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 釧路港では、国際バルク戦略港湾の主要施設として平成31年3月に供用を開始した水深14m岸

壁の工事や、現在整備を進めている新西防波堤工事及び浚渫工事において、ICT技術の活用や

施工方法の工夫等による生産性向上に向けた取り組みを行っている。 

 本報文では、それらの工事における取組の内容とその効果及び課題について報告する。 
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1.  はじめに 

 釧路港は、東北海道の物

流拠点港として、日本全国、

北米、極東ロシア、東・東

南アジア、豪州などから背

後圏の主要産業である製紙、

酪農業などに要する原材料

等を大量に輸移入し、これ

ら産業の生産品を広く全国

や海外に輸移出している。

（図-1） 

 現在は、国際バルク戦略港湾として穀物の効率的海上

輸送のため、水深14mの国際物流ターミナルを整備して

きた他、石炭運搬船等大型船舶の安全な航行を確保する

ため、水深14ｍ航路泊地の整備を進めるとともに、港内

の静穏度対策として新西防波堤の整備を進めている。 

 また、国土交通省では建設現場の生産性向上をめざし

たi-Constructionを推進しており、港湾局でも浚渫工事

を対象にICT活用に必要な基準等の整備を行い、平成29

年度から実施している。 

  

2.  釧路港工事におけるICT技術等の活用状況 

(1)   浚渫工事 

a)実施状況   

 釧路港では令和元年度に実施した浚渫工事4件におい

てICT技術を活用し、工事前後の深浅測量で、マルチビ

ームを用いて測量を行っている。 

工事事前測量にマルチビームを用いることにより海底

地形を立体的に捉え、シングルビームの測深機に比べ掘

り残しの有無等も含め出来形を精度よく確認することが

出来た。 

また、マルチビームによる測量では土量計算も同時に

可能なため、音響測深機による測量で、測深記録の読み

取り、平面図及び断面図の作成、土量計算を行っていた

事と比べ、作業が軽減されている。 

 

図-2 起工測量データ＋3次元設計データ          

（起点側→終点側） 

図-2は、測量結果の1例で、照査を行った2次元のCAD

データより、3D点群処理システム「TREND-POINT（福井

コンピュータHD（株））」を使用して、3次元設計デー

タ（TINモデル）を作成したものである。 

作業においては、まず、設計図書より2次元の平面図

及び断面図を作成し、浚渫区域の距離・幅の確認、測量

範囲の座標等の確認を行った。 

各社施工時には、浚渫船及びグラブの位置、水深を

GPSやソナーで把握しながら施工しており、浚渫箇所を

事務室でも確認可能なシステムを使用している事例もあ

った。 

b)浚渫工事における実施上の効果 

測量のデータについては、前述のように効率的な現況

把握に効果的な外、その後の施工管理にも使用されてお

 

図-1  釧路港位置図 
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り、写真-1のように起工測量での3次元データをもとに

作成されたモデルを用い、グラブ浚渫船の海底地形探知

ソナーにより測定した目標浚渫深度や施工深度（掘跡）

をPC画面上に色分表示（可視化）し、画面表示に従って

施工することで過不足無く効率的に浚渫することができ

るシステムを使用しているケースもみられる。 

このような事例では、日々の浚渫量及び浚渫箇所の把

握が適切に行われ、工程管理の効率化にもつながってい

る。 

(2)   岸壁工事の杭打ち込み管理 

 釧路港西港区水深 14ｍ岸壁は、ジャケット式鋼管杭

構造となっており（写真-2 参照）、基礎となる鋼管杭

を打設するにあたり、起重機船によるバイブロハンマ併

用油圧ハンマ最終打撃工法にて、上杭・下杭の全長

L=73.6m、打込み深度-70.60m を施工したものである。海

上で独立した箇所での施工では、施工位置および精度管

理が課題となっていた。ここでは大口径長尺鋼管杭の打

設時における課題解決に向けた施工性・打設精度の向上

及び安全対策等の工夫について紹介する。           

a)施工上の課題 

鋼管杭打設において以下に示す課題について検討する

必要があった。 

・既設岸壁より約160m離れた海上において基礎鋼管杭4

本にジャケット1基を据え付ける為、高精度の杭芯位

置管理が求められた。 

・うねり等による起重機船の動揺により杭の打設位置が

定まりにくく、作業遅延による不稼働日が多く発生す

ることが懸念され、引き続き行われるジャケット据付

工事の工程に影響を与える懸念があった。 

b)施工管理方法 

鋼管杭が長尺の為、鋼管杭の位置ずれ及び鉛直性を随

時監視しながら施工する必要があったために、打設中の

管理手法として自動測量機能と遠隔モニタリング機能を

併せ持った遠隔TV監視システム「ジオモニ」（NETIS：

KTK-100009-VE）を使用した。（図-3） 

ジオモニでは写真-3のように、既設岸壁に設置した測

定ポイントからの測定情報がシステム画面上に示され、

起重機船オペレータと導材台船調整ジャッキ操作者が、

写真-1 グラブ浚渫船 施工管理システム 

（あおみ建設（株）提供） 
写真-2 水深 14 m岸壁工事状況（ジャケット据付） 

鋼管杭 

ジャケット 

写真-3 ジオモニシステム画面 

施工基準線（赤線） 

図-3 施工時測定状況図 

ジオモニ 

ジオモニ 
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リアルタイムでモニターに表示される打設鋼管杭の位置

や鉛直性（施工基準線）を確認することができた。ジオ

モニにより精確な鋼管杭芯位置の誘導管理が可能となっ

た。          

 

C)実施上の効果 

施工にあたっての課題であった杭芯のずれに関しては、

図-4（杭頭中心位置）に示すとおり規格値100mmに対し

平均ずれとして27mm、図-4（杭XY傾斜(°)）に示すよう

に杭の傾斜角度規格値2度に対し、0.3度以内で施工を完

了することができた。また、ジオモニ導入による打設の

効率化に加え、今回は鋼管杭を2本使用した海上独立型

の導材台船を使用したことで、港内のうねり等による鋼

管杭打設位置の動揺を軽減させ、稼働率を向上させるこ

とができた。 

 

(3)   防波堤工事 

新西防波堤について、基礎工からケーソンの据付まで

の一連作業を行ったが、第１線防波堤で、外海に面して

いるため、各種課題があった。その施工上の課題解決及

び施工精度向上に向けた検討を行い、工事を実施したの

でそれについて、紹介する。 

a)施工上の課題 

本工事施工にあたり、防波堤基部側の施工のため、波

浪の影響を受けやすく、施工可能日が制限される可能性

があった。そのため、生産性と施工性の向上により施工

日数の短縮と出来形品質の向上を目的として以下に記載

するシステムを導入し施工した。 

① GNSSによる作業船位置誘導管理システム 

② 自動追尾システム管理による水中基礎捨石均し  

工法（HKK-040001-V)NETIS掲載終了） 

③ 自動追尾トータルステーションによるケーソン据付

誘導システム（NETIS：KKK-120001-VE）（ゼロガイ

ドナビ） 

 

b)各システムによる施工・管理方法 

① GNSSによる作業船位置誘導管理システム 

起重機船に搭載されたGNSSのデータを押船操作室(写

真-4)・クレーン操作室等のパソコンモニターに伝送し、

あらかじめシステムに入力された施工平面図上に自船位

置をリアルタイムに表示を行った。それにより、床掘作

業時には掘跡を可視化し、掘り残しを防止する事ができ

た。捨石作業時には投入完了箇所を平面図上にマーキン

グすることにより前日の完了箇所を把握でき、当日の起

重機船のセットをスムーズに行えることができた。 

 

② 自動追尾システム管理による水中基礎捨石均し工法 

基礎捨石水中均し(本均し±5cm)が約2,000m2 あり、

潜水士による人力均しでは約3ケ月間を要すると想定さ

れた。釧路港特有の水中透明度が悪い環境下での作業効

率及び品質・出来形精度の向上を目的にプリズム付重錘

写真-4 押船操作室モニター(作業船位置情報) 

写真-5 捨石均し重錘誘導状況 

自動追尾式TS

杭頭中心位置(mm)

規
格
5
0
％
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8
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％

図-4 杭出来形精度管理図 

杭XY傾斜(°) 

(%) 

(%) 
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を使用した自動追尾システム管理による機械均しを採用

した（写真-5）。このシステムは、重錘にプリズムを取

り付け、自動追尾式トータルステーションにより測定し

た結果を専用パソコンに取り込み施工位置及び基礎捨石

の高さを表示するもので、所定の高さに仕上がるまでタ

ンピング作業を無線機で起重機船オペレータに指示する

ことにより堅固で平坦な基礎均し面を構築でき、従来ま

でのオペレータ熟練度に関係なく作業ができた。 

均し面の出来形測定においても、従来潜水士による位

置の確認とスタッフによるレベル測定で行っていたが、

専用画面で位置と基準高さをリアルタイムで確認するこ

とにより（写真-6）、速やかな出来型確認ができた。 

③ 自動追尾トータルステーションによるケーソン据

付誘導システム（ゼロガイドナビ） 

新西防波堤は漂砂対策として、ケーソン目地に間詰め

水中コンクリートを施工する構造となっており、30cm

の目地間隔を設けて据え付ける構造のため、法線管理に

加えて目地間隔を確保できる適正な据付位置にケーソン

を誘導する必要があった。そのため、ゼロガイドナビを

使用することにより据え付け時の精度向上を図ることと

した。（写真-7） 

このシステムは据え付ける側のケーソン上両側に全周

型プリズムを設置し、その位置を既設ケーソン上の追尾

式トータルステーションで測定することにより、据付ケ

ーソンの計画据付位置との相対的なズレを作業指揮者が

リアルタイムに画面で数値的に確認把握でき（図-5）

（写真-8）、ケーソン据付のウインチ作業者に的確な指

示を送ることが可能となっている。 

これにより、ケーソン据付時の測定人員の削減とケー

ソン据付精度の向上・安全性の確保につながった。 

 

c)実施上の効果 

今回防波堤施工にあたり、3 種の施工管理システムを

使用したが、これらの活用により、施工位置決めも迅速

に行え、準備も含め従来の工法に比べ作業船の位置決め

作業が毎回約１時間短縮されており、非常に効率的とな

っている。 

均しについても重錘作業はオペレータの熟練度により

施工期間が変動していたが、自動追尾システムの導入に

より、潜水士施工による標準工程87日間に対し、施工日

数30日で完了できた。 

また、自動追尾式を採用したことにより出来形管理に

おいても潜水士による位置出し及びレベルによる基準高

さの測量に係わる作業においても4日程度短縮すること

ができた。 

ケーソン据付についても、今回のシステムを使用する

図-5 モニター画面（ケーソン引込時） 写真-6 基礎捨石出来型確認モニター画面 

写真-7 ケーソン据付状況（ゼロガイドナビ） 

自動追尾TS

ﾀｰｹﾞｯﾄﾌﾟﾘｽﾞﾑ
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ことにより、通常２名以上で誘導していたものが、１名

での誘導が可能となり、システムを利用してからのケー

ソンの据付精度（法線直角方向）も規格値 200mm に対

し 28mm（8函平均）であった。 

 

３．ＩＣＴ技術等の実施効果及び問題点 

浚渫工、岸壁（杭打ち込み管理）、防波堤施工時の

ICT 技術等の紹介をしたが、それぞれの工種による効果

及び問題点について改めてまとめた。 

a)浚渫工事 

 浚渫工は ICT対象工事として工事前、完成時の出来形

をマルチビーム測量により 3次元モデルで確認する事が

でき、このデータを施工管理に用い掘削箇所の把握を行

っている。また数量についてもこのデータを用いて算出

しており、これまでより効率的に行われている。 

 また、マルチビーム測深機を所有している社に限りが

あるため、荒天等により予定日に実施出来ないと、他現

場の後になり、実施日の調整に時間を要する事も多々あ

り、解析にも時間を要することから、数量算出も遅れる

ケースが見られた。 

1 回あたりの費用も高額のため、未掘箇所の確認には

4 素子での測量を事前に行い、確認後マルチビーム測量

を実施するケースも見られた。 

 

b)岸壁工事 

 今回の報告は、昨年度完成した水深 14ｍ岸壁建設に

おける海上鋼管杭打設時のケースについて紹介したが、

これまでの方法では、誘導のために 2名必要で、打設位

置決めも含め熟練の作業員が必要だったが、今回のよう

なシステムを使用することにより、誘導が 1名で実施可

能となり、各作業員間で情報が図られ、視覚的に確認し

ながら施工する事で、人員削減及び施工精度の向上につ

ながっている。 

 

 

 ただし、ジオモニを設置する既設岸壁等港湾施設にお

ける荷役等の影響で杭打船との通信障害を起こすケース

もあったので、事前の通信チェックが重要であった。ま

た、供用中施設での施工の場合、係留中の船舶を避ける

ため、既設岸壁等からの測定ポイント数の検討も必要と

なる。 

この遠隔 TV 監視システム「ジオモニ」は高価な事も

あり、上に述べたような効果はあるが、導入には会社と

して、システムを有効に活用する方法を含め検討が必要

との意見もあった。 

 

c)防波堤工事 

防波堤工事では、床掘、基礎捨石の施工に作業船位置

誘導管理システムの使用により、押船、作業船、クレー

ン操作者まで情報を共有でき、これまで無線等で連絡を

取り合っていたものが、その必要がなくなり非常に効率

的となっている。作業位置決め、捨石均し、ケーソン据

付等各段階で熟練した潜水士や作業船オペレータが必要

とされているが、各施工段階において作業の効率化、施

工精度の向上が確認できており、作業にかかる前の準備

時間の短縮、潜水士を含む測量人員の削減、施工性及び

出来型精度の向上につながった。よって防波堤工事への

このようなシステムの導入は効果的と思われる。 

防波堤工事に使用したシステムについては、効果は高

いものの、3 システムとも費用が高額で導入にはジオモ

ニ同様に他工種での活用に向けた検討が必要となる。し

かし、他工種への応用性も高いと思われ、今後の導入が

望まれる。 

 

４．まとめ 

本報告では、港湾工事における関連システムの活用状

況を紹介したが、今後これらのシステムを使用した施工

方法の工夫により、工事実施に対する作業員やオペレー

タの熟練度の影響を最小限にする効果がみられ、今後の

人手不足や作業の効率化にも有効と思われる。 

我々の世代は、生まれた時からパソコンがあり、IT

を利用した情報交換等に慣れているため、視覚的にモノ

がとらえられるこれらのシステムは受け入れやすく、若

者世代が土木を理解することにつながる良い取組と思わ

れ、今後とも港湾工事における ICTの推進が望まれる。 

  

謝辞：最後に、本報告をまとめるにあたり、浚渫ICT関

係資料の提供をいただいたあおみ建設（株）の方々に深

く感謝いたします。 

写真-8 ケーソン据付位置確認状況 
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