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わが国における海岸侵食（4)

豊島修

過去3回にわたり，わが国における海岸侵食の実態を， いくつかの事例をとおして

紹介してきたが，今回は侵食の防止あるいは軽減をはかるために昔から試みられてき

たいくつかの対策工法について紹介することとする。

すでに述べてきた事例からも判断されるよ うに， 海岸侵食の遠因はある程度推定は

できるものの， 直接戸海岸の土砂を持ち去る侵食の機構については， 現在の海岸工学を

もってしても，必ずしもその全貌が明らかにされたとはいいがたい現状にある。

したがって，現代においてすら， 「海岸侵食対策としての安価な特効薬的工法はな

L、j といわざるを得ない。

わが国における侵食対策工法の変遷を見てみると， 昔l主，木材や石材を主体とした

「波浪減勢工」的な工法が用いられていたが， 明治末期から大正にかけて次第にコン

クリ ー トが普及するに及んで護岸が各地で設けられるようになった。

しかし，これらの護岸も，さらに侵食が進むにつれて護岸前面の洗据が増大し， 欠

壊しては後退して復旧するとい う事例が多くなった。

最近になって，テトラポッドを初めとする各種異形プロ ックが出現するに及び，根

回工，消波工の施工によって護単の彼災はかなり減少する一方， 従来の単なる汀線後

退防止対策と しての護岸工法にかわり，これらの呉形ブロック を利用した突堤あるい

は離岸堤工涯がひろ く用いられるようになり，侵食対策工法と しては汀線から一歩海

側へと前進することになった。

しかしながら，これら突堤あるいは離岸堤工法としても， 侵食を完全に防止できる

ものではなく， これらの施設の維持 ・補強問題も含めてなお今後に残された問題は多

し、。



写真 1 飯岡海津（平松）の合掌枠（その 1) 

写真 2 飯岡海岸（平必）の合掌枠（その 2)

（昭和14年）

年）にすでに石詰枠工を施工している。
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ここでは，苦から試みら

れてきた波浪減勢工および

護岸工法のいくつかについ

て紹介する。

わく工法

石積あるいはコンクリー

ト護岸が用いられる以前の

侵食対策工法としては，も
会ラ〈

つばら「枠工」が用いられ

ていた。

富山海岸の枠工 第2

回ですでに紹介したよう

に， 富山の滑川では寛永5

年（1628年）に 「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，激浪の侵入を紡ぐ

ため御旅屋の下に合掌枠を

施し……」とあり，以後浪

害ごとに藩から奉行が出張

して復旧工事を行なったと

報告されている。

飯岡海岸の枠工 第3

固で紹介したように， 飯岡

助五郎は天保 14年（1843

飯岡海岸では，その後も，明治 30年（1897年）には片法合掌枠が，また明治34年

(1901年）には両法合掌枠がそれぞれ施工されたが，いずれも数年を出ずしてその大

部分が破損した。

写真1および写真2は， 同じく飯岡浦岸の平松において施工された合掌枠を示した

ものである。

写真 1は昭和初期と思われるもので，合掌枠を汀線付近に汀線に平行に並べて施工

したしのが，その後の侵食作用により汀線は後退し， 合掌枠はあたかも離岸堤のよう

に海中にとり残されている。

写真 2は，同位置における昭和14年の状況で， 完成間近のコンクリート矢板護岸の
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写真 3 皆生海岸（その 1)

（昭和初年）

写真 4 皆生海岸（その 2)

（昭和16年）

写真 5 皆生海岸（その 3)

（昭和17年 1月）



写真 6 皆生海岸（その

4) 

（昭和45年）

前に合掌枠が突堤の形で並んでいる。
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皆生海岸の枠工 写真3～6は，いずれも皆生海岸 （第1回参照）の温泉街の前

の海岸の変化を示したものである。

写真3は，昭和初年頃の状況で， 温泉街の前にはまだ広々とした砂浜が存在してい

る。

写真 7 門別海岸（その 1)（昭和34年） 写真4では砂浜はまだかなりの厚さと

広さを残しているが，汀線付近は切り立

った崖状をなしており，汀線の後退に対

処すべく，本海岸において初めて合掌枠

工が施工されたもので，昭和16年当時の

状況である。

写真5は，その翌年の昭和17年1月7

日の状況である。合掌枠工の設置にもか

かわらず，砂浜ーは大きくえぐり取られ，

旅館の塀の近くまで大幅に欠壊を生じて

いる。なお，同年2月5日には再び高波

に襲われ，旅館3戸が流失した。

写真6は， 最近の状況を示すものであ

る。かつて lOOm以上あった砂浜は，次

第に消失し，温泉街の前はコンクリート

の護岸に異形ブロックがコ‘ロゴロと投入

されており，白砂青松のおもかげはな

し、。



124 

Tこだ宰いなことには， この写真の右側にも見られるように，温泉街の両側にはまだ

かなりの砂浜とま公林が残されている。 ζの淡された貴重な自然をできるだけそのまま

の形で保存したいものであるが， 第 1回において述べたよ うに，皆生海岸の侵食は速

度は落ちたりとはいえ，現在もなお進行しており， 侵食防止対策工事と自然、との調和

について当局の努力が続けられている。

門別海岸の枠工 写真7～9は，北海道日高の門別海岸の続枠工を示したもので

ある。

写真 7では，枠工の設置にもかかわらず侵食が進行し，旧国道が海中に没した（左

下すみに僅かに旧国道の一部が残っている）ため，国道を国鉄日高線の背後の一段高

い所に移転した状況を示している。

写真8は，昭和36年3月の状況である。写真 7ですでに鉄道の一部も危険な状態に

なりつつあったが， 写真7の新国道のさらに背後に今度は鉄道が後退移転したことを

示している。

写真9は， 昭和37年 8月の状況である。侵食はさらに進行し，枠工の大半は被災し

て海中にとり残され， ｜日鉄道敷の一部はすでに海中に没している。ここにおいて初め

てコンクリ ート護岸が新設されることになり，写真中央の一部を残して扶塗式コンク

リート護岸が完成している。

コンクリート護岸の完成によって， この門別海岸の国道と鉄道の交互後退劇は一応

終止符を打ったが，その後再び護岸が欠療しては復旧するという形で現在まで何とか

原位置で護岸が維持されている。

最近では，異形ブロックの投入によって護岸本体の被害は比較的少なくなったが，

写真 8 門別海岸（そ

の2) （昭和36年 3月）
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写真 9 門別海岸（そ

の3) （昭和37

年8月）

写真 10 小浜海岸

（福井県）

写真 11 宮津海岸

（京都府）
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今度はその異形フロックの補充とし、う形で侵食に対抗しつづけるという形になってい

るように思われる。

写真 10と11は最近の枠工の実施例である。

小浜海岸 写真10は， 福井県の若狭湾沿岸小浜海岸における合掌枠工の状況であ

る。この付近の侵食作用が比較的小さいためもあって， コンクリート部材による合掌

枠は一応の効果を発揮しているように忠われる。

宮津海岸 写真11は， 京都府の宮津海岸におけるコンク リート枠による合掌粋で

ある。階段式護岸の前に汀線に平行に並べられた合掌枠は堤防との聞に十分砂がたま

り，根悶工としての効果を十分発揮しているように思われる。

以上，いくつかの枠工の実施例を紹介したが， fまから海岸侵食に対抗するためにま

ず考えられたのは枠工であった。

これは，わが国の急流河川の治水対策として， 普からも っlまら枠工や牛類が用いら

れてきたことによるものと思われる。

しかしながら，その多くの労力と資材を用いてつくられた枠類の大部分は， ここに

紹介したように， 数年を出ずして破綾され，そのたびに後退を余儀なくされてきた。

急流河川ではかなりの効果を発揮し得た枠工も， 台風あるいは冬じゅう押し寄せる冬

期風浪の波力には長期にわたって対抗しつづけることはできなかったのである。

八森海岸の滅勢工

i成勢工とし、う名前が適切かどうか

については疑問があるが，秋田県の

八森海岸では，かつて写真 12～ 15

のような波浪減勢工を施工したこと

がある。

写真12～13のよ うに， 直作50cm程

度の鉄筋コンクリ ート製円柱を，護

岸前面のコンクリートまたは石張り

の基礎工に植え込んだもので，これ

によ って波カを滅勢させ， 写真13の

ような砂礁の堆積を期待したものと

思われる。

しかしながら，その大部分は，写

真 14に示すように，毎日毎晩たた

きつける冬期風浪によって， 数年を

出ずして摩耗によって破嬢するか，

写真 12 八森海岸 （その 1)



写真 13 八森海岸（その 2)

写真 14 八森海岸（その 3)

護岸工法の変遷
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あるいは写真15に示すように波カないし

は波と一緒に護岸を叩きつづける海底の

転石によって折損し，十分効果を発保す

るまでには至らなかった模様である。

この工法も，河川工事の杭出し水制か

ら着想したものと考えられるが，波の荒

い日本海沿岸では十分の効果を発障する

以前に波力で被災したものと考 えられ

る。

筆者もかつて土木研究所在職中に， 写

真12のような形のもので波力を減殺し波

の堤防へのうちあげ高（はい上がる高

さ）を小さくできるかどうかについて模

型実験を行なったことがあるが，一般の

予笠！に反して，波カの減殺も，波のうち

あがる高さも大して小さ くならず，工費

面も併せ巧ーえるとあまり適切な工法では

ないことが判明した。

この工法も柱の形や大き

さ，あるいは密度（または

柱の大きさと間隔）の如何

によ っては， 多少の効果も

期待できる余地は残されて

いると思われるが，現在で

は消波用異形プロックが数

多く開発されているため，

この工法が用いられる機会

は少ないと思われる。

もっぱら丸太と詰石による粋工が用いられていた侵食対策工法にかわって， 明治か

ら大正にかけてコゾタリートが普及するにつれて， 侵食対策工法として石積またはコ

ンクリートによる護岸工法がひろく用いられるようになった。 この工法の変化は，必

す．しも コンクリ ートの普及によるだけでなく， 次第に臨海地威が開発されて海岸地帯
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の人口ならびに資産が増大し， 侵食防止

の重要性が認識される一方， わが国が漸

く公共事業としての海岸保全に公費を投

入する ようになったことにも主ると巧え

られる。

こうして全国各地の侵食海岸でいろい

ろな護，岸工法があいついで実施されるよ

うになったが，海岸侵食は単に護岸を設

けることによって防止できるものではな

く，多くの期待をもって施工された護岸

もその大部分は被災をくり返しつつ現在

に至っている。

ここではすでに紹介した千葉県の飯岡

海岸および富山県の下新川海岸における

護岸工の変遷について紹介しよう。

飯岡海岸の護岸工

写真 15 八森海岸（その 4)

飯｜判海岸ではすでに紹介したように明治38年まで合掌粋工法が用いられていたが，

波浪に対する抵抗力は小さ く，数年を出ずして破壊していたので，明治39年になって

初めてコンクリ ート製護岸工法が採用されるこ とになった。

この護岸は第 1図のよ うに，コン

クリー ト権の内部に中詰の玉石およ

び砂を詰め，当時の汀線に切込んで

築造したもので主として飯岡海岸の

竜王山中から西側について施工された

が，間もな く破損，崩壊した。なお

当時のコンクリートはセメントに多

量の石灰を混入使用したため強度は

かなり小きかったものと 推定 され

る。

第1図 飯岡海岸コンクリ ート護岸

（明治 39年 11月施工）

し；1え
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第 2図は，同じく飯岡の下永井海 ーιムYi_L

岸に施工されたコンクリ ート方塊護

岸で，現在の護岸位置より数lOm沖

仮I］の位置に施工されたもので2ちった



第2図 コンクリート方擁護岸

（明治43年施工）
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が，間もなく破損 ・散目しした模様であ

る。なお方塊の大きさについては明らか

でないが， 残された古い写真などから半I]

i析すると， 2m× lm程度の規模のもの

と推察される。

明治末期から大正時代にかけては，上

記の第1図を基本とした工法がひきつづ

き施工され，不完全ながらも侵食の進度

に抵抗してきたが，竜王岬より東側の下

永井海岸の侵食は昭和に入ってますます

激しくなり，第1図のような構造では到

底防護できない状態になってきたので，昭和3年12月から約9年間にわたり，下永井

一帯に延長 1,lOOmに達する護岸が築造された。

この一連の護岸は，竣工までに延30,000人を要し， 当時としては一大鉄壁と思われ

る強大なる鉄筋コンクリート構造の護岸であって，飯岡町の最後の一線を守るという

ー町民の団結がこの偉大な防潮堤を完成せしめたとして， 町民は非常な感激をもってそ

の竣工を迎え， これを 「鳴11手腕艇たる岩壁に反綴し，天に沖する悠議のit観を眺め，

未来永遠に侵食の危害より脱する嬉悦を感ずる時，誰か聖代の余沢を懐わざるものあ

らん」と記録にいわしめている。

この一大防潮堤の構造は，第3～5図の 3種類に分れており， いずれも砂層を掘削

して土丹層上に直扱設置する方法が取られた。 これは従来の護岸がいずれも砂層中に

基礎を置き，うちつづく波浪によって洗掘され倒壊した経験にもとづき， セノレラーフ

ロックを用いてまでして土丹層に岩着せしめたのである。

第 3図

- k--H_JI! [,__ 

セノレラーブロック議岸

（昭和3～9年施工）

」乏皇主L

l[::Jll 



しかし，従来の天然海岸に直立護岸を

新設したため，設置当時の前面ゎ砂層は

またたく聞に消失し，波の減衰に対して

無防備であったこの護岸は基礎土丹岩層

の洗掘 ・流失を招き．十分の注意をもっ

て施工された基礎根入れも数年を出ずし

て裸同然の形となった。このため，満潮

時の前面水深は 2mをこえるに至り，厚

さ 25cmのセノレラープロ ックは強大なる

砕波の波力の前に破損する一方、重力式

護岸も基縫流失によって滑動転倒する所

となった。

なお，第3図のセノレラーブロ ック護岸

は，その高さが＋2.20mと著しく低きに

失し，波浪は容易に護岸をこえて堤内地

盤を洗掘し， これが原因となって吸い出

しおよび土砂流失を}g~，護岸破壊を早

めたことも事実である。

このよ うにして飯間の下永井海岸は，昭和22年 （カス リーン台風）， 23年（アイオ

ソ台風）， 24年（キテイ台風），26年（ケイト台風）， 27年（タイナ台風）と累年にわ

たり被災したため，昭和28年から全延長 1,395mにわたり，災害土木助成事業が実施

されることになった。

助成工事の計画は第6図に示すように，全延長は 1,395mで，このうち，

A区間 80m，拾方塊

B区間 460m，護岸新設， j合方塊

C区間 680m，根回補強，捨方塊
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しかしながら，この護岸も前置の洗拐

を防止する何らの対策も講じられていな

かったために， 9年を要して完成した護

岸が竣功後 10年を経過した昭和22年頃

から再び度び重なる災害にその大半が破

損倒壊の運命をたどることになった。

これらの護岸工はいずれも直立堤であ

り， 当時の汀線付近に設置して直接波浪

に対抗せんと して計画されたものであ

る。

第4図 重力式護岸（その 1) 

（昭和9～11年施工）

+ 4.15m 
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第5図 重力式護岸（その2)

（昭和9～11年施工）
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第6図 下永井海岸災害助成工事（昭和28～31年）
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D区間 175m，護岸新設， 捨方塊

砂止突堤 11本 拾方塊突堤

となっている。

A護岸は，下永井海岸の西端にあって竜王岬先端の砂止堤 ・防波堤を兼ねており，

背後の平松方面の侵食防止にも一役買っている。 このことは，速く藩政時代以前から

「波止場」と して営々と維持されてきたことと相通ずるものと考えられる（第3回参

照）。

先端部は水中にあって波浪の影響最も大なる部分であり，基礎部の洗掘も著しいの

で，前面および四周に捨方塊を設置した。

B護岸は先に示した第3図のセノレラーブロック堤で， 昭和3年～9年にわたって施

工されたものであるが，累年の災害によって全面的に破損し， 防潮護岸の機能を喪失

し，背後地は越波によ って洗掘欠崩して汀線は約 30m 後方に後退していた。

したがって，新護岸の設置位置が問題になったが， すでにセノレラープロ ック護岸を

新設する際に旧護岸から 50m後退して設置しているため， さらに 30m後退するには

多少の抵抗もあり， また現位置に設置することは損壊した現護岸の取り除きに苦労す

るところから，図のように lOm法線を後退して設置されたものである。

堤防高は＋2.2mから＋4.15mへと高くなり，護岸前面は土丹層を 1.5m掘削し

て基礎を入れるとともに捨方塊を投入して基礎洗掘に備えた。
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また，鉄筋コンクリ ートは前回失敗したため現場打重力式コンク リート護岸とし，

前のりに勾配をつけて波浪エネノレギーによる波圧を小さくするよう配慮がなされた。

C護岸は，昭和11年頃，海岸汀線から後退した崖際に根入れ深く切り込み施工した

もので，当時は侵食がそれほど激しいとは予想できず， 上層の砂層を掘削lして基礎を

土丹層上に直絞設位すれば十分激i良に耐えうると Y-；えられていたと思われる。

しかし，前面に何らの措置もしなかった直立護岸は忽ち前面の洗掘がはじまり ，土

砂が流亡した後は直俊基礎の土丹層が洗t加を受けるよ うになり転倒寸前の状態となっ

Tこ。

このため，図に示すよ うに，基礎をさ らに深く 土丹層に突込むとと もに， l前面の表

のりに半｛壬 4mのカ ーブを付し，波の直撃をさける形とした。

また， lm当り6個の拾方塊を，大中小の 3穏にして乱積みとして仮締切に使用す

るとともに根回工と して設置した。

D護岸は行部仰の西側に新設するもので，根入れ， ~t体， j~方塊な ど，今までの経

験と険討結果に基き，B護岸に準じて新設した。

以上のような計画にもとづき，助成事業は昭和 28年に着工，同 31年竣J)；した。

今次の災害助成事業に採用された工法は，従来の工法とかなり異なり， 基礎根入れ

を土汁層内に十分深〈定着させる一方， 捨方塊を用いて波力を減殺させ， 線囚効果を

ねらうなど当時としては特筆すべきものであった。しかも， 当時すでに拾方塊を大小

3径と して， そのかみ合わせや恨岡被従効果および ii~波作用を期待していたことは，

消波用異形フロッタの出現していない当時と してはまさに卓見であった。

しかしながら， このような配慮のもとに＇i；；；々として施工されたこの下氷）j：の海岸護

岸も，その後15年以上を経過した現在では，その大半が再び破損 ・欠壌に近い状況を

示しており， このような位置と条件の場所における侵食防止対策が如何に至難の技で

あるかとい うことを如実に示す結果となっているが， この護岸の大部分が＇ tI力式で，

かつ土Hj雪上に載っているため，従来のよう に欠壊によってハラパラに散乱破壊する

という ことにはならないにしても，早急に異形ブロ ックの投入による補強の必要があ

るとともに， 汀線付近の談岸のみでこのような侵食に対処するという工法そのものが

再検討される時機に来ているとい うべきであろう。

下新川海岸の護岸工

富山県の下新川海岸の侵食状況についてはすでに紹介した （第2回参照）が， 下新

川海岸のうちでももっとも侵食が激しいといわれているのが吉原海岸である。 ここで

は， n線が後退するとともに，この海岸特有のきわめて堅い砂利のために，設置され

た護岸工および根悶工等が次々と摩耗して，その補強，補給に追われているという状

況である。

吉原海岸の汀線変化および護岸設置位置の変遷をモテノレ化して示したのが第7図で
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第8図 第 l回目護岸（昭10～15年）
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ある。

明治初年にくらべ，汀線

はすでに 150m程度後退し

ており，昭和10年頃から設

置され始めた護岸さえも，

当初の位置からみると30m

後退しているのである。

写真 16は最近の吉原海

岸の状況である。前の方の

it護岸が昭和34年8月に完成

した護岸で，後倶I）の護岸は

その後昭和38年 1月に再び

；被災したのを契機にlOm後

退して昭和42年6月に完成

した護岸である。以下ここ

に至る経過について順を追

って紹介してみよう。

まず，吉原海岸における

第1回目の護岸は昭和10年

～15年頃，汀線から30～50

m後退して陸上に設けられ

ていた。第8図はその備造

図である。表のり面は拘35

cm の野面石練積みであっ

Tこ。

現在の護岸にくらべるとかなり

簡単な構造であるが，汀線から30

～50m後還して 設置されていた

ため，汀線が徐々に後返してくる

までは被災を免れていたものであ

る。

昭和28年1月の冬期風浪（前に

紹介した寄り廻り波）によって，

第1回1::1の災害を受け， 張石の一部の脱石が原因となって延長 309mにわたって欠壊

した。

この復旧にあたり，第9図に示すような第2回目の護岸が施工された。 この工法は
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波カを減殺する目的をもって小段

を設けるとと もに，漸く激烈にな

り始めていた摩耗に対抗するため

に，コンクリ ートをやや厚くした

ものであった。 また， 延長20mご

とに， 幅2m長さ10～20mの突堤

を設置して前面洗招に対抗しよう

と試みたのである。

工事は同年9月竣功した。しか

し 完成後2年5ヵ月たった昭和

31年2月には，この護岸は再び災

害を受け55mにわたり欠壊するに

至った。

これは， 完成後間もない頃から

続いていた激しい摩耗によるもの

で， 表わりのコンクリー トは次第

に摩耗してゆき，小段も摩耗のた

めに失くなってしまい，ひどい所

では摩耗によるコソクリー ト厚さ

の滅り分が 50cmにも及んでいた

のである。

第 3回目の復旧工法は，耐摩耗

を最重点と して検討され第10図の

ような工法で施工された。こ刷新

面は，十分の厚さのコンクリート

の上に拘 35cmの割石を張ったも

のであり，昭和31年 9月竣功し

Tこ。

第9図 第2回目護岸 （昭和28年9月）
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第 10図 第3回目護岸（昭和31年9月）

第 11図 第4回目護岸（昭和32年10月）

竣功間もなく，昭和31年 12月5日から 10日間にわたり 2回ゎ寄 り廻り波が来襲

し，さきに復旧した区域の前面海底が著しい洗掘を受けるとともに張石が脱落し，延

長 25mにわたって再び欠壊する所となった。またその隣接区域。護岸もうちつづく

波浪による摩耗のために，逐次欠壊してゆくとし、う結果となった。

これに対する復旧工法としては，第11図に示すように，摩耗に対しては壁厚を更に

厚くし，かつ張石張とし，小段を設け，のり勾配を2割として緩にし， 洗抱に対処す

るために無底ケーソン （深 3.50m）をー2.70mまで下げて施工することとした。

工事は昭和32年4月着工されたが，同年9月完成目前に高波が襲来し，再び前面洗



第 12図 第1回助成事業断面

（昭和34年8月）
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掘を受け，前面の捨プロ ックは沈

下移動し，ケーソンは前領するに

至った（図の点線）。 このため，ケ

ーソンと護岸の聞をプレパクトコ

ンクリートにより補強する一方，

ず， 6月から 7月にかけて 2固に

わたり高波が来襲した。この際工事中の所に一部手も どりを生じたほか， 他の区域に

ついてもかなりの損害を受けたので， この災害を31年災害と併せて延長 l,622mにわ

たる災害助成事業として計画することとなり，第12図に示すような工法で着工され，

昭和 34年8月に竣功した。

この工法は，つぎのような考え方で決定されたものである。

本海岸の椛造物破駿の原因は，主として摩耗によるものであ り， 突堤工を設置しで

も，これによる洗掘防止あるいは養浜効果を期待することはできず， かつ波力減殺の

効果も殆んど望めない状況にある。

また，摩耗に対抗するために張石張を実施してきたが， 張石の目地コンクリ ートの

摩耗によって脱石し摩耗が促進されるという欠点があるため， 今後張石はとりやめる

べきである。

以上のような検討結果に基づき，第12図に示すように石張りをやめて壁厚を更に厚

くし，突堤工の代りにテトラポッドによる消波兼恨図工を設置したものである。

爾来3年有半は大きな被害はなく過ぎたが，投入されたテトラは次第に摩耗によっ

てやせ細り， 護岸のり面も次第に摩耗が進行しつつあった。

第5回目の被災は昭和38年1月の高波によるもので，延長633mにわたって再び欠

嬢した。この原因として考えられるものは，やはり摩耗による壁体の弱体化， 波力に

よる上部波返工の転倒，護岸基礎部の深掘れ，および吸い出しによる欠壌である。

第 13図 第2回助成事業断固（昭和 42年6月）
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第 14図 根l・'il補強工法（昭和 45年）

このため，再び災害助成

事業が計画され，その断面

は第 13図に示すよ うに，

約 lOm 後方に法線を後退

して築造し，消波工は旧護

岸前面で行ない，基礎洗掘

対策として新たに基礎矢板

工を新設するとと もに，越

波による背後地の流亡や吸

い「Iiしの原因を除去する同

的でA:』；!tiおよび哀のり をコ 附

ンクリートで被覆し，かつ

大容量の排1）＼工を設けるこ

とと した。
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写真 17 設岸の摩耗 （その 1) （昭和38年）

写真 18 護岸の摩耗（その 2) （昭和38年）

この助成工事は昭和42年

6月竣功し， その後は護岸

本休は安定しているが，旧

も仏

護士手は徐々に転倒し，前面

の異形ブロ ックによる消波

工は次第に）挙耗によって小

さく なり，沈下し，散乱し

つつある。

このため，最近では，こ

の前回のブロ ァク の摩耗，

沈下対策として， 第 14図

に示すように， 12tのブロ ックを恨l町内波工の前面に設置して対処する一方，沖合 40

～60mの位置に離岸堤を新設して，汀線付近に来襲する波の波力をi吠殺し，護岸前面



写真 19 摩耗したテトラ ポッド （昭和38年）

写真 20 法線後退した護岸（昭和 39年）
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海底の洗掘に対処すべく昭

和 45年度から試行的に実

施されている。

写真 17～20は吉原海岸

における摩耗状況を示す写

真である。その激しさがう

かがえよ うというものであ

る。

（建設省，河川局〉
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