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苫小牧港西港区外港航路では、近年、土砂の流入によって一部水深の減少が確認されており、

今後船舶の航行に支障をきたすことが懸念されている。このため、その原因と対策について現

在検討を行っているところである。 
本報告では、これまで実施した現地観測結果から土砂の流入状況とそのメカニズムについて

の検討結果について報告する。 
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1.  はじめに 

苫小牧港は、昭和38年の供用開始以降、北海道開発の

重点施策として臨海工業地帯の核となる工業港を目指し

た整備が進められ、北海道の物流拠点として北海道経済

に大きく寄与し、国際貿易港として重要な役割を果たし

ている。 

西港区は、砂浜海岸に造られた掘込み港湾であるため、

建設当初から漂砂の影響が課題となっており、これまで、

ラジオアイソトープや蛍光砂を用いた漂砂追跡調査、流

況・濁度・捕砂観測、底質調査等、様々な漂砂調査を実

施してきた。 

この西港区の外港航路において、近年、一部水深の減

少が確認されており、今後船舶の航行に支障をきたすこ

とが懸念されている。このため、その原因と対策につい

て現在検討を行っているところである。 

本報告は、これまで実施した現地観測結果から土砂の

流入状況とそのメカニズムについての検討結果について

報告する。 

 
図-1  苫小牧港西港区 

2.  航路の土砂堆積状況 

外港航路は、平成13年度に浚渫が完了した以降、定期

的な深浅測量が行われていないことから、地形変動の状

況が不明である。このため、平成24年に実施した深浅測

量結果と平成13年度浚渫後の水深を比較して、航路の土

砂堆積状況を把握した。その地形変化分布を図-2に示す。 

地形変化の分布を見ると、航路の東側及び西側で土砂

の堆積傾向が確認できる。航路東側では、東島防波堤と

東外防波堤の間から流入した土砂が堆積したような分布

を示し、航路西側では、土砂処分場周辺から移動してき

た土砂が堆積した分布形状で、その堆積傾向も大きい。 

このため、航路に堆積した土砂の移動経路は、航路両

側からの可能性が示唆される。 

 

 
図-2  地形変化分布 
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3.  現地観測 

 

(1)   現地観測の概要 

外港航路及び周辺の土砂移動状況を把握し、そのメカ

ニズムを解明する基礎資料を得るため、平成24年度から

現地観測を開始した。観測は、流況・濁度・砂面変動・

底質に関して調査を行った。なお、土砂移動の外力とな

る波浪については、苫小牧港の勇払沖で常時観測してい

る波高計の観測記録を用いることとした。また、地形の

経年変動状況について把握するため、外港航路及び周辺

の深浅測量も継続的に実施している。 

 

 (2)   観測地点及び観測項目 

現地観測は、土砂移動に大きく影響すると考えられる

比較的大きな波高やうねりが発生する冬期や台風の来襲

時期を勘案して行った。表-1に期間を示す。 

観測地点は、地形変化分布から土砂の移動経路として

示唆される航路両側に設置することとした。その地点を

図-3に示す。平成24年度は、航路東側で2地点(St.1、

St.4)、航路西側で2地点(St.3、St.5)、航路内で1地点

(St.2)の合計5地点とした。平成25年度は、東島防波堤

と東外防波堤の間における流況特性や濁度特性などを把

握するため、防波堤の間に1地点(St.6)を追加し、合計6

地点で観測を行った。 

また、観測地点別の観測項目を表-2に示す。流況観測

には、ADCP(超音波多層流向流速計)を使用し、多層での

流速を連続的観測するとともに、同時に記録される超音

波反射強度から多層での濁度を換算した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  観測結果 

 

(1)   流況特性 

a) 港口周辺の流れ 

図-3に平成24年度冬期(以降、冬期という。)と平成25

年度夏期(以降、夏期という。)の流速流向頻度(下層)を

示す。 

St.1は、防波堤に沿った沖側(ＳＷ～ＷＳＷ方向)の流

れが卓越しているが、冬期は東側(ＥＳＥ～ＳＥ方向)の

流れも多く出現している。St.4は、沖側と岸側の往復流

が見られるが、沖側の流れが卓越している。St.6は、航

路内外の流れが同頻度で生じているが、強い流れは航路

内(ＳＷ方向)に向かっている。一方、航路西側(St.3、

5)では、冬期、夏期ともに航路側(Ｅ方向)に向かう流れ

が卓越している。 

 

表-1  観測期間 

観測年度 期    間 

平成24年度 2012.12.25 ～ 2013. 1.15 

平成25年度 2013. 8.31 ～ 2013. 9.23 

平成26年度 2014. 8. 9 ～ 2014. 9. 3 

 2014. 9.26 ～ 2014.10.22 

 

表-2  観測項目 

 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6

流況観測 ●  ● ● ● ● 

濁度観測 ●  ● ● ● ● 

砂面変動観測   ● ●   

底質調査 ● ● ● ● ● ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図-3  調査地点及び流速流向頻度(下層) 
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b) 高波高時の状況 

図-4に代表的な高波高時(平成25年9月14日3時)の流況

特性を示す。航路東側(St.1、4、6)では、防波堤に沿っ

て沖側(ＳＷ方向)に向かう35～63cm/sの強い流れが全層

で一様に生じている。一方、航路西側(St.3、5)では、

前述のとおり、全体的に航路側(Ｅ方向)に向かう流れが

卓越している。 

 

c) 流れの外的要因 

St.1では観測時期によって東西方向に流向頻度が異な

り、波浪以外の要因による影響をうけている可能性があ

るため、図-5に東西方向の風速とSt.1流速との経時変化

(夏期)、図-6に東西方向の風速とSt.1流速との相関(夏

期、冬期)を示す。風速は、苫小牧東港の観測記録を用

いた。風速及び流速は、一日周期以上での長期的変動を

明確にするため、25時間のローパスフィルターによる周

期分離を行った結果である。なお風向は、流向と方向を

合わせるために符号を反転させ、＋を東方向としている。 

経時変化を見ると、風速とSt.1流速の変動傾向は、概

ね一致しており、特に西方向で風速と流速の一致が確認

された。これは航路東側のSt.4やSt.6でも同様の結果が

得られた。冬期は、季節風の影響により東方向への風の

頻度が多く風速も大きいことから、St.1では東方向に向

かう流れの頻度が多くなっている。 

このことから、航路東側の流況は、吹送流の影響を強

く受けていることが示唆される。なお、航路西側では、

吹送流との明確な関係性は確認できなかった。 

 

(2)   濁度特性 

a) 濁度の発生状況 

図-7に勇払沖の波高及び周期と各観測地点の濁度の経

時変化を示す。冬期は、勇払沖の波高が概ね1ｍを越え

ると濁度が増加する傾向にあるが、濁度の増加量と波高

の大小との相関はあまり見られなかった。また、波高の

発達と濁度の増加には、最大10時間以上の時間差が見ら

れており、この時間差は、波高のピーク後も潮流等によ

る土砂の移動や沈降によって生じたものと推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏期は、冬期に比べて波高が小さく、濁度の増加量も

少なかったが、9月17日から18日にかけて非常に高い値

を観測しており、特にSt.5では、その状況が数日間継続

していた。この期間は、台風の接近による影響で周期10 

秒以上のうねりが続いていたことから、濁度の増加には、

周期の影響も大きな要因であることが推察される。 

 

図-4  高波高時の流況(平成25年9月) 

 

図-5  東西方向の風速とSt.1流速の経時変化 

 

図-6  東西方向の風速流速相関(st.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-7  勇払沖波浪と濁度の経時変化(上段：冬期、下段：夏期) 
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b) 鉛直濁度分布 

次に静穏時と高波高時のSt.6鉛直濁度分布を図-8に示す。

静穏時は、観測層による濁度がほぼ同程度であり、違い

は見られないが、高波高時は、下層で非常に高い濁度と

なっているため、波浪の影響によって濁度が発生してい

るものと考えられる。また、濁度は上層でも高い傾向で

あることから、周辺海域で巻き上がった土砂が潮流等に

よって浮遊しているものと推察され、St.3～5でも同様

の傾向が見られた。 

 

c) SSフラックス 

航路西側(St.3、St.5)では、流況特性で示すとおり、

航路側への流れが卓越しているため、土砂の移動方向は

明らかであるが、航路東側(St.1、St.4、St.6)では、流

況観測で往復流を示しているため、土砂の移動方向が状

況によって変化している可能性が考えられる。そこで、

流況観測と濁度観測から求めたSt.4及びSt.6のSSフラッ

クスを図-9に示す。 

St.4は、沖側に向かう量が多く、St.6は、港内側に向

かう傾向であることから、全体的な傾向として土砂は、

防波堤の間から航路側に移動しているものと推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)   砂面変動特性 

図-10にSt.3濁度・砂面変動観測結果を示す。 

勇払沖の波高が2ｍを超えると、急激な砂面変動がみ

られるとともに濁度も上昇し、その変動は、概ね一致し

ている。砂面変化の特徴として、波高発達からピーク時

に侵食し、波高減衰時から静穏時に堆積する傾向と、波

高発達時から堆積が継続する状況が確認された。 

航路西側では、流速も小さいことから、波浪状況等に

より小さな侵食・堆積を繰り返しながら土砂が航路側に

移動していると推察される。 

 

 

図-8  St.6鉛直濁度分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-9  SSフラックス(St.4、St.6) 

図-10  St.3濁度・砂面変動観測結果 
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(4)   底質調査 

図-11に底質調査結果を示す。 

航路内及び航路西側の粒度組成は、航路に向かうにつ

れて、シルトや粘土の割合が高くなる傾向(St.5＜St.3

＜St.2)にあることから、波浪によって巻き上げられた

土砂が、西側海域から航路側に向かう流れによって移動

し、航路内に堆積したものと推察される。一方、航路東

側の粒度組成は、St.1の方がシルト分の占める割合が若

干高いことから、土砂は、St.4からSt.1に移動している

と考えられる。これら底質から推察される状況は、他の

観測結果とも傾向が一致している。 

 

(5)   地形変動状況 

平成24年10月と平成25年10月の深浅測量結果から地形

変化分布を比較(図-12)すると、土砂処分場のやや西側

で広範囲かつ水深の深い個所で侵食し、その侵食された

土砂が航路を含むその周辺に堆積する傾向が確認された。

この要因としては、砂面変動特性で述べた高波高による

急激な砂面変動の影響であると考えられる。 

このため、今後、高波高が来襲した場合には、同様の

現象によって航路内に土砂が堆積する可能性があると考

えられる。 

 

図-11  底質調査結果 

 

図-12  地形変化分布(H24.10～H25.10) 

 

6.  まとめ 

現地観測により得られた成果は以下のとおりである。 

 

・流況特性として、航路東側は、吹送流の影響による

東西方向への流れがあり、高波高時には強い流れ

が発生している。また、航路西側は、波浪状況に

かかわらず、東方向(航路側)に向かう流れが発生し

ている。 

・濁度特性として、波高の発達やうねりにより、航路

両側で濁度が増加する傾向にあるが、その増加に

は時間差が見られる。 

・航路東側では、東島防波堤と東外防波堤の間から土

砂の移流が見られる。 

・砂面変動特性として、高波高時には急激な砂面変動

が生じる。 

・底質特性として、航路西側から航路にかけて底質の

粒径は細かくなっている。 

 

以上のことから、西港区外港航路における土砂流入の

メカニズムは以下のとおりと推察される。 

 

・高波高やうねりが来襲して、周辺海域の砕波帯で浮

遊砂が発生する。 

・発生した浮遊砂は、沿岸流や吹送流によって航路周

辺に移流する。 

・波高の減衰に伴い、水深が深い航路周辺で流速が弱

まり、粒径の細かい土砂が堆積している。 

 

 

7.  おわりに 

以上の成果を勘案すると、航路両側からの土砂流入に

よる航路の水深減少が見られ、今後、航行船舶に影響を

及ぼす虞があることから、土砂流入を抑制する対策が必

要であると考えられる。 

効果的な対策の検討を行うためには、現況を精度良く

再現する漂砂モデルを構築していく必要があり、そのた

めには、現地観測に基づいた浮遊砂の発生・沈降量や移

流・拡散の設定が重要であることから、土砂移動の経年

変動も含め、今後も現地観測を継続していく予定である。 
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