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ふるさとで培った技 術で、いま世界
に飛び出そうとする海洋土木会社

はじめに

関門港湾建設 株式会社

関門港湾建設は、関門海峡にほど近い下関市
細江新町に拠点を置く海洋土木業者である。
同社は、ゼネコンのように大規模プロジェク
トの工事一式を請け負うのではなく、ゼネコン
のもとで、プロジェクトのうちの特定工種（た
とえば浚渫工事）を担当する。工事の内容・規
模によってはＪＶあるいは単独で請け負うこ
とも多々あるが、基本的には、ゼネコンに対す
る専門工事業者という位置づけだ。
なお、ゼネコンは一般に陸上土木だけでなく
海洋土木も行うが、このうち、海洋土木の方が
中心であったり、海洋土木に特に強みを持つも
のをマリコンということがある（「マリ」は「マ
リン」の意味）。同社は、ゼネコン、あるいは

本社外観

マリコンの専門工事業者ということになる。

●会社概要

同社の特長は、海洋土木における技術力の高
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さが光っていることにある。これは、地元下関
の関門海峡の工事によって育まれた。そして、
この技術力の高さは、日本有数であることを超
えて、いまや世界で認められつつある。
関門海峡に育まれ、いま日本を飛び出そうと
する海洋土木専門工事業者、関門港湾建設を今
回紹介する。

テクノベース（下関市・長府工場）
Ｔ Ｅ Ｌ：083-234-3411
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.kanmon-const.co.jp/

１.事業の３本柱
同社の創業は大正７年（1918年）だから、あ
と２年で創業100年となる。創業当時は下関周
辺の港湾や漁港などの整備工事をしていた。戦
後になり、高度成長期の兆しが見え始めた昭和
20年代後期、同社は、眼前に広がる関門海峡の
航路について、これからは大型船舶による大量
輸送時代に対応する必要性が出てくるであろ
うことをいち早く察した。なにしろ、当時の関
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門航路は水深が９ｍしかなく、幅も狭かった。

るリクレーマ式と呼ばれる揚土船（土砂を陸揚

掘り下げて整備しないと大型船が通れない。そ

げする船）を開発した。海上から、土運船に積

こで同社は将来をにらみ、グラブ浚渫船による

載された土砂をバックホウ（ショベルカーのシ

航路整備事業に特化した。その後、関門航路の

ョベルのようなもの）などで取り込み、それを

浚渫を手掛けつつ（昔９ｍだった水深は現在13

コンベアで陸揚げするものだ。

ｍ。将来的には航路全域を水深14ｍとする計画

現在、同社が擁するリクレーマ揚土船は５隻。

となっている）
、工事エリアを全国に広げてい

最 大 の も の は、3,000㎥/hの 揚 土 能 力 が あ る。

き、工種の幅も広げていった。

日本の三大海上空港である東京国際空港、中部

現在では、浚渫船による浚渫、揚土船による

国際空港、関西国際空港のすべてで、その埋め

揚土（埋め立て）、圧送船を用いた土壌改良（プ

立て（用地造成）に同社は関わっている。もち

レミックス工法）が事業の３本柱となっている。

ろん、関門航路の浚渫ともからみ、北九州空港
や長州出島の埋め立てにも関わっている。

■ 浚渫
同社のメインの工事は浚渫である。現在、グ
ラブバケット（左右に開いて土砂を掴み上げる
装置。写真参照）で海底土砂を浚渫するグラブ
浚渫船を４隻擁している。最大のものは200ｔ
のグラブバケットも装着できるし、水深100ｍ
での浚渫も可能。岩掘削能力も高い。これらの
浚渫船を、関門航路だけでなく全国各地の海洋
プロジェクトで展開している。

浚渫船

■ 揚土（埋め立て）

揚土船

揚土状況

■ プレミックス工法

浚渫すると当然、浚渫土砂が出る。その土砂

プレミックス船は、圧送船（コンベアではな

の活用方法としては一般に、埋め立てに使うこ

く、パイプで油圧圧送して陸に送り込む船）を

とになる。浚渫と埋め立ては関連性が深い。そ

基本とし、土運船から取り込んだ軟弱浚渫土を

こで同社では、海を汚さずに大量・急速施工す

船内で固化処理（セメント系固化材を混練して
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生コン状にする）した上で加水せず圧送・打設

２.関門海峡から世界へ

するものである。
この一貫処理により、地盤改良しながら埋め
立てすることが出来る。いわば、浚渫土の有効
利用プラントを搭載した圧送船だ。

■ 関門航路浚渫工事
前述のように、同社のグラブ船による浚渫技
術は関門海峡から始まっている。その関門海峡

同社は３隻の圧送船を擁しており、このうち

は、浚渫作業に際しては非常な困難が伴う。ま

２隻がプレミックス船となっている。六甲アイ

ず、流れが急潮流であり、しかも１日何度も潮

ランドの岸壁復旧工事や、岩国飛行場の滑走路

流の向きが変わる。そのような場所で船を安定

移設時の岸壁工事でも、このプレミックス船が

させ、しかも正確に作業するのは大変なことだ。

活躍した。また、東日本大震災で被災した福島

しかも、急潮流であるがゆえにその海底には

第一原発の前面海域で、放射能で汚染された海

軟らかい土砂は堆積せず、いきなりコンクリー

底土壌を封じ込める工事にもこの技術が採用

トよりはるかに硬い岩盤や硬度盤が露出してい

され、現在も施工中だ。

る。非常に硬い海底を掘らなければならない。

昨年はこのプレミックス技術を発展させ、プ

さらに関門海峡は、幅が狭い（最も狭いとこ

レミックス土に微細な気泡を混入することで

ろは１kmもない）のに、そこに１日700隻とも

処理土の比重を1.2程度まで軽量化できる「軽

言われる船が行き交う。他の航行船舶の妨げに

量プレミックス技術」を開発、その第１船を建

ならぬよう、安全に作業しなくてはならない。

造した。護岸背後の裏込材・裏埋材の軽量化対

同社は、このように施工条件・施工基準が非

策などに効果を発揮する。

常に厳しい現場で長年鍛えられ、それに対応す
べく進化してきた。ある意味、いやでも進化せ
ざるを得なかったのである。
必要性に迫られ、新機軸をもたらす作業船を
次々と開発していった（作業船を実際に製作す
るのはメーカーだが、新たな発想のもとにスペ
ック開発するのは同社自身）。開発に当たって
の研究は、こうしたらうまく「作業」できるの
ではないかというようなメカニックな研究に

プレミックス船

固化処理土打設状況（圧送管先端部分）
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関門航路浚渫工事

留まらず、こうしたら新たな「機能」が果たせ

わゆる設置ケーソン工法。水深が深いことや海

るのではないかというようなケミカルな研究

底の土質を考えると、これが可能なら断然安上

にも及んでいる。プレミックス工法の開発など

がりだった。ただ、そのためには、基礎とする

その好例である。そのため地盤工学のような基

ケーソンを海底にきちんと据え付けるために、

礎的な研究も自ら行っており、これら研究成果

支持力が出るまでの海底掘り込みや、掘り込み

は学術的にも高く評価され、そこから工学博士

底部のきれいな基盤面整形をしなければなら

が２名誕生した。

ない。しかも、海底の特定の位置と面積で。こ

一方、同社の技術力の高さは、船で作業する

れには、大型のグラブバケットを精確にあやつ

オペレーターの能力に負う部分ももちろん大

って、10ｃｍ単位の精度で海底掘削が出来る技

きい。作業船の場合、船の性能さえよければ誰

術が必要だ。こうなってくると、浚渫技術とい

でも同様に正確な作業ができるわけではない。

うよりも、整形掘り技術とでも言おうか。

オペレーターによる、経験に裏打ちされた熟練

結局、本四架橋は全面的に設置ケーソン工法

さが必要だ。その面でも、関門海峡での難易度

がとられたが、同社はこの海底基礎工事部分に

の高い作業がオペレーターの高度な技術力を

きっちり対応した。しかも独壇場状態で。なに

育んだ。「関門海峡で掘れたら、世界中どこの

しろ、本四架橋は３ルートあり、多数の橋が架

海でも作業できる」
。これが同社の技術力の源泉だ。

橋されたが、その90％以上の海底の基礎工事を

結局、大手のゼネコン・マリコンといえども、

同社が担った。前述のように、どのゼネコン・

たとえ同様の設備を持ったとしても同社がこ

マリコンがどの橋梁工事を受注しようとも、そ

なせる高度な作業を自社でこなすのは難しい。

この海底基礎工事部分については、同社の技術

したがって、その作業が高度なものであればあ

が採用されたのだ。

るほど、どのゼネコン・マリコンが受注した工
事であっても同社に作業依頼するケースが増
える。場合によっては入札前の工事の構想段階
から作業についての相談も来る。
だから同社には、特定の大手との系列関係な
どはない。あくまで専門工事業者という立場な
がらも、ある面では大手と対等なビジネス関係
の中でプライドを持って仕事をしている。

■ 本四架橋工事
昭和50年代に入って、その技術が、本四架
橋工事に活かされることになった。
通常、橋の下部工では杭を打って基礎をつく

明石海峡大橋下部工工事

■ ボスポラス海峡鉄道トンネル工事
平成10年代後半に入って、この本四架橋工
事の経験・実績が、トルコのボスポラス海峡鉄
道トンネル工事に活かされることになった。

るが、本四架橋では、世界で初めて、巨大なケ

ボスポラス海峡は、トルコ・イスタンブール

ーソン（函体）を沈めてそれを基礎とし、その

にある、欧州とアジアを隔てている海峡。こ

上に橋脚や橋台を立てることが試みられた。い

こに沈埋トンネル工法により海底トンネルを構
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築して鉄道を通すことになり、これを日本のゼ

深で（60ｍでの沈埋トンネルは世界初）
、海底

ネコンが受注した。

は関門海峡を思わせる堅い岩盤。流れも早く

沈埋トンネル工法は、海底トンネルを構築す

（ 秒 速 約2.5ｍ ）、 し か も 上 層 と 下 層 と で 潮 の

る際の新しい工法であり、中を車や鉄道が通れ

流れが逆になっている。そして、関門海峡と同

るようにしてある巨大ケーソン（トンネル用の

じく非常に多くの船舶が行き交う中での工

函体は沈埋函という）を海底に沈め、それを繋

事となる。そんな場所で20ｍの深さのトレンチを

いでトンネルとする。ボスポラス海峡工事の場

精密に掘削していくのは至難の業だ。

合、長さ135ｍの巨大沈埋函を11個沈め、それ
らを繋いで1.4㎞の海底トンネルとした。
この工事において、トンネル本体となるケー

さらに、今回は橋脚基礎のときと違って底面
が水平ではない。陸上部から連続してルートが
繋がっている鉄道トンネルなので、100分の１

ソン（沈埋函）を海底に正確に沈めるに際して

の緩やかな勾配を付ける必要がある。つまり、

は、沈める予定の正確な場所に平らなトレンチ

100ｍで１ｍ、10ｍなら10ｃｍの勾配で下がっ

（溝）を精確に掘る必要がある。この技術は、

たり上がったりする。それを精確に、硬い岩盤

本四架橋における設置ケーソン工法の海底基

をかみ砕きながら掘削していく。水面下60ｍの、

礎工事に際しての技術の延長線上にあること

潮の速いところで、200ｔの巨大なグラブバケ

は明らかだ。そこで、このトンネル工事を受注

ットを使って、このように10ｃｍ単位で掘削す

した日本のゼネコンは、トレンチ掘削工事、お

るというのは大変なノウハウである。

よび沈埋函設置後の埋戻し工事を、本四架橋工

工期は2005年から2009年まで４年以上にわ

事で実績のある同社に依頼した。これは同社に

たったが、この仕事を見事にこなしたことは、

とって初の海外工事となった。

海外での大きな実績となった。

この工事は、まさに同社でなければ成し遂げ
られないような難易度の高い工事となった。工
事対象となった海峡部は最深部が60ｍと大水

■ 海外企業との直接契約
昨年になり、同社はベルギーの建設会社であ
るＤＩ（Dredging International）社と専門工
事業者としての工事契約をした。ＤＩ社はシン
ガポールで大型港湾施設工事を受注したのだ
が、このうち大型岸壁の埋め立て工事部分を同
社が担うことになったのだ。
これまでの同社の海外工事（前述のボスポラ

沈埋トンネル用トレンチ掘削（ボスポラス海峡）

ス海峡を含めて２件）は、日本のゼネコン・マ

ボスポラス海峡沈埋トンネル（11の沈埋函をつないでトンネルとする）
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リコンとの契約での参画であった。このたびは、

トに対しては、これまで以上に（当該プロジェ

海外の建設会社との直接契約による専門工事

クトの発注国だけでなく）世界中のゼネコン・

業者としての参画となる。そこには、日本のゼ

マリコンが入り乱れて受注競争を展開する傾

ネコン・マリコンは関与していない。

向にある。

海外企業が同社に直接接触してくるのは、ボ

こうした状況下、今後同社の海外工事は増え

スポラス海峡などでの工事実績が、世界でも認

ていくことになるだろう。日本のゼネコン・マ

められているからだ。実は、同社にとって、海

リコンが海外で受注するケースも増えるだろ

外企業との接触は、今回のＤＩ社が初めてでは

うし、日本以外の海外企業が受注した場合にお

ない。これまでも、海外のゼネコンから工事オ

いても、要求される技術が高度であればあるほ

ファーや、海外の建設コンサルタント会社から

ど、同社に作業依頼が来る可能性が高まってき

工事の手法や可能性についての検討依頼がい

ている。特に東南アジアでの大規模プロジェク

くつも来ていた。ただこれまでは、法務面など

トの場合、たとえそれをヨーロッパの企業が受

のリスクを考慮し躊躇していた。しかし今回は、

注したとしても、地理的条件も含めて日本の専

国際法律事務所と連携をとることで、いよいよ

門工事業者と工事契約することに一定の合理

契約に踏み出した。

性があるわけだ。

海外企業との直接契約（海外のゼネコンのも
とで、専門工事業者として工事をする）が可

おわりに

能になったということは、同社が日本のゼネコ
ン・マリコンの専門工事業者であるだけではな

かくして、同社の技術力は世界から頼りにさ

く、世界のゼネコン・マリコンの専門工事業者

れるようになった。今後ますます、専門工事業

となったことを意味する。

者として、日本だけでなく世界の大手企業と渡

日本では、財政的な問題もあり、公共事業は
縮小傾向にある（執行ペースが延びがちになっ

り合うようになっていくことが期待される。
同社は関門海峡にその技術力を育てられた。

ている）。しかし海外では、東南アジアを中心

その関門海峡は、世界の海、世界の海岸に繋が

に、海洋土木関係のビックプロジェクトが今後

っている。同社もまた、世界と繋がった。まさ

いくつも生まれる状況にある（ヨーロッパでも、

に関門港湾建設という社名の、面目躍如であ

海洋ビックプロジェクト自体が全くなくなる

る。

わけではない）
。また、このようなプロジェク

（宗近

孝憲）

関門港湾建設最大のグラブ浚渫船「関門」
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