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わが国の海岸侵食 （2)

豊島 修

わが国における海岸侵食の実態を紹介していく 中で，前回：工新潟海港と皆生海岸に

ついて述べたっこの両海岸は，いずれも．その海岸に流入している河川がそれぞれ土

砂補給源の大部分を占めていると考えられるもので， これらの河川からの土砂流出量

の変遷が直ちにそれぞれの海岸の汀搾変化を支配している顕著な例であった今

今回l土， 歴史的にかなう長期間にわたって侵食が進行してきたと考えられる例につ

いて紹介するこ ととする、

このような歴史的な侵食海岸と人なされるものの中には，数千年あるい；土数万年と

い司た有史以前からの沖積層の発達と，後氷河期などにおける海水準の変動が原因と

考えられる，いわば宿命的な侵食海岸もあれif，徐々にではあるが数百年あるいはそ

れ以上という長い年月をか：テて守次第二侵食が進行してきたと考えられるものもあ

’：；＞ 0 

わが国；こお：ナる， これら霊史的な侵食海岸のいくつかの例について紹介してみよ

つc

富山海岸

富山県の海岸線延長はわずかに94.6kmにすぎないが，その大部分がすでに侵食の被

害を受けているc まfニ，その延長の大半60km（主，現在もなお侵食作用を受：ナつづ；Tて

おり ，わが国でももっとも著明な侵食海岸であって，その侵食の激しさ，規模の大き

さ，原因の複雑さ．あるいはその歴史の古さにおいて，他に比類をみないとい《ても

過言ではなし、。
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第 1図 富山湾，下新川海岸位置図
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富山湾は l,000 mの等深線が湾の中央深く入り込んで，わが国有数の急深な海岸で

ある一方，陸地には 3,000m級の山岳が速な り，このため河川もわが国有数の急流河

川が多く，多量の土砂を海に流送している。河Jllからの流送土砂量はかなりの量に達

すると推定されるが，富山湾沿岸の侵食は古来から衰えることなく現在までつづいて

おり ，海岸侵食の激しさとその対策の困難性を象徴する ような海岸という ことができ

る。

富山海岸は地形的に「富山湾」と「下新川海岸」の二つに大別することができる。

a) 富山湾の洋谷 富山湾のうち，常願寺川河口付近を境として，東側はー50m

の等深線が陵地に接近し，深海部の等深線は比較的単純な形をしているが，西側では

-50mの等深線は比較的陸地から離れているのに対し，海底地形は複雑で，いわゆる

「あいがめ」と よばれる海底洋谷が数多く存在している。洋谷は常願寺川以東にもな

くはないが，その数も少なく規模も小さし、。

現在までに判明したところでは，その数25余の洋谷があり，大きなものとしては，

常願寺，神通， 四方， 圧などがあり，これらの洋谷は現在の河川に連続しているもの

もあれば不連続のものもある。

この洋谷は，もと陸上の谷であった所が富山湾の沈降によ っておぼれ谷となり， 洋

谷を形成したものと推定されている。その理由としては，
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第 2図 富山湾沿岸

①魚津の埋没林，四方打/Iii.兵の海底樹似の発射や，大臣， fl川の埋没林，ifiil氏林の

存在（第 3図）。

①i羊谷はi百j谷の性格を多分にも っている勺沿岸耳1隙物でめるべき撲が深海に分；｛Jiし

ており，かつ浅海性貝殻が深海で発見されている。

①幅広い海蝕台が見られ， 段 ri：地形が洋谷n，~に存在するゥ

④断層度下の扇状地形が深海に存千七する。

①高山性の森林が海底に「r:在するつ

以上のことから，富山湾は少なくとも600～800m沈降したものと考えられている。

これについては，四方の海氏森林のブナ林は現在より少なくとも 600m高い所にあっ

たものであり，海底の礁の異常分布を解釈するには現在より 700m 以上海水準が低か

った時代のあることが必要と考えられているD

このように，宮山湾の海氏地形が過去において之＇ l.放に沈降 した.＇~·.i~な海岸で、ゐるた

め，外浜ーから沖へと急に深くなり，米製する沖波はエネノレギーを減す．ることなく直接

海岸へ米襲して大きな被害を与える一方， 各河川からの流送土砂It，九河川が.：＇..•.流河

川であり ，洪水時には折角の流送土砂も速く深海部へと輸送され，海十字部；ことどまる

量が少なく ，普から侵食を受けやすい宿命的な地形となっているつ

b) 黒部扇状地の特長 一方，富山狩の東側，日本海に聞す る下新川海岸は，黒

部川および小川の扇状地の扇端に位置するJ'iJrに特色がある。

この黒部川扇状地が形成されたのは庄Jll,'ilr；願引｜｜の大扇状地と同じく縄文後期の
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第 3図下新川海岸とJ黒部川扇状地形

こととされているつ

黒部川は，先史時代から！快史l時代を通じてたび重なる洪水のために網状流路を示し

つつ流路をかえ，次第に扇状地形を形成してきた。第31又｜の旧河床の部分は，航空写

真， i[Jij時代の占図，ボーリング，＇rl!気検1tなどの資料をもとに作製されたものであ

る。

ボーリング，および地質調伐の品＇i;J~，よl~ （iH川扇状地は，第 4 灰｜のごとく水深 120 m 

付近に刈If五回の先端部があり ，それから下は洪積！門とな pているつ今，！.＇.＼部 川が扇状

地形へとifrUt/I:す黒部川の安本付近を，，コ心として，水深 lOOmの手深線1こ沿って円弧

をl頂くと第3院！のように，一lOOmの等泌総はほぼこの円iJlllのJfjと・致しており， 黒

加川扇状地ができた時はほぼ完全な扇形をしていたものと怨像されるコその後，東か

ら商へ！.I.＼；＇部川） ii）道が)Qi移すると ともに東側から次第に侵食が始まり，第4灰lの斜線の

純分がIX：食されて汀紛！は後退し，現（Eの，＇Hifll川河lI 付近にくらべて 1,500 m以上の侵

食を受けたものと矧Jとされている。
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第4図 黒部川扇状地縦断図

このことは，またつぎのような事実からも推定される。

①陸上の＋lOmあるいは＋20mの等高線の形もほぼ完全な円孤に近く，現在の汀線

の形だけが円弧から外れず二形をしている。

①吉原の沖合，水深 300mの海底に海堆があるが，これは昔から古をのしし、伝えに

より 240草場と呼ばれてきたものである。名前は今でもそのまま残、ているが 現在

でははるか 3,000mの沖合にある。この地点では少なくとも 1,500～1.600mは汀線が

後退していると考えられている。
いくじ あら玄た

①黒部川扇状地の中でも，生地，荒俣，芦崎地区には現在でも海岸線に砂丘の存在

が認められるが．日川付近から東側にl土砂丘は認められなL勺 ニれは海岸侵食で削り

とられたためであり ，その侵食量は扇状地が形成されてから吉原． 横山付近でし500

m内外と考えられている。

今から約2万年前頃l工．海面は現在海面より 120m低か，たと考えられてしる。富

山湾海底の音波検査によ 》て， 沖積層の下底と考えられる場所の水深l主平均 120mと

されているが， ウノレム期末の最大海退期の値として 400フィー！とし寸値が知られて

し、るので．おおむねこの値に匹敵する。海面下 120mくらしの・ら現在の高さまで海水

面が上昇し． これに伴ォて堆積したのが沖積層であり，黒部川扇状地であるつなお，

魚津の埋没林の形成はこの海面上昇期で， 5,000年以前と考えられている。

こうして，黒部川扇状地は一応縄文期末までに形成されたのであるが，そのころの

地形面を多くの支流が乱流し砂礁を堆積させた。黒部川河口の新黒部橋河床地下10～

12mの聞に堆積樹板が多数発見されたが，これは現在の河床形成前にそこが森林であ

ったことを示すものである。歴史時代に入ってから次第に河床が安定し，比較的長く

河口であった黒部川西側の地区には黒部川の流送した土砂によ 、て砂丘が形成された

が，流出砂磯が少なか 4 た黒部川東部の地域は早くから海岸侵食が進行すると ころと

なり，先に述べたような大幅な汀線後退を示すことにな「たと思われるご

c) 魚津埋波林 ここで魚津埋没林について紹介しておこ う？

昭和 5年11月，それまで「信濃ヶ浜」とよばれ，水泳場， あるいは時折競馬場とし

て利用されるにすぎなかった魚津の海岸に魚津漁港の修築工事が着手された。ここに
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至るまで， 信濃ヶ浜海岸には溺

没樹根やイト木が露出していて漁

場の障害物として厄介祝されて

いたが誰も注意を払う者はなか

一九つ，＿。

漁港の修築が開始され，陸側

に堀込式の泊地を擁削中のとこ

ろ，地表面から0.6～l.lmの深

さになった時，少数のイ卜木と と

もに，子想もしなかったおびた

だしい樹恨が現出した。発掘さ

れた樹根中も っとも大きなものは直径6mにも達し， 樹令実に 1,000年と見られるも

のを始め， 大小およそ 200株を掘りあげるに至った。

当時の工事関係者の卓見によ り，この貴重な現場が保存されることにな り，漁港計

画が変更された。発掘された樹似の一部は，発掘当時そのままの位置で保存するた

め，まわりに壁を設け，海水を常時ポンプで給水し，上屋を設け， 今日まで発掘当時

そのままの姿で保存されており，昭和30年3月特別天然記念物に指定された。

d) 富山海岸の浪害 富山県の調査によれば，富山一帯の各海岸は， かなり昔か

ら数えきれぬほどの津波や高波の被害を受け，かなりの面積がすでに海中に没してい

る。これらの被害は記録に残るものだけでも 点観5年6月7日 （833年）の海噺記録

以来安に130余回の多きにのぼっており，そのたびに多数の人家が流亡し，土地が海

中に没し去っすこと伝えられている。今これらの記録の中から主なものを抜率してみよ

う。

0 久翼手元年8月10日 (1154年）

〔新治村海噺のため陥没〕 8 月 10 日午刻より 11 日卯刻に至りて海層~あり ，新治村一

円陥没して冶海と変じ，被害面積40万坪， 人家70余，人畜死無数と称せらる。新治村

は今の生地町西方，海岸線より沖合10町余という，潮退きし後更に荒蕪を治めて生地

村と称せり。（下新川郡生地町役場調査）

0 天文11年 (1542)

〔越中海岸津波〕 越中の海岸ー侍津波のため， 土地の民家の流失，人馬の溺死甚だ

し， 打出浜の如きは元の姿更になし，一昨庚子の年以来数度の津波にかかり，人々皆

遠所へ移転せ りつ

0 明麿元年，2年 （1655,1656) 

〔新川郡海岸海明日 明暦元年，同2年と 2問の大海l焔あ り，海辺の諸村水中に没

し， Ji田変じて砂僚となり家屋人畜の被害無数一 －云々

吉原村は北方一面海に臨み，古より往々海水のために沿岸を洗流さる。明暦元年お
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よび2年の海明日には海岸の砂防林を失い，字釜の前と稽する処にありたる砂山も今は

その痕跡だにとどめず，現今海岸に建築しある恵比須堂の如きは実に前後5回も洗い

去られて次次と後退せしめられたるものなりという。。享保元年10月 1日 （1716年11月14日）

〔泊沿岸海明ll〕 10月 1日朝大海噺のため，泊町全戸流失す。当時泊町は横尾村下浜

手にありしも， 同3年現今の処に移転せり。（泊町役場調査）

0 草保元年11月29日 （1717年 1月111ヨ）

〔東岩瀬海明I~ 〕 11月29日己之刻よ り当町付近に海鰍起 り，約12時間ばかりの聞に家

屋91戸を倒壊せり ，爾：来海水常に海岸を侵蝕して止ま ざりければ，海辺の家屋漸時町

の南方に移転しー 今の東岩瀬町の南部，jにある一番町， 二番町といえるは即ちこの時移

りたるものなり， 而して元の東宕瀬JllJの所在は今や海上、rrp~の所にありと し、う。

0 弘化2年12月23日 （1845年 1月30日）

〔滑川j良害〕 23日より 3日間弱而悠噺起り滑川海岸人家33戸iJ主役すっ士会山王町浜町

の所南方に移転して今の堺町を告ljむ勺

0 明治13年11月27日 (1880年）

〔滑川海岸浪詰〕 27日西南の暴風雨にて，夜滑川， i:':i月， 水橋沿岸に高波起り，滑

川町字西町は全部浸水，東水橋町へi淡路打ちあげ，家屋倒壊多数っ

rn川町字山王下西町は現在の海岸よ り約50問先の海中に市街を普列せしも．明治13

年11月11日の高波のため海面侵入しその家屋は後方に移転せ り2

0 明治26年10月14日

〔新湊に浪害） 14日午前6時より強風，微雨を交え暴風雨となり ，時に間断するこ

とあるも漸｜侍風勢を増し．翌日日午前2時に至り海岸一帯に激浪起こり．これにより

海沿いの家時55)iを全演し， 半潰のもの50Ji，浸水する もの61戸，宅地欠政8反 3畝

に及べり。

0 明治26年11月18日

〔滑川海岸浪者］ 17日は暴風の警報あ りしも唯雨のみにて風勢はさまで強烈ならざ

りしが，同日午後12時頃より海上波誠おだやかならず， ＇5!.18日午前 3時頃に烹り激浪

山の如く襲来し， 堤防を破壊し陸上に打ち上げ， 同日午後に至 り梢静かとなれ り，右

の如く風勢強烈ならざりしにかかる激浪の起こりしは， 定めし沖合において強風の起

りしに因るならんぞこの被害，家屋全治21戸，半壊22戸， 浸水60戸，嬰防欠岐420聞

に及べれ

e) 寄り量りj皮 以上 被害記録のうちの数例を紹介したが， これに類する被害

は富山海岸のほぼ全域にわたり，沿岸住民は古来から実におびただしい被害を受げつ

づけてきたことがうかがわれるつ

これらの被害記録の中で注目すべきは， 「津波J，「海噺Jという こと。どが古い記録

に多く用いられていることであるつこれらは．現在でいう津波ではなく， いわゆる
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第 5図 日本海治岸各地の風向 ・風速と波高の比較
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（昭和40.12.14～20)

「寄り廻り波」とよばれている官山湾特有の現象と思われる。

風や波が静かで，海上もなんら変化がない時に，突如として高波がうちょせ， 11r山

湾奥深い新湊地区やm川地区などの海岸が波書によ って大きな被害を受ける例がきわ

めて多し、。これが富山湾特有の寄り処り波という現象であり．富山湾近海の気象擾乱

による風浪ではなく ，日本海北部に発生し，伝播して くる大きな うねりによるもので

ある。

すなわち，

①北海道方面に極めて発達した低気圧があって，日本泌北部で北よりの強い（20m/

sec 以上）風が10時間以上もふき続ける。
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水橋海岸汀線後退状況第 6図
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①日本海北部で波高 9～12m，周期10～12秒の激浪が発達し， これがうねりとなっ

て日本海を南下し，富山湾内に入った頃は，波高は3割減くらいに減衰するが周期は

1害Jjくらい大き くなる。

③新湊や滑川方面で特に顕著に現われるわけは海底の地形によるもの と思われる。

なお， 「寄り廻り波ーの命名は， 生沼伏木測候所長 （昭和10年～14年在職）があた

かもタライの中の水をゆり動かすような運動をし，西から東へ湾岸を荒し廻るという

ことから寄り廻り波と命名したといわれている。

第5図I〕は，北海道の江差，秋田，新潟， 富山の海老江，および金沢にお：？る風速

および波高記録 （昭和40年12月14日～20日）を並べて比較してみたものである。江差，

秩田，新潟では，波は風と比較的jミい相関を示しているが，海老江では， i度は風 (17

～18日はすべて陸風である） とは全く相関がなく ，しかも録高 Smをこえる著しく大

きな波が記録されており，「寄り廻りi皮」 の実態をよく表わしていると思われる。な

お，金沢では，波は最大 3m程度であるが，これも風との相関はほとんどないように

見える。

f) 汀線後退の記録 文献や資料から，

中から，二，三の例について紹介する。

(l｝放生津 ．嘉永 3年 (1850年）加賀濯が黒船来航に備えて，領内の海岸に砲台を築

いた。石黒高樹が 「海辺砲台台所野帳」に-J1J_生計E八幡宮裏の砲台のことを記している

汀線の後退が明らかにされているものの
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が，これによ ると，治線から

13聞の砂浜があり，幅 42間

半，奥行13間半の設計であっ

た。これからみると， 100年

前は50mi中に汀線があったこ

とがわかる。

(2）水橋 滑川市魚弱地区字

稲干場の地籍図 （明治8年作

図）によると，旧上市川左岸

付近では上市Jllから汀線まで

12lmあったが，昭和25年頃

には45mと著しく侵食され

た。最近の調査（昭和44年〕では，さらにlOm以上侵食されてお り，汀線付近に樹木

が2～3本立ち枯れの状況にある。

(3）滑Jll：第7図は滑川市荒俣地区の海岸の地籍図（明治8年〕で，この付近の海岸線

610mを詳細に検討したところ，通称中川と よばれている川の左岸付近で，明治8年

から75年間に汀線が23m後退し，江戸時代の旧街道は今や海岸線になっていることが

判明した。

滑川に初めて護岸が設けられたのは寛永5年のこ とと され，「木町一帯は慶長年代

までは波浪の侵入は放置されていたが，寛永 5年加賀三世前回利常公が初めて御旅屋

を本町綿屋九郎兵衛に命じて以来，激j良の侵入を防ぐため御旅屋の下に合掌枠を施し

・・・・Jとあ り，以後浪害ごとに藩より奉行が出張して来て復旧工事を行なったと報告

さ.hている。

(4）吉原 ；石井2〕によれば，明治初年に くらべて70～90m・汀線が後退していると述べ

ているが，その後さ らに後退して現在に至っている。海岸沿いの土地台帳にある小沢

および浜地の全部は今海中になってお り，隣村の神子沢付近の字合面，大島および目

川字千鳥，下城掘の部落も，土地台帳面のみが残っていて， 全く失われた 土地であ

る。

上原村郷土誌 （明治33年隣原次郎著）の中に， 「有磯海は水波に呑まれて漸次西北

より東南に縮まる。而してその最も著しく縮まりしは明暦元年の海噺で2.4万坪，同

3年には海岸の樹林および｜迫地は1.86万坪いずれも瞬時に蚕食された。今海岸を距る

およそ20間余りの地に恵比寿堂がある。託証岸よりこの地に来るまで移転 5度なりとい

うっヌ釜の前とい うところに今より60年前に高さ数十丈の白砂の山ありしが，これも

毎年海波に呑まれて今はその痕跡をも止めず，近年怒潟狂乱の後，時々土中に埋没せ

し樹木の出ずることあり。海辺の土地が海波のため埋没せしことを証するに足る」と

述べている。上記の恵比寿堂はその後なお 2回移転し，いまは上原神社に合犯されて
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第8図 吉原集落移動図
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いる。また，黒部扇状地東部に砂丘がイf'.在していたとの記事は興味派い。

第8図l主，石井によ ってまとめられた吉原の集務移動関であるー占原却；／在は天保年

間には 126戸，文政年間に 161／寸であったものが， 明治 6年に1941I，大正2年に 217

戸，昭和25年に220Jiに増加した今 このうち，I良吉のため移動した家屋は明治年聞に

16戸，大正時代に28戸，昭和に入って43戸，計87戸に達すると述べている。

不jjj：ーはまた，昭和11年に疑防が建設されたのを機会に堤防と汀斜の距艇を測定し，

昭和24年8月と同25年12月にも再び狽IJiU；し，前回の，A,B, C, J.1.（について比較し

ている。これによると上の去のようになる。

現在では，これからさらに後退し，砂浜は全く消失し，堤防も前向洗Jf.liのため当時

の位置では復旧ができなくなり， 20m程度後退した位置に復旧してある状況であり，

結川昭和11年当時から50m以上後退したことになると考えられる。

j良害による移転は民家のみならず，神社や寺も古来から幾度か移転しているものと
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第 9図 富山海岸の打線後退状況（寓山i海岸侵食調査報告書より）
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写真2 遠州産美海岸の海出

推定される。前回にも矢印をも叶て示しであるが，/:llif:［が2阿，また三つの寺がそれ

ぞれ移転を余儀なくされている。

第9関は，富山県土木部の利企になるものである。最近においてもなお侵食現象は

つづいており，各地で相当量の汀線の後退が見られ，出山初／＇flの侵食の規模の大きさ

とその激しさを物語〉ているものといえよう。

遠州；屋美海岸

渥美半島の遠州灘に匠iする海岸は写真にも見られるような高さ数十メートノレに及ぶ

海蝕農が連続している。
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この海岸線一帯の欠漬侵食は著しく ，汀線は年々後退を続けており，その後退量は

年平均 lm といわれているョ

この海崖の大部分は，まだ岩石といえるほどには悶結していない燦層． 砂層，粘土

層などから成る洪積層を切って生じている。この土佐積！習は渥美累腐とよばれる洪積層

で，ほとんど水平に近い層理をも っているつ

渥美半島のはるか東方には天竜川が大平洋に流入しているが，渥美半島の河川はそ

のほとんどが北流して三河湾iこ流入しており，遠州灘に流入する河川は数本にすぎな

い。したがって，これら河Jllからの供給土砂量はほとんど期待できず．従前から海崖

の崩壊が土砂補給の主体をなしてきたと考えられ，かなり以前から大規模な侵食が続

いてきたものと考えられるヲ

渥美海岸の侵食を示唆するいくつかの占文書があるが，ここにその一部を紹介して

みよう。3〕4〕

a) 浜辺欠聞示荒帳 江戸時代の明和 5年 Cl769）に高松村浜辺欠間永荒帳と称
せぷ

するものがあり，諸所に欠地を生じ， 6組，総反別 6反 7畝12歩 （約6,700m2）の土

地が永く荒地となったと伝えられている。

b) 伊勢街道 この街道は室町時代に至るまでは太平洋岸に沿って渥美半島を縦

走し，伊勢へ渡る捷路として栄えたものであったが，江戸時代末期になると全くその

姿は認められなくなった。この原因には種々あると恩われるが，年々の侵食によ って

その都度道路が変更され，路線、は次第に高地へ高地へと追いやられ，坂道が多くなっ

て不便となり，利用価値の低下によ って廃道になったのでt土なし、かと推察される。こ

のうち最も大きな変化を与えたものは宝永4年（1707）の震災で， この時太平洋岸の

村落は大半流失して著し く旧態を変じ，従来の街道はその大半が流亡したっ

c) 城下村 約 500年前，海岸の高地伊古部の丘陵の上に 黒田右京之進が築城し

た。この城がで・きた頃は城の南方に低地があ り城下村といった。この時代に山上にLU

城をつくる時は，領主は兵糧を確保するため付近に相当の水田を所有していたもので

ある。城下村はこ うした理由で存在した村で，北方の高地に城があり， 当時の海岸線

は城の南，城下村のはるか南側にあったものであろう。今日では海岸線が後退し，旧

城下村は海となり，城下村の民家は江戸時代廃城後上方の城跡へと移転し，大手もこ

の丸も崩壊して，今日では断崖が本丸の半ばに達している。民家はこの城跡をこえて

北側の低地に移り， 位置からいえ：i城上村，あるいは城北村と よぶべきと ころを，地

名は背のままに城下と呼んでいるつ

ここの海岸の沖倶lj約 7'8町 （7～800m）の海中に岩があり，この岩iこ「かき」が

つき，地曳網の障害になるため．このかき殻を砕き採る必要があ り，潜水して これを

採る人を「かかりくだき」とよぶが，そのかかりくだきの言によれ：£かきのつく岩

は寺の門前や域の門構えに用いてあった大石と考えられるとのことである3

d〕 大円寺の移転 元禄10年 (1697)3月15日付，城下村にある禅宗竜門寺末寺
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の大円寺の寺移転の願書によれば，17年前の高浪で門前の浜へ下りる道が欠け込み，

通りにくくなった上，前は村中の人が浜に住んで、いたが， 先年の高浪で百姓も全部上

の山へ移転したので，里中も遠くなり取り残されて難儀している。ついては， 当寺よ

り5町ほど北方の 「みそが谷の上」という所の荒野に移転させて欲しいーー・・とある。

この 「みそが谷の上」の寺跡が現在では丁度海岸線になっており ，現在の大円寺は

さらにそれから約600m入った所にあるさしたがって，現在までの約270年間に 5町ば

かり海岸線が後退したことになる。

このこ とから考えると 「かかりくだき」の岩も， 500年に7～800m海岸線が後退し

たと考えると，海岸線の後退状況がおおむね一致するこ とになる。

e) 遺跡 渥美半島の三河湾沿岸には至る所に員塚や 古噴があり ，人の住んだ跡

が残されているが，太平洋側は南面した居住適地と考えられるにもかかわらず，遺跡

や遺物はほとんど発見されていなし、。このこ とは，元禄年聞からわずか270年間にも

数百メ ートノレの海岸線の後退を示している ことから，一応この速度で海岸が後退して

きたと考えると， 2000年前頃には海岸線は現在より数粁沖合にあったことになる。太

平洋沿岸に遺跡が見つからないのは，それがすでに海中に没していると考えるとうな

ずけると思われる。

f) 地錆図からみた海岸の侵食状況 第11［習は，遠州｜灘海岸調査報告書 （注 3)

参照）の中から引用転載したもので，明治30年の地籍図と昭和30年における海岸線の

状況とを比較して，海岸侵食状況を示したものである。

これによれば汀線および崖線の後退は少な くとも30m，大きい所で、は80m以上にも
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第II図 混美海岸のiT線変化
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注：

達してし、るつここでは紙面の都合もあ

り3ヵ所について転載したが， これ以

外にもも っと侵食の激しい（同所もある

とのことであるつ

明治30年以降昭和30年までの経過年

数は60年であるから，海岸線の後退は

少なくとも年子均 0.5m をこえ， lm 

程度iこ達するl正域がかなり多いものと

与えられるの

なお，地籍図は民地の境界は明らか

であるが，屋上線の位百l土記載されて

いないので，その判定はある程度不正

確であり，現地が30m以上の崖線地イt::
であることから， 少なくとも年 lmは

侵食されていると考えるべきであろう

と報告書は述べている。

1) 吉田清三：富山湾の治岸波書と 「寄問り」波の実態；富山商船高等専門学校紀

要員’＇2号 (1970）。

2) 石井逸太郎 富山湾海岸地侃の地学的調査 富山湾海岸侵食調査報告書。1952。

3) i事州灘海岸調査報告書（第 l報）昭和401ド3月，水産庁漁港部，愛知県土木部。

4) 涙美半島遠州灘沿岸崩I亥；記録 昭和40'1'・ 1月，赤羽根町ゥ

（建設省河川局海岸課）
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