
Toshiki Ootake, Fumio Oonishi, Akira Kawasaki 

平成29年度 

苫小牧港土砂処分場における 
吸い出しとその対策について 

 
室蘭開発建設部 苫小牧港湾事務所 計画課   ○大竹 敏生 

                               大西 文雄 

                                第2工務課  川崎 章   

 

 護岸堤体の目地部に設置された防砂目地板が損傷し、土砂が吸い出され陥没が発生した場合、

一般的には損傷した目地板を復旧する。しかし、現地条件によっては、施工範囲が大規模とな

り施工性・経済性の面に課題がある。このため、苫小牧港では、薬液注入で目地周辺の土砂を

固化改良し、併せて鋼矢板で改良体を保護する工法を採用した。本報文では、当該工法の概要

と施工上の留意点をふまえ、効果的な吸い出し防止対策を提案する。 

 

キーワード：陥没対策、吸い出し  
 
 

1.  はじめに 

 苫小牧港土砂処分場は、航路浚渫土の埋立処分を目的

とし、図-1に示す外海に面した東、南、西の場周護岸か

らなる平成10年に整備された施設である。本施設の場周

護岸はケーソン式消波ブロック被覆構造で、ケーソン目

地部には防砂目地板を設置し、裏込工を設けない構造と

なっている。しかし、埋立を進めていたところ背後埋立

土砂が吸い出され、陥没が発生した。 
護岸堤体の目地部に設置された防砂目地板が損傷し、

土砂が吸い出され陥没が発生した場合、一般的には背後

土砂を掘削して、損傷した防砂目地板を復旧した後に埋

め戻しを行う。しかし、埋立土砂の高さなどの現地条件

から施工範囲が大規模となり、施工性や経済性が課題と

なった。 
 そこで、本施設ではケーソン目地部の吸い出し防止対

策として、薬液注入によりケーソン目地周辺の土砂を固

化改良し、鋼矢板と薬液注入工法を合わせて改良する工

法を採用した。本報文は、当該工法の概要と施工上の留

意点をふまえ、裏込工を有さない既設構造物における効

果的な吸い出し防止対策を提案するものである。 

  
図-1  苫小牧港土砂処分場の位置図 

2.  土砂処分場の現状 

 
(1)   現地踏査 
 土砂処分場の現況把握を行うため、平成25年8月に東、

南、西護岸で現地踏査を行った。その結果、図-2で赤丸

で示す複数の箇所において写真-1のような陥没が目視確

認され、その発生位置は図-2のケーソン目地部に集中し

ており、特に南護岸の背後で陥没の発生が著しかった。 
これらの護岸のケーソン目地部は、防砂目地板が施さ

れているが、吸い出しが発生していた。 
以上の状況から、ケーソン目地部において何らかの異

常が発生し、護岸背後の土砂が陥没したものと推察した。 

 

図-2  土砂処分場の陥没発生箇所図 

 

 
写真-1  陥没の状況 
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(2)   護岸背後埋立土の状態 
 ケーソン目地部の異常状態を確認するため、土中の状

態を把握できるスウェーデン式サウンディング試験によ

り、護岸背後の土砂の固さ（緩みの有無）を調査した。

調査位置は、前述のとおり陥没の発生が集中していた南

護岸の中から、ケーソン目地S3～S4,S14～S16間でA～G
の7点を代表して選定した(図-3)。 

 ケーソン目地部の調査結果を図-4に、ケーソン背後部

の結果を図-5に示す。一般的に、換算N値が10未満の場

合、土砂が緩いと考えられている。どちらも+6m付近や

L.W.L(±0m)付近はN値が減少しているが、雨水や潮位の

干満が影響していると考えられる。次に+2m～+4m付近

(赤丸破線部)では、ケーソン背後部では約6割がN値10以
上なのに対し、ケーソン目地部では約7割がN値10未満

となるなど、+2m～+4m付近ではケーソン目地部の方が

緩いことがわかった。 

 

図-3  調査位置図  
 

 

図-4  調査結果(ケーソン目地部) 
 

 

図-5  調査結果(ケーソン背後部) 

3. 吸い出し要因の解析 

 現地踏査とスウェーデン式サウンディング試験の結果、

ケーソン目地部付近において、陥没の発生と背後土砂の

緩みが確認できた。一般的には護岸背後埋立地吸い出し

現象の要因として、間隙水圧の影響や防砂目地板の破損

などが考えられる。そこで、本施設においてどのような

メカニズムで吸い出し現象が発生したか、数値モデルに

よる解析を試みた。 

 

(1)  数値解析手法の選定 

護岸における裏埋土の吸い出し現象を数値解析によっ

て評価するためには、護岸背後への波圧の伝播を的確に

再現する必要がある。 

このことから、波力や地盤条件、間隙水圧が考慮でき

る波浪･地盤･構造物の相互作用に関する数値モデル

(WSSI：Wave-Soil-Structure-Interaction) 1)を用いて数値

解析を行う。 

 

(2)  解析ケース 

 解析は南護岸を対象として、表-1に示す3ケースの条

件で実施した。ケース1はケーソン背後部、ケース2,3は
ケーソン目地部を検討断面としている。ケーソン目地部

には防砂目地板を設置しており、ケース2はそれが完全

にある場合、ケース3は上部が一部破損(H.W.L+1.7mより

上部が破損)している場合を想定している。図-6はケー

ス2の検討断面を代表で示しており、橙部分は防砂目地

板を表している。 

 

(3)  解析結果 

 計算結果について、波により地盤内に発生する間隙水

圧をコンター図で示し、背後地盤内を拡大したものが 

図-7であり、橙色部は防砂目地板を示している。はじめ

にケース1とケース2を比較すると、防砂目地板の破損が

なければ、背後地盤の間隙水圧はケーソン背後部と同等

であること(図-7の緑丸)がわかるが、ケース2では防砂

目地板上部に大きな間隙水圧が作用している(図-7の赤

丸)。繰り返し間隙水圧が防砂目地板に加わることで、 
 

表-1 検討ケース 

ケース
1 ケーソン背後部
2 防砂目地板破損無し
3 防砂目地板一部破損

検討断面

ケーソン目地部
 

 
図-6  ケース2の検討断面 
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図-7  間隙水圧分布の計算結果 

 

背後地盤が軟化し、次第に防砂目地板の動きが大きくな

り、防砂目地板の破損が引き起こされると推察した。 

次にケース2とケース3を比較すると、ケース3の方が

より大きな間隙水圧がかかっており、防砂目地板上部の

破損によって、土砂の吸い出しが発生したと考えられる 

(図-7の赤丸)。また、上部工の上の土砂にまで間隙水圧

の影響が及んでいることがわかった (図-7の青印)。 

 

 

4.  解析結果をふまえた、吸い出し防止対策工の

検討 

 

(1)  土砂処分場の現場条件 

苫小牧港土砂処分場の対策工法を検討する上で、以

下の2つの現場条件を考慮した。 

1点目は、苫小牧港の土砂処分場は、防砂目地板背後に

裏込工がない断面を採用していることである。裏込工が

ない断面の場合、背後土砂の間隙水圧を消散させる必要

がある。 

 2点目は、埋立土砂の問題である。護岸背後の掘削を

伴う工法による場合、埋立土砂の天端から基礎工までの

高低差が15mほどあり、大規模な掘削を余儀なくされ、

工事費が嵩んでしまう。 

以上の2点を踏まえ、施工性と経済性の観点から本施

設で最適となる対策工を検討した。 

 

(2)  対策工の検討 

a) 対策工法の模索 

 現地踏査および解析の結果から、ケーソン目地部背後

付近に陥没は集中しており、そこでは間隙水圧の上昇が

発生していることがわかっている。 

まずはじめに、ケーソン目地部で土砂の吸い出しを防

止する構造として図-8に示す2案が考えられる。A案の工

法は、防砂目地板を貼り替えるものであり、本施設にお

いては原形復旧に該当する案である。しかし、施工時に

おいて背後への影響が大きいほか、防砂目地板が再び破

損する可能性も懸念され、持続性の観点からも課題が残

る工法と考えられる。一方で、B案の固化処理による工

法は、背後土砂の大規模な掘削を要さず経済性に優れる

ほか、薬液により造成された固化体が防砂目地板の代わ

りとなることで、長期的な改良効果の発現が期待できる。 

次に、適切に間隙水圧を消散させる工法として図-9の
案が考えられる。C案の防砂目地板の貼り替えおよび全

区間を裏込石に置換する工法は、新規構造物としては最

も適切な工法である。しかし、本施設のような既設構造

物に対して施工する場合、裏込工の施工のため、A案よ

り更に大規模な掘削・埋め戻しが必要となり、経済性で

不利となる。 

 

 b) 対策案の課題 

これらの3案では改良後、前述した解析ケース2と同様

の状況となるため、ケーソン目地内における間隙水圧の

上昇により、対策工に悪影響を与えることが懸念される。

ここではB案のように、固化処理による場合で3.と同様

の条件で数値解析を実施することにより、ケーソン目地

部に発生する間隙水圧を確かめた。 

 

  図-8  ケーソン目地部の処理工法 

 

図-9  間隙水圧を消散させる処理工法 
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これをケース4とし、その解析結果を図-10に示す。固

化体により、ケーソン目地部は完全に遮水されることと

なり、ケーソン直背後の間隙水圧はケース1(ケーソン背

後部)と同等である(図-7参照)。しかし、ケーソン目地

内の上端部に大きな間隙水圧が作用しているのがわかる

(図-10の赤丸)。このため、改良後は大きな間隙水圧が

ケーソン目地部の固化体に作用し続ける状態となり、特

に、固化体の上端部が浸食・破損することにより、吸出

しが再発してしまうことが懸念される。このため、この

上端部に作用する間隙水圧の対策を講じる必要があると

判断した。 

 

c) 間隙水圧対策の検討  

ケーソン目地内の間隙水圧が高まる要因として、固化

体により背後が遮水されることで、間隙水圧の逃げ場が

なくなり、ケーソン目地内に間隙水圧が集中することが 

考えられる。 

そこで適切に間隙水圧を抜くため、図-11のように防

砂目地板上部に圧抜き孔を設けて対策とした。圧抜き孔

の構造は、従来の施工事例からはグレーチングを活用し

たものなどが考えられた。しかし、本施設は土砂処分場

であり、護岸背後は土砂で埋立することが前提であるた

め、埋立高さに応じて容易に継ぎ足しが可能な、塩ビ管 

     
図-10  間隙水圧分布の計算結果(ケース4) 

  

図-11  ケース5の検討断面(対策案) 

  

図-12  間隙水圧分布の計算結果(ケース5) 

を採用した。また、従前、吸い出し防止対策としてケー

ソン目地内部に膨張目地板が施工された経緯がある。こ

れが破損せずに現存していることも考えられるが、確認

することが困難な状況である。膨張目地板が存在する場

合、間隙水圧上昇のポイントは対策工の直前ではなく、

膨張目地板の設置箇所となる。よって、各ケーソン目地

に2箇所の圧抜き孔を設置することで、どちらのケース

においても確実に圧抜きが図られるよう配慮を行った。 

この圧抜き孔がある場合をケース5として、3.と同様

の条件で数値解析を実施し、ケース4と比較を行う。 

ケース5の計算結果を図-12に示す。ケース4と比較し

て、ケーソン目地内上端部の間隙水圧(図-12の赤丸)が

大きく低減していることがわかる。 

 

d)  対策工法の選定 

 以上の結果から、圧抜き孔を設置することにより、固

化体へ作用する間隙水圧を低減できることが確認できた。 

しかしながら、一定の間隙水圧は固化体へ作用し続け

る状況である。本施設は前述のとおり大量の土砂を護岸

背後に埋立てており、護岸背後の補修は埋立が進むほど

に困難となる傾向がある。従って、圧抜き孔と場所打ち

コンクリートにより対策工の長寿命化を図ることが重要

と判断し、固化体上端部を場所打ちコンクリートに置換

え、補強を図ることとした。 

以上の検討結果より、施工性の観点から防砂目地板の

貼り替え(A案)や裏込石の置換(C案)よりも、固化処理工

法(B案)が優れていた。しかし、B案では防砂目地板上

端に間隙水圧が繰り返しかかることにより、防砂目地板

の破損が懸念される。そこで、対策として固化体上部に

場所打ちコンクリートを施すことが必要がある。さらに、

ケーソン目地内の間隙水圧上昇を低減する必要があり、

防砂目地板背後の間隙水圧よりも前面の間隙水圧が、防

砂目地板破損へ直接的に影響があると判断したため、圧

抜き孔により対策をとった。以上の条件を総合的に勘案

した結果、図-13に示すD案を採用した。 
 
e) 固化処理工法の選定 

固化処理工法は、①機械攪拌､②薬液注入工法､③事前

混合処理の3種類に大別され、それぞれメリット・デメ

リットを有している。ここで、D案における具体的な固

化処理工法について、施設構造や現場条件を踏まえ検討

する。  

  
図-13  採用断面図 
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①の機械攪拌では、施工機械が攪拌翼を有する。攪拌

翼が既設構造物に接触すると、施工機械やケーソンの破

損が懸念されるため、ケーソン目地や基礎マウンドに近

接した施工が難しい。このため、既設構造物と固化処理

土の間に未改良部分の発生が懸念され、採用が難しかっ

た。また、③の事前混合処理では、土砂の置き換えとな

ることから、A案やC案同様に大規模な掘削が余儀なく

され、経済性で不利なため採用が難しかった。一方で、

②の薬液注入工法は、薬液を攪拌翼を使用せずに浸透注

入するものであり、既設構造物に干渉することなく近接

施工が可能である。また、掘削も必要最小限の範囲で抑

えることが可能となる。以上より、固化処理工法は薬液

注入工法を採用することとなった。 

しかし、薬液注入工法にもデメリットがあり、施工時

におけるケーソン目地部からの薬液漏れや、固化体が機

械攪拌に比べて強度を有さないため、完成後も波浪によ

る継続的な浸食作用が懸念された。そこで本施設では、

施工性や入手が容易であることから、ケーソンの直背後

に鋼矢板を打設し、土砂とケーソン目地部を遮断するこ

とで、これらの懸念事項に対応することとした。 

 以上より、現場条件を踏まえた施工性や経済性を鑑み

た結果、薬液注入による固化改良、鋼矢板の打設、圧抜

き孔の設置の組み合わせによる対策工が最善と考えた。

図-14に対策工の工事施工断面を示す。赤着色部分が施

工範囲、斜線部が既設構造物の範囲を表している。 

 

 

5.  施工 

苫小牧港土砂処分場における吸い出し防止対策の工事

は平成26年度と平成28年度に行われ、既に全てのケーソ

ン目地部で対策が完了している。ここでは、対策工の工

事概要と施工上の留意点に関して説明する。 
 

(1)  施工手順 

本工事は土工･鋼矢板工･薬液注入工･場所打ちコンク

リート工･圧抜工の5工程があり、各工程の概要は表-2の
とおりである。施工手順のポイントとして、鋼矢板を打

設した後に、薬液注入を行う必要がある。これは、薬液

が固結するまでの間はケーソン目地部へ流出してしまう 

  

図-14  工事の施工断面 

ことが明らかであるほか、固結後もすぐにケーソン目地

部からの浸食を受ける状態となるのを回避するため、鋼

矢板の打設を先行することが適切である。また、図-15
は各工程の状況を示したものである。 

 
(2)  施工上の留意点 
工事着手前の測量調査において、本体ケーソンの法線

のずれが確認された。このため、対策工をケーソン背面

に密着させて施工するには、ケーソンの現況位置を正確

に把握することが重要なポイントとなった。ケーソンの

現況確認は、鋼矢板を打設する前にケーソン天端まで調

査掘削を行い、傾きや沈下具合などを実測して確かめた

(写真-2)。これにより各ケーソンの現況に応じて、鋼矢

板の打設と薬液注入を適切に施工できるように検討する

ことが可能となった。 
 
a) ケーソン現況に応じた鋼矢板の打設 
本施設の対策工では、ケーソン目地の直背後に3枚の

鋼矢板を打設することで、固化体の浸食を防止する役割

を有している。 
 

表-2  施工手順 

土工 … 掘削,土砂運搬,整地などを行う
↓

鋼矢板工 … 鋼矢板の建込み,打設,切断を行う

↓
薬液注入工 … 薬液注入の削孔､注入を行う

↓

場所打ちコンクリート工 … 型枠組立･コンクリート打設･型枠脱型を行う
↓

圧抜工 … コンクリート削孔､塩ビ管建込み､モルタル充填を行う  

 
図-15  各工程の状況 

 

写真-2  ケーソンの位置実測確認 
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ケーソン現況確認の結果、例えば、S18やS21のケーソ

ン目地では、図-16のようにケーソンの法線にずれが発 
生していた。このため、鋼矢板を法線に沿って打設する

と、ケーソンと鋼矢板に大きな隙間が発生してしまう。

そこで、鋼矢板の打設位置を赤線の位置に変更すること

で、鋼矢板打設における工事仕様書の施工管理基準値

（矢板法線に対する出入り±10cm）に配慮のうえ、鋼

矢板がケーソンに接触し、既存の防砂目地板を破損させ

ない範囲でケーソンと鋼矢板間を可能な限り狭くしてい

る。鋼矢板のセクションは6°まで調節が可能(図-16の左

図)で、それでも対応出来ない場合は打設角度を調整し

ている(図-16の右図)。この工夫によって、鋼矢板の役割

を十分に発揮することが出来る。 
 

b) ケーソン現況に応じた薬液注入範囲の設定 
 ケーソンの現況位置が1函毎に異なるため、各ケーソ

ン目地ごとに薬液注入範囲を設定しなければ、ケーソン 
下端側で薬液が注入されない箇所が発生する。 

  

図-16  鋼矢板の角度調整 

 

図-17 薬液注入量の調整(S-12の例) 

 

写真-3  時化時の圧抜き孔の様子 

例えば、図-17はS-12のケーソン目地部だが、ケーソ

ンを実測すると当初設計から0.33m沈下していることが 
わかる。このとき、赤枠部は沈下にともない薬液注入量

が増加した部分を示している。当初設計のまま精査せず

に薬液注入を行うと、未注入箇所が発生し、改良による

遮蔽効果が確実に得られないこととなる。そのためケー

ソンの現況位置を正確に把握することが、確実な対策工 
の施工につながるといえる。 
 

(3)  施工後の効果 
 波高が高いときや周期が長いとき等は、土砂処分場へ

の波あたりが強くなる。 

 時化の際の土砂処分場の様子が写真-3である。赤丸部

で圧抜き孔から海水の飛沫が噴き出しており、圧抜き孔

が効果的に機能していることが確認できる。 

 
 

6.  まとめ 

 本現場のような既設構造物で裏込めがなく、埋立土砂

の天端から基礎工まで高低差がある条件における吸い出

し対策は、従来の防砂目地板を貼り替える工法を適用す

ると、大規模掘削が余儀なくされ、施工性と経済性の観

点から不利になってしまう。 

 今回の対策工は、ケーソン目地部への吸い出し防止と

間隙水圧消散の2点を考慮して検討を行った。薬液注入

による固化処理は、経済性や長期的な改良効果の点で優

れているが、ケーソン目地内部の間隙水圧上昇が課題と

なった。圧抜き孔と場所打ちコンクリートの施工により、

間隙水圧を低減できている。また施工実施時に、ケーソ

ンの位置を正確に把握することで、対策工の長期的な効

果発現が期待できる。既存の構造物を改良する際に、本

対策工が参考になれば幸いである。 
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