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要  旨 

 

 港湾の荷役の迅速化を求めるユーザーの希望は強く２４時間荷役の開始，ＩＴ化による輸出入手続

の迅速化が進められている．舗装に対する負荷の増加は顕著であるが、この分野に関しては、港湾技

術研究所の時代から専門に研究する研究室が無く、海外の港湾の舗装の研究のフォローなどされてい

なかった． 

 そこで本研究では従来の日本の港湾の技術上の基準で作られ、供用されている岸壁等の舗装の破損

実態に関するアンケート調査（含む写真による実態撮影）と荷役機械の種類、吊り上げ能力等に関す

る調査をメーカーへのヒアリング調査等により行ったものである． 

 これにより以下の知見を得た． 

(1) 日本の港湾の舗装で修繕が緊急に必要とされる施設が相当あり、５年から１０年以内に修繕が必

要とされる施設は５割に近い可能性がある． 

(2) 舗装の維持管理要領が全国で整備されておらず、点検方法、点検記録のデータべース化など未確

立である． 

(3) 半たわみ性舗装、ＰＣ版、ＲＣ版などの使用が増加し、ブロック舗装は使われていない． 

(4) 荷役機械については、ＡＧＶ及びリーチスタッカなどが使われており、トランスファークレーン

は４１ｔが主流となっている． 

(5) トラッククレーンのアウトリガーの接地圧は、他の港湾荷役機械より格段に大きく、アウトリガ

ーの下に剛性のある広い鉄板を敷くことが必要である． 

これらの結果は新しい港湾の施設の技術上の基準の基礎資料となる． 
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Synopsis 
 

 

 There are many requests that speeding up of Cargo Handling Time in Ports from users． Then we have 

starting of 24 hours of cargo handling and requesting for speeding up export and import procedures by IT． 

So it’s clear that increasing of load for port pavement．  But there wasn’t research division of ports pavement 

from PHRI and there wasn’t a researcher had researched foreign countries studies for port pavement．  

So I studied the actual conditions of Japanese ports pavement and cargo handling machines． The former 

was done by questionnaire survey (included photography of real pavement condition)． The latter was 

mainly done by hearing survey for cargo handling machines makers． 

The results are 

1) There weren’t a few facilities which need emergency repair and it was possible half facilities would need 

to repair in 5-10 years． 

2) There was not a manual of maintenance management for ports pavement in the whole country and 

inspection method and database code of inspection reports were not established．  

3)  Half flexile pavement, PC plates, RC plates were increased and there was not a block pavement． 

4) For speeding up of cargo handling time, AGV and reach stack are used recently． Almost all transfer 

cranes are 41t hoisting． 

5) Truck cranes have particularly bigger placed pressure than other handling machines ．Then we need to   

seat large strict  steel plates when we use a truck crane． 
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