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Abstract In this paper, we will clarify the historical significance and technical features of the 

port construction work at Otomari Port in the southern part of Sakhalin before the war by 

conducting a civil engineering historical study. Then, while analyzing the contents and 

construction process of the construction carried out at the port, we focused on the characteristic 

land and water communication equipment constructed at the port, the background to the 

construction of the equipment, and the civil engineering of the equipment. We aim to clarify the 

historical significance of the prewar port construction work by considering the historical and 

technical features. 

 

Keywords： Otomari Sakhalin port construction land and water contact bridge 

 

１．はじめに 

本稿では日本統治時代の樺太で実施された築港事業の知られざ

る一側面について，明らかにすることを試みる．具体的には戦前の

樺太南部の大泊港で実施された築港工事について土木史的考察を

行うことで，同港築港工事の歴史的意義や技術的特徴について解明

する． 

本稿で取り上げる南樺太は 1905年のポーツマス条約によって日

本領となり以後 40年余りにわたって日本統治下にあった．その後

日ソ中立条約を一方的に破棄したソ連が占領し，現在はロシアが実

効支配をしているものの，国際法上は帰属未確定地となっている(1)． 

本稿で取り上げる大泊港は，樺太南部に位置しており，現在はロ

シア名でコルサコフ港となっている港である．そして同港における

築港工事では，同地の地理的障壁を克服するために戦前の日本で唯

一と位置付けられるエポックメイキングな水陸連絡設備が建設さ

れていた． 

本研究課題を巡る先行研究としては，以下の研究等がある． 

まず三木理史「樺太の産業化と不凍港選定―1910 年代の本斗港

選定をめぐって―」『日本植民地研究』(2)や三木理史『国境の植民

地・樺太』(3)を挙げることができる． 

前者が主に分析を行っているのは，南樺太の本斗港にて築港工事

の実施が決定した経緯である．そして後者についても戦前の樺太に

ついて通史的な理解が可能となっている． 

以上の2つの研究では，ともに大泊港における築港工事が開始さ

れるまでの同港を含めた南樺太の港湾状況等に関する記述がなさ

れており，本斗港の築港工事の詳細について明らかにされている．

しかしながら本斗港以前に築港工事が実施された大泊港の築港工

事の詳細な内容について解明されているとは言えない． 

同様の点については，井澗裕『日本期の南サハリンにおける建設

活動に関する研究』(4)の研究でも指摘することができる． 

同研究の中で

は，日本統治時代

に南樺太で実施

された港湾整備

事業について明

らかにされてお

り，大泊港におけ

る工事について

も分析が加えら

れている．ただ

し，同研究で明ら

かにされている

のは，同港で実施

された工事の概

要に留まってお

り，工事内容の詳

細や技術的特徴

等についてはい

まだ明らかにさ

れていない点が

多い． 
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図１ 南樺太一覧 
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 以上のことから本稿では同港で実施された工事の内容及び工事

過程について分析するとともに，同港で建設された特徴的な水陸連

絡設備に着目し，同設備が建設されるに至った経緯，さらには同設

備の土木史的・技術的特徴，さらには経済的効果の一端について考

察を加えることで戦前の同港築港工事の歴史的意義について明ら

かにすることを目指す．これらの研究を進めるに当たり，本研究で

は樺太庁が作成した工事報告書や統計書に加えて，アジア歴史資料

センターで所蔵されている軍関係史料等の一次資料を丁寧に分析

し，実証的に明らかにするという研究方法を採る． 

 

２．大泊港沿革 

江戸時代末期には，すでに多くの日本人が出稼ぎとして，さらに

は農業移民として，樺太にわたっていた．ただし，1875年の樺太・

千島交換条約が締結される前年になると，それまで樺太に在住して

いた日本人の多くは樺太から引揚げ，北海道やその他の地域への移

住を余儀なくされた(5)．その後 30 年余りにわたって，同地はロシ

アの支配下に置かれることとなった．ただし，同条約第6款におい

て、日本人の漁業権は認められていた．そのため佐々木平次郎をは

じめ一部の日本人は現地に住み，漁業を営んでいた(6)． 

樺太は，海岸線延長が1,512kmに及んでおり，かつ屈曲にも乏し

いことから，帝政ロシア時代のサハリン南部ではコルサコフ港が唯

一の港湾であった(7)．当時はロシアが木造桟橋を築造し海陸連絡に

供しており，同地周辺に一市街地を形成していた．しかし日露戦争

中の 1905年に日本が上陸する直前に同桟橋はロシア側で焼却処分

されたため，日本は同地を占領後に桟橋を修復し使用している状態

であった(8)．同年ポーツマス条約の結果，南樺太が日本領となって

以後，同港は大泊との名称となった．そして同港の左岸一帯に住宅

地が区画され栄町と称し同地を拠点として市街地が形成されるこ

ととなった(9)． 

そもそも樺太南部，亜庭湾の北奥の千歳湾の東岸にあり，稚内か

らは約 144km，小樽からは約 368km の距離にあった大泊港では，

1906年から沿岸海運が本格的に運航開始されるとともに，1909年

には「外国貿易ノ途ヲ開ク」ことを目的として大泊港は開港（10）．そ

して 1912年までには樺太における命令航路の大半が同港を起点と

していた(11)．大泊港の位置等については図1を参照されたい． 

しかしながら同港は冬季の流氷により船舶の航行や水陸連絡が

困難になるといった地理的障壁を有した場所であった．同港では

12月頃より海水が凍結し始め，1月中旬頃には，堅氷が膠着し，厚

さ 42㎝に達することで艀船による荷役は不可能な状況となった．

そして完全に解氷するのは3月まで待たねばならなかった．さらに

4・5 月の頃には中知床半島の東側に沿って南下してきた流氷が，

半島南端を回って大泊港のある亜庭湾内に入り，航路上を浮流する

とともに，時に港内一帯を封鎖するなど，結氷盛期の如き状況とな

ることもあった(12)． 

そのため冬季結氷で接岸が困難な時は氷上で船客が乗り降りす

るとともに荷役をおこなう「氷上荷役」が行われ，樺太の名物とも

されていた(13)． 

しかし同荷役方法は，輸送時間及び費用を拡大させる要因の一つ

となっていた．具体的には，まず大泊港から物資を輸移出する場合，

大泊港まで運んだ物資を，犬ぞりや馬車等に積み替え，あるいは人

夫によって氷上を輸送した後に再度，氷上で船に積み替えを行うと

いう状態であった．輸移入の際は，その逆の流れを採った．そのた

め荷役作業に多大な時間とコストを要するとともに，積み替えの際

に積荷が氷上に落下し物資が破損することも少なくない等，輸送上

の危険性も有していた．こうした不安定で，なおかつ大規模輸送に

適していない荷役方法は，大泊港を代表する移出品となったパルプ

等の工業製品の積出には致命的なものであった．「氷上荷役」の様

子は図2を参照されたい． 

 

表1 大泊港における整備施設概要 

 完成年 全長 幅等 備考 図中番号 

鉄道橋 
1927年 237m 

幅7.28ｍ 径間1.82m下路鋼鈑桁×12連 
① 

公道橋 幅7.28ｍ プラット型鋼構桁×6連 

根部 1921年 225m 面積59,400㎡  ② 

突

堤 

繋船部 1925年 
520m 

(繋船部426m＋防波堤93ｍ) 
幅36m 

岸壁水深8m 

3,000トン級 2隻，2,000トン級 2

隻同時繋留可能 

③ 

専用 

設備 
1930年 

93m 

(突堤先端の防波堤内側に整備) 
 

三井鉱山株式会社専用の石炭及び

パルプ用荷役設備 
④ 

防波堤 1927年 571ｍ 
139,530㎡の 

水面積を被覆 
3条から成る構造 

 

図2 大泊港における氷上荷役 
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以上のように冬季から春季の間，長期間にわたって港内が凍塞す

ることで，貨物及び船客の輸送に多大な影響を及ぼすことから，海

陸連絡の要衝である大泊港では，交通機関の整備は「極メテ喫緊重

要」とされ，そのなかでも港湾設備の完成は「海洋ヲ隔テテ本土ニ

懸絶セル本島ノ状勢ニ鑑ミ最モ緊切ナルト謂フベシ」とされた(14)． 

こうして 1919年に同港において冬季においても大型の汽船が岸

壁に接岸し，荷役可能となるための築港工事 

が動き出すこととなった．そして港湾設備が整備されたことで，大

泊は本斗港が整備される 1926年頃までは樺太における唯一の吞吐

港としての役割を担っていた(15)．  

ちなみに同港における軍事的機能は多くは見られなかった.実際，

日露戦争時に大泊に建設された軍の施設は，日本統治が開始された

後，中学校に転用されている(16)．さらには海軍艦艇の泊地としては

樺太唯一の不凍港であった本斗港が選ばれていたことからも，大泊

港における軍港としての機能はなかったと言えよう．また 1923年

には同港における輸送業務の実施のために大泊臨時業務嘱託所が

設置され(17)，その後1941年に陸軍の船舶輸送司令部大泊支部が小

樽から移転してきているものの，いずれも戦闘部隊ではなく，同港

における補給物資等の輸送業務に従事することを主目的としてい

た(18)． 

なおかつ外海に面している本斗港では船舶が安全に碇泊するに

は大規模な防波堤等の建設が不可欠であり，築港工事に多大な期間

と工費を必要としていたが(19)，上述した通り，亜庭湾の北奥に位置

していた大泊港では，港内における波は比較的穏やかであったため，

外海における防波堤等の施設を必要としなかった．こうした点も同

港が本斗港に比べて商業港としての役割が重視された要因であっ

た．本斗港等の位置については図１を参照されたい． 

 

３．工事計画の概要と第1期工事の開始 

３－１ 工事計画の変遷 

大泊港での築港工事の嚆矢は，1909年，樺太庁嘱託技師であった

杉山方蔵によって同港における調査が実施され，その結果に基づい

て1911・12年に船入溜2か所を築設したことに始まる(20)．ただし

同工事は，艀等，小型の船舶を対象とした小規模な施設整備に留ま

っていた．船入溜の位置は図3を参照されたい． 

大泊港において，近代的な港湾建設が開始されたのは先述した通

り 1919年になってからである．同年，当時の樺太庁長官であった

永井金次郎が内外連絡港として大泊港における築港が急務である

として工学博士の廣井勇(21)と工学士の伊藤長右衛門(22)に調査を依

嘱することとなった．そこで廣井技師らは実際に大泊港等を視察・

調査し，その結果に基づいて，同年8月に工費約490万円で4ヶ年

計画となる工事案を立案することとなった(23)．同案が1920年７月

に帝国議会の承認を得られたことで同年 11月から事業開始となっ

た．その後1923年3月に設計変更されたことで，工費を6,998,200

円とする 1928年までの 9ヶ年継続事業に改められ，工事が進めら

れることとなった．同工事の概要は以下の通りであった(24)． 

①内外交通幹線の連絡港として船見町の地先に突堤を築造し，繋船

岸壁を整備，突堤根部と突堤とを鉄道橋 

と公道橋でつなぐ． 

②突堤根部から楠傒町附近までを埋立て栄町先に築設する仮防波

堤によって内港を被覆することで中・小型船舶用の泊地を整備． 

①の構造が廣井技師によって提唱され，採用されるに至った背景

には，冬季でも船舶が直接接岸・荷役可能となる近代的貿易港を同

港に整備するという目的があった．廣井技師は，上述した港湾調査

の結果，海岸から約900ｍの沖合が「堅氷ノ限界」であることが明

らかになったことを踏まえて，限界附近より沖合に独立した突堤を

建設する計画案を立案．これにより冬季でも大型の汽船が氷上荷役

をすることなく，突堤に繋留可能となるとともに，年間を通じて艀

船によらない荷役が可能となることが目指された．なおかつ突堤が

完成することで港内の大型船と小型船の荷役場所が離れ，港内の船

舶の利用率や安全性の向上に効果を発揮するとの点も期待されて

いた(25)． 

しかしながら 1924年末，当時の昌谷彰長官は財政緊縮の方針に

基づいて以上の工事内容の規模を縮小．②の埋立て工事は同時点で

の出来形で打ち切りとした．そして未着工部分 68,735坪の埋立を

中止することで1,127,800円を削減し，工費5,870,400円とすると

ともに，工期を1ヶ年繰り上げ1927年までの事業とした(26)． 

ただし1925年には余剰工事費が見込まれたことから，仮防波堤 

約116m並びに突堤先に93mの防波堤を増設するとともに1927年

には既定の工費の範囲内で北船入澗の改修を計画し，工期を1ヶ年

延長して再び1928年までの事業となった(27)．大泊港で整備された

各種施設の詳細は表1の通りである．また各施設の位置等について

は図3・4を参照されたい． 

 

３－２ 築港工事の技術的特徴 

本港の修築は「眞ノ氷海ニ於ケル我國最初ノ工事」となったこと

から，「施工上大ニ學フ處アルヘク」なかでも「碎氷ノ作業ニ關シ

テ大ニ攻究スヘキモノアリトス」と指摘されていた(28)． 

 

 

 

 

③  

 

①      ④ 

② 

⑤   ⑥ 

 

図3 大泊港築港図 

 

 

 

 

 

②       ①          ③ 

④        

 

 

図4 大泊港港内 
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先述した通り，冬季，大泊港では港内が凍結し，なおかつ湾内に

流れ込む流氷が，航行する船舶の航路を妨げるとともに，水陸連絡

に支障をきたしていた．こうした同地の地理的障壁は，同港におけ

る築港工事にも少なくない影響を与えていた． 

そのため戦前の日本でも先行事例のない工事となることから，同

港築港工事は，その計画立案段階から詳細な調査分析を行うととも

に，特徴的な技術や工事用機材が導入され，効果的な施工方法が講

じられていた． 

その代表的なものとして冬季工事が困難な場所における同港で

は，「索道＋トロによる工事物資等の運搬」という技術的特徴を持

った工事方法及び設備整備等が実施されていた(29)． 

ここで取り上げる索道は同港における水陸連絡設備 建設にあ

たって導入された工事用施設の一つで(30)，工事期間中，港内に独立

する突堤繋船部の埋立のために架設された．具体的には突堤繋船部

内側の裏込及び補充土石の運搬を目的として設置された工事用施

設で(31)，全長486mで載荷500㎏，軌間は約2.4mで搬器は30個の

単線式索道であった(32)．突堤根部に原動所を設置し，沖合の突堤に

終点停車場を設置した．そして土取場は原動所背部にあり，土工ト

ロッコで運搬してきた土石を索道搬器に受け，懸垂軌条によって，

索道終点に搬送．終点に入った搬器は下方にあるトロに反転投入し，

20m内外までの距離は鍋トロで，それ以上の距離は土工トロを用い

て運搬を行っていた．土捨場は索道終点の停車場から最大で 69ｍ

の距離にあった(33)． 

1923年8月に運用が開始され，1925年12月に土石補充工事が完

了したことで年度末に撤去されることとなった(34)．この間，作業日

数572日，運転時間は3,420時間に及び搬出総車数306,986個，運

搬された土石は約27,149㎥に及んだ． 

同施設が採用されたことで冬季，港内が結氷あるいは流氷により

港内が閉塞した際にも，作業を中断することなく工事継続が可能と

なった．そのため沖合に建設されていた突堤では年間を通じて土石

の運搬そして，埋立工事が進められることとなった．このことは工

期の短縮と共に工費を縮減する結果にもつながった．以上のことか

ら冬季工事が困難な場所における同港工事でも効率的かつ安全に

作業実施が可能となったという点で，索道とトロを組み合わせた工

事方法及び設備は，同港の工事の進展に大きな役割を果たすことと

なったといえる．索道及びトロの稼働状況等については図5を参照

されたい． 

ちなみに物資運搬用の索道が築港工事に導入された例は，戦前・

戦後を問わず日本では唯一の事例であった． 

なおかつ大泊港における索道は戦前の日本外地では初めての設置

事例であった(35)． 

同工事によって 1925年には，426ｍ，幅 36.4ｍ，岸壁水深 8m，

3,000トン級3隻・2,000トン級3隻を同時繋船可能とする突堤が

完成し，突堤上には臨海鉄道，埠頭待合所，上屋等を築造して同港

に寄港する連絡船の貨客の乗降に利用された(36)．そして新たに設

置された大泊港駅からは，王子製紙大泊工場への木材輸送を始めと

した貨物専用線が数多く運航開始されるようになった．その後，突

堤先端部の防波堤内側に三井鉱山株式会社専用の石炭及びパルプ

の荷役設備の整備が計画され，設備整備のための工事が工費約 64

万円を以て 1928年 7月に着工し 1930年 8月に完成した(37)．これ

により 1916年から三井が経営を担っていた川上炭鉱で産出された

石炭が専用線を利用して直接，同設備まで運搬され，日本内地へ移

出可能となった(38)．そのことから同設備の完成は，当時樺太第一の

炭鉱とされた川上炭鉱の発展さらには樺太炭の移出拡大に貢献す

るものとして大いに期待されることとなった．ちなみに大泊港は南

樺太で唯一の石炭積出港としての役割も担っていた(39)． 

また突堤根部の東側には総延長 571m で，3 条からなる防波堤を

築造することで，139,800㎡の水面を覆い水深1.4～2.7mに浚渫し

て小型船舶の繋留場所とした．さらには同地の左右307,800㎡を埋

築し，市街地及び倉庫地 

を整備した(40)． 

以上の工事技術や技法等が採用されて水陸連絡設備が完成した

ことにより，それまで冬季結氷時は氷上荷役を余儀なくされていた

大型船舶は，直接岸壁に接岸し荷役可能となった．このことから，

大泊港で実施された築港工事は，氷上荷役が不可欠な場所において

実施され，常時荷役可能とするための効果的な工事が行われた唯一

の築港工事事例と指摘することができる． 

 

３－３ 鉄道道路併用橋 

大泊港では特徴的な施工方法及び工事施設を導入することで，効

果的な工事が実施されていた点は上述した通りであるが，同港工事

において建設された水陸連絡用の施設は技術史的にも建設史にお

いても類まれなるものであった．本節では同施設の詳細と建設され

た歴史的意義について明らかにしたい． 

同節で分析を試みるのは，沖合に独立した突堤と陸地の間に架設

された特殊な橋梁であった．同橋梁は海岸における結氷を避け，船

舶が直接接岸することを目的として，海岸から一定の距離の位置に

築造する突堤と突堤根部との間，200mあまりの距離に架設．橋梁の

構造は先述した通り，鉄道橋と公道橋で構成されたものであったが，

正確には鉄道・人・車の通行を可能とする鉄道道路併用橋として設

計・建設されたものであった(41)． 

ここで取り上げる鉄道道路併用橋とは，鉄道と道路が一本の橋を

共用する状態の橋のことを指す(42)．同橋梁の位置及び詳細につい

ては図3・4・6・7を参照されたい． 

冬季に港内が凍結するという地理的障壁のある同港において，特

殊な橋梁を建設するに当たって採用された工事方法の特徴をまと

めると以下の点を挙げることができる． 

まず鉄道道路併用橋の橋脚部分の設置工事に関して，その特徴を

見ると次の3点であった(43)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5 索道及びトロの稼働状況 
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①氷上及び海中地形測量の実施． 

②橋脚位置設定及び据付時におけるガイドブロックの 

設置． 

③海底における載荷試験の実施． 

 まず①については橋脚位置の設定のため氷上測量を行うととも

に，潜水夫によって海中における地形測量が実施されることとなっ

た．具体的には捨石荒均作業後，潜水夫が均し作業を行うとともに，

コンクリートケーソン設置後には，全ケーソン上に測量台を作成し，

各ケーソン上の測量台間に角材を渡して距離等の測定を行った． 

つづいて②については，橋脚となるコンクリートケーソンの据付

位置の海底に，潜水夫によって長さ・幅の 2方向に約 30㎝間隔で

「ガイドブロック」を設置した． 

そして③については①での各測量結果を踏まえて，海底の浚渫及

び岩石取除，そして捨石均作業後に詳細な載荷試験が実施されるこ

ととなった． 

以上の①②③の作業後に実施された橋脚設置及び据付工事では，

①②で設置した角材と「ガイドブロック」によって，橋脚となる全

てのコンクリートブロックが正確に据付することが可能となった

だけでなく「作業頗ル容易」となった．そして①③による測量及び

載荷試験により，橋梁架設後も，「殆ンド沈下ヲ見ズ」として工事

の竣工に大きく貢献することとなった(44)．同橋脚の据付風景につ

いては図8を参照されたい． 

 つづいて鉄道道路併用橋を構成する鉄道橋及び公道橋の架設工

事の特徴について見ると次の3つの特徴を挙げることができた(45)．

各橋の諸元等は表1の通りである． 

①鉄道橋及び公道橋のいずれも陸上において組立・鉸鋲作業が実

施された． 

②架設作業では，浮起重機及び艀船，さらには干満の差を利用す

るなど効率的な方法が採用されていた． 

まず①について，鉄道橋・公道橋はいずれもポストテンション工

法が採用されていた．これは運搬可能な大き 

さの「セグメント」と呼ばれる部材を工場で組み立て， 

その後現場に運搬し，打設したコンクリートが硬化した後に，鋼材

を緊張するという工法であった(46)．具体的には橋脚部で使用され

るコンクリートケーソンや 12基の鉄道橋及び 6基の公道橋を始め

とした大型の築港工事資材や部材を海上ではなく陸上の工場で分

割して作り、その後海上に運び、現場でケーソンと橋脚さらには鉄

道及び公道橋を一体化させるというものであった． 

以上の工法は、伊藤技師によって編み出され．自ら工事を実施し

た 1908年からの小樽港第 2期工事で初めて採用されたものであっ

た(47)，同工法を採用することで躯体の軽量化，強度の向上，工費・

工期の低減，さらには安全性も大きく向上する画期的な方法として，

その後，日本国内外だけでなく，世界各地の築港工事で採用される

ようになった(48)． 

そして小樽港の工事に続いて、同工法が採用されたのが大泊港で

あった．伊藤技師により提案された同工法は，同港における鉄道道

路併用橋の建設工事にも大きく貢献することとなった．さらには，

同橋の建設工事の経験は，その後各地で実施されたケーソン等の巨

大構造物建設の先駆けとなったと言っても過言ではない．同港の工

事では，両橋は先述した橋脚用のコンクリートケーソンともに図3

注の⑥の部分の栄町先の海岸部分に建設された築港工場で組立及

び鉸鋲が行われた．鉄道橋の組立及び鉸鋲作業の詳細については図

9を参照されたい． 

そして②については，工場から両橋を運搬するに当たり，まず干潮

時に艀船2隻に漲水し，橋構の下に回り，満潮時に艀船内の水を取

り除き転荷を実施した．そして艀船によって架設場所まで運ばれた

後，鉄道橋については浮起重機を用いて，そして公道橋については，

艀船への転荷の手順と逆の方法で架設作業が行われた．公道橋の架

設風景について図10を参照されたい． 

以上の工事方法によって建設され，完成した特徴的な大泊港の橋

梁であったが，日本橋梁建設協会『日本の名橋完全名鑑』では鉄道

道路併用橋の定義として，「鉄道と道路が同じ橋の平面に敷設され

るものや，上層が車両で下層が鉄道という上下構造の橋」とされて 

 

図6 鉄道道路併用橋① 

 

図7 鉄道道路併用橋② 

 

図8 橋脚の据付風景 
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いる(49)．このことを踏まえて日本国内で現存あるいはこれまで

に 

存在した鉄道道路併用橋を列挙すると表2の通りとなる． 

同表から 1927年に完成した大泊港の橋梁は，②の中でも海上橋

梁に位置づけることができる．なおかつ大泊港橋梁は，海上にかか

る鉄道道路併用橋としては，戦前の日本で初めてかつ唯一の事例で

あったことがわかる． 

ちなみに北緯46度の地に建設された大泊港橋梁は，1998年に北

緯 48度のロシアのハバロフスクで 2代目のハバロフスク橋が建設

されるまでは，世界における鉄道

道路併用橋の中で，最も北で建設

された事例であった(50)． 

以上のように戦前の日本外地

(1944 年からは内地に編入)であっ

た大泊港において，日本初となる

施設が建設された背景には，同地

を巡る地理的な条件に加えて社会

経済的な条件があった． 

先述した通り，日本統治が始ま

って以後，同港は樺太と日本内地

とを結ぶ樺太側の窓口としての役

割を担っていた．なかでも突堤内

に線路が敷設され，鉄道道路併用

の橋となった要因としては，荷役

の効率化だけでなく，同港が日本

内地と樺太との連絡鉄道の拠点で

あったことが挙げられる．1923 年

稚内と大泊港との間で稚泊連絡船が開業した(51)．同線は，国有鉄道

の宗谷線が 1922年に稚内まで延びたことで，樺太庁鉄道と国有鉄

道を結ぶことを目的としており路線総延長210㎞，稚内―大泊間を

8時間で結ぶという路線であった(52)．しかしながら開業当初，稚内

駅で破氷船に乗り換え樺太を訪れる船客は，大泊では破氷船が，直

接接岸する施設がなかったことから，沖合から艀船等で桟橋まで移

動し，旅客は大泊駅と桟橋の間を徒歩で連絡するという状況であっ

た(53)．また冬季は氷上荷役を余儀なくされていた．しかし1928年

に築港工事が完成し，同年に突堤上に大泊港駅が開業，樺太東線と

接続したことで，以上のような交通連絡の課題は克服されることと

なった． 

こうしたことから大泊港における特殊な橋梁は，同港最大の地理

的障壁ともされた冬季の港内結氷及流氷による水陸連絡上の欠点

を克服するべく計画・建設された設備の一つであると共に，内地・

樺太間の連絡鉄道の樺太側の拠点港としても役割を付与されたこ

とで鉄道も通過可能な鉄道道路併用橋が整備されるに至っていた． 

以上のことを踏まえると，詳細な港湾調査の結果に基づいて，沖

合に独立した突堤を建設するという廣井技師が立案した築港計画

案の内容(54)が，同港の条件に合致した効果的な内容であったこと

がわかる．その背景には，海外の築港事例を詳細に分析するととも

に，現地調査を詳細に行うことで，その地にあった技術を採用する

という廣井技師の方針があったと考えられる．小樽港を始めとして

日本初となる土木技術を採用した築港工事を数多く手がけた廣井

技師の方針は，日本内地だけでなく戦前の台湾を始めとした日本外

地においても，大きな影響を与えていた(55)． 

以上のことから，戦前の大泊港に土木史的・技術的に特徴を持っ

た鉄道道路併用橋が建設されたのは，廣井技師の功績が少なくなか

ったといえよう． 

現在日本とロシア間を運航するフェリーが到着するコルサコフ

港の埠頭は戦前に建設された埠頭がそのまま使用されている．大泊

港駅舎は残っていないものの，埠頭を繋ぐレール・鉄橋ともに現存

している(56)． 

 

図9 陸上における鉄道橋の組立及び鉸鋲作業 

 

 
図10 公道橋の架設風景 

表2 鉄道道路併用橋 

 

 併用の方式 建設時期 河川橋梁 海上橋梁 

Ⅰ 

鉄道と道路が同一平

面に併設され，鉄道と

道路の走行域も共用

となっているもの． 

戦前 

(1945年以前) 

神戸橋(1903年) 

犬山橋（1925年） 

二子橋（1927年） 

なし 

戦後 

(1946年以降) 
なし なし 

Ⅱ 

鉄道と道路が同一平

面に併設されるが，そ

れぞれ走行区域が分

離されているもの． 

戦前 

淀川橋梁(1929年) 

村山橋(1926年) 

第一江川橋梁(1937年) 

大泊港橋(1927年) 

戦後 

小貝川橋梁(2005年) 

関屋大橋(1971年) 

新九頭竜橋（仮称，建設中） 

新淀川大橋(1970年) 

六甲大橋(1977年) 

レインボーブリッジ

(1993年) 

Ⅲ 

鉄道と道路が，上下に

分離して敷設される

場合． 

戦前 なし なし 

戦後 

竜の口橋りょう(2014年) 

立日橋(2014年) 

新井橋(1966年) 

瀬戸大橋(1987年) 

関西空港連絡橋 

(1991年) 
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４．埠頭の利用状況 

大泊港に近代的な埠頭を始めとした水陸連絡設備が完成したこ

とで，同港は，樺太庁鉄道本線の基点として，また内地連絡及び島

内交通の要地を占め，本島物資の吞吐港として「貨客集散ノ中心ヲ

ナス」こととなった(57)． 

この点は同港出入港船舶数及び輸移出入貿易額といった港勢，さ

らには同港を拠点とした命令航路数等にも如実に見ることができ

る．以上のことを踏まえて本章では近代的な海陸連絡設備が整備さ

れた前後における同港港勢の変化と航路網の増減等について分析

を試みたい． 

まず1923年から1929年にかけての大泊港における汽船・帆船・

発動機船の出入船舶数・乗降客数・移出入貿易額の推移を示したも

のが表3である．さらに大泊を拠点あるいは寄港する命令航路網の

詳細については表4の通りであった． 

表3から1923年～1929年にかけて大泊港における港勢は，築港

工事の進展とともに全体を通して右肩上がりの傾向を示していた． 

具体的に見ると，まず鉄道・道路併用橋及び突堤が完成し，大泊

港における近代的な港湾設備が整った 1928年には，同港出入港船

舶中，汽船の出入港数及びトン数が増加していることがわかる．こ

の背景には汽船等の大型船舶を対象とした水陸連絡施設が完成し，

表3 1923年～1929年の大泊港港勢 
 

出入港船舶数 
乗降客数 移出入貿易額 

汽船 帆船 発動機船 

隻数 トン数 隻数 トン数 隻数 トン数 上陸客 乗客数 移入 移出 

1923年 838 1,107,860 1 192 190 3,763 57,553 53,232 19,463,305 16,846,364 

1924年 1,055 1,205,527 0 0 1,144 17,026 68,097 62,989 21,343,901 14,925,661 

1925年 1,290 1,451,492 34 3,910 2,235 39,043 71,257 63,401 23,964,811 18,362,647 

1926年 1,263 1,508,695 24 2,780 2,201 41,873 97,104 81,267 24,718,838 18,287,744 

1927年 1,368 1,563,541 278 5,998 2,758 55,430 91,615 76,811 19,213,676 19,181,899 

1928年 1,465 2,032,705 469 10,837 2,866 58,277 95,905 83,783 23,137,460 23,747,407 

1929年 1,283 1,317,634 137 2,425 2,823 63,771 101,959 88,974 25,423,006 26,057,205 

1929年全体 7,163 6,125,433 219 8,406 7,776 195,487 169,171 149,823 46,645,879 56,388,752 

A/B値(％) 18 22 63 29 36 33 60 59 55 46 

第2位 765 779,788 30 1,790 806 18,818 15,128 12,725 6,186,198 7,085,842 

港名 真岡 真岡 白浦 白浦 長濱 長濱 恵須取 本斗 真岡 真岡 
 

表4 1923年時の大泊港における連絡航路及び命令航路 

 起点及び終点 開始年 隻数 トン数 寄港地 

樺

太

庁 

稚内・大泊 1923年 2 3,298  

大阪・恵須取 1921年 3 8,164 横浜・芝浦・函館・小樽・大泊・真岡・野田・泊居 

大阪・敷香 1922年 3 7,609 芝浦・小樽・大泊・栄濱・元泊・知取・泊岸・内路 

大阪・真岡 1919年 ２ 5,328 神戸・門司・坂出・函館・小樽・大泊 

敦賀・大泊 1928年 ２ 3,599 伏木・船川・小樽 

伏木・恵須取 
1907年 

(1924年) 
２ 2,432 滑川・魚津・新潟・小樽・大泊・本斗・真岡・泊居・久春内 

伏木・敷香 1923年 3 1,901 
函館・小樽・大泊・富内(または恩洞)・栄濱・東白浦・登帆・馬群譚・元泊・真縫・

知取・新間・泊岸・内路 

伏木・大泊 1924年 １ 1,643 小樽 

函館・安別 1907年 3 2,210 
小樽・大泊・富内(または恩洞)・野塞・栄濱・東白浦・登帆・馬群譚・元泊・真縫・

知取・泊岸・内路・敷香・海豹島・遠内・浅瀬 

小樽・恵須取 

小樽・大泊 

1907年 

(1925年) 
１ 2,500 

真岡・野田・泊居 

大泊・海馬島・真岡・野田 

大泊・敷香 1914年 ２ 1,369 
長浜・皆別・愛郎・富内(または恩洞)・野塞・南遠古丹・栄濱・東白浦・登帆・馬

群譚・元泊・知取・新間・泊岸・内路 

大泊・西能登呂 

大泊・札塔 
1911年 ２ 191 

雨龍・菱取・古江・内砂・北孫林・浘明・昆沙讃・多繭内・女麗・長浜・遠淵・内

音・彌満          

逓

信

省 

函館・真岡 1906年 ２ 4,468 青森・小樽・大泊 
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それまで困難とされていた冬季の出入港及び荷役が直接接岸して

荷役可能となったこと，そして表 3・4から工事完成に伴って，同

港を拠点とする，あるいは寄港する航路網が拡大したことによるも

のと考えられる．こうした港勢拡大の傾向は，乗降客数及び移出入

貿易額の推移においても同様に見ることができる．そして 1928年

11月に突堤上に連絡線待合所が完成し，12月大泊港駅として開業

したことが，乗客数の大幅な増加に大きく影響していた(58)． 

さらに築港工事による同港出入港船舶への影響は帆船及び発動

機船に関しても汽船と同様見ることができる．小型の船舶を対象と

して栄町沖合における防波堤工事が完成・運用が開始された 1927

年以降帆船及び発動機船の出入港数及び総トン数が急増している

ことがわかる．特に帆船に関してみると 1927年の出入港数は前年

の約10倍以上，トン数についても約2倍以上の伸びを示していた．

この点は，同港における小型船舶の安全な碇泊及び出入りを可能と

するべく実施された築港工事の効果の一端と見ることができよう． 

さらに表3内の1929年の樺太庁全体の港勢及びA/B値を見ると，

大泊港の港勢は，いずれの項目においても同港が随一の規模を誇っ

ており，特に乗降客数及び輸移出入貿易額では全体の約 50％以上

を大泊港が占めていたことがわかる． 

こうした点は命令航路網の整備とともに，米穀その他の食料品な

らびに日用品を内地及び北海道方面から移入し，島内東海岸方面に

移出し，島内各方面より継送移入した工産・水産・林産品を内地並

びに北海道方面へ移出するとともに，大泊港が海産物の集散地とな

るとともに本州や北海道方面からの島内需要となる物資を媒介す

る役割を担っていた場所であったことを如実に表しているといっ

て過言ではなかろう(59)． 

 

５．おわりに 

これまで戦前期の樺太南部の大泊港で実施された築港工事に着

目し，同工事の特徴について考察を行ってきた．同港で土木史的に

特徴のある工事技法及び技術が採用され特徴的な施設が整備され

た背景には，大泊港を巡る地理的特徴が大きく影響していた．具体

的には同地では冬季は港内が結氷し氷上荷役を余儀なくされ，さら

には春季には流氷の影響をうけていた．そのため1年中にわたって

大型の船舶が岸壁上で荷役可能となる施設建設は急務であった．そ

うした背景の下で実施された工事内容は，戦前の日本において独自

の技術が多く取り入れられていた． 

なかでも海上の埠頭と海岸とをつなぐ橋梁は鉄道道路併用橋と

して戦前の大日本帝国でも唯一の事例であった． 

以上のように大泊港における築港工事に着目し，その工事内容の

歴史的意義や技術的特徴について詳細に分析を行った研究はこれ

までになされていない．戦前，日本外地とされた樺太において実施

された知られざる築港工事の意義について明らかにし，同地の歴史

の一端をひもといた本研究の成果は，土木史や港湾史やさらには日

本近代史等における意義のある研究になると考える． 

しかしながら大泊港における工事が 1930年代以降の同港港勢に

与えた影響や，同港で採用された技術や施設が，戦後の日本あるい

は，ロシアにおける統治下でどのような影響を与えたのか，あるい

は与えなかったのかという点については明らかにできていない．つ

まり技術の伝播という点について，解明できていない点が少なくな

い．こうした点については，今後さらなる史料発掘及び現地におけ

る調査等を加えつつ明らかにしていきたい． 
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