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サロマ湖漁港は、オホーツク海とサロマ湖を結ぶ二つの湖口を有し、ホタテ漁業を営む漁船の航路とし
て、また、湖内の水質環境を維持する上で重要な役割を担っているが、平成 24 年 1 月の低気圧による波浪
によって、第 2 湖口が砂で埋塞する事象が発生した。
本報告では、埋塞のメカニズムや原因の究明、埋塞対策計画のほか、湖口埋塞に対する現在の対応状況や
今後の課題について報告するものである。
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1.はじめに
サロマ湖は、北海道オホーツク海に面し、北見市、佐
呂間町、湧別町の 3 市町に跨がる全国第 3 位の面積
（150km2）を有する汽水湖である。オホーツク海とは長
さ 28km、幅 150～500m の砂洲で隔てられており、かつて
冬は自然に湖口が閉塞し、春には汐切りを行って湖口を
開くことを繰り返していた湖であった。昭和 4 年 4 月に
現在の第１湖口の位置に汐切りを行い水路を開いた際に、
春先に高まった湖内の水位が激流となって湖口を拡大し、
以後潮汐による海水交換が活発化し、湖口は閉塞される
ことがなくなった。
湖口の開放後、湖内には寒海系の水産生物の生息が
見られるようになり、特にホタテの生息・産卵及び成長
に好適な環境となったことから、昭和 9 年から地元はホ
タテ稚貝の採苗事業に着手した。湖内養殖が順調に拡大
する一方で、過密化による水質環境の悪化が懸念される
ようになり、昭和 48 年から北海道が沿岸漁場整備開発
事業にて湖内の水質改善を目的とした第 2 湖口の開削に
取り掛かり、昭和 53 年 12 月 6 日に通水した。（写真 1）。
これまで、両湖口においては安定して水路が確保され
ていたが、平成 24 年１月 5～6 日の低気圧による高波浪
により、航路内において干潮位程度まで砂が堆積し、航
路が埋塞した（写真 2）。これは、昭和 53 年の通水以
降で初めてのことであった。これを受けて、漁港管理者
である北海道は、2 月に湖内水質悪化を回避するための
通水孔の開削を行い、4 月からは災害復旧事業により砂
の除去に当たった。
災害復旧事業後の一定の期間は、航路の水深が確保さ
れていたものの、秋口からは再び堆砂により航路が浅く
なっている状況が確認されるようになったため、地元を
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中心に抜本的な埋塞対策の検討が要望されるようになり、
有識者等による「サロマ湖漁港漂砂対策技術検討委員会
（以下、漂砂委員会という。）」において、堆砂メカニ
ズムの解明と埋塞対策計画のとりまとめを行うこととな
った。
本報告は、サロマ湖漁港における漂砂のメカニズムや
原因の究明、湖口埋塞に対する現在の対応状況や今後の
課題について報告するものである。

写真 1 サロマ湖漁港第 2 湖口

写真 2 航路埋塞状況

2．漂砂対策技術検討委員会

(2) 埋塞対策の視点
漂砂委員会では、上述の航路埋塞メカニズムを踏まえ、
原因となる事象の低減・解消に資する対策工法を抽出し
た。

(1)航路埋塞メカニズムの検討
漂砂の移動特性、第 2 湖口周辺の流況特性を把握する
ため、航路埋塞機構（汀線変化）、流量変化特性（潮流
変化）、土砂移動特性（3 次元地形変化）、地形変化と
外力等との関係分析（主成分分析）についてシミュレー
ションを行うとともに、秋以降の堆積傾向の把握や想定
される埋塞メカニズムのシミュレーションでの再現を図
るため、深浅測量、波浪・流況調査、潮位観測、底質調
査、漂砂データ取得のため現地調査（漂砂量把握のため
の試験用サンドポケットの設置、フラッシュ能力を把握
するための堆砂の除去）を実施した。
漂砂委員会で検討した結果、平成 24 年１月の埋塞、
その後の秋から冬にかけての堆砂メカニズムは次のとお
りと推測された。

a）沿岸漂砂の制御
航路内に流入した土砂の供給源となっている第 2 湖口
周辺の浅瀬と右岸側防砂堤の満砂を発生させた沿岸漂砂
の制御を図ることが必要である。
具体的な対策として、 第 2 湖口周辺への沿岸漂砂を
捕捉し低減する防砂堤の延長、突堤や離岸堤の設置、第
2 湖口への土砂流入を一時的に留め置くサンドポケット、
沿岸漂砂を継続的に対岸へ移動させるサンドバイパスの
整備等が提案された。

b）貯砂機能の確保
・ 長期的な波向変動の中で右方向からの沿岸漂砂が継
右岸側防砂堤の満砂状態を解消するとともに、沿岸漂
続し、右岸側の防砂堤が満砂状態となったことに加え、 砂量の変動に対し余裕を持った漂砂捕捉機能を確保する
第２湖口前面に浅瀬が形成された。そのような状況下
ことが必要である。
において発生した高波浪によって、浅瀬からの土砂移
具体的な対策として、右岸側からの流入土砂を捕捉す
動、右岸側からの土砂の迂回、防砂堤越流が重なり、
るために必要な最小限の防砂堤の延伸や、防砂堤天端嵩
航路内に土砂が堆積した（図 1 の ①～③）。
上げ等が提案された。
・ 土砂の堆積により航路内の断面積が縮小し、潮流に
よる通過流量が減少したことから押し出す力（フラッ
シュ力）が低下。その結果、航路内に堆積した土砂が
残留することとなった（図 1 の ④）。

c）フラッシュ機能の強化
航路を地形変化に対して余裕を持った構造に強化し、
汀線が安定していた時期のフラッシュ力を確保すること
が必要である。
具体的な対策として、防砂堤間の流量を増加させる航
路の拡幅や第 2 湖口部の除砂、水路の平面形状（ベルマ
ウス等）の改良、流速を増加させる断面形状の改良、海
底土砂を移動しやすくするフラッシュ促進工等が提案さ
れた。

・ 次の高波浪時に第 2 湖口周辺や右岸側から運ばれた
土砂が、航路内に残留している土砂の上に乗り上げ、
更に航路の断面積が縮小。通過流量の減少からフラッ
シュ力の低下という悪循環が続いたことにより、最終
的に航路が埋塞する事態に至った（図 1 の ➄）。
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図１ 堆砂メカニズム（平成 24 年 1 月時点）
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b)汀線管理位置の設定
過去の汀線位置と水路部内への年間土砂流入量の関係
対策工の視点に沿って、対策の効果、経済性、施工性、 （図 4）から、防砂堤先端から汀線までの距離を 60m 以
漁業活動への影響等を総合的に評価し、最適な対策の組
上確保すると、水路部内への流入土砂量が大幅に低下す
み合わせを埋塞対策計画案（図 2）とし、埋塞対策計画
ることから、汀線管理位置を防砂堤先端から 60m に設定
を作成した。
した。

3．埋塞対策計画
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図 2 埋塞対策計画

(1)沿岸漂砂の制御（サンドポケットの造成）
沿岸漂砂の制御については、漂砂委員会において提案
された各対策の整備・運用にかかるコスト、維持管理手
法、サケ・マスの遊泳経路等漁業への影響を勘案した結
果、サンドポケットの造成を採用することとした。
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図 4 汀線位置と年間土砂流入量の関係

c)施工時の検討
サンドポケットの造成は、年間除砂量に制約があり短
期間で完成させることができないため、建設期間中に航
路内へ土砂が流入する事態が懸念される。そこで、第 2
a)サンドポケットの規模
湖口の先端付近に 4 万 m3 程度堆砂が可能なポケットが
現状として、どれだけの漂砂量が第 2 湖口に到達する
あれば突発的な時化が発生しても土砂が流入しないとい
か評価するため、2012 年汀線に各年の観測実績を与え
う過去の記録を参考に、仮設のポケットを設置すること
た場合の沿岸漂砂量（漂砂量ポテンシャル）を汀線変化
で航路への土砂流入の抑制を図ることとした。
解析により算定した結果、図 3 のとおりとなった。過去
また、長期的な波向の変化の過程で、右岸側の汀線が
3
の波浪が再来した場合、最大で年間約 9 万 m の沿岸漂
後退する局面に転換することも考えられるため、過去に
砂量が第 2 湖口へ到達することが予想されることから、
汀線が後退した最も奥の位置である防砂堤基部付近と汀
3
サンドポケット規模は 10 万 m を整備規模とした。また、 線管理位置の間を余裕幅とし、実績の後退幅を上回らな
既往の深浅測量結果から、移動限界水深は約 6m である
いように設定した。
ことから、サンドポケットの底面水深は-6m とした。
(2)貯砂機能の確保（防砂堤の延伸・嵩上げ）
沿岸漂砂量（m3/年）
貯砂機能野確保については、防砂堤の延伸・嵩上げを
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図 3 沿岸漂砂量ポテンシャル
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(3)フラッシュ機能の強化（航路の拡幅）
フラッシュ力の強化については、現行計画で漁船の安
全な航行を確保するため既に整備が予定されていた航路
の拡幅をそのまま行うこととした。航路幅は現行の 50m

（先端部の防砂堤間のみ 75m）から 1.5 倍の 75m となる。
流量変化シミュレーションにより拡幅前後の流速比較を
行ったところ、航路内では流速の低下が見られたが、湖
口の海側出口付近では流速が上昇するという結果となり、
掃流力の増加が期待でき、流量として 30%程度増加する
ことが分かった（図 5）。

湖口部で流速上昇

水路部では
低下

平成 24 年 1 月時は NE 系（右岸側）からの波の頻度が
増加傾向にあったため、右岸側の堆砂が進み満砂状態と
なり、航路内に迂回した土砂によって水路が埋塞するメ
カニズムであった。平成 26 年度は、N 系（左岸側）か
らの波の頻度がやや卓越したため、右岸側の汀線は後退
し、防砂堤先端から 30m の位置で安定した。満砂状態は
解消されていたものの、湖口前面から右岸側にかけて広
範囲に浅瀬が継続的に形成されていた。防砂堤を迂回す
る土砂流入量は以前より少ないと考えられるものの、前
面水深が浅いためフラッシュ能力が低下しており、高波
浪時に土砂が水路内に押し込まれ埋塞したものと考えら
れる。平成 26 年度の堆砂メカニズムを図 7 に示す。
①

②

浅瀬
30m

上述の対策工法をとりまとめたものを、図 6 に示す。

防砂堤
嵩上げ

浅瀬からの土砂移動
仮設ポケッ ト消失

双方向の沿岸漂砂

土砂流入量（以前よりは小）

フラッ シ ュ低下

図 5 流量変化シミュレーション

②防砂堤の延伸
及び嵩上げ 仮設ポケット 水路内への流入抑制

浅瀬

浚渫による水路確保
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図 7 平成 26 年度の堆砂メカニズム
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図 6 埋塞対策工法

4．現状の課題
(1)水路埋塞の再発生（平成 27 年 2 月）
平成 26 年度は、12 月から 3 月にかけて大規模な低気
圧が相次いでオホーツク地域を襲い、平成 27 年 2 月に
3 年ぶりの完全埋塞（両岸が堆砂で繋がった状態）とな
った（写真 4）。

堆砂メカニズムが変わったわけではなく、水路内堆砂
の主要因は沿岸漂砂であり、現在水路内に流入している
漂砂は、沿岸漂砂で形成された浅瀬から「波浪による押
し込み」によるものと推察される。
(2)作業上の制約（年間浚渫量の制限）
サロマ湖漁港は網走国定公園のワッカ原生花園内に位
置し、国定公園開園期の園内への車両の乗り入れが規制さ
れているほか、漁港区域内の陸域の多くが国有保安林となっ
ており、現場内の限られた箇所に浚渫土砂を一時仮置きして
いる（写真 5）。
また、水路内及び水路付近は潮流の影響を受けるため、
浚渫作業は潮止まりの時間帯に制限されるほか、第 2 湖
保安林
漁港区域

保安林

写真 4 航路埋塞状況（平成 27 年 2 月）
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浚渫土砂の
一時仮置き

写真 5 第 2 湖口現況

口の背後は仮置き箇所が不足し、浚渫土砂の半数以上を
第 2 湖口地区から 13km 以上離れている第 1 湖口地区ま
で海上運搬し、揚土しなければならない。作業上の制約
について以下の表 1 に示す。これらの作業上の制約条件
等により、1 年間に浚渫可能な土量は約 10 万 m3 程度に
留まる。

大約 20 万 m3 となり、サンドポケット造成の工期を大幅
に短縮することが可能となる。浚渫土砂の海洋投入処分
については海洋環境に及ぼす影響や事前評価、地元漁業
者等の同意、現場管理手法など様々な課題はあるものの、
漂砂対策を進めていくためには必要不可欠なものであり、
本格的な検討を今後進めていく。

表 1 作業上の制約

工程上の制約
① 浚渫実施可能期間
3 月末～7 月末（流氷が到来するため冬期間の海上
浚渫不可、漁業制約のため 7 月末で終了）
② 浚渫土砂の場外搬出期間
10 月中旬～翌年 4 月中旬（国定公園閉園期間の約
180 日、園内道路が 1 車線道路のため、場外搬出可
能土量は年間約 6 万 m3 程度）
現場条件による制約
③ 第 2 湖口の浚渫土仮置き容量
約 8 万 m3（8 万 m3 を超える浚渫土は第 1 湖口に海上
運搬し陸揚げ）
④ 日当り浚渫量の制限（標準能力約 2,000 m3/日）
潮止まり作業や浚渫土の遠距離運搬及び工事用桟
橋での揚土制限により、浚渫作業能力が標準作業
能力に比べ、大きく低下する。
◯ 1 湖口揚土 1,200 m3/日（水路部は 700 m3/日）
◯ 2 湖口揚土 1,300～1,400 m3/日

D.L.-30m
D.L.-25m

沖捨て箇所(候補)

D.L.-20m

約2.0km

第2湖口

図 8 浚渫土砂の海洋投入処分

6．おわりに

漁港における漂砂対策は全国で問題になっているが、
多くの地域では、航路や泊地に砂が流入してから維持浚
渫を行う事後的な対応をとっている。そうした場合、事
象が発生してから工事実施の手続き等を行うことから、
漁港機能が低下した状態が長く続き、地域の漁業活動が
大きく不利益を被ることとなる。また、長期計画等で予
(3)浚渫土砂の処分
定していなかった予算を短期的に充当することが求めら
現在、浚渫土砂は他事業（民間事業含む）での利用の
れるため、漁港管理者が有する他の漁港の事業進捗や維
ほか、一部良質な砂については売却を行っているものの、
持管理にも影響が及ぶ事態が懸念される。
浚渫土量が利用量を大きく上回っているほか、浚渫土の
今回、サロマ湖漁港においては、サンドポケット造成
仮置場所も不足しており、平成 27 年度以降、段階的に
という手法を選択したことにより、大規模な低気圧が来
土砂処分（最終処分）をせざるを得ない状況となってい
襲した際に、航路へ流入する砂が手前で捕捉されるため、
る。そのため、土砂運搬や土砂受入れ（処分費）に係る
最悪でも航路が埋塞することとはならず、継続的な漁業
コストが大きな課題となっている。
活動が可能となる。サンドポケットについては、定期的
なモニタリングの実施や、機能保全事業等によるサンド
5．浚渫土砂の海洋投入処分の検討
ポケット形状の維持を必要とするものの、汀線変化を随
本来、サンドポケットの造成といった対策工法を先行
時モニタリングすることにより計画的な管理が可能であ
すべきところ、大量の土砂が航路内に流入し続け、その
り、予算面・施工面における管理者の負担も軽減される。
除砂を優先せざるを得ず、サンドポケットの造成に着手
また、計画段階時において最適案として提案された対
出来ていない。平成 27 年度事業においても、完全埋塞
策工法についても、現地のモニタリングを継続して行う
した水路を漁船利用可能な最低限の水深-3.0m に復旧す
ことや、状況の分析を通して、必要に応じてサンドポケ
るため、約 4 万 m3 の除砂を必要とした。そのため、年
ットの必要容量や防砂堤の必要延伸長等を柔軟に見直し
間浚渫可能量改善を目的に、浚渫土砂の海洋投入処分に
ていくことが求められる。
ついて検討した。海洋投入処分による利点は、以下のと
なお、今後は、第 1 湖口及び第 2 湖口を対象に、土砂
おりである。
流入量に対する相関分析や 3 次元海浜変形シミュレーシ
ョン等により、漂砂解析モデルを構築することにより、
a) 日当たり浚渫量の制限の解消
更に確実で効率的な管理を目指していくことを検討して
b) 仮置き箇所の不足による浚渫量の制限の解消
いる。
海洋投入処分を行うことにより、年間浚渫可能量は最
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