9に示すよう
に攪拌翼の両端に高圧噴射ノズルを取り付け、2流線で
地盤を切削混合する工法である。従来の1流線の工法に
比べ2倍の速度で改良体の造成を可能としており、本工
法は従来工法に比べ、コスト縮減と工期短縮を実現して
いる。

250㎥/日
(施工日数:30日程度)
・盛り上がり土が生じる
・波やうねりがある箇所における施
工は困難
材工費:16,000円/㎥

表-3 FTJ工法の能力表2)
FTJ工法
改良径

φ1 ,7 0 0 ～2 ,4 0 0 mm

噴射圧力

30～40MPa

噴射流量

150リットル/分×2ノズル=
300リットル/分（1軸あたり）

造成速度

2 分/ m以上

本体

クローラクレーン台船搭載式

図-10 改良杭配置図
表-4 FTJ工法の改良仕様

6. 施工状況
(1)改良仕様
岸壁取付部における改良仕様は図-10および表-4のとお
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改良径 φ2,000 ㎜、改良長 L=14.9m（平均）
固化材添加量 C=200 ㎏／m3(専用固化材 FJ-1 号)
（設計基準強度 ｑuck=2,000kN／㎡）
水セメント比 W/C=100

りである。
高圧噴射攪拌では土質により改良径が変化し、改良対
象土が粘性土の場合、粘着力が大きくなるほど改良径は
小さくなる。これはFTJ工法も同様であり、本施工では
改良率が100%であったことから既設改良体との密着施工
を確実に行うため、粘着力の大きい-16.0m以深の土質で
決定した改良径により平面配置することとした。
(2)施工状況
施工は図-11に示すFTJ機械攪拌翼を搭載した施工機械
により安定した改良が行われた。なお、改良体の造成管
理ため、図-122)のように深度毎の噴射量を確認・記録す
るためのシステム管理装置が装備されている。
(3)施工上の課題
本工法は既述のとおり、改良体の中心部を攪拌翼によ
る機械攪拌、その外側を高圧噴射攪拌することにより、
大口径の改良体造成を可能としているが、海底面もしく
は地盤中に障害物を有する場合、攪拌翼の貫入が困難な
状況となる。本施工においても図-13に示すように海底
に古タイヤやワイヤーロープ等が地盤改良範囲に想定外
に多数埋没していたことから、作業を中断し、音波地層
探査により障害物探査をした上で障害物を撤去すること
となった。この結果、施工期間を約2ヶ月ほど延伸する
必要が生じることとなった。

図-11 FTJ機械攪拌翼

図-12 システム管理装置表示イメージ

7. まとめ
既存施設との取付部の地盤改良において、機械攪拌高
圧噴射攪拌併用工法は施工性及び経済性に優れることか
ら、非常に有効な工法といえる。
一方、機械攪拌のための攪拌翼を有するため、海底や
地盤中の障害物によって貫入が不能となり、その対応に
伴う施工期間の延伸を見込む必要がある。また、様々な
現場条件の変化に伴い、工法変更が必要となる場合、工
法毎に専用の固化材が指定されているものもあることか
ら、改めてこれに対応した配合設計を行う必要が生じ、
ボーリングによる原土の採取など、これに係る費用・期
間も必要となる。
このため、工法選定にあたっては、地盤改良範囲にお
ける障害物の有無、既存岸壁の荷役貨物や荷役状況等、
現場状況を把握した上で、事前の障害物除去期間、費用、
障害物の影響を回避しやすい工法の選定等施工前にその
対応を含めた検討が必要である。
本報告が同様な制約条件における施工検討の一助とな
れば幸いである。
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図-13 障害物積み込み状況
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