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施工規模が小さい場合のコスト縮減と予算に応じた段階整備を可能とする連結セルラーブロ

ック工法を開発し、瀬棚港東外防波堤において現地施工を進めている。 

本報告では、連結セルラーブロック工法の施工上の留意事項について整理するとともに、実

際のブロック製作や据付により明らかとなった課題について報告するものである。 
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1.  はじめに 

ケーソン式防波堤は、海上・海中の作業量が少なく、

急速施工が可能で施工時の耐波安定性に優れている。ま

た、複数のケーソンを同時に製作することが可能で、大

規模施工による効率化が図れる利点がある。このため、

ケーソン式防波堤は防波堤整備に最も多く用いられてい

る構造形式である。 

しかし、ケーソン1函のみの製作等、施工規模が小さ

い場合には、ＦＤの回航費や損料等により、ケーソン1

函あたりの費用が割高となり、施設完成までの期間が長

くなることがある。さらに、ケーソン1函の製作のため

にも、まとまった予算が必要となることから、予算に応

じた柔軟な防波堤延伸が行えない欠点がある。 

このようなことから、施工規模が小さい場合のコスト

縮減と予算に応じた段階整備を可能にするため、プレキ

ャスト部材であるセルラーブロック（図-1）の連結によ

る防波堤整備を行う連結セルラーブロック工法を提案し

た１）。 

本工法は、図-2に示すとおり陸上製作したセルラーブ

ロックを起重機船等で据付を行い、型枠内に中詰コンク

リートを打設するものであり、中詰コンクリートにより

セルラーブロックの上下・左右の連結が強化され、強固

な構造となる。 

平成25年度から瀬棚港の東外防波堤において現地施工

を進めており、平成25年度にセルラーブロックの製作、

平成26年度には据付を行い、本体工31.5mが完成したと

ころである。 

本報告では、連結セルラーブロック工法の施工上の留

意事項について整理するとともに、実際のブロック製作

 

 

 

図-1 セルラーブロック 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 連結セルラーブロック工法 
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や据付により明らかとなった課題について報告するもの

である。 

2.  瀬棚港東外防波堤の断面諸元 

 図-3は連結セルラーブロック工法による瀬棚港東外防

波堤の完成時断面である。 

基礎捨石の天端高は、基礎捨石の最低必要厚により決

定するのが一般的であるが、セルラーブロック工法では

天端を高くすると施工性の向上が図られる一方で、衝撃

砕波による波圧合力の増大が問題となる。このため、衝

撃砕波の影響を受けず、さらに被覆材を不要に出来る経

済性を考慮して捨石天端高を-7.5mとした。 

堤体幅は、設計波（50年確率波）に対する滑動・転

倒・支持力・円弧滑りに対する安定を確保できる10.2m

とした。 

セルラーブロックの高さH、長さLについては、本体工

の高さが8.5m(マウンド天端高-7.5m、本体工天端高

+1.0m)となることから、クレーンの吊り能力70tとL/Bが

1/2程度以上の条件から、鉛直方向に4個連結することと

し、H=2.1mおよび2.15m，L=6.5mとした。 

 

3．瀬棚港の施工状況 

(1)施工フロー 
連結セルラーブロック工法の施工フローを図-4に示す。

基礎工の施工後、1～2段目のセルラーブロック据付後に

中詰コンクリートを打設し、さらに3～4段目のセルラー

ブロック据付、中詰コンクリート打設後、上部工の施工

を行う。この繰り返しにより防波堤の延伸を図っていく。 

 

 (2)施工上の留意点 

連結セルラーブロック工法はブロックを積み上げ、堤

体を構築する工法であることから、基礎捨石の均し精度

やブロックの製作や施工精度が低いと誤差の累積により、

完成時の法線や高さの誤差が非常に大きくなり、セルラ

ーブロックの据付が困難になる可能性がある。このため、 
特にセルラーブロックの製作・据付精度の向上のため

様々な工夫を行った。 

 (3)基礎捨石均し 
 基礎捨石の均し精度を施工管理基準の5cmに対し、目

標値を3cmとして捨石均しを行った。均し作業は、モン

ケン均し後、潜水士によりブロック据付箇所の高さを確

認し、不陸箇所の均しを再度行った。その結果、捨石均

しの目標値を満足し、ブロックの据付誤差を基準値以内

にすることが出来た。 
 
(4)セルラーブロックの製作 
 セルラーブロックの製作において、出来形精度向上を

目的に製作ヤードにベースコンクリートを施工し、その

上でセルラーブロックの製作を行った。ベースコンクリ

ートの天端均しの精度がセルラーブロックの施工精度に

直結するため、天端均しの出来形管理の必要性が確認さ

れた。当初ベースコンクリートの厚さが100mmであった

が沈下が発生したため、さらに100mm打ち増しした。こ

れにより、ブロックの製作精度が向上した。 
 
(5)セルラーブロックの据付 
図-2に示すとおり、セルラーブロックの据付は2段で1

サイクルとなっており、それぞれの据付作業は、仮置き、

位置の微調整の2段階で行った。 

下段のブロックには、据付時の施工性の向上及び段ず

 

図-3 完成時断面 
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図-4 施工フロー 

 

 

写真-1 据付誘導用ガイド 
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れ防止のための誘導ガイドとしてブロックの4箇所に溝

形鋼を取り付け（写真-1）、上段ブロックの仮置時で±

10cm程度の据付誤差に抑えた。 
位置の微調整では、防波堤上の作業員が、防波堤上に

設置したトータルステーションでセルラーブロックに取

り付けた法線管理用ガイド（写真-2）を確認しながら潜

水士に指示を出し、潜水士がアンカーブロックとセルラ

ーブロックの間に取付けたレバーブロックで調整した

（図-5）。 
なお、法線管理用ガイドには、ターゲット用のシール

プリズムを貼付けた。シールプリズムにより、法線の出

入りと距離を同時に確認することが可能となり、セルラ

ーブロックの位置を効率的かつ正確に把握することがで

きた。 
このような工夫により、水中におけるセルラーブロッ

クの法線の管理が容易となり、据付位置の法線に関して

は許容範囲±50mm以内で据付することができた。 
 
(6) 中詰コンクリートの打設 

生コンクリートは、積出岸壁より台船２隻とホッパー

を使用して海上運搬した。 
中詰コンクリートの打設は、既設防波堤上に配置した

ポンプ車によりケーシングを使用して行った（写真-3）。

打設時のコンクリート圧力によるブロック傾斜を防止す

るため、ブロックのマス毎（2マス/函）にそれぞれケー

シングを設置し、1マスにコンクリートを16m3ずつ打設

することを2マス交互に繰り返した。 

なお、中詰コンクリート打設前に、コンクリートの圧

力で上段ブロックがずれないよう上下のブロックを接続

するズレ止めプレート（写真-4）を4箇所に設置した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-5 デハアンカー(左)と専用吊金具(右) 

 
写真-4 コンクリート打設時ずれ止めプレート 

 

写真-2 法線管理用ガイド 

 

 

写真-3 コンクリート打設状況 

 

 
図-5 セルラーブロックの微調整の方法 

（平面図） 
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3.  現地施工における今後の課題 

(1)セルラーブロック製作・据付 

a)吊筋 
ブロックの一般的な吊筋は水中切断が必要であり、本

年度の施工でも30分程度の時間を要している。このため、

吊筋に替わる方法として、水中切断が不要なデハアンカ

ー方式（写真-5）が最も有効と考えられる。 
b)ブロック連結部の目地処理 
連結部の隙間からのコンクリート漏洩が懸念されたた

め、本年度の施工では防砂目地板を設置した。防砂目地

板の固定にケミカルアンカーを使用したため、取り付け

に２日を要した。今後は、海上での作業量の縮減のため、

防砂目地板に代え漏洩防止シートで施工することとした。

漏洩防止シートとすることで、施工時間の短縮、施工費

が削減できる。 
c)コンクリート打設ずれ止めプレート 

前述のとおり中詰コンクリートを打設した際に、コン

クリートの圧力でブロックがずれないようにずれ止めプ

レートを設置した。プレートは1段目～3段目のブロック

に下側半分を陸上で取り付けた。上段となる2段目、3段

目、4段目のブロックとの取り付けは、コンクリートの

ボルト孔とプレートの孔の位置がずれることが懸念され

たため、水中でボルト孔を削孔した。この作業に3～4時

間程度を必要とした。 

安定計算から静穏時には十分な安定性が確保されてい

ることから、ずれ止めプレートは下半分を固定すること

でブロックはずれないと考え、水中におけるずれ止めプ

レートの上半分の固定は不要とした。これにより大幅な

施工時間の短縮が図られる。 

 
(2)施工管理基準 
a)セルラーブロックの製作 
本年度の施工において、ブロック上下間の水平目地間

隔が20mmより広い場合にコンクリートの漏洩防止処理を

行っている。このため、施工管理基準として水平目地間

隔を20mm以下とすることが管理の目安となる。 

通常のセルラーブロックの施工管理基準においては、

高さ・幅・長さ（規格値：+20mm、-10mm）により管理し

ている。しかし、製作時の施工基面の平坦性の管理基準

がないことから、施工基面に傾斜や不陸がある場合に側

壁の鉛直性や底面の平坦性など出来形に影響を及ぼす。

このため、製作時の施工基面の平坦性の規格値として、

許容する水平目地間隔20mm以下を目標として、基準面か

ら±10mmとすることで、漏洩防止のための目地処理をあ

る程度省略することが可能と考えられる。 

b)ブロックの据付 
ブロックの据付については、水中作業であり据付精度

の管理が厳しいため、海象条件が厳しい海域では、施工

管理基準を緩和することで施工性が向上すると考えられ

る。 

隣接するブロックが断面方向に互い違いにずれたとし

ても、壁の一部が重なっていれば、水中コンクリートの

打設は可能である。このため、法線管理基準は、壁厚の

1/2が重なるように管理基準を設定し、例えば、壁厚が

300mmの場合、壁厚の1/2（150mm）を重なるようにする

と管理基準は±75mm（壁の厚さの1/4）となる（図-6）。

これにより、現行の±50mmmの管理が難しい場合、25mm

緩和させても施工問題ないと考えられる。  

 

(3)中詰コンクリートの品質 

a)生コンクリートのスランプロス 

コンクリートの運搬については、プラントから積出岸

壁までに加え、沖の防波堤までの海上運搬があるため、

生コンの出荷から打設までに時間を要することから、ス

ランプロスが懸念される。本年度の工事ではスランプは

基準値の範囲内であったものの、防波堤の整備箇所、プ

ラントの位置や気温によりスランプロスへの対応が必要

である。 

スランプロスへの対応策としては、①ケーシング径の

大口径化（40cmを50cmに変更）、②遅延材の使用、が考

えられる。 

b)レイタンス処理 
本工法では、2段目と3段目の箇所で水中コンクリート

を打ち継ぐこととなる。この箇所では、水中コンクリー

トの仕上がり面がブロック天端より50cm下がりとなって

 
写真-6 法線の施工管理基準 
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図-6 法線の施工管理基準 
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いるため、レイタンス除去が困難である。本年度の施工

における作業時間は、1つのセルラーブロックにおいて、

バケツによる処理（写真-6）に3時間、チッピングによ

る処理に9時間×2日を要した（潜水士の休憩時間を含

む）。このような膨大な作業時間を解消するため、効率

のよいレイタンスの処理方法の検討が必要である。 
今後、瀬棚港などでの実証実験を行い、レイタンスの

長期的な性状を明らかにした上で処理方法を検討するこ

とが必要である。 
 

5.  おわりに 

施工規模が小さい場合の防波堤整備を効率的に進める

ため、瀬棚港東外防波堤に連結セルラーブロック工法を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

採用し、現地施工により机上検討では分からなかった

種々の課題等が明らかになった。今後は、瀬棚港での施

工を通じてこれらの課題を解決することにより、本工法

の更なる普及につながると考えている。 
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