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函館港におけるクルーズ船岸壁の
早期供用に向けた取り組みについて
―「マチナカ」にクルーズ船がやってくる―
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近年、日本への大型クルーズ船の寄港数が増加する中、函館港はクルーズ船寄港数道内第１
位の港湾である。現在、函館港では、函館駅から約300ｍの「マチナカ」に位置する若松地区に
大型クルーズ船に対応した岸壁の整備を進めている。現地着工から約1年という短期間で4万GT
級クルーズ船までの暫定利用が可能となった。本報文では、施設の早期供用に向けて実施した
取り組みについて報告する。
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1. はじめに
我が国では、「観光立国の実現」を重要施策として位
置づけ、「明日の日本を支える観光ビジョン」に掲げる
「訪日クルーズ旅客を 2020 年に 500 万人」とする目標
の実現に向け、全国の港湾において大型クルーズ船の受
入環境整備が進められているところである。
北海道の南西部渡島半島の南端に位置する函館港は、
平成 30 年のクルーズ船寄港数が 27 隻と、3 年連続で寄
港数道内１位となる港である。また、地域による熱心な
ポートセールス等の取り組みにより、更なるクルーズ船
寄港数の増加も期待されているところである。
現在、函館港の大型クルーズ船が接岸している港町ふ
頭は、市内の観光中心地から離れているため、クルーズ
旅客の現地滞在時間が短く、観光、買い物並びに飲食と
いった消費活動を制約する等、クルーズ船の受け入れ環
境としては良好なものとなっていない（図-1）。

こうした中、観光客に人気の函館朝市の目の前に位置
し、クルーズ乗客の上陸後の移動手段となる鉄道や電車、
バス等の公共交通機関が集まる函館駅に隣接する若松地
区に、平成 28 年度から大型クルーズ船が利用可能な岸
壁（水深 10m、延長 360m、11 万 GT 級）の整備を進め、
翌年の現地着工から約 1 年という短期間の施工で、平成
30 年 10 月には、約 4 万 GT 級クルーズ船の利用が可能と
なる暫定供用部（延長 225m）が完成した（図-2）。

摩周丸

図-2 若松ふ頭完成イメージ（黄点線：暫定供用部）

図-1 函館港クルーズ船受け入れ位置図

若松ふ頭岸壁の整備にあたっては、急増するクルーズ
船による経済効果を早期に発現させるための整備計画の
立案が急務であった。また、施工箇所には、年間約５万
人が訪問する観光施設である旧青函連絡船「摩周丸」が
記念館として営業しており、観光施設の運営にも配慮し
た難易度の高い施工が必要であった。
本報告では、若松地区のクルーズ船岸壁の早期供用に
向けた設計・施工に関する取り組みを報告する。

Masahiro Hotta , Yousuke Mizuguchi , Shinya Mitsunari

2. クルーズ船岸壁整備における課題
(1)急増するクルーズ船への対応
近年、函館港に寄港するクルーズ船は図-3に示すよう
に年々増加するなかで、港湾管理者である函館市は、
2020年のクルーズ船寄港目標数50隻を目指しており、早
期にクルーズ船の受入環境の整備が望まれるほか、波及
効果が大きい大型クルーズ船対応施設の早期完成に周辺
地域全体からも期待が寄せられている。

なる。そのため、関係者からは、工事による騒音や機材
等の衝突、摩周丸の動揺が発生した場合には、運営の支
障となる他、多くの観光客にも影響を与えることが懸念
されており、工事実施にあたっては、摩周丸に対応した
検討が大きな課題であった。
(4)軟弱地盤への対応
これまでの調査において、函館港は軟弱な地盤が分布
する特徴を有していることは既知であったが、岸壁設計
に先立ち実施した地質調査の結果、水深40mの深さまでN
値1未満の粘性土が推積する軟弱な地盤であり、若松地
区は函館港の中でも、特に地盤条件が悪いことが判明し
た。さらに、支持基盤層も水深60mと非常に深い位置に
存在しており、整備費用や施工期間の増加が懸念された。
このような軟弱地盤に対して有効な構造や施工方法の検
討が必要であった（図-4）。
このような、難しい現場条件の中で、様々な課題に対
応した検討を短期間で実施するためには、設計段階から
施工に配慮した検討が必要不可欠であったため、設計と
施工を一体的に検討するデザインビルド方式（設計施工
一括発注）を採用した。

図-3 函館港のクルーズ船寄港数推移
(2)既存ストックの活用
本事業の対象最大船舶の11万GT級の大型クルーズ船が
若松ふ頭を利用するためには、延長360mの岸壁完成に加
え、港奥の若松地区までクルーズ船が航行する水域を浚
渫する整備も必要となり、すべての整備が完了するまで
には、工事工程上、相当の期間を要することが想定され
た。そのため、過去に旧青函連絡船が利用していた若松
ふ頭という既存ストックを活用し、新たなクルーズ船岸
壁を段階的に整備を行うことで、効果を早期に発現する
ことが可能な構造や施工方法の立案が急務となった。
(3)摩周丸への対応
前述のように、施工箇所隣接に観光施設「摩周丸」が係
留しており、施工期間中も多くの観光客が訪れることに

3. クルーズ船岸壁整備に向けた課題への対応
(1)設計段階の取組
a）構造選定
若松地区は非常に軟弱な地盤であることから、地震時
の影響を小さくするため、重量の軽量化が可能な桟橋構
造が有効となった。今回、一般的な直杭式や斜杭式、格
点ストラット式、ジャケット式桟橋 1)に加え、PC 桟橋
（プレストレストコンクリート桟橋）構造を組み合わせ
て比較検討を行った。
PC 桟橋構造は、鋼管杭に支持された受梁上に、工場
で製作した PC 桁を床板として並べて設置し連結するラ
ーメン構造である。一般に、桟橋の床板部分を場所打ち
コンクリート部材とした構造の場合、鋼管杭は 5m 程度

図-4 函館港若松地区地盤縦断図
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の間隔で配列する事例が多いが 2)、床板部の強度を高く
するためにプレストレスを導入した PC 桁を用いること
で、床板の長支間化に伴い、工費の大部分を占める本体
工の鋼管杭本数を削減することが可能となり、軟弱地盤
への鋼管杭打設工程の短縮を可能とした。また、構造計
算の結果、桟橋部で法線方向の鋼管杭間隔を最大 25m と
することが可能で、経済性や施工性の観点からも優位な
PC 桟橋構造（直杭式）を採用した（図-5）。

既設ドルフィン

影響することになる。
今回の条件の場合では、Pca 工法を用いた場合でもコ
ストは RC の場合と概ね同程度であり、かつ、Pca 工法
の場合は、鋼管杭打設作業と同時並行で陸上ヤードにお
いて受梁ブロック製作の作業を行い、写真-1 に示すよ
うに、大型起重機船により連続で据付を行うことで大幅
な工期短縮が可能となる。また、Pca 工法の採用により
得られた効果を表-2 に示す。今後、工期の短縮や現場
での生産性向上が求められる中で、その手段の一つとし
て、設計段階からプレキャスト部材を活用した構造の検
討を行うことも重要である。
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PC 桁
受梁

鋼管杭間隔 25m

図-5 PC 桁設置状況（イメージ）
写真-1 大型起重機船によるPca受梁ブロック据付状況
b)プレキャスト工法（Pca 工法）の採用
今回、PC 桁を設置する受梁部の施工にも、プレキャ
スト工法（以後 Pca 工法）を採用したことも大きな特徴
である。表-1 に受梁部の施工を場所打ちコンクリート
（RC）で施工可能な構造とした場合と Pca 工法を採用し
た断面との比較を示す。

表-2 Pca 部材によるメリット

表-1 断面比較表

c）段階的整備による整備効果の発現
函館港には、5,000GT 級から 11 万 GT 級の大型クルー
ズ船が寄港している。また、函館港の港口から旧青函連
絡船が利用していた若松ふ頭までの水域は、現状概ね水
深 8m の水域を有している。そのため、船長が短く、喫
水の浅い小型クルーズ船の利用可能な延長分の岸壁を先
行的に整備することで、水域施設の整備前に効果を発現
することが可能となる。
採用した PC 桟橋構造は、上部工に可動支承を配置し
た多径間連続ラーメン構造であるが、可動支承部を境界
に構造が分離されるため、区間単位での施工において利
受梁部を場所打ちコンクリートで施工可能な構造とす
用可能な構造となる。そこで、岸壁の完成形において最
るためには、受梁部への鋼管杭の埋込長を短くするため、 適となる径間を設定した上で、暫定利用に必要な可動支
鋼管杭本数を増やし杭径を細くしていく必要があるが、
承部までの整備（完成構造 200m）に加え、安定性を確
長尺な鋼管杭の杭本数の増加は、コストや施工期間にも
認した後、岸壁先端部（暫定構造 25m）を綱取作業に必
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要な機能を担う区間とし、受梁上に暫定的に係船柱を配
置した。これにより、利用可能な岸壁延長 225m を確保
した段階で、現有水深でも入港可能な 4 万 GT 級クルー
ズ船による暫定利用が可能となった（写真-2）。

パイルキーパー

可動支承部

既設ドルフィン

完成構造 200m

暫定構造 25m

図-6 斜杭打設検討状況（CIM モデル）
暫定係船柱

写真-2 暫定供用部完成状況
e）CIM 技術の活用
近年、国土交通省では、ICT の全面的な活用等により、
建設生産システム全体の生産性向上を図る iConstruction（アイ・コンストラクション）の推進を進
めている。その施策の１つとして、CIM（Construction
Information Modeling/Manegiment）の活用が上げられる。
CIM とは、調査、設計、施工等で共通した 3 次元のモ
デル構築方法であり、CIM の活用目的には、設計段階か
ら施工上の課題を表面化させ解決することも含まれてい
る。CIM の 3 次元モデルの作成にあたっては、海上に浮
かび正確な位置情報の把握が難しい摩周丸を含め、現地
状況を 3D スキャンで測定しモデル化を行っている。
本検討において CIM を活用した検討事例として、候補
であった斜杭の打設状況をモデル化したものを図-6 に
示す。平面的には摩周丸から鋼管杭が物理的に離れてい
る状況であるが、3 次元の視点でみると、杭打船側で杭
を固定するパイルキーパーから杭先端が外れると、杭が
振れて摩周丸に衝突する可能性や、甲板上に資材が落下
するなど、重大なリスクを伴うことが確認できる。よっ
て、施工性の観点から斜杭構造は不採用とした。
また、その他の検討事例として、施工箇所には摩周丸
を海側から支える 2 基の斜杭式既設ドルフィンが存在し
ているが、現地調査の結果、既設ドルフィンの斜杭が想
定よりも変位して打設されていることが判明した。既設
斜杭は杭長が約 70m と非常に長いため、水中部で確認さ
れた変位は地中部で設計図との差異が特に大きくなると
想定される。新規に打設する杭がドルフィン杭に接触し
た場合、摩周丸にも大きな影響を与えるため、CIM によ
り不可視部分である土中の既設斜杭と新設鋼管杭の状況
を再現（見える化）し、鋼管杭が干渉しないように、離
隔を確保して鋼管杭を配置した（図-7）。
このように、２次元のみの視点による検討では見落と
しがちな施工時のリスクを設計段階から CIM を活用する
ことで事前に解決し、施工を進めることが出来た。

平面図

摩周丸（底面）

既設斜杭

新設鋼管杭
離隔確保

図-7 地中部における杭の離隔確認（CIM モデル）
(2)施工段階の取組
a）ICT 技術の活用
前述のように、打設した鋼管杭上に重量約 500～900
ｔの Pac 受梁ブロックを大型起重機船により設置するが、
この Pca 受梁の据付精度を左右するのが支柱となる鋼管
杭の打設精度である。また、軟弱地盤に打設する鋼管杭
の施工に時間を要した場合には、全体工程にも大きく影
響し、さらに摩周丸の営業にも影響を与えることになる。
鋼管杭は、全長約 60m の内、下杭約 30m、上杭約 30m
で強度が異なり、下杭を本打設後、下杭上で上杭を現場
溶接し、打設する方法を検討していた。しかし、打設箇
所は、非常に軟弱な地盤のため、現地では下杭打設後に
杭の自沈が発生し、本打設位置において下杭と上杭の溶
接作業が困難となった。そのため、クレーン付台船上に
仮設架台を設け、1 度固定した下杭と上杭を海上で溶接
し、約 60m の１本の長尺杭とした後、本打設を行うこと
にしたが、鋼管杭が長尺になる分、打設施工の難易度は
更に高いものになった。
また、従来であれば、打設時に二方から打設する杭の
位置精度を測量しながら施工を行うが、摩周丸の存在に
より陸側からの視準が困難な状況であった（写真-3）。
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陸上側からの確認が困難

写真-3 鋼管杭打設状況
図-9 衝突防止レーザー活用イメージ
そこで、鋼管杭の建込み時の位置や打設時の誘導に自
動追尾式ノンプリズムトータルステーション（写真-4、
図-8）を用い、鋼管杭の情報を起重機船上のオペレータ
ーや作業者がリアルタイムで確認出来る 3 次元管理シス
テムを用いて施工を行った。これにより、鋼管杭の打設
中の位置情報等を作業者が作業船上のモニターやスマー
トフォンなどで共有しながら施工することで、迅速な鋼
管杭の打設が可能となった。また、高い精度で打設出来
たことで、その後の大型 Pca 受梁の据付作業も問題なく
施工を行った。
この他、既設ドルフィン上に衝突防止レーザーによる
バリアを設置し、鋼管杭や Pca 受梁等がレーザーに接触
すると警報で危険を知らせるシステムを活用し、摩周丸
に対する安全性を確保した（図-9）。

b）関係機関との情報共有
本工事を円滑に進めるためには、設計段階からの様々
な検討はもちろんのこと、施工中における作業時間やス
ケジュール等を摩周丸等の関係者へ事前に情報共有し、
摩周丸の館内放送で周知する等の協力の元、摩周丸を訪
問する観光客からの苦情等もなく円滑に施工を進めるこ
とが出来た。この他、函館市内の土木科の高校生を対象
として実施した大型起重機船による鋼管杭打設状況の現
場見学会にも摩周丸を活用させていただいた（写真-5）。

写真-5 摩周丸からの高校生による工事見学会の様子
写真-4 自動追尾式トータルステーション使用状況
4. まとめ

図-8 モニター上の鋼管杭情報

急増するクルーズ船の寄港増加に対応する函館港若松
地区におけるクルーズ船岸壁の早期供用に向け、設計段
階から施工に配慮した様々な取組を行った。
特に部材のプレキャスト化においては、受梁部の製作
工程上、条件の厳しい冬期に施工することが生じたが、
陸上の防寒囲い内で安定的に作業が出来た。気象・海象
条件の影響を特に受ける港湾工事においては、工程の短
縮化に加えて、現場作業の省力化の観点からもプレキャ
スト部材の活用について検討していくことが今後重要で
ある。また、CIM 等の新たな ICT 技術の活用についても、
3 次元モデル等を通じて施工上のリスクを把握する事が
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可能となる他、関係者等との協議時にも施設や施工のイ
メージを視覚的に共有することが出来るため非常に有効
なツールであった。
また、摩周丸に関しては、施工箇所に近接することが、
懸念されていたが、情報共有を図りながら、無事施工す
ることができた。
今後も 11 万 GT 級大型クルーズ船の受入環境の整備に
向けて、継続的に実効性のある取組を行い、整備を進め
ていきたい。
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