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小樽港北防波堤の起点調査について
－文書、掘削調査による新たな発見－
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小樽港北防波堤は、1908年に完成した小樽築港事務所初代所長である廣井勇博士が建設した
防波堤である。建設当初の延長は1,289mであり、構造は甲・乙・丙部の3構造となっている。
斜塊として著名な丙部は、現在も海上にて目視で確認ができるが、甲・乙部は埋め立てにより
確認できず、過去に調査を行っているが、起点の確定まではいたっていない。今回、新たに発
見された文書、掘削調査により起点を推定するものである。
キーワード：基礎技術、維持・管理、長寿命化

1. 小樽港北防波堤について
小樽港北防波堤は、小樽築港第一期工事(1897年(明治
30年) から1908年(明治41年)）において、小樽築港事務
所の初代所長である広井勇工学博士により建設された防
波堤である。
建設当初の延長は1,289m(4,250尺)であり、構造は、
図－1のとおり起点側から甲・乙・丙部の3構造となって
いる。丙部の構造は、コロンボ港(スリランカ)、カラチ
港(パキスタン)等で採用されていた「スローピング・ブ
ロックシステム(斜塊式)」が採用されている。甲部は、
「工場埋築地ノ一端ニ当レル」(小樽築港工事報文(前
編)(以下、「工事報文」という。)とブロック等を製造
する築港工場の埋立護岸と兼用されているが、大正から
昭和期にかけての岸壁の整備、背後用地の造成に伴い、
乙部と丙部の境界が一部が目視できるだけで、現在は確
認できない。

工事報文に記述されている延長から、工事終点や乙丙
部の境界位置から逆算すると、写真－1のとおり、起点
は小樽市の高島中継ポンプ場の敷地内にあることが確認
されている。2006年(平成18年)に、起点位置を確定する
ため、甲部と乙部の境界を確認するための掘削調査を行
っており、境界と思われる斜めの構造が確認されている。
(写真－2)

切り通し

高島中継ポンプ場

写真－1 北防波堤起点周辺の航空写真
「高島中継ポンプ場」方向
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図－1 北防波堤構造
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2. 工事報文による起点位置について

写真－2 甲部と乙部の接続部写真
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また、工事報文の起点を示す記述として、小型船が航
行するため北防波堤に切り通しが設けられており、工事
報文に「起点ヨリ五百尺ノ個所ニ於テ堤ヲ切断シ幅五十
尺深サ干潮面以下七尺ノ航通路ヲ設クル」と記述されて
いる。この切り通しは、1973年(昭和47年)に現在の位置
に移設されており、旧切り通しは厩町岸壁の法線上に位
置されていた。この位置から500尺(151.5m)として起点
を推測すると延長とは8.3mの誤差が生じる。
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図－4 小樽港北防波堤小舟通行路付替工事ニ関スル件
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工事報文「其途中起點ヨリ約五百尺ノ個所」(151.5m)

工事設計図(抜粋)

S47 切通部を移設 235m
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図－2 延長と切り通し部による起点位置の関係
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3. 公文書による切り通しにかかる新事実
工事報文「其途中起點ヨリ約五百尺ノ個所」(151.5m)

切り通し位置の確認のため、過去の公文書を整理して
いくと、国立公文書館アジア歴史資料センター所蔵文書
から「小樽港北防波堤小舟通行路付替工事ニ関スル件」
(1932年(昭和7年))が見つかった。旧厩町岸壁の工事に
伴い、切り通しの付け替えを行うため、北海道庁長官が
海軍大湊要港部司令長官に照会する内容である。(図－
3)「北防波堤基部附近存在セル在来航路ヲ閉塞シ、其ノ
起点ヨリ八十九尺五寸前進シタル箇所ニ幅員四十八尺五
寸ノ新航路ヲ開設スル」となっており(図－4)、1973年
に移設した切り通しは、1932年に移設した後のものとい
うこととなる。つまり、工事報文の航通路は、89.5尺
(27.1m)手前に存在したこととなるが、延長からの起点
と-18.8mの誤差が生じ、工事報文にある「起点ヨリ五百
尺」と一致しない。

-18.9m誤差

図－5 延長と切り通し部による起点位置の関係
(昭和7年切り通し移設)

4. 波力計跡による起点部の推測
防波堤工事にあたり「波力ハ防波堤ノ外側ニ設置セル
波力計ニ依リ時々観測ヲ施セリ」と図－6のステベンシ
ル波高計を防波堤に設置し、波力を計測していた。設置
されていた位置は、起点からの距離として工事報文に記
述されている。(図－7)

図－6 ステベンシル波力計
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図－2 小樽港北防波堤小舟通行路付替工事ニ関スル件
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89.1m

340.6m

水面上(干潮面より上)の波力計については、現在も北
防波堤に設置した跡が残されており、取付用のボルトも
確認できる。(写真－3)「番號 三」(1,124尺(340.6m))の
波力計跡は、現在の切り通し側に位置しており、この設
置跡から起点を推計すると延長による起点位置と一致し
ており(図－8)、高島中継ポンプ場敷地内に起点がある
と推測できる。
番號 七
2,790尺(845.4m)

NO.93

番號 五?
2,434尺(737.5m)

番號 四
1,924尺(583.0m)

NO.83

ポンプ場への引込管に隣接する状態で道道小樽海岸公
園線側からコンクリート塊(幅1.0m☓長さ1.0m☓高さ
0.6m)が存在している。北防波堤甲部の法線上に位置し
ていることから、防波堤の構造の一部であることが想定
される。

番號 三
1,124尺(340.6m)

NO.51

NO.67

未確認

写真－5 道道側コンクリート塊

写真－3 波力計設置跡の状況
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(2) 防災無線電柱建込工事(1988年)
2019年に小樽市が高島中継ポンプ場敷地内に防災無線
の電柱の建込を行っている。建込位置は、ポンプ場入口
ゲート脇の起点があると想定される箇所で約1.5m掘削を
行った。本工事では、台形状のブロック、また、その下
に岩盤が確認できた。岩盤は、場内整備工事やポンプ場
建屋工事でも確認されておらず、甲部に隣接するポント
マリ(本泊)岬の一部である可能性がある。ポントマリは
大正時代に周辺の埋立の際に撤去されており、1916年
(大正5年)発行の小樽港修築平面図には、まだ存在した
ことが確認されている。

図－8 延長と波力計設置跡による起点位置の関係

5. 高島中継ポンプ場工事による
岩盤

2006年の掘削調査では、道道454号小樽海岸公園線や
高島中継ポンプ場敷地内では行われていない。このため、
過去のポンプ場に関係する工事の記録等から起点に関係
する資料を収集した。
(1) 高島中継ポンプ場場内整備工事(1988年)
1988年(昭和63年)に小樽市水道局が高島中継ポンプ場
内のコンクリート塀等の場内整備を行っており、前述で
起点が位置していると想定される箇所について掘削を行
っている。掘削により複数のブロック塊を確認し撤去さ
れている。方塊状のものが2個で大きさは、幅0.85m☓長
さ1.7m☓高さ0.85mと幅0.6m☓長さ1.6m☓高さ0.9mである。
また、棺状のものが幅1.7m☓長さ7.25m☓高さ0.5mであ
る。

写真－4 撤去コンクリート塊(1988年)

写真－6 岩盤の確認、撤去コンクリート塊(2019年)

6. まとめ
厩町岸壁の整備、周辺地域の埋立により、北防波堤の
起点位置が未確認であった。過去から文献の整理、現地
調査を行ってきたが、位置の確定にまで至っていなかっ
た。本報文において新たに確認された事項により、起点
の位置の特定に大きく寄与できたと考える。一方、発見
されたコンクリート塊は、甲部のどの構造に使用された
かは特定にできてはおらず、今後も引き続き解明が必要
である。
土木学会選奨土木遺産や最近では日本遺産である「炭
鉄港」の構成文化財など歴史的な価値が認められている。
また、完成してから120年以上経過しているが、未だに
大きな劣化などもなく現在も小樽港を波浪から守ってき
ている。今後も北防波堤の歴史を紐解くことで、廣井勇
博士を始めとした先人の知識、工夫などを今後の港湾整
備に生かしていきたい。
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なお、今回、新たに発見されたブロックは、現在、小
樽港湾事務所敷地内に仮置されている。今後の北防波堤
の研究に活用されれば幸いである。
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