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は じめ に

富田港地区は,昭和 30年代後半に高潮堤が整備 さ

れ約 40年が経過 し老朽化が進んでいる｡

高潮堤背後は,病院 ･民家が迫 り台風,大地震等の

自然災害から地域 を守る防災対策が緊急の課題 となっ

ているC

このような背景から富田港地区は,平成 17年度 よ

り護岸の補強工事に着手 し今回は初年度となった｡

本報告では,富田港地区護岸 (補強)工事の一部とし

て今年度実施 した護岸前面の液状化対策について台船

をイ吏用 した施工について述べる｡

工 事 概 要

工 事 名 :富田港地区護岸(補強)工事

発 注 者 :四 日市港管理組合

請 負 者 :佐伯 ･穂宝特定建設共同企業体

地盤改良工事 :み らい建設工業(秩)

工 事 場 所 :四日市市富田浜元町地先

施 工 工 期 :自)平成 17年 10月 21日 

-' みらい建設工業株式会社 ･中部支店 ･土木部 
… みらい建設工業株式会社 ･技術本部 ･

エンジニアリング部長 

… cpG工法研究会貞

図 -1 位置図

至 )平成 18年 3月 15日

施工数量 :固結体造成 改良率 15% 156牢

改良率 10% 330本

施工の問題点

i)富田港は.港口の幅が約 35m,港内は護岸延

長約 300mに対 し幅が最大 70m,狭陰部では 30m と

狭いスペースの中に漁船 ･プレジャーボー トが数多 く
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コンパクショングラウチング工法(CPG工法)における海上台船施工

図 12 現場平面図

係留されている｡ 

ii) 護岸背後地に病院 ･民家が存在 しており,作

業ヤー ド等の用地を確保できない(図 -2参照).

以上の条件よりコンパクトな設備で,船舶の出入り


を考慮 した台船施工が選定された｡
 

cpG工法とlま1) 

CPG工法は極めて流動性の低い注入材を地盤中に

注入 して固結体を造成し,この固結体による締固め効

果で周辺地盤を圧縮強化する静的締固め工法である｡

本工法については,三信建設工業 (秩)とともに液状化

対策への適用を進めている 2)3-4･) )0
以下,工法の特長を述べる｡ 

1) 静的に圧入締固め

特殊注入ポンプを用いた静的圧入により,無振軌

低騒音で地盤を締固める｡地盤変位や構造物変位が少

なく.既設構造物の直下.直近地盤といったこれまで

困難といわれたケースに威力を発揮する｡ 

2) コンパク トな設備

注入ポイントには小型ボーリングマシンと注入管リ 
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フト装置を設置するだけなので,上空制限がある場所

や,既設構造物の内部等の狭い空間でも施工が可能｡ 

3) 硬質地盤に対応

小口径 (外径約 70mm)ロッドにより削孔するので

対象地盤の上部に辛い地盤が存在 しても容易に貫通

し,改良を行うことができる｡

台船施工の問題点と課題 

1) 反力の問題

陸上では注入時に必要な反力を地盤からとることが

できるが,海上の台船施工ではどのようにして反力を

とるか｡ 

2) 位置管理の問題

所定の位置へどのようにして台船を誘導 し,効率よ

くかつ精度良くマシンをセットするか｡

また,高さ管理はどうするか｡

土木技術 6巻 9 ( 691 号 200.) 
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3) 潮位の問題

施工時間内において,干満差が 1m程度ある｡CPG

工法は先行削孔を行いケーシングロッドを残地する

が,潮位が変化することで,海水面が上昇 した場合,

ケーシングロッドが海水面以下になってしまい,注入

においてケーシングロッドを取 り込めなくなる恐れ

や,逆に海水面が下がった場合にケーシングロッドが

海水面より突出し,台船施工に支障をきたす可能性が

予想された｡ 

4) 濁水処理の問題 

CPG工法は注入完了時の引き上げたケーシング

ロッド内の洗浄と,作業完了時にプラントを洗浄する

必要がある 01日の必要な洗浄水は,今回のマシンセッ

トの組合せの場合 4m3であり,当然この 4m3が濁水

となる｡陸上と違い台船上はスペースは限られている

ため.ス トックの一定の量を超えた場合,台船場外へ

搬出する必要がある｡ただこの搬出にはかなりの手間

と時間がかかるため,改善する必要があった｡ 

5) 残モルタル処理の問題

濁水と同様.注入完了時のケーシングロッド内の残

モルタルと,プラント洗浄時に出てきたモルタルを処

理する必要がある｡陸上の場合,地盤をシー ト養生し

た上に廃モルタルを山にし,固化した状態でバックホ

ウによりダンプに積み込む方法をとるが,台船上は不

可能である｡

問題点の解決 

1) 反力の問題について

反力を台船の重量によりカウンターウェイトの原理

でとれないか検討した｡現場は施工エリアが非常に狭

いことから,台船はコンパクトである必要があった｡

そこでユニフロー ト台船を使用 し組み立てて使用 し

た｡ブ主人のケーシングロッドの最大引抜き反力は 12t

で,それに必要なユニフロー トの組合せは,多いに越

したことはないが,施工条件より 3基とした｡また台

船の固定用としてスパットを用いるため,これが補助

図 -3 施工台船平面図 
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流量圧力 フ装芸歪施工概略図 # ポ ンプ 日監視装置 ト書芸 特 o 廟

- 水面 フロート

ノ桝地盤改良天端

図-4 施工台船断面図

的な役割になることを期待 した｡ 

2) 位置管理の問題について

台船の構成はプラント台船,削孔台船,注入台船か

らなり,今回プラント台船は 500t台船を使用 し,削

孔および注入はユニフロー トによる組立て台船とした 

(図 -3,4参照)

施工区域は,漁船およびプレジャーボー トが係留 し

ているために,アンカーを有効に使用することができ

ない｡また施工中の台船の揺れが削孔および注入作業

に影響を与えることから,スパットを設備した｡

台船の誘導は護岸上にポイントを設け, トランシッ

トと無線により誘導を行う｡ただ,台船の誘導のみで

の施工位置の決定は時間を要し,また精度的に問題が

ある｡そこで台船の位置決めはある程度のところまで

とし,あとはマシン自体で微調整ができるような構造

を考えた｡

台船上にレールを敷きその上をモーターにより自由

にスライドできるスライド架台を設備 した(写真 -1)0

またスライド架台の上にレールに対 して直角方向に

も微調整ができるように油圧によるスライドベースを

設備 した(写真 -2)0

これによりX,Y軸方向を自由に調整できるように

なる｡今回は施工条件と施工効率を考え 1つの台船に

マシンを 2台搭載し,それぞれが独立してスライドが

できるようにした｡

また,高さ管理に関しては.陸上の場合現地盤が基

準となり事前に現地盤高を計測しておき,残尺にて高

さ管理を行うのが,基準となる台船は常に変化 してい

るため使用することができない｡そこで潮位の変化に

無関係なケーシングロッドに高さの基準を設け管理す

ることにした｡その方法として護岸にレーザーレベル

を設置し,常時ケーシングロッドに受信器をあて,高

さの管理を行うようにした｡ 

写真 -1
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3) 潮位の問題について

台船にレールを設置することから,引き潮の際.ケー

シングロッドの海面から出ている部分が長 くなり,台

船移動時にレールに当たり,移動不可能になることも

予想された｡そこで,通常ケーシングロッドは 1mで

あるが ,50cmに加工 したものを用意し,潮位の変化

に対応 した｡ 

4) 濁水処理の問題について

(写真 -3)0 

5) 残モルタル処理の問題について

限られたスペースの中で仮置きができること,また

搬出する方法が容易であることが必要であった｡そこ

でメタル* {-ムを使用 して型枠を組み立て.残モルタ

ルをそこへ入れて差 し筋を設置し.所定の強度が発現

した後,脱型 し材料運搬台船に積み込み,陸上のクレー

ンにて荷上げする方法をとったo型枠の大きさは,プ

ラント台船上に材料投入用として,クレーン仕様の 

ケーシングロッド内の洗浄および作業終了時のプラ 7m3バックホウがあるので,その作業能力にあでた0.

ントの洗浄から出た濁水は水中ポンプにてプラント台

船上の 5m3ノッチタンク-送 り,その上水を pH処

理機にて PH処理を行い 5m3の水槽-水送 りする｡

その PH処理された水をまた洗浄に使用する｡これに

よ り搬 出する手 間 と時間を減 らす ことがで きる

写真 -3

写真 -4 

寸法とした｡(写真 -4)

施 工

以上の台船施工の問題に対して解決策を試み,図 -5

に示す以下の施工フローで施工を行った｡

所定の打設箇所に削孔台船を誘導する｡誘導は前面 
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図 -5 施工フロー
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コンパクショングラウチング工法(CPG工法)における海上台船施工
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(》 削孔台船の位置決め ② 削 孔 (診 削孔台船の移動 ④ 注入台船の移動 ⑤ 注 入 (昏 注入完了

図 -6 施工フロー図

写真 -5

の護岸よりトランシット,テープにて計測する｡マシ

ンをスライドし,削孔位置にマシンを合わせる｡ロッ

ドの鉛直性を傾斜計にてチェックする｡削孔完了の高

さは前面に設置したレーザーレベルにて計測する｡所

定の列を削孔完了したのち次の列へ移動する｡

先行削孔で残地 したロッド位置へ台船を誘導する｡

注入管リフト装置をスライ ドしケーシングロッドを取

り込む｡レーザーレベルにて注入開始ロッド高さを計

測 し,注入を開始する｡注入は注入管リフト装置にて

ケーシングロッドをステップアップしなが ら注入す

る｡注入の完了はレーザーレベルで計測 し,所定の改

良天端まできたら注入をス トップする｡

施 工 結 果 

1) 反力に関して

ユニフロー ト台船を 3基組み合わせて施工 したが, 
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写真 -6

カウンターウェイトとしては末だ不十分であった｡期

待 していたスパットの拘束力 も効果はさほど得 られな

かった｡今後はユニフロー ト台船をもう 1基追加 した

方が好ましいと思われる｡ 

2) 位置管理に関 して

スライド架台およびスライ ドベースを用いたことに

より,予想以上にスムーズにマシンの所定の位置への

セットができた｡台船の誘導のみの位置決めで行って

いた場合,セットだけに相当な時間を要 し苦労 してい

たと思われる｡ 

3) 潮位の問題に関 して

やはり,潮位が一刻一刻と変化 し,ケーシングロッ

ドがレールに当たり,台船が移動できなくなるような

場面が頻繁にあったが,ケーシングロッドを 50cm

に加工 していたことにより,容易にジョイントをとり

はずすことができ移動することがで きた｡これが, 

1mのケーシングロッドを使用 していた場合,ケ-シ

土木技術 61巷 9号 (2006.9) 



7写真 -

ングロッドのジョイントが水面下にあるため取 り外す ングマシンおよび注入管リフト装置に伝わり機械を破

ことが不可能で,潮が上がるまで待たなければならな 損する恐れがある｡今後そのような施工条件下で施工

cmかったであろう｡50 の加工は正解であった｡ を行う場合には,うねりに対する検討が必要である｡

近年,施工条件は悪 くなる一方である｡しかしなが
4) 濁水処理に関 して 

らわれわれは様々な制約条件の要望に対 しても経済的

H処理装置を利用することによって,濁水処理の

搬出の手間が省けた他,水を有効に利用することがで

きた｡ 

P かつ環境に配慮 して,満足がいくようにこたえていか

なければならない｡今回の海上台船施工はこの一つで

あったと思う｡今後も様々制約条件の要望にこたえら

れるように努めていきたいと思うo
5) 残モルタル処理の問題に関 して

メタルホームで型枠を組んで,残モルタルを処理 し

たことによって,狭いプラント台船上において非常に

コンパク トで,有効にスペースを使うことができた｡

また搬出時の取扱いも容易であ り,手間は少なくすん

だ｡

なお,今回の施工を支援 して頂いた元請企業体はじ

め多 くの関係者の皆様に紙面を借 りて感謝の意を表 し

ます｡
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