平成24年度

厚岸漁港門静副港整備での技術的課題と
漁業効率化について
釧路開発建設部釧路港湾事務所第２工務課

○佐々木 真一郎
川崎 章
上野 強

厚岸町門静地区では、陸揚・係船施設がないことから、漁業者は非効率な就労環境下での活
動を強いられていた。このため、新たに厚岸漁港門静副港を整備し、平成24年6月に供用を開始
したところである。本報では、門静副港を計画・整備する際の課題と技術的解決方法、整備途
中における被災と復旧方法、供用開始後のコンブ漁の効率化について分析し、今後の水産物の
安定供給に必要な漁港整備の一助とするものである。
キーワード：計画手法、基礎技術、生産性向上、災害復旧

1. はじめに
厚岸町のコンブ漁は漁獲量及び漁獲高のいずれもサン
マ漁に次ぐ第2位となる14％を占め、主に3トン未満の地
元船が主体の地域産業を支える重要な位置づけとなって
いる。
厚岸漁港湖北地区から約8km西に位置（図-1）する門
静地区においてもコンブ漁業主体の漁業が営まれている
が、同地区には陸揚・係船施設がないことから、漁業者
は前浜を利用した人力による漁船の上下架を行っており、
非常に大きな作業負担を強いられている。このため、門
静地区において、コンブ漁業の効率化とともに、漁業生
産の安定化を図るためのウニやカキの養殖漁業のための
門静副港を整備し、平成24年6月に供用を開始したとこ
ろである。
本報告では、門静副港を計画する際の施設位置・港形
決定に至るまでの技術的な検討事項を整理するとともに、
整備途中に発生した外郭施設の被災メカニズムとその対
策について整理する。さらに、供用開始後における漁業
の効率化について定量的な検討を行い、今後の水産物の
安定供給に必要な漁港整備の一助とするものである。

物となることから、滑り材を設置できないため、海草の
除去を行う必要がある。

図-1 位置図

2. 整備前の漁業状況と施設整備に至る経緯
(1) 出漁準備
写真-1に示すとおり、前浜から漁船の下架を行う際、
滑り材（木材：約20kg/本）を汀線際まで敷設し、下架
終了後には波浪による滑り材の流出を防ぐため、船に乗
り込まない補助者が滑り材を撤去する。この作業は、上
架時に再度発生する。
さらに、時化後には汀線に打ち上げられた海藻が障害
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写真-1 海藻を除去しながらの滑り材敷設作業

(2) 水揚作業
5月に特定漁港漁場整備計画に位置づけられた。
コンブ漁から帰港後、漁船とにコンブを海岸に上架し、
3. 港形の検討
運搬車両へ3名前後の人力によってコンブを積み替え、
干場まで輸送する。この水揚作業を３回程度繰り返す。
(1) 当初の港形
第9次漁港整備長期計画策定時に検討された港形は、
図-2に示すとおり、沿岸部の埋立により物揚場及び船揚
場を確保し、港内静穏度を確保するために、沖合へ外郭
施設を展開する一般的なものであった。
(2) 港形の見直し
第9次漁港整備長期計画期間中、副港整備計画の検討
において、下記のとおり、新たな調査結果や要請を反映
した図-2の港形を見直す必要性が生じた。
(a)漁港背後用地の背後に急傾斜地が迫り、利用上の
写真-2 船からトラックへのコンブ積み替え作業
安全が確保できないことから、崩落防止対策が必要
(3) 建設までの経緯
となったが、崩落防止対策を行うには土砂崩壊防備
漁業者の中での漁港整備の声が高まり、昭和54年には
保安林の解除手続きを行う必要があり、この解除手
門静前浜簡易舟入澗設置促進期成会が発足し、厚岸町や
続きに長期間を要する問題がある。
北海道開発局等に整備要望が行われるようになった。こ
(b)漁業生産の安定化を図るため、静穏域におけるウ
れらの要望活動等が実を結び、第9次漁港整備長期計画
ニ及びカキの養殖漁業の新たな要請があったが、
（平成6年～13年）に漁港整備を盛り込むこととなった。
図-2の港形では養殖を行える静穏域を確保できず、
整備計画策定時において、門静･苫多･沖万別地区に点
また、外郭施設を更に沖に展開した場合、水深が
在しているコンブ漁業者の生産活動の向上を目的として、
増すことによってコスト増となる。
3地区での漁港施設の建設を要望していたが、厚岸漁港
以上のことから、港形を再度検討し、図-3の離岸型の
本港の整備を同時に実施する必要があったことから、地
漁港を採用することとした。この港形は、物揚場や船揚
元の意向を確認し、沖万別地区のみを整備計画に盛り込
場が岸側を向いていること、かつ、一部の自然海浜を残
むこととした。
すことから反射波が低減されるため、静穏度確保上、非
しかしながら、第9次漁港整備長期計画期間中、沖万
常に有利なものである。崩落防止対策が不要となる他、
別地区の建設予定地区を詳細に調査したところ、アクセ
大規模な外郭施設整備を行わなくとも、静穏度や養殖漁
ス道路において大規模な地滑り対策が必要なことが判明
業のための静穏域を確保することが可能である。
し、建設地区の見直しを余儀なくされることとなった。
このため、苫多及び門静地区での整備が検討され、ア
(3) その他検討事項
クセス場所の地形が比較的平坦なことから整備コストが
図-3の港形の整備に当っては、養殖漁業を展開するこ
安価で、また、背後でのコンブ干場が集中していること
とから港内水質の改善及び近隣への漂砂の影響を解決す
による利便性の良さから門静地区が選定され、門静地区
る必要があった。
と苫多地区のコンブ漁民が利用する副港として平成14年
港内水質については、溶存酸素量や外海水導入量に関

図-2 第 9 次漁港整備長期計画時に検討された港形
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図-3 離岸型の港形

する数値シミュレーションを行い、漁港へのアクセス道
路の下部をボックスカルバートとすることで、整備前の
水質を確保することとした。また、他漁港では海水交換
を促進する一方で静穏度の悪化が問題となった事例があ
ったことから、ボックスカルバートによる波浪透過を考
慮した港内静穏度の計算を合わせて実施し、静穏度上も
問題がないことも確認した。検討の結果、2.0m×1.5mの
ボックスカルバートを7基設置することとし、設置位置
については、船揚場先端から操船水域3Lの21m以上を確
保することとした。

4. 吸出しによる護岸の被災
(1) 被災概要
門静副港整備は、平成23年度中の完成を目標に、平成
20年度に着手したものであり、3年半という短期間で小
規模な漁港を完成するというプロジェクトとなった。
副港整備は、陸上施工によるアクセス道路及び護岸の
整備を行い、海上施工により防波堤を整備、その後、物
揚場と船揚場を整備し、用地造成を行うという大まかな
施工手順で進めた。
この内、護岸202.6mの整備は、平成22年3月に概成し
ていた。図-4は、護岸の標準断面であり、一般的な消波
工を伴う混成堤である。なお、地盤は砂質土であり、洗
掘防止のための石かごや吸出し防止のための消波工の下
にアスファルトマットを設置しており、また、背後の埋
立造成は未実施の状況である。
しかし、平成22年4月29日、北海道に上陸し、勢力を
増した低気圧に伴う波浪によって、護岸延長156ｍの消
波工の沈下とともに、上部工が沖側に傾斜する被災が発
生した。なお、被災当時の波浪を釧路港の観測値から算
定するとH1/3=1.46mとり、設計有義波高2.4mと比較して小

さいものであった。

図-4 護岸標準断面図
図-5は、最も被災が大きかった箇所における上部工及
び消波工の沈下量の変化を示したものであり、釧路港に
おける波浪の観測値を同時に示している。
消波工は平成22年4月の高波浪により、消波工と上部
工が大きく被災し、その後も被災が徐々に進んだものの、
10月以降については、平成22年12月3日の波高7.55m 等、
4月より大きな波浪が来襲したが被災が進まなくなった。
さらに、平成23年3月11日には、東北太平洋沖地震津
波の発生により厚岸本港では2.7mの津波を記録し、写真
-3のとおり門静副港が浸水したが、堤体の沈下や傾斜は
発生しなかった。

写真-3 平成 23 年 3 月 11 日の津波浸水状況
写真‐4は、護岸の被災状況である。本体工、消波工
が沈下しており、波浪による基礎工下の流れにより砂が
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図-5 上部工・消波工の沈下量及び釧路港における有義波高
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吸い出されたと考えられる。また、吸出しによる水深の
増加により、波浪による流速が小さくなり、被災が進ま
なくなった一つの要因と考えられる。

写真-4 被災写真
(2) 吸出しの被災メカニズムの分析
この被災原因の解明のために、数値波動水路プログラ
ム(CADMAS‐SURF)により、被災状況の再現することとし
た。数値波動水路プログラムは、沿岸開発技術研究セン
ターの共同研究会で開発されたものであり、石狩湾新港
における消波ブロック被覆堤の消波工下での砂の吸出し
による被災を分析した実績がある。ここでは、実際に被
災が発生した背後の埋立てが未実施の暫定断面と完成断
面の2断面により計算し、計算波浪は暫定断面では被災

波浪（H=1.46m）及び完成断面では設計波浪（H=2.4m）
を規則波として入力した。
(a) 暫定断面による被災波浪による計算
図-6は、数値計算の結果を整理したものであり、
岸方向（＋）及び沖方向（－）別の基礎工直下におけ
る最大流速、沖向き流速の時間的割合、最大流速で算
出されるシールズ数の水平方向分布を示したものであ
る。また、沖向き流速の時間的割合については、0.5
より大きくなると、沖向き流速の継続時間が長く、沖
向きの流れが卓越していることを示す。また、0.5よ
り小さくなると、岸向きの流れが卓越することとなる。
なお、シールズ数とは、流速や砂の粒径により算出さ
れる無次元係数であり、0.2 を越えると砂が不安定と
なり、移動が開始されるといわれている。このため、
流速の卓越方向と同方向の流速によるシールズ数が
0.2を越えると、吸い出しが発生すると考えられてい
る。
消波工下部（X=-1～-9m）においては、アスファル
トマットが敷設されているものの、沖向きのシールズ
数は0.2を大きく越え、沖向きの流速が卓越している
ことから沖方向への吸い出しが発生したと考えられる。
水中コンクリート下部（X=1～2m）においても、砂の
岸向きのシールズ数が0.2 を越えており、かつ、岸向
き流れが卓越する範囲であり、岸に向かって砂が吸い
出された可能性があると考えられる。
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図-6 暫定時の堤体下面流速及びシールズ数
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(b) 完成断面における吸い出しの検討
図-7は、設計波浪による完成断面の数値計算結果を
図-6と同様に示したものである。吸出しにより水深が
増加し、護岸の背後盛土が投入された完成断面におい
ては、岸向きの流速が小さくなり、設計波を作用させ
てもシールズ数0.2は超えないようになり、完成断面
では設計波が作用しても、堤体下面からの吸い出しは
発生しないと考えられる。
(3) 施設の復旧方法
上記の検討結果から、水中コンクリート下部の被災の
原因は暫定断面時における波浪の透過により岸側への吸
出しによるものと考えられることから、特に改良は行わ
ずに、原型復旧を行うこととした。

写真-5 護岸背後用地の変形状況

4. 間隙圧の増加による背後用地への影響
護岸背後の埋立が完成し、完成断面となった用地にお
いて、写真-5のとおり、埋立土砂の変形現象が発生した。
これは波によって護岸背後まで伝達される間隙水圧の作
用によるものと考えられ、有限要素法により、構造物の
透過率を考慮した間隙水圧の変化に関する数値解析を行
った。
図-8は、設計波を作用させた時の間隙水圧分布を示し
たものであり、不透過であるアスファルト舗装の下面に
は5.6kN/m2 の間隙水圧が発生しており、これはアスファ
ルト舗装の自重2.71kN/m2を超える圧力となることから、
舗装を損傷する可能性がある。このため、数値計算によ
り圧抜きの必要箇所を計算し、写真-6のとおり、0.3m×
2mの圧抜き工を6m間隔で設置した。

圧抜き無し

圧抜き工

写真-6 圧抜き工設置状況
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図-8 堤体内への間隙圧の伝播
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5. 副港整備による効果
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表-1は、ヒアリング結果に基づく門静副港整備前後に
よる操業状況を示したものである。整備前と比較して、
前浜における滑り材の設置、撤去、漁船上下架が不要と
なり、荷役機械による荷揚げ作業の効率化や道路整備に
よるコンブ運搬効率の向上が実現した。1経営体の1日当
りの作業としては、のべ作業人数が12人減尐し、かつ、
作業時間も45分短縮され、就労環境が大幅に改善した。
この漁業効率化により、漁業者はウニ養殖やカキの中
間育成の実施が可能となった。更に、前浜利用時におい
ては、干潮時には上架距離が長くなり、潮待ちする場合
があったが、副港の整備により、潮位状況に左右されず
出漁が可能となった。

1)平成12年度:厚岸漁港施設整備検討業務、漁港漁村建
設技術研究所
2)平成23年度:厚岸漁港門静工区実施方策検討業務報告
書、北日本港湾コンサルタント

6. おわりに
昭和54年に門静前浜簡易船入澗設置促進期成会が結成
されてから31年後に完成した門静副港の建設は、地区の
漁業者の悲願であったこともあり、漁業者から大変使い
勝手が良いと好評を頂いている。コンブ漁における作業
効率の向上に加え、新たな漁業形態の創出も可能となり、
当該漁港が厚岸における水産業の発展と水産物の安定供
給に寄与することが期待される。
表-1 整備前後における作業時間の変化

整備前

所要時間 6 時間 05 分

4:10～4:20

→

至漁場
20分→

4:20～4:40

5:00～7:30

至前浜
40 分→

8:10～8:20

→

8:20～9:40

→

8:30～10:00

→

8:50～10:15

滑り材設置(10 分)

出漁準備(20 分)

操業(150 分)

帰港(10 分)

水揚(10 分*3 回)

運搬

コンブ乾燥

船置場～汀線
(1 本 20kg)

漁船下架(前浜)

大黒島周辺

漁船上架(前浜)

漁船→軽ﾄﾗ積替

往路(10 分*3 回)1 人
荷卸(10 分*3 回)2 人
復路( 5 分*2 回)1 人

干場
(15 分*3 回)
運搬待ちあり

２人

１人

↓

１～２人

滑り材撤去(10 分)

２人

３人

↓

滑り材設置(10 分)

滑り材撤去(10 分)

１人

１人

１人

整備後

↓

２人

所要時間 5 時間 20 分
4:30～4:40

至漁場
20 分→

5:00～7:30

出漁準備(10 分)

操業(150 分)

乗船(係船岸)

大黒島周辺

至副港
40 分→

8:10～9:20

１～２人

Shinichiro Sasaki,Akira Kawasaki,Tsuyoshi Ueno

8:20～9:35

→

8:35～9:50

帰港･水揚(10 分*3 回)

運搬

コンブ乾燥

漁船係留

往路( 5 分*3 回)1 人
荷卸(10 分*3 回)2 人
復路( 5 分*2 回)1 人

(15 分*3 回)

荷揚(機械)
１人

→

１人

干場

２人

