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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め計画された計画水深と前記計画水深から所定の余掘厚分を加えた水深との間に、浚
渫を行う際の基準となる基準水深を設定する基準水深設定工程と、
　土砂を掘削するための標準グラブバケットを用いて、前記基準水深を基準として浚渫す
る第１浚渫工程と、
　前記第１浚渫工程により浚渫された底面において、前記計画水深を満たさない掘残し箇
所を特定する掘残し箇所特定工程と、
　前記標準グラブバケットよりも最大開口面積が大きく形成されているとともに、グラブ
バケットのシェルを形成する板部材が前記シェルの開閉の支点となる支軸の周囲において
シェル主板と、このシェル主板の両面上に重ねた一対のシェル腕板と、少なくとも一方の
前記シェル腕板の片面上に重ねたシェル補強板とを有する、薄層用幅広グラブバケットを
用いて、前記掘残し箇所を前記計画水深以下に掘削する第２浚渫工程と
　を有している、浚渫工法。
【請求項２】
　前記基準水深は、前記計画水深に対して０．２ｍ以深～０．４ｍ以浅の範囲内に設定さ
れている、請求項１に記載の浚渫工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、グラブバケットを用いて港湾の海底面の土砂を浚って取り除く浚渫工法に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　港湾における航路や泊地では、グラブバケットと呼ばれる土砂を掴み取ることのできる
重機を用いて浚渫工事を行う。また、供用開始後、長年に渡って海底面に堆積した土砂や
ヘドロ等を浚って取り除く、いわゆる維持浚渫工事が行われる。
【０００３】
　この浚渫工事は、主に、航路や泊地の水深を確保するために行われるものであり、浚渫
後の海底面が予め設定された計画水深以下である必要がある。しかし、仮に計画水深を基
準として浚渫工事を行った場合、浚渫後の海底面は、浚渫深度や土質硬度の種類、海象条
件等によって、図１２に示すように、出来形と呼ばれる凹凸の掘削跡ができ、計画水深よ
り浅い掘残し箇所が生じる。
【０００４】
　そのため、一般的な浚渫工事では、図１３に示すように、掘残し箇所が生じないように
、計画水深よりも深い位置に基準水深を設定し、浚渫後の海底面の平均水深が前記基準水
深となるように浚渫工事を行うことで前記計画水深を確保している。このとき、計画水深
よりも深い位置を掘削することを余掘と呼び、この余掘によって前記計画水深より上にあ
る純土量と呼ばれる土量よりも余分な土砂を取り除くことで、円滑な浚渫作業ができる。
【０００５】
　従来、この浚渫工事により取り除かれた土砂は沖合の海洋に投棄されてきたが、当該投
棄により漁業に用いられる網に土砂が付着する等の問題が生じていた。そのため、現在で
は、取り除かれた土砂は陸揚げされて、予め造成されたピットと呼ばれる大型の収容施設
に収容される。
【０００６】
　一方、グラブバケットを用いた浚渫工法について、例えば、特開２０１０－１５９５４
５号公報では、第１のグラブバケットによって、予め設定された浚渫深さに対して仕上げ
掘の仕上げ深さ分の土砂を残して浚渫を行った後、第１のグラブバケットよりも最大掘り
深さが小さく、かつ大開口面積が大きい仕上げ掘グラブバケットを前記第１のグラブバケ
ットに替えて吊りワイヤーに取り付け、当該仕上げ掘グラブバケットにより仕上げ深さ分
の土砂を取り除く仕上げ掘を行う浚渫方法が提案されている（特許文献１）。
【０００７】
　この特許文献１によれば、浚渫における最後の工程の際に、大開口面積の大きい仕上げ
掘グラブバケットに替えることで、浚渫対象となる全領域の土砂をすくう回数が低減し、
効率よく作業を行うことができるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１０－１５９５４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献１に記載された発明において、前記仕上げ掘グラブバケットは
、維持浚渫に適したグラブバケットであり、泊地浚渫工事完了後の浮泥や漂砂が堆積した
ものを浚渫するものである。そのため、標準貫入試験値（Ｎ値）が０～１０程度の比較的
柔らかい土砂しか浚渫することができない。つまり、ヘドロのような柔らかい土質が対象
で、これ以上の硬い地盤を掘ると仕上げ掘グラブバケットでは捻れや歪みが生じ、破損し
てしまうという問題がある。よって、通常のヘドロ専用の仕上げ掘グラブバケットは、硬
土質地盤（Ｎ値１０～１５程度）には使用することができない。
【００１０】
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　また、仮に第１のグラブバケットで仕上げ掘を行おうとすると、１回あたりの仕上げ面
積が小さく非常に手間がかかってしまう。
【００１１】
　一般的に、浚渫工事と陸揚げ後の土砂の処理は同一業者によって行われる。浚渫工事業
者は、浚渫から陸揚げした土砂をピット内に収容するまでの作業となり、工事費用は純度
量プラス余掘土量を合わせた土量の浚渫費と陸揚げ運搬費が計上される。このとき、通常
、余掘までの土量は基準の土量として工事費用の対象となるが、余掘以上の土量は業者の
負担となってしまう。
【００１２】
　しかし、浚渫における深掘は基準がなく、いくらでも良い。そのため、国が負担するピ
ットの造成は大きく作らなければならない。余掘した土砂の量が多くなると発注者として
は処理費用が多くなり国損となってしまう。特に、泊地浚渫工事等は、浚渫する面積が大
きいため、面積当たりの余掘する深さが少し増えるだけで、多量の土砂を増加させてしま
う。
【００１３】
　また、陸揚げされる土砂の量が増加すると、海上での作業が増えるばかりでなく、揚土
作業、運搬作業、捨土作業等の作業も増加する。また、作業量の増加に伴い、運搬作業に
よる交通渋滞発生や重機使用による二酸化炭素の排出量が増加する等の環境負荷も増大す
る。特に、土砂を収容するピットを大きくしなければならず、造成等には多大な費用が生
じる。場合によっては、浚渫土砂を廃棄する場所が十分に確保できないといった問題も生
じる。
【００１４】
　本発明は、このような国の負担を抑えるためのものであって、計画水深を確保し、浚渫
工事によって取り除く土砂の量を抑えることのできる浚渫工法を提供することを目的とし
ている。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明に係る浚渫工法は、予め計画された計画水深と前記計画水深から所定の余掘厚分
を加えた水深との間に、浚渫を行う際の基準となる基準水深を設定する基準水深設定工程
と、土砂を掘削するための標準グラブバケットを用いて、前記基準水深を基準として浚渫
する第１浚渫工程と、前記第１浚渫工程により浚渫された海底面において、前記計画水深
を満たさない掘残し箇所を特定する掘残し箇所特定工程と、前記標準グラブバケットより
も最大開口面積が大きく形成されているとともに、グラブバケットのシェルを形成する板
部材が前記シェルの開閉の支点となる支軸の周囲においてシェル主板と、このシェル主板
の両面上に重ねた一対のシェル腕板と、少なくとも一方の前記シェル腕板の片面上に重ね
たシェル補強板とを有する、薄層用幅広グラブバケットを用いて、前記掘残し箇所を前記
計画水深以下に掘削する第２浚渫工程とを有している。
【００１６】
　また、本発明の一態様として、前記基準水深は、前記計画水深に対して０．２ｍ以深～
０．４ｍ以浅の範囲内に設定されるのが好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、計画水深を確保し、浚渫工事によって取り除く土砂の量を抑えること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係る浚渫工法の一実施形態を示すフロー図である。
【図２】本実施形態の浚渫工法における計画水深、余掘厚および基準水深を示す説明図で
ある。
【図３】本実施形態における（ａ）第１浚渫工程で用いられる標準グラブバケットの開口
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比率と、（ｂ）第２浚渫工程で用いられる薄層用幅広グラブバケットの開口比率とを示す
説明図である。
【図４】本実施形態における第１浚渫工程後の海底面の出来形を示す説明図である。
【図５】本実施形態における掘残し箇所特定工程を示す説明図である。
【図６】本実施形態における第２浚渫工程を示す説明図である。
【図７】本実施形態における（ａ）薄層用幅広グラブバケットを示す正面図と、（ｂ）シ
ェル開状態の部分正面図である。
【図８】本実施形態における薄層用幅広グラブバケットの主軸の周囲におけるシェルの構
成を概略的に示した外観斜視図である。
【図９】本実施形態における薄層用幅広グラブバケットのタイロッドの下端の連結部の構
成を概略的に示した外観斜視図である。
【図１０】本実施形態における薄層用幅広グラブバケットのシェルの底板内面の構成を概
略的に示した外観斜視図である。
【図１１】本実施形態における第２浚渫工程後の海底面を示す説明図である。
【図１２】従来のグラブバケットを用いて浚渫を行った後の海底面の出来形を示す説明図
である。
【図１３】従来のグラブバケットを用いて余掘厚分まで浚渫を行った後の海底面の出来形
を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明に係る浚渫工法の一実施形態について図面を用いて説明する。なお、本実
施形態では、港湾の海底面の浚渫を行う泊地浚渫工事に基づいて説明を行う。
【００２０】
　本実施形態の浚渫工法は、図１に示すように、浚渫を行う際の基準となる基準水深を設
定する基準水深設定工程と、標準グラブバケットを用いて前記基準水深を基準として浚渫
する第１浚渫工程と、掘残し箇所を特定する掘残し箇所特定工程と、薄層用幅広グラブバ
ケット１０を用いて前記掘残し箇所を前記計画水深以下に掘削する第２浚渫工程とを有す
る。以下、各工程について説明する。
【００２１】
　基準水深設定工程は、予め計画された計画水深と、この計画水深から所定の余掘厚分を
加えた水深との間に、浚渫を行う際の基準となる基準水深を設定する工程である。
【００２２】
　計画水深とは、浚渫工事により掘られる範囲において、浚渫工事後に必要とされる海底
面の水深のことであり、予め計画により任意に定められるものである。本実施形態では、
図２に示すように、計画水深を１０ｍとした場合を例に説明する。
【００２３】
　次に、余掘厚とは、予め設定された計画水深に応じて規定されている基準化された値で
ある。従来の浚渫工法において、例えば、公共工事等において、計画水深が９ｍ未満の場
合の余掘厚は０．５ｍとされており、計画水深が９ｍ以上の場合の余掘厚は０．６ｍとさ
れている。したがって、本実施形態では、前記計画水深が１０ｍと規定されているため、
余掘厚は０．６ｍである。
【００２４】
　なお、余掘厚は、０．５ｍや０．６ｍに限定されるものではなく、工事対象や工事目的
等の状況に応じて基準化されているものである。
【００２５】
　基準水深とは、本実施形態における浚渫を行う際の基準となる深さである。この基準水
深は、前記計画水深と前記計画水深から所定の余掘厚分を加えた水深との間において任意
に設定される。本実施形態のように余掘厚が０．５ｍや０．６ｍ程度の場合、前記基準水
深は、前記計画水深に対して０．２ｍ以深～０．４ｍ以浅の範囲内に設定されていること
が好ましく、前記計画水深に対して０．３ｍ程度であることがより好ましい。本実施形態
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における基準水深は、図２に示すように、１０．３ｍである。
【００２６】
　第１浚渫工程は、土砂を掘削するための標準グラブバケットを用いて、前記基準水深を
基準として浚渫する工程である。本実施形態における標準グラブバケットは、普通土や硬
質土の浚渫に好適なグラブバケットであり、バケットの縦横の開口比率が、図３（ａ）に
示すように、縦の長さ１に対して横の長さが５のものを使用している。第１浚渫工程では
、前記標準グラブバケットを浚渫船２０に装着し浚渫を行う。
【００２７】
　また、この第１浚渫工程では、図４に示すように、前記基準水深１０．３ｍを基準に±
０．６ｍの範囲で浚渫を行う。つまり、従来の浚渫工法では、図１３に示すように、計画
水深から所定の余掘厚分を加えた水深、具体的には水深１０．６ｍを基準に±０．６ｍの
範囲で浚渫を行っていたのに対し、本実施形態における第１浚渫工程では、従来の浚渫工
法における基準水深の１０．６ｍよりも０．３ｍ浅い、１０．３ｍ水深を基準に浚渫を行
う。
【００２８】
　なお、標準グラブバケットの開口比率は１対５のものに限定されるものではなく、適宜
選択することができる。
【００２９】
　掘残し箇所特定工程は、前記第１浚渫工程により浚渫された海底面において、前記計画
水深を満たさない掘残し箇所を特定する工程である。上述のとおり、前記第１浚渫工程で
は、標準グラブバケットによって浚渫を行うため、図４に示すように、出来形に凹凸が生
じる。また、前記第１浚渫工程では、前記計画水深１０ｍから所定の余掘厚分を加えた水
深よりも浅い前記基準水深１０．３ｍを基準に±０．６ｍの範囲で浚渫を行うため、前記
計画水深以浅となる掘残し箇所が生じる。そこで、掘残し箇所特定工程では、図５に示す
ように、複数の計測箇所を設定し、各測定箇所を音響測深機を用いて海底面までの水深を
計測し、各点での計測結果と計画水深とを比較することで当該掘残し箇所の特定を行う。
【００３０】
　なお、掘残し箇所の特定は、音響測深機によるものに限定されるものではなく、例えば
、光学的な測深機等を用いて特定を行ってもよい。
【００３１】
　第２浚渫工程は、前記標準グラブバケットよりも最大開口面積が大きく形成されている
とともに、グラブバケットのシェルを形成する板部材が肉厚に形成された薄層用幅広グラ
ブバケット１０を用いて、前記掘残し箇所特定工程によって特定された前記掘残し箇所を
前記計画水深以下の水深となるように掘削する工程である。本実施形態における第２浚渫
工程では、浚渫船２０に取り付けられている標準グラブバケットを薄層用幅広グラブバケ
ット１０に付け替え、図６に示すように、前記掘残し箇所のみ浚渫を行う。
【００３２】
　本実施形態における薄層用幅広グラブバケット１０は、図７～１０に示すように、基本
構造として本出願人によって出願された特開２０１４－１４１８０５公報に記載されたも
のを使用している。具体的には、互いに対向して配置された一対のシェル１，１と、前記
一対のシェル１，１の開閉の支点となる主軸４と、前記主軸４が固定された下部フレーム
３Ａと、前記下部フレーム３Ａの上方に配置された上部フレーム２Ａと、前記主軸４から
等距離に離間した各シェル１，１上の連結点に回動自在に連結された下端及び前記上部フ
レーム２Ａに回動自在に連結された上端をそれぞれ備えた一対のタイロッド５，５とを備
え、前記シェル１を形成する板部材が、前記主軸４の周囲においてシェル主板１Ａと、前
記シェル主板１Ａの両面上に重ねた一対のシェル腕板１Ｂ１，１Ｂ２と、少なくとも一方
の前記シェル腕板１Ｂ１の片面上に重ねたシェル補強板１Ｃとを有している。また、本実
施形態では、前記タイロッド５，５の下端を各シェル１，１上の連結点に回動自在に連結
するためのブラケット７を備え、前記ブラケット７を形成する板部材が、一対のブラケッ
ト主板７Ａ１，７Ｂ１と、各ブラケット主板７Ａ１，７Ｂ１の片面上に重ねたブラケット
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補強板７Ａ２，７Ｂ２とを有し、前記シェル１，１の湾曲した底板１Ｄの内面上に、湾曲
に沿って立設された底板補強リブ１Ｅを有し、前記シェル１，１の底板１Ｄの刃先に着脱
可能な爪８を備えている。
【００３３】
　また、バケットの縦横の開口比率が、図３（ｂ）に示すように、縦の長さ１に対して横
の長さが１．５のものを使用している。さらに、薄層用幅広グラブバケット１０の各部材
には高強度の特殊鋼が使用されている。
【００３４】
　つまり、薄層用幅広グラブバケット１０は、シェル１，１の開閉支点の周囲の板部材を
肉厚とし、タイロッド５，５下端を連結するためのブラケット７の板部材を肉厚とし、シ
ェル１，１の底板１Ｄの内面に底板補強リブ１Ｅを設けたことにより、シェル１，１の剛
性が向上させ、Ｎ値１５程度の硬土質地盤に相当する大きな偏荷重がかかった場合にも、
シェル１，１に捻れや歪みを生じず、グラブバケットが破損しないようにしたものである
。また、着脱可能な爪８を刃先に取り付けることにより、Ｎ値１０～１５程度の硬土質地
盤を薄層で掘削する場合に、刃先を硬土質地盤に効率的に進入させることができるように
したものである。
【００３５】
　なお、薄層用幅広グラブバケット１０の開口比率は１対１．５のものに限定されるもの
ではなく、適宜選択してもよい。
【００３６】
　次に、本実施形態の浚渫工法における各工程の作用について説明する。
【００３７】
　まず、本実施形態の浚渫工法では、図１に示すように、基準水深設定工程によって基準
水深を設定する。本実施形態では、図２に示すように、計画水深を１０ｍ、余掘厚を０．
６ｍとして、基準水深を前記計画水深とこの計画水深から所定の余掘厚分を加えた水深と
の間の１０．３ｍに設定している。
【００３８】
　次に、第１浚渫工程では、浚渫船２０に設けられた標準グラブバケットにより基準水深
を基準として浚渫を行う。第１浚渫工程では、標準グラブバケットの海底面が比較的大き
く湾曲していることから、図４に示すように、基準水深から±０．６ｍの範囲、具体的に
は水深約９．７ｍ～約１０．９ｍの範囲で浚渫される。
【００３９】
　次に、掘残し箇所特定工程では、浚渫範囲全体を音響測深機を用いて海底面までの水深
を計測する。本実施形態では、図５に示すように、浚渫範囲全体を等間隔でａ～ｑの１７
点の計測箇所を設定し、各測定箇所における水深を計測する。そして、計測された海底面
までの水深と基準水深とを比較し、前記基準水深より浅い箇所があった場合は、その箇所
を掘残し箇所として特定する。本実施形態では、計測箇所のｂ点、ｄ点、ｆ点、ｈ点、ｊ
点、ｌ点、ｎ点およびｐ点が掘残し箇所として特定される。
【００４０】
　第２浚渫工程では、図６に示すように、浚渫船２０に取り付けられている標準グラブバ
ケットを薄層用幅広グラブバケット１０に取り付け替える。そして、取り替えられた薄層
用幅広グラブバケット１０を用い掘残し箇所として特定された箇所のみ、本実施形態では
、ｂ点、ｄ点、ｆ点、ｈ点、ｊ点、ｌ点、ｎ点およびｐ点のみ、浚渫作業を行う。本実施
形態における薄層用幅広グラブバケット１０は、肉厚構造の耐抵抗荷重の高いものを使用
しているため、掘残し箇所のＮ値１０～１５程度の硬い地盤であっても、シェル１，１に
捻りや歪みを生じることなく浚渫が行える。さらに、地盤の硬さに応じて爪８を交換する
ことで硬土質地盤であっても効率的に浚渫が行える。また、薄層用幅広グラブバケット１
０は、標準グラブバケットに比べて一度に広い面積を掘削できるので、少ない回数で浚渫
を完了することができる。
【００４１】
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　また、図１１に示すように、第２浚渫工程後の海底面の水深は、約１０ｍ～約１０．９
ｍの範囲であり、平均水深は約１０．４５ｍである。一方、図１３に示すように、従来の
浚渫工法における浚渫後の水深は、約１０ｍ～約１１．２ｍの範囲であり、平均水深は約
１０．６ｍである。よって、本実施形態の浚渫工法では、従来の浚渫工法に比べて平均水
深で０．１５ｍ分の陸揚げされる土砂の量を確実に抑制することができる。特に、浚渫す
る面積が大きい場合は、面積当たりの浚渫する深さを僅かに低くすることで、陸揚げされ
る土砂の量を大量に抑制することができる。
【００４２】
　以上のような本実施形態の浚渫工法によれば、以下の効果を得ることができる。
１．従来の余掘が必要な浚渫工法に比べて、浚渫により海底面から取り除かれる土量を減
らすことができる。
２．掘残し箇所を薄層用幅広グラブバケット１０により浚渫することによって、Ｎ値が１
０～１５程度の土砂であっても、浚渫土量を少なくすることができる。
３．浚渫土量を少なくすることができるので、土砂処分場を小さくすることができる。
【００４３】
　なお、本発明に係る浚渫工法は、前述した実施形態に限定されるものではなく、適宜変
更することができる。
【００４４】
　例えば、本実施形態の浚渫工法は、一方向（図２の左右方向）に浚渫工事を行う場合に
ついて説明を行ったが、浚渫範囲は二方向（図２の左右方向と奥行き方向）に浚渫工事を
行う場合に用いてもよい。
【符号の説明】
【００４５】
　１０　薄層用幅広グラブバケット
　１ シェル
　１Ａ シェル主板
　１Ｂ１ シェル腕板
　１Ｂ２ シェル腕板
　１Ｃ シェル補強板
　１Ｄ 底板
　１Ｅ 底板補強リブ
　２Ａ 上部フレーム
　３Ａ 下部フレーム
　４ 主軸
　５ タイロッド
　７ ロッド下端ブラケット
　７Ａ１、７Ｂ１ ブラケット主板
　７Ａ２、７Ｂ２ ブラケット補強板
　８ 爪
　２０　浚渫船



(8) JP 6442272 B2 2018.12.19

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(9) JP 6442272 B2 2018.12.19

【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】

【図１２】



(10) JP 6442272 B2 2018.12.19

【図１３】



(11) JP 6442272 B2 2018.12.19

10

フロントページの続き

    審査官  亀谷　英樹

(56)参考文献  特開２０１０－１５９５４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－０９２５６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－００７０３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１７８９６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭４９－０２８６４３（ＪＰ，Ｕ）　　　
              米国特許第０６４４６３６４（ＵＳ，Ｂ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０２Ｆ　３／４７
              Ｂ６６Ｃ　３／０２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

