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港湾新技術の早期実用化のため関東地方整備局は実物大実験が可能な京浜港ドックを提供す
る仕組みを構築した．この仕組みを活用し開発者と当局が共同研究協定を結び新技術の早期実
用化を目指している．実用化を目指している新技術の一つに重力式係船岸の捨石マウンドの一
部に可塑性グラウトを注入・固化することで，既設の重力式係船岸の岸壁法線の位置を変更せ
ずに増深を可能とする新工法がある．この新工法は実物大レベルにおける課題の検討が未実施
であったことから，京浜港ドックにて実証実験が行われた．当局としては発注者の立場として
改良体の出来形及び強度の品質確認についての検討を行った．
キーワード 港湾新技術，京浜港ドック，重力式係船岸増深工法，品質確認調査
1． はじめに

新技術の早期実用化に向けて，関東地方整備局では
「海洋・港湾技術早期実用化推進協議会」を立ち上げ新
技術の早期実用化を推進している．しかし，港湾や海洋
における新技術の実用化には，陸上要素試験，実物大機
器（装置）海中実験，海洋実験などの過程で課題をクリ
アする必要があり実用化には，海洋と同様な条件を再現
できる実験場が必要とされた．また，実物大機器（装置）
を使用できる試験施設として大規模なものがないため，
縮尺模型で実施される場合が多いのが現状である．実物
大の機器を使用可能な実験場や容易に実海域を活用する
ことが出来れば，早期実用化がさらに促進される．そこ
で，関東地方整備局は，実物大の模型実験が可能なドラ
イドックである京浜港ドック（所有者：京浜港湾事務所）
（写真-1）を実証試験フィールドとして提供する仕組み
を構築した．この仕組みを利用して実施された実証実験
のひとつである「重力式係船岸増深工法の適用に関する
実証実験」では実証実験施工者と関東地方整備局が共同
研究協定を結び，新技術の成立を目指している．当局は
本工法の品質・出来形確認について最適な手法の確立に
向けた確認・調査を実施した．

1

写真-１ 京浜港ドック（ドローン空中写真測量）

2． 早期実用化に向けた取り組み

(1) 京浜港ドックとは
京浜港ドックの形式は，ドライドック構造であり，
1912年（大正元年）建設当時の規模は，長さ83m，底幅
22.5m，深さ8.5m，開口部10m，ポンプ室のほか，ドック
の両側にクレーンを装備，動力は蒸気機関が主流の時代
に電力を使用していた．1990年（平成2）に開口部の広
さ及び延長を109ｍに拡張しているが，側壁面は1912年
（大正元年）に築造したコンクリートが現存している．
関東地方整備局京浜港湾事務所が所有し，1927年（大正

15）からこれまでに約3,600函（個）ものケーソンやブ
ロックを製作し，横浜港，川崎港，横須賀港における防
波堤や岸壁の整備に貢献した．2010年（平成22）の横浜
港南本牧ふ頭ケーソン築造終了後，しばらくは待期状態
であったが2015年（平成27）より海洋・港湾新技術開発
のための実証実験フィールドとして活用されている．

階となっている．

(2)京浜港ドックの利点
京浜港ドックを実証試験フィールドとして使用する利
点は，大型施設であることから実物サイズの模型や実験
機器を使用した試験が可能，屋外のためGPSを活用した
制御システムの試験が可能，通常は海中で確認できない
出来形についてドック内をドライ条件にすることで陸上
工事と同様に目視で出来形の確認が可能，横浜港の海水
を注入することで実海域に近い条件下（塩分，濁度）で
の試験が可能であり施設内という閉鎖空間なので波や潮
流の影響を受けない，実海域と違いドック内をドライ条
件にすることで陸上による実験準備片付けが可能となり
低コストで安全に行うことが可能，などが考えられる．

図-1 本工法のイメージ図
4．実証実験の概要

実証実験は，まず陸上ヤードで予備充填実験を行った
後に可塑状グラウトの配合を決定し，その結果を受けて
ドック内での実物大実験を実施するという2 段階で行わ
れた．実物大実験は，京浜港ドック内に図-2のような捨
石マウンド（高さ3.0m，天端の広さ：横5.0m×縦7.0m）
を造成し，その中に直径2.5mの改良体を４個造成した．
(3）公募の結果
ドック内排水後に改良体周囲の固結していない捨石を除
京浜港ドックを活用した実証試験の課題募集について
去した様子を写真-2に示す．本工法の品質・出来形確認
は，広く民間を含めた一般公募を採用し，実証試験に必
手法としては，ボーリングコアの観察によるグラウト充
要な経費は応募者の負担とした．本制度の実施に先立ち， 填状況，一軸圧縮試験による改良体の強度を確認するこ
前述の産学官の有識者からなる「海洋・港湾技術実用推
ととなっていた．当局では，品質・出来形確認手法につ
進協議会」にて，本制度の運用や公募のテーマの設定を
いて実施工への適用性を検討するため，開発者提案の確
し，公募要領を定めた．
認手法の他に，出来形確認では，ボアホールカメラによ
2017年（平成29年度）の公募結果は表-1の通りである． る孔壁観察，孔内密度検層による密度測定，音響トモグ
ラフィ探査を実施し，強度確認では，孔内水平載荷試験
表-1 公募の結果
による変形係数の測定を実施した．実施した手法を表-2
示す．
課題名
テーマ
自律航行無人艇の
技術開発

航路啓開における測深・海底状況把握技術

重力式係船岸増深工法
効率的な港湾工事の施工技術
の適用に関する実証実験

3．新しい増深工法の概要

輸送船舶の大型化に伴い，既存の重力式係船岸の増深
が検討されている．独立行政法人港湾空港技術研究所
（現，国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所）
及び一般財団法人日本埋立浚渫協会の共同で開発されて
きた新しい増深工法は，図-1に示すように既設重力式係
船岸の捨石マウンドの一部を可塑性グラウトにより，改
良・固化してからマウンドを数m掘り下げることで岸壁
の水深を増深する工法である．本工法は，室内実験・数
値解析により，設計・施工法が研究され，実証実験の段
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図-2 実物大実験の捨て石マウンド

(2) 出来形確認調査
a) ボーリングコア観察
ボーリングコア観察は，可塑性グラウトの充填状況等
をコア写真，ボーリングコアそのもので確認できるため
分かり易い．しかし，不連続面での分離，コア割れがあ
るため，ボーリングコアだけでは，施工不良箇所を抽出
できないという問題がある．図-4にコア観察を示す．赤
色部はフェノールフタレインにより着色された可塑性グ
ラウト、無着色部は捨石部である．
写真-2 実物大実験（改良後）
表-2 品質確認手法一覧
品質確認手法

備考

①ボーリングコアの観察

開発者提案

②ボアホールカメラ孔壁観察
出来形

孔内密度
検層

③密度検層

図-4 ボーリングコア

④孔径計測

⑤音響トモグラフィ
⑥圧縮強度試験

b) ボアホールカメラによる孔壁観察
ボアホールカメラは360°全方向の撮影が可能な小型
CCD カメラを装備している．ボアホールカメラにより，
孔壁の全周・全深度を画像撮影した展開図から，グラウ
トの充填状況を確認した．図-5に測定孔No.1～No.5 の孔
壁画像の展開図を示す．測定孔の孔径は116mm である．
展開図より，グラウトは概ね注入計画範囲内に全体的に
充填されているとともに，部分的に空隙が存在している
ことが分かる．ボーリングコアでは，コアの連続性がな
いため，空隙の形状を確認できないが，画像展開図では，
空隙の形状を確認できるため，グラウト未充填箇所への
追加注入の検討にも活用できる有効な手法であると考え
られる．

開発者提案

強度

⑦孔内水平載荷試験

5. 品質確認調査

(1) 実物大実験の品質確認調査
実物大実験での品質確認調査は，改良体の出来形確認
とグラウト強度確認である．出来形確認のための確認調
査として，開発者が施工時の確認方法として提案したボ
ーリングコア観察に加えて，ボアホールカメラによる孔
壁観察，孔内密度検層による密度測定，音響トモグラフ
ィ探査の適用を試みた．強度確認のための確認調査とし
ては，開発者が提案した一軸圧縮試験に加えて，孔内水
平載荷試験による変形係数の測定の適用を試みた．図-3
に実物大実験での品質確認調査の調査位置を示す．

図-3 実物大実験による品質確認調査位置

図-5 ボアホールカメラによる孔壁画像の展開図
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c) 孔内密度検層による密度測定
密度測定はガンマ線で測定するため指向性があること
から，N方向，S方向の2方向で測定した．図-6より，地
表から深度1.6mまでは，密度は2.0～2.6 g/㎤の範囲であ
り，グラウトと捨石の密度の範囲内であることがわかる．
深度1.6～2.0 mの範囲では，S方向では密度が小さくな
り，密度が部分的に1.5 g/㎤よりも小さくなっている．
また2方向とも孔径が大きくなっている．これは，画像
で空隙と確認した箇所と一致しており，孔内密度検層に
よる孔径計測及び密度から，空隙部とグラウト・捨石部
を判別できることが分かった．ボアホールカメラで空隙
が確認されても，密度が十分に大きい場合，あるいはそ
の逆の場合もあり，ボアホールカメラと密度検層を併用
することにより，改良体の出来形を総合的に評価できる
ものと考える．

液注入による地盤改良効果の確認における適用事例が報
告されているが，捨石やグラウト改良体に対して適用し
た事例はなく，実物大実験でその適用性を評価した．
図-7，図-8に注入前後の速度分布を示す．測定孔の間隔
は3.8m，測定深度は2.8mである．捨石マウンド天端より，
10cm程度下まで海水を満たした状態で試験を実施した．
図-7に示すように注入前の速度分布は1.5～1.8km/s（青
色）であった．図-8に示すように注入後の速度は，深度
1.9mより以浅では，2.8～3.2km/s（緑～黄色）である．
注入前と比較して，速度分布は全体的に速くなっている
ことが分かる．可塑性グラウトのテストピースの速度
(3.2km/s)を考慮すると，注入後の速度は妥当な範囲で
あると考える．しかし，注入計画範囲外でも，注入後の
速度が速くなっており，改良体の形状が明確でない．改
良体を掘り出して，その出来形を確認すると，改良体の
幅は2.4～2.6m，高さは1.9～2.1mであり，概ね注入計画
範囲（赤点線）で可塑性グラウトが充填されていること
を確認した．これより，音響トモグラフィ探査では，水
平方向の注入範囲を適切に測定できていないことが分か
った．これは，水平方向の測定間隔に対して，測定深さ
が浅いことが原因であると考えられる．音響トモグラフ
ィ探査では，注入前後で速度分布に差があることが確認
されたが，測定された速度分布から注入範囲を明確に区
別することは難しいと考えられた．

図-7 音響トモグラフィ探査の速度分布図（注入前）

図-6 孔内密度検層の測定結果
d)音響トモグラフィ探査
最近では，音響トモグラフィ探査は不飽和地盤への薬

図-8 音響トモグラフィ探査の速度分布図（注入後）
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e) 出来形確認手法の検討
以上の結果を踏まえて，出来形の確認手法についての
検討結果を表－3に示す．コア観察を行うことで充填状
況が確認できるので，開発者の提案通りボーリングコア
観察は必須項目とし，その他にボアホールカメラによる
孔壁観察と孔内密度検層を併用することでより詳細に出
来形を確認できるという結果となった．

表-3 出来形確認手法の適用性
出来形の確認
孔内密度検層
ボーリングコア観察 ボアホールカメラ孔壁観察

リアルタイムの実現性

必要日数

◎

密度検層

孔径計測

◎

◎

図-9 圧縮強度と表面積比の関係

音響トモグラフィ

×

◎

◎

◎

×

（調査後翌日）

（調査後約2日）

（ボアホールカメラ併用時、約2日）

（調査後約2週間）

◎

◎

b) 孔内水平載荷試験による変形係数測定
本工法の既往研究では，有限要素法による線形弾性解
△
析により計算された改良体の最大主応力と最大せん断応
×
〇
〇
施工不良箇所の抽出
（１ｍ以下の施工不
（単独では不可） （密度検層と併用して判断） （ボアホールカメラと併用して判断）
良は判断不可）
力から改良体の必要強度を決定しており，改良体の強度
比較的安価
比較的安価
比較的安価
高価
費用
は，変形係数によって定義されている．実物大実験では，
◎
△
◎
◎
（ボアホールカメラ併用することで、 （品質確認としては
（適用性高い）
（適用性高い）
既往研究に合わせて改良体強度を設定しているため，改
本工法への適用性
適用性が高くなる）
適用性が低い）
推奨項目
推奨項目
必須項目
良体の変形係数の設計推定値はE=1205000kN/m2である．
孔内水平載荷試験では，孔径77mmのボーリング孔に対し
(3)強度確認試験
て，実施した．孔内水平載荷試験の測定区間は52cmであ
a) 一軸圧縮試験
り，測定区間の平均的な改良体の強度を測定できる．図
実物大実験から採取したコアを用いて，一軸圧縮試験
-10に改良体の中心からの距離と変形係数の関係を示す．
を実施した．実物大実験では，直径116mmで鉛直コアサ
調査孔の位置は改良体中心から40cm，80cm，1mである．
ンプリングを実施した．グラウト自体の密度は1.8g/㎤， 変形係数の平均値はE=2864000kN/m2であり，設計推定値
捨石密度2.6g/㎤ であるため，見かけの密度は，捨石の
より大きく，十分な改良強度があることが分かった．し
割合が多くなると大きくなる．捨石と可塑性グラウトの
かし捨石と可塑性グラウトの複合体の強度が弾性体では
複合体の圧縮強度は，捨石の割合が多くなると，捨石の
説明し難いことから，現時点では改良体の変形係数から
形状やグラウトの充填状況に支配されると考えられる．
改良体の強度を評価しないこととした．
グラウトの割合が多くなると，圧縮強度がグラウト自体
の目標強度よりも小さくなるのは，圧縮強度は捨石とグ
ラウトの界面の付着力が支配的になるためであると考え
られる．図-9に示すように圧縮強度と表面積比（グラウ
ト/捨石）の関係を整理した．見かけの密度は，現場の
捨石の種類や空隙率によって変化するが，表面積比は，
コアの表面から目視で確認することができることから，
供試体の選定法として有効であると考えられる．表面積
比が1.0より小さい範囲では，圧縮強度のバラツキが大
きい．グラウトの割合が多くなる表面積比1.0 以上では，
圧縮強度のバラツキは小さい．図-9の結果より，可塑性
グラウトと捨石の改良体の圧縮強度は，表面積比1.0以
上の供試体で評価することが必要であると考える．
図-10 改良体の中心からの距離と変形係数の関係
わかりやすさ

△

(単独では分かり難い）

◎

〇

-

c) 改良体強度の確認手法
以上の結果を踏まえて，改良体強度の確認手法につい
ての検討結果を表－4に示す．孔内水平載荷試験の結果
でも強度確認は可能だが，一軸圧縮試験で得られる結果
5

と大差がないので，提案通り一軸圧縮試験のみで問題な
いという結果となった．

いが，ボアホールカメラや孔内密度検層では，出来形を
詳細に把握できることを示した．一軸圧縮試験で改良体
の強度を評価する際，捨石・グラウトの割合により，圧
縮強度にバラツキがあるので，今回の結果より，供試体
の表面積比（グラウト/捨石）が1.0以上の供試体を選定
することで圧縮強度のバラツキを押さえることを示した．
品質・出来形確認手法については，確認する手段の選定
はできたが実施工の際の調査方法など具体的なところま
では決定できていない．今後は，有識者の意見を反映し，
設計基準の内容と整合を図りつつ品質・出来形確認手法
の確立について更に検証・検討を深めていくことが必要
である．

表-4 改良体強度の確認手法
改良体強度の確認

リアルタイムの実現性

必要日数

わかりやすさ

一軸圧縮試験

孔内水平載荷試験

×

×

△

◎

（調査後約１週間）

（調査後約2日）

◎

◎

◎

◎

（わかりやすい）

（わかりやすい）

費用

標準的な価格

比較的高価

本工法への適用性

（適用性高い）

（圧縮強度で評価できるた
め、適用性は低い）

必須項目

-

施工不良箇所の抽出

◎

△
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6. おわりに

京浜港ドックで実施された重力式係船岸増深工法の実
証実験を対象に，本工法の品質・出来形確認手法を検討
した．実施工において，適用すべき品質確認調査は，ボ
ーリングを実施し，コアボーリングによる可塑性グラウ
トの充填状況の確認と一軸圧縮試験による改良体の強度
を確認することを基本とするが，その他の手法も適用し
て総合的に判断する必要があると考えられる．ボーリン
グコア観察では，出来形を連続的に把握することは難し
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