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 函館漁港の船入澗防波堤は、近代土木の父として知られる廣井勇氏が設計・監督し、明治32
年に完成した。 
歴史的、技術的、景観的にも価値を有する構造物であるが、建設後100年以上が経過し、石積

みや基礎ブロックの一部が欠損、崩落している。 
本報告では、防波堤の復元にあたり、建設当時の設計思想と構造、材料、施工方法を尊重し、

その修復保存に配慮した事項について報告するものである。 
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1.  はじめに 

 

 函館山の麓、我が国最初の貿易港として開港した函館

港の西側に位置する函館漁港は、イカ漁、ウニ、アワビ

等の沿岸漁業、また、北洋漁業の拠点として重要な役割

を担ってきた。船入澗防波堤を含む船入澗地区は明治29

年6月に第1期函館区営改良工事として工事着手された。

その後、昭和26年には第3種漁港（漁船の利用範囲が全

国的なもの）に指定され、イカ釣り漁業の基地港として

漁港情勢に応じた整備が行われている。本報告では、北

海道の港湾工事として初めての国費助成により整備され、

100年以上経過した今もなお、ほぼ全形をとどめ現役の

防波堤として機能しつづけている船入澗防波堤の復元に

あたり、修復保存に配慮した事項について報告するもの

である。 

 
図-1  函館漁港 

 
 

2.  船入澗防波堤の概要 

 

 函館港改良工事における船入澗防波堤は、西風の際に

波浪が港内に進入することを防止する目的として整備さ

れ、築造にあたっては、旧砲台（弁天岬台場）解体の際

に発生した土塁石垣の石材を積極的に再利用した。 

船入澗防波堤に使用されているコンクリートブロック

は、日本人による設計施工で大きな失敗もなく竣工され

た、第1号の防波堤用コンクリートといえる可能性が高

いとされている。 

 

図-2  船入澗防波堤の構造 

 
図-3  弁天岬台場（1863年竣工） 
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3. 船入澗防波堤の現況 

(1)  施設延長 

 船入澗防波堤は、澗口を挟んで南北に存在している。 

北側は嵩上げされた護岸以南の防波堤部分100ｍ余り

が先端部及び堤頂部の崩落を除き存在している。 

南側は、竣工時には約60ｍ（197尺）存在したが、漁

港整備に伴い撤去され、現在は堤頭部の約10ｍが存在し

ている。 

 

図-4  船入澗防波堤存在部（斜線部分） 

 

(2)  堤頭部 

 北側は、昭和50年代後半に崩落し始めたため撤去した

とされており、灯台基部が露出し、灯ろうが消失してい

る。一方、南側は基礎コンクリートブロックの一部崩落

及び堤頂部の崩落以外はほぼ原形をとどめている。 

 
図-5  北側堤頭部の現況 

 

図-6  南側堤頭部の現況 

 

(3)  堤体部 

平成14、20年度実施の調査より、特に北側堤頭部及び

南側基部は中詰石の空洞化が顕著に見受けられるととも

に、石積のはらみや目地のゆるみが確認されている。 

 

図-7  北側・港内側堤頭部の現況(はらみ・目地ゆるみ） 

 
図-8  トモグラフィー調査結果(北側堤頭部付近） 

 

 

図-9  南側・港内側堤頭部の現況(はらみ・目地ゆるみ） 

 
図-10  トモグラフィー調査結果(南側） 
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(4)  胸壁部 

 胸壁は5段の間知石で構築されているが、上部1段目と

2段目は消失している区間が多く、全体的に上部1～3段

目について、目地の開きや練積みの崩壊が見受けられる。 

 

図-11  左：消失、右：目地の開き 

 

(5)  堤頂部 

 堤頂部の現況は南北で異なっており、南側については

馬踏石2列により施工された形状の一部残存が確認され

ているが、大部分は長年にわたる風浪、雨水等による影

響で破損、消失したと考えられている。また、北側につ

いてはコンクリートで施工されているが、そのコンクリ

ートも長年の歳月を経て崩落が進行している。 

なお、南側は昭和29年の写真からも建設当時から馬踏

石2列により施工されていると推測されるが、北側につ

いては函館港改良工事報文には工事の最終段階で石材が

不足していたと解釈できる記述もあることから、建設当

初からコンクリートにより施工されたものと推測できる

が、明確にはわかっていない。 

 

図-12  南側堤頂部（昭和29年当時） 

図-13  南側堤頂部の現況 

 

図-14  北側堤頂部（左：残存部、右：破損及び崩落部） 

 

(6)  繋船石 

 船入澗防波堤の港内側には、船舶を係船させるために

石材の係船柱「繋船石」が約5.4ｍ（3間）間隔で18基設

置されていた。堤頭部側の7基はほぼ原形を保っている

が、ほとんどは摩耗や折損しており、最も基部側では僅

かな痕跡を残す状況にある。なお、南側には繋船石は存

在しない。 

 

図-15  繋船石の残存状況 

 

 

4.  復元にあたっての施工方針 

 

 検討会を設置し、議論を重ね復元に向けた基本方針、

施工方針が整理された、船入澗防波堤復元に向けた施工

方針は以下とする。 

(1)  施工に当たっては、その外形を修復保存するのみ

ならず、当初の設計思想と構造、材料、施工方法を尊

重する。 

(2)  修復は、現役漁港施設としての機能の継続（維

持・保全）を重視する。その際、構造を解体し再構築

するのではなく、現状の改変を最小限にとどめ、材料

の補充と補強を中心とする。 

(3)  コンクリート打設および石積の施工は、今後の恒

久的な維持管理を考慮し、品質管理が難しい冬期間を

避ける。 

(4)  夏期施工の実現に向けて、漁業活動に支障がなく

かつ、漁港利用者の港内利用制限を極力回避できる施

工方法とする。 
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5.  施工方法の検討 

 

(1)  防波堤の延長 

北側堤頭部先端は、基礎ブロック１列分が崩落し現存

していないことから、当時の位置で修復を行う場合澗口

が狭まることになる。 

そこで、漁港施設の機能維持を考慮し、北側堤頭部は

建設当時より基礎ブロック1列分基部側にシフトした現

状の残っている基礎ブロックの位置で修復するとともに、

胸壁の形状が建設当時の堤頭部と異なることから、建設

当時と修復後の形状が同じであるとの錯誤を生じないよ

うに胸壁の法勾配を変更し施工を行うこととした。なお、

南側は建設当初の位置での修復となる。 

 

(2)  間知石等の石材選定 

 欠損及び風化等により再利用不可と判断された間知石

等の石材については新材に置き換えることとした。なお、

新材の選定については函館港改良工事報文の解釈から比

重2.4以上とするとともに、現存している石材の色合い

を考慮し、函館漁港近隣で調達可能な採石場から、七飯

産の鳴川石、壮瞥産の壮瞥硬石及び札幌産の札幌硬石を

比較対象とした。3産地ともセリ矢、げんのう等による

加工上の問題はない。次に既存石材との適応度合い検証

するため、崩落箇所に4種の石材を配置し、比較を行っ

た。色彩的には、札幌産が緑色が強かったが、他の七飯

産及び壮瞥産については違和感がない。よって、復元に

あたっては、七飯産及び壮瞥産を選定した。産地別の個

数については、現地200個の簡易判別により当初、赤系

（七飯産）が8割、灰色系（壮瞥産）2割としていたが、

鳴川石の種石確保が困難なことから、ほぼ壮瞥産とした。 

 
図-16  配置状況の比較 

 

(3)  基礎ブロックの修復 

南北堤頭部の澗口は、被覆石の撤去及び海底地盤の形

状の変化などにより、建設当時の修復方法では構造安定

上機能の維持が難しい事が判明した。そこで、水深の深

い南側は最下部の基礎ブロックを断面一体型の補強コン

クリートブロックに置き換えるとともに、北側について

も崩落断面の内部土圧に抵抗できる大きさの補強コンク

リートブロックを製作し設置した。 

 
図-17  南側補強ブロックイメージ図（最下部） 

 

図-18  北側補強ブロックイメージ図（中央部） 

 

(4)  コンクリートブロックの製作 

 破損、欠損等により再利用が困難なコンクリートブロ

ックは新規に製作する事とし、当時の施工工法を忠実に

再現するべく、函館港改良工事報文から解釈できるコン

クリートの締め固めとして、蛸を用いた搗き固めによる

施工を試験的に行った。試験の結果、凍結融解試験及び

透水量試験結果の値にバラツキが多いことから、品質確

保のため現代の技術であるバイブレータによる締め固め

によることとした。 

 

図-19  蛸の搗き固めによるブロック製作状況 

 

(5)  堤頂部の修復 

 建設当時の南北の施工方法は異なっていたものと推測

されるが、修復にあたっては南北で統一した施工方法に

壮瞥 

札幌 

七飯 

壮瞥 
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よることとした。そこで、堤頂部の大きな劣化要因と考

えられる目地部からの雨水、海水の浸入を防ぐ事が耐久

性向上に大きく寄与すると考え、馬踏石の配列を函館港

改良工事報文の断面図通り1列配置とし、目地の数を極

力少なくした。また、目地モルタルは乾燥収縮を低減し、

ひび割れの抑止に効果がある無収縮モルタルとし、防水

処理材を施工することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-20  馬踏石配置イメージ 

 

(6)  灯ろうの復元 

 工事報文には建設当時の灯ろうに関して、主要な形状

寸法と錬鉄製であることのみが記載され、詳細な図面は

なく細部の形状や意匠は不明であった。そのため、修復

に当たっては、灯ろう残存当時の写真から形状を把握し、

材料は現在入手や加工が可能で耐久性あるものとして、

灯ろうしての施工実績のある黄銅とした。なお、灯具に

ついては、破損し灯火もされていなく、常夜灯の役目も

終えていることから復元は行わず、標識灯の現行基準で

ある赤、白の塗装も施さないこととした。 

 
図-21  南側灯台が現存していた頃（昭和23年） 

 

(7)  建設当時の設計思想を尊重した施工 
船入澗防波堤は、波浪に対抗するための様々な工夫が

されている。そこで、現在は沖に防波堤が建設されたこ

とで当時より波当たりが小さい第2線防波堤であるが、

当時の設計思想を尊重した施工を行った。 

防波堤堤体部は、港内外ともに練積みコンクリートで

強固に固める施工ではなく、港内側は建設当時と同様に

空積とした。これは圧気対策を施したものと函館港改良

工事報文から解釈できる。 

基礎コンクリートブロックには、ほぞ、くさび、古レ

ールによる連結の3つの工夫がされている。そこで、新

規製作最上部のブロック下面には、ほぞとして凹を設け

るとともに、側面には溝を設置しブロック据付け後に袋

詰モルタルを施工することでくさびを再現した。また、

堤頭部は隣り合うブロックを古レールをかすがい状に挿

入して連結した形跡があり、函館港改良工事報文からも

設置したと解釈できることから、腐食により切断されて

いる部分を撤去し、新たに耐腐食性に優れた材料により

再現した。 

 
図-22 港内外で施工方法が異なる(函館港改良工事報文より) 

 
図-23 ほぞ(赤)、くさび(青)の現況（海中引上げブロック） 

 
図-24 くさびが形成される溝の現況 

馬踏 馬踏

５段目

練積み

目地

５段目

馬踏

＜２列配置＞

＜１列配置＞

港外：練積 港内：空積 
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図-25 古レールによる補強の現況 

 
図-26 古レールによる補強の現況（詳細状況） 

 

6.  おわりに 

 函館漁港は、漁港施設一定の整備を完了したことから、

平成24年度で完成港となる予定です。平成24年12月末現

在、船入澗防波堤は北側の間知石の積み直し作業が終了

し、残すところ堤頭部及び堤頂部の施工のみとなりまし

た。平成16年に土木学会の「選奨土木遺産」に選定され、

修復事業を整備記録として後世に残すため、過年度に実

施した調査及び施工検討、工事施工内容、工事記録映像

等を整理とりまとめを行っております。 

 イカ釣り漁港の拠点港であり、生け簀イカを扱うため、

限られた工事期間内で始まった復元工事は、建設当時の

施工方法、近代の施工方法を取り入れながら、利用者の

協力及び施工者の努力により、船入澗防波堤は平成25年

3月に完成を予定しております。 
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