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わが国における海岸侵蝕（ 3 ) 

豊島修

わが国における海岸侵蝕の実態を紹介していくなかで，前同l土． 守主Jた的にかなり長

ltfl間にわたって侵蝕が進行してきたと考えられる宮山海岸ならびにj昭夫海岸について

述べた。

今回も，前回にひきつづき，比較的古〈から侵蝕されてきたといわれて いる小 松

（安宅）海岸（石川県上今津坂~！｝海岸 cr.m鳥県），ならびに飯間iUi中 （千葉県）につ

いて紹介することとする。

あ た か

小松 （安宅）海岸

石川県小松市の小松（安宅）海岸は， 占くから漏l助等で有名な「安宅の関跡」があ

ることで知られている。

住間伝えられてきたところでは， ii:時の安宅の関跡はいまでは；1J1｛；はるか 2～3里

の海中にあって，海岸にもその跡らしきものが存在するといわれてきた。

しかしながら，いくつかの文l旬、をしらべてみたところでは，安’i;の関助、は昔から現

位置にあったものと思われる。以下 2～3の文献を抜すいしてみよ う勺

石川県能美郡誌川 安宅関一一「此j也八雲御妙に安宅橋あれども ．安宅関を見ず，

伝えてし、う。文治の初め，義経頼朝の骨肉伺争うや，義経そのtfJ；索に堪えず，遂に出

奔して行〈所を知らず，頼朝即ち三十七凶に命じて新関を備え． もって之を捕えしむ。

安宅は即ち其ーなり。同三年二月義経其姿及び従土と共に，鷲為i：鉄rt111伏に扮して，
Lつわ

Jt~.f道をすき＼関守富僅泰象を伴りて， 1+1羽より姥奥に至ると L 、 う。 この事古く謡曲
たいしゃ

に見え，演l~tj となり，長唄となり，ついに人nに勝灸して真偽を別つべからざるに至
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れりと難も， 正史においては主主も記載せらるる所あらず。

叉，世往々にして安宅関跡につきて論ずるものあり。三州名跡志に之を記して，今
へだた ばかり

二三里を距りたる海中にあり，百年許前には，海波静かなるの日，老松を海底に認め

得たりと。 とれより世人多く之を祖述す。
ひろ

或はいわく，二堂山の沖三海里，水深三十五内至三十尋の所に暗礁あり，之を沖の

富樫とよび，半海里陸地に近き所に，かかり場と称して，船舶の碇繋に最も適する所

あり，之より小距離に水深十七内至二十尋の暗礁ありて之を地の富樫と称す， これ旧

関跡と。

此等は皆義経通過の事の著名となりたる後に起りたる名称なるべく，暗礁は漁網の

連行を阻害するが放に富樫をもって之る擬したるなるべく，たとえ岩石に富樫の名あ

りたればとて， 文治の史蹟を証明するに何等の効果あるものに非ず，安宅関のこと遂

に文献の上に確証を得る能わざるなり」云4・ー…。

加賀志徴∞ 安宅関一一盛長私記巻二十七に，文治三年二月十日前伊予守義経日

米所々に隠れ住みて，度々の追討使の害をのがれ，頃日叉比叡山に隠れいて，ついに

伊勢 ・美濃の国を経て奥州に赴かんとす……云々。按ずるに，安宅の事は許制封にっく

りたる故人口に贈灸すれど，其事古書に見えず……云々。安宅t土ft古の官道にて兵部

式に載せられたる古駅にて……，文治の頃までなお官道なりければ， こLに関門を構

えたることさもあるべし…－，されどl花山のごとく，富樫自ら関門を守護したるにあ

らず……云々 。

叉，洛陽松岡！文章が結I延録に，義経加賀安宅の関をj通る時，弁慶勧進帳を読み，伴

りて関守富樫を渉：き，わずかに虎口の難を免るとは謬り也。力II州の人の物語に，此時

義経の勢い未だ落ちず三万騎にて下れり……云々 。

加能郷土辞前 3l 安宅関一一 安宅の関は義経通過のことによって最も世に知られ

ている。 しかし富樫泰家のこ与に関を設けたというは全然架雫の談に外ならぬ……云

。々 この海岸一帯の後退することは事実であるが，安宅にして数里の陸地を失ったと

すれば，その南北接続の海岸も略同ーの状態であらねばならぬ。 しかるに，ひとり安

宅にのみとの口伝あるは怪しむべきである……云 。々

郷土史家の話 石川県史編さん委員である郷土史家川良雄氏によれば， 奈良時代

（約 1,200年前）から，役人の視察旅行の使をはかる目的で海岸線沿いに4里乃至5
し~t.=.i 、しゃ

箆間隔に駅が設けられており（例・潮津駅，安宅駅，平加釈にまた式内社（国の神社

台帳）に記載されている由緒ある神社はおおむね海岸線に集中していた。当時は梯川

をはじめ河川の氾らんが怪しく ，1J日賀三湖も一つにまとまっていた時代で，付近一帯

の湿原となっていたと考えられ，寿永二年の源平合戦の折にも倶利伽羅への往復路と

して海岸線通りが利用されている。当時と しては海岸線通り（木曾街道）がもっぱら

通行路として利用されていたと考えられる。

前述の三つの駅は，ほぼ直線状にあったと考えるべきであり， この地形が現在も変



30 

っていないことから，安宅関付近のみが特に侵fi1！されたとは考えられない……とのこ

とである。

安宅海岸の侵蝕 さて，以上のように文献を技べてみる と，安宅の関跡が2～3

里沖の海中に没したという話は全くの “し、つわり ”になったが，それでは安宅海岸は

全く侵倒！を受けていなし、かというと実はそう ではなく， 最近にな ってかなり汀線の後

退があることがわかってきたのである。

第1図 安宅海岸のn線変化

官

耳L

黄昏

＼ 

第 1図は，大正15年の浪IJ量になる悌川改修計画図面と，昭和39年の測量になる安宅

漁港計画図， および昭和43年測量の小松海岸平而図とをそれぞれ重ねて比較したもの

である。

図の下方中央付近に 「安宅関」跡がある。

大正15年当時は梯JIJ河口部左右岸の海岸汀線には別段大した廷はなく ，かつ右岸仮IJ

についてはその後汀線はやや後送はしているが， 左岸側にくらべるとその規模は小さ

明治30年頃には，右岸似IJの海浜で， fJ・g見rn1の小学校迎合運動会や，陸軍第九師団の

大演習が行なわれたとのことであり，また当時の地曳網から~－えて ， 少なくとも砂丘

の前に70～80mの浜があったと）｛，・えられるところから， 明治30年当時からみると右岸

側の汀線は 50m程度後退しているのではなL、かといわれている。このことから考える

と，大正15年当時の汀線も，明治30年代からみると20～30m程度後返していたのでは

ないかと推定される。
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左岸側は，大正15年当時にくらべると， 70～80m程度後退しているが，地元民の話

では，昭和5年に漁港の防波堤（導流堤）が完成して以来左岸側の汀線が後退し始め

たとのことである。

また最近になって， この汀線後退を防止する 目的で， 図のように導流堤元付付近に

つづけて設様が新設されたが， この影響も加わってか最近では左岸導流堤の付根付近

の砂浜はほとんど消失している。

手真 1は，昭和42年9

r-130日の出影になるもの

である。右岸側にくらベー

左岸側の汀線の後送が著

しい。

写真 2C<lは，昭和 7年

ごろの写真3は最近の，

いずれも安宅関跡前而iの

住吉浜の状況を示すもの

である。

l列/(ff［な椛造物がないの

で，あまりはっきりした

比較はできないが，昭和

5年に漁港導流堤が完成

してから左岸側住育浜の

汀線が後j止を始めたとす

れば，昭和7年当時（;t多

少汀線が後送していたと

も考えられるが，この写

:uで見るかぎり，砂浜の

ひろさVこ70mとし、うよう

な差はないように思われ

る。おそらくは，背後の

砂丘もかなり後退してい

るものと推定される。

以上述べてきたよう

写真 1 安宅海岸付近

写真2 昭和7年頃の住吉浜

に，安宅海岸については，いままでに紹介してきた侵蝕海岸と異なり，巷間伝えられ

ている ような大幅な侵触はなかったということになったが， 明治後半からは次第に汀

線が後退を始めてきたことは明らかであり，最近の侵蝕海岸の多くが戦後特に大きく

なったことにくらべれば，やはりかなり古くから汀線が後退してきた海岸のーっとい
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写真3 昭和45年の住吉浜

第2図 今津坂野海岸位置図

うことができるものと思

われる。

今津坂野海岸

徳島県小松市の南ffllJ,

那賀川河口の北側に位置

する今津坂野海岸は，従

来から海岸侵蝕の著しい

海岸であるが，これが{nJ

時ごろから始ま ったもの

であるかについては必ず

しも明ら力、で・はない。

しかし古老の言や現

地調査，あるいは五万分

の一地形図などの変化を

しらべたところでは，つ

ぎのような点が明らかに

されている。

明治以前の推定海岸線

まず，古老の言によれば，

明治初年頃 （約100年前）

までは，那賀川111:出口か

ら和田島付近に向かつて

海車線は直線状をなして

いたとのことである。

具体的には，和田島地

内の．現在の海岸堤防から約40m陸倶I］に入ったところに，延長約 lOOmにわたって旧

石積が現存しており，この旧石積堤防上に松林が現存しているが， この旧石積堤防の見

通し線上に阿南市東部海上の「丸島」があり ， この石積法線と丸鳥を結んだ見通し線

が従来の海岸堤防であって，その前面に，江野島地区でト約250m，和田島地区で、150m

の砂浜が存在していたと伝えられている （第3図）。

この当時の海岸線にくらべると，現在の那賀川河口付近は400m以上前進しており

江野島地区では逆に450～700m汀線が後退していることになる。

また，昭和43年7月に実施した深浅測量の結果， 出島地区沖合約 200mの海底にー

旧堤防の跡がある という地元民の話が事実であることが判明した。

これを図上にプロットしてみると，上記の旧堤防見通し線上に一致することが縦め
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第3図 今津坂野海岸の海岸線の変化

られたのである（第3図参照）。

地形図の比較 つぎに，過去の五万分の一地形図と最近のものとをi立ね合わせて

比較してみたところ，つぎのよ うな点が明らかになった。

1) 明治40年測図 （65年前）と大正 6年修正側図 （50年新j) との比較では， 汀線の

若干の前進が見られ， 侵蝕された形跡はない。

2) 大正 6年と昭和9年との比較では，汀線は全般的に後；gしており， この17年聞

に，年平均 2.4m程度の後退盈：を示しているョ一方，和田弘地区だけは逆に堆偵し汀

線の前進が見られる。

3) 昭和9年と昭和33年の比較では，24年間に年平均 1.2m程変の後込量である。

4) 昭和33年とug和42年の比鮫では， 9年間に11二平均 6mと大幅な後j)lを示してい

る。

つぎに，大正6年狽lj図のご．万五千分の一地形図と昭和37年の測図とを比較してみる

と，

色ヶ島地区 150～75m 平均 113m後j):t 年平均 4. 03m 

江野島地区 100～75m ’F 88m /1 " 3. 14m 

和田島地区 50～30m 40m II 1. 24m 

とそれぞれ後退しており，年平均の後jg危は色 γ島 ・江野島地区で3～ 4mにも達し，
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第1表 今津坂野海場における引堤記録

年 月 引堤延長 ヲ1 堤 場 所 原 因

明治38年 434間 ｜今津村江野島 明治37年 9月17日の台風

40年 505 II l 今津村今津i甫，芳的 明治40年6月27日の台風

45年 237,, ,, 江野島 明治43年 9月28日の台風

大1E2年 158 II I II 色ヶ島

4壬ド 918,, ,, 江野島 昭和4年 8月5日の台風

H召平L14年 県蛍移管

9宝F 7, 678m l今津村芳崎～創刊IT和出島 昭和9年 9月21日の台風

第2表 長安日夕刊ム堆砂量（5)

年度別 Jit砂量

32年度 230, 755 m3 

33 41,875 

34 124,358 

35 664,418 

36 1,502,644 

37 38,459 

38 403,630 

39 367,569 

40 491,700 

41 418,901 

42 391,124 

4. 675. 433 m3 

摘 要

第2室戸台風

キ425.000 m＇／年

和国鳥地区でも lmをこえる（1内を

示してし、る。

引堤の記録山 一方本海岸

の侵的！対策事業［土，明治17～18年

ごろ，今津村江野島海岸に簡単な

水ililJ工を施工したとの記録があ

り，これが本海津における侵蝕対

策の始めと考えられている。

その後，明治25年 7月25日に大

暴風雨があり ，初めて国庫補助を

受けて石積築堤を施工しているe

その後も汀線の後退は次第に激

しくなり，つぎつぎと堤防を後退

させて引堤工事が行なわれてい

る。そのおもなるものは第1表の

とおりである。

さらに， rrp,和25年 9 月のジ ヱー ン， キジヤの l山j台~によ って ， 昭和 9 年の室戸台風

に比すべき大災害を受け， 本海岸の海岸施設はほとんどその機能を半減したうえに，

昭和26年から29年にかけて連年にわたり災害を受けたため，昭和29年度から同36年度

にわたり，海岸災害復旧助成事業が施行され，現在堤防が完成したものであるc しか

しその後llB和40年ごろから再び侵蝕作用が著しくなり．堤防前面の砂浜は次第に消

失し，堤胸lは洗掘され，目下侵蝕対策が実施されつつある。

那賀川の供給土砂量 今津坂野海岸への土砂供給源と目されている 那賀川の中ific

i切れこ， l¥B和31年4月，長安ロタムがラヒf友し，流出土砂量が減少した。

長安日夕ムの堆砂量l工第 2表に示すように， 11年間に470万 m＇にも及ぶもので 年

平均で40万 m3をこえる量である。



今津坂野海岸が，部J'l

Illからの流出土砂量に大

きく影響されると考える

ことは正当であり，最近

の著 しい侵倒！傾向は，こ

の流iき土砂金の大幅な減

少と無縁ではあり得な

L、。

郎氏Jllからの流出土砂

量はもちろんこれだけで

はないが，今i+t坂野海岸

だけでなく，今後l土那J'i

JI I inf口周辺部の他の海岸

も，次第に佼｛せ！性の海単

へと移行していく可能1'4:ー

があることに留昔、してお

かなければならなL、。

るよ貞 4およひ写真5は

ともに昭和43年10月にお

ける今津坂野海岸の状況

である。

写ft4の江野島地区で

は，かなり前から写真の

ような突堤が設置されて

いたので，多少の前浜が

残っているが，写真5の和田島

地区は，従来から比較的侵蝕性

の少ない地区で、あったので，こ

のような突堤や線図工が施工さ

れていなかったのが，最近にな

って包速に汀線の後退が始ま

り，写真のように前浜は全く消

失するに至ったものである。

飯岡海岸

叛FηJi11J7'告（6），主，千葉県東部九

~島わが国における海岸侵蝕（ 3) 35 

写真4 今津坂野海岸（江野島地区）

写真5 今津坂野海岸（和田島地区）

第4図 飯岡海岸位置図



36 

写真6 扉風ヶ1筒

写真7 j函連洞（その 1) 

十九里浜の最東端に位置

し，強度の侵蝕性をもっ

海岸として古くから知ら

れている海岸で．その東

側は， 有名な海蝕崖であ

る「扉風ヶ浦」をはさん

で，利根川の河口銚子市

へと連っている。

この扉風ヶ浦は，下総

丘陵の東南端が太平洋に

突出した先端部にあた

り，その西端が行部山中で

あり，海抜60mをこえる

が，上部はほぼ平坦な台

地をなしている。

界風ヶ浦の中程，行部

自甲から東側へ約 2km, 

磯見川が海に流れ込むあ

たりは通連ii司とよばれて

いる。

写真の 7および写真8

は，昭和42年ごろ，通連

j同の状況を示すものであ

る。地元の古老の言では

わずかに往時の通連il~Jの

おもかげを伐しているとのこと。 しかしながら， その後の侵蝕の進行により，この写

真に見られるような1背景は，現在ではすでに見ることはできなくなっている。

飯｜苅海岸の海底底質は，行部岬付近に露出している青色軟岩質土丹層（泥岩） （写

真 6）がJil'rから西方にflil斜して下がり，下永井付近から徐々に上部細砂の層を増し，

平松付近にて砂層厚 3m程度を有するに至っている。

この土丹庖上の細砂周のなかに，随円形府平の玉石が含まれているが， この層は飯

岡海岸特有のもので，飯l刊石とよばれているものである。界風ヶ浦の欠壊につれて，

飯阿庖（土丹周）中の悶い部分が波浪により西方へ運ばれて飯岡海岸に漂着沈降した

ものと考えられ，昔から 「寄石」 とよばれ，過去における護岸工事 （波止場工事）の

欠くべからざる重要資材であった。

飯｜帝｜海岸の侵他！の照史は遠く鎌倉時代にさかのぼるといわれている。



鎌倉時代には，現在より 600m以上突

出していた現行部仰の先端付近に，通正1

ii司に流れ込んでいる磯見川が当時大きく

迂回して永井の浦に流入し， 天然、の要容

を形づくり， 「サヌキ城」が築造されて

いたとのことである。

当H寺行部岬は，現在よりはるか／q1合に

張 り出した高陵でーあり ，中央部の竜王山ljl

もまた沖合に突出した岬角で， 近隣に誇

った飯問、泌を形づくっていた。これら日j

岬にまもられて 「永井七浦」が存在し

その前面には 「浜町」と称する耕地が存

在していたが．年々の侵蝕によって行部，

竜王の両岬が後退するとともに海中に没

し去ったといわれている。

当時，永井七浦と称されたのは，小松，

後草，蛇園，高生，野手芸b，上永井

および下永井の七郷の総称でーあり，この
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写真8 通連洞（その 2)

うちいま銭っているのはわずかに上永井，下永井の二つであって， 当時の住民は止む

を得ず現在の千葉県海上官fl，香取郡内の各地に移住したと伝えられており ， これらの

第5図 飯岡海岸侵蝕状況図

太 斗ι 洋
保蝿・r使命2包....畢 〈喝 n円
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第6図 波止場の図

である。

地域に後草，蛇園など

の地名が残されてい

る。

第 5図は，昭和37年

に，飯岡町役場でつく

られたもので，寛政6

年の下永井村総図およ

び明治26年の「波止場

工事ニ付参考要項等」

を参考に函かれたもの

図のように，竜王仰は時代とともに次第に後退しているが， この仰には常に 「波止

場」が設けられ，そこに玉崎神社が紀られていた模様であり，現玉崎神社の調べでは

竜王山中先端のIE！玉崎神社は天文2年（1533年）に移転したと伝えられている。

波止場 竜王山ljlは，侵ff1！によ って後返しながらも，第5図に示すようにし、つも波

止場を形成していた。 この 「波止場」は，いわゆる船着場あるいは港としての波止場

の恵味をもっとともに，文字どおり「波を止め」周辺の海岸線を維持するための施設

として，代々地元民によって常々として築かれてきたもののようである。

第6図は，飯岡町に伝わる 「波止場工事ニ付参考要項」の付図として画かれている

もので，明治26年当日寺の計画では， このような型式の波止場を竜王山中から下永井海岸

一帯にかけて 6基設！ftしようとした校様である。 この 「参考要項」は当時の状況をよ

く伝えるものとして興味深いと思われるので，ここに転載してみよう。

海上郡飯岡町波止場工事ニ付参考要項

1. J也形 当町地形ハ九十九里湾ノ巌東端ニシテ太平洋ニ突出シ常ニ激浪／街ニ

当リ且ツ其土質極メテ1施弱ナリ

1. 戸数及人口 戸数壱千参百余人口七千八百余口ヲ占ムノレ市街ナ リ

1. 業体 漁商農ノ三業ニ シテ漁業履モ大部ヲ占メ商農之ニ亜F

1. 旧領主 当地領主ハ1'.':i：！十久之丞

1. 欠亡之沿革寛政六年ヨリ嘉氷二年迄凡ソ弐百間余欠亡之カ為メ嘉永三年領主

ヨリ 瓦位米ノ内四治俵（姶六石）爾来減組セラ νタリ以降明治二十六年迄凡ソ

百拾余間欠亡セリ

1. 現在地形 旧設波止場ハl：正ニ破壊シテ形跡ヲ止メス為メニ東方五自余間／沿

岸ハ日々欠亡シ惨状ヲ極メ居レリ

1. 工事•tl’i秒I] 波止場工事ハ総テ領主ノ負担ニシテ且ツ之カ修繕費トシテ年々米

六俵（弐石四斗）宛ヲ下附セラレタリ

1. 証湾、 l拘和二年領主ヨリ修繕'f'tトシテ米下附セラレシ古誕壱通寛政九年波止
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場工事11Jトシテ金穀下附ニ付当時名主以下村吏等／決算セ・ン波止普請勘定帳ト

3己セノレ古帳簿壱冊及嘉永三年欠亡の為メ 滅狙セラ レシ古証壱通以上現存セリ

因ニ記ス現存古証ノ外波止場工事ニ関シ証恐タノレヘキモノ 拶多存在セシモ維

新／始メ村民論地葛藤／際紛失セリ；然レ トモ該工事ハ領主／負担タノレ事現在古

証ニ徴γ明瞭ナリ

海上部飯岡町

以上が「参与要項」の全文であるが，これによると， 寛政6年（1794年）から嘉永

2年 （1849年）までの55年間におよそ200間 （約360m）， さらにその後明治26年（1893

年） までの44年間に110余間 （約200m）後退しており， 年平均にして 4～ 6m以上と

いうはげしい侵蝕をつづけてきたことがうかがわれる。

この要項で興味深い事実は江戸時代からすでに， 侵蝕による被害の大きい地区に対

し減税措置がこうぜられる一方， 侵蝕防止と舟運の使を兼ねた「波止場」工事が，す

べて領主の負担および補助によっていわば公共事業と して 施工されてきたとし、う事実

である。

古証の最も古いものは明和2年（1765年）と明記されており， 当時から波止場維持

費として，領主から年々米 6俵が支給されている。

また， この要項には，先に示した第6図の波止場の図とともに， その計画箇所図が

添付されているが，これによると，

第 1 号関口 7 間， 右袖10間， 左袖 5 間，設計見積三 1~1五治二円九J合五銭

第 2号 間 口 5間，右袖 8間，左袖7問．設計見債二白九姶七円五姶五銭

以 ド第3号から第6号までほぼ，同様な規模で見積られており， 6基全体では，

工事惣額 金弐千百四円三拾三銭

となっている。

これを現在の価格に換算してみよう。建設省河川崎の作製になる治水工事費指数に

もとづき， 明治26～27~三 と昭和44年度との治水関係の工事代倍率をしらべてみると ，

明治26年／昭和44年宇2,350倍

明治27年／昭和44年宇2,070倍

明治19年ごろから26年ごろまでは，物価の変動はほとんどなかったが，26年から27

年が1.14倍， 27'.tf~.から28~!0が1. 09併と急桶している。 これは，日清戦争の影響かと思

われる。

それはさておき，このような倍率で，先の波止場の工事貨を現在価格に換算してみ

ると，

第1号 352. 95 x 2, 350中830,000

第2号 297.55×2,350土 700,000

総額（第 1号～第 6号） 2,104.33×2,350土4,9.i0,000
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写真9 竜王仰（昭和10年）

第7図 石詰枠工

』 』一 三三一 一一 一一
」上－＂ －ー モ ーー
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~I I），隔苧 』判官里石 〈守百聞）

石を詰石として使用したものである。

となる。

写真 9は， ug和10年当

時の竜モ~141の状況を示す

ものである。玉島神社の

鳥居と， ：寺：真左t;Jitiに見ら

れる被災した石詰枠工お

よび第6図に示したよう

な石の山が見られ， 往時

の 「波止場」の様子がし

のばれる。

飯岡最古の護岸 最

近までその跡をとどめ，

かつ古老のし、L、f云えによ

って明らかな．飯岡海岸におけ

る最初の護岸」；事｛主，天保末年

に施工されたといわれている石

詰枠工である。

これは，時の侠客： 「飯岡助五

郎Jが， 天保14年（1843年），当

時の幕府にぬーうて，並木通りの

松並木を伐採しこれを用いて

石誌枠工を施工したもので，第

7図に示すよ うに，末日 1尺の

松丸太を親tJcとしなかに．古

来より寄石といわれて竜王岬ー

併に年々うち寄せられていた玉

写真10は，昭和初期の平松海岸の被災写真であるが，図らずも天保時代に施工され

たと伝えられていた石詩枠工が大幅な砂浜の欠壌によって約90年ぶりに姿をあらわし

たものである。

現在の枠工にくらべ，親杭も立成杭も数段大きく， その立派さ（？）に驚かされる。

その後の護岸工事 石詰枠工としては，現代のものにくらべて一段と大きく立派

なものであった。天保の護岸も，その後のあいつぐ苛酷な侵蝕作用によってその大半

は破線流亡し，侵蝕の度が更に強まった明治初期から大正初期までに 120m, さらに

大正以降においても60m以上の後退をみたといわれており， 第8図《引に示すようにー

かつての箪の演習場であった松林や競馬場は，すでに遠く海中に没し去っている。



このような海岸の侵帥

に対抗するため， 明治時

代になってからも幾多の

対策が講じられたが，如

何にせん，もっぱら木材

と玉石ではし、たずらに破

損欠壊の歴史をくりかえ

すのみであった。

第 9図は明治29年ニろ

に下ノk井海岸に施工され

た法1¥1蛇箆工であった

が， 1年足らずして破壊：

流亡した。

ついで明治30年に第10図（a）に

示すような片法合掌枠を施工

し，背面に寄石を積み上げたが，

越波のため背面の石が崩峻し破

損したので，さらに明治34年に

は珂法合掌枠（図の（b））が平松

下永井雨海岸に施工された。

この工法は．波止工すなわち
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写真10 天保年間の石詰枠工

第8図 海蝕状況図

第9図 遠総工（昭和29年）

ーすW-4¥＂＇末 、＼蝿哨＼ 主二三処

, ~＇－ ~占γ川

自然海岸の侵創！対策工法としてはかなりの効果をもたらしたが，波浪が激しくなると

護岸としての効用はなさず，数年ーを出ずして破損されるものが大部分であった。
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『 4←“ 一

第10図 合掌枠工

(A） 叶弐令＇f枠エ
〈明言 ＇＂斗 ）

」~＂本 7λ 点。 s ' 

、1.>'I'本 ノO,'(,j_o』干

写真11 合掌枠（昭和25年）

(b）向：三舎軍陣ニ
• i CJ.f.弓〉

丈叫に＝、・唱え .f,.llJす

令T ；；＿ ，， 央官ヨ 7T

子戸、11は，昭和25年ご

ろの平怯海岸における合

学枠の被災状況である。

この写nのように，合掌

枠はその後溢岸がコンク

リートの重力式i護岸とし

て設置されてから後も，

なおかなりの期間にわた

って侵蝕対策工法として

引きつづき用いられてき

たが，最近で‘は前面の侵

蝕がさらに進行して水深

が大きくなったために激浪に抗し得ずs今はほとんど消失してその跡を止めていない。

その後コンクリ ートの普及につれてコンクリートブロ ック （方堺），あるいは異形ブ

ロックによる突提乃至根回工が， これらの合掌枠にとってかわる結果となったのであ

る。

侵蝕の原因 飯岡海岸が， このように年々侵蝕されてい く原因の最大のものは，

海岸線に対し常に斜めの方向から入射する波浪である。 もちろん，潮汐や潮流の影響

も決して小さい訳ではないし， それらを除外して飯岡海岸の侵蝕原因を語ることはで

きない。

千葉県の元主任技師大友栄治氏山l主，永年にわたる現地調査の結果から，飯岡海岸

の侵蝕！原凶をつぎのように説明している。

j混同海岸の波浪は，波形勾配0.022～0.033できわめて侵蝕性が強く ，冬季波長の短

い波が平怯海岸冬季欠壌の大きな要｜還をなしている。 また，当海岸の侵蝕は，沿岸流
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および傾斜波浪による激 写真12 下永井海岸の波（昭和27年10月3日午後4時）

しい砂の横移動と補給量

の少ないことにより，潔

砂のJ,i.：着をはかるべき施

設の不備も手伝って．侵

蝕の度を強めていると考

えられる。

すなわち，飯！日l海岸の

砂の補給源は，わずかに

扉風ヶ紛の崩壊土砂と考

えられ．これらの土砂も．

海岸地質が西方に傾斜せ

る土丹1·~1なるため，西市

流して市九十九里に流出

するもの多く，その一部

が飯岡海岸に漂流すると

見られるが，これに対し．

下永弁護岸沿いに走る傾

斜波浪による走り波は強

く沿岸を洗い去り，ここ

に海岸の均衡は破れ，年

年の海蝕！をひき1包してい

る。

一般に，海岸にうち寄

せた波は沖へもどるか．

第11図 侵創！状況図

之；；勺く／手一三さ
で三マ世十、 ..-.. ~詰~：＇： 1 -{ .ごい即

／ いきエ.－,,._, e.；：てぞ！

州伽>:i-ぶ八託子，・・：・・～ 河些

績方向に務動するかであるが，当海岸の波浪が向l丘iせる海岸に対し SEの方向から斜

めに入射するため， ~単沿いにW方向への流れを生じ， もどり流れと合流して海岸に

斜方向に還流する。

当海岸の砕波点＇ H';too～200mであり，砕波点より護岸までの聞の海様土砂は，西

流する沿岸流に乗って移動してし、く。 したがって隣綾海岸または海底よりの補給土砂

の量によ って侵蝕は進んでいく。

飯111；］海岸付近の海！氏の大部分は土丹間であり，補給量は扉）1~ ヶ 浦の崩峡土によると

考えるべきで，その量は年間約 30,000 m3と推定されるが， この土砂が定着している

日数は年聞の約 1/3にすぎず，他の期間は海岸侵蝕が進んでいると推定される。

平松方i＠ま海底が砂であるため， これらの移動砂の准積定着日数が永〈 ，砂の移動

は激しいが侵自由は比絞的緩かて、ある。
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冬季および風向がN,Wの時は波形勾配大であり，下永井方向よりの漂砂の移動補

給が少なく，また沿岸逆潮（西流するもの）が強まって後岸し， 侵蝕歩度を強めてい

るものと考えられ， これら移動漂砂および侵蝕土砂が，南と西に流れて九十九里浜の

前進の一因をなしているものと推定される。

以上が大友氏による侵蝕原因の推定であるが， 当時いまだ海岸工学の揺監時代に，

日夜現地に歩を運び， 飯岡海岸の侵蝕の原因究明とその対策工法に腐心された氏の卓

見と努力に賛辞を惜しまないものである。

（建設省河川局海岸課）
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