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わが国の海岸侵食 （1)

豊島修

はじめに

わが国の海岸侵食が本格的に問題にされ始めたのはごく最近のことであり，その大

部分は戦後のことである。

しかしながら，各地の著明な侵食海岸をしらべてみると，それらの大部分はかなり

古くから海岸が侵食されつづけてきたことが判明している。

海外線は本来侵食されていく運命にあるともいわれており，適当な土砂補給源がな

い限り，次第に侵食が進んでいくと考えられている。

海岸侵食の原因には大小さまざまの要素が考えられるが，現地における汀線の変化

を直接支配するものは淡の力であり ， この外に直接要因として潮汐や潮流 ・海流およ

び沿岸流の作用，あるいは地盤沈下などが考えられる。

これらの外力による土砂の移動に対し，適当な土砂補給源としての作用を果たすも

のが河川流送土砂や海崖の崩壊である。

かつては洪水のたびに大量の土砂が河川から海岸へ運ばれ， 河口を中心にテソレタが

発達し，それが隣接海岸へと供給されて，登かな砂丘が形成され，汀線は次第に前進

していたが，治山・ 治水事業の進展により，水源地の土砂崩壊が減少し， グム群によ

り土砂流失が止まり，河道は整正され，河床は安定の方向に進む一方，最近の需要増

から中 ・下流部の砂，砂利採取が急増し，河川｜から海岸への土砂補給は激減した。

このため，年々かなりの量の河川流送土砂量の補給によってパランスを保ってきた

海岸線は，河川流送土砂量の減少に伴って徐々に侵食の方向へと進みつつあると考え
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られている。

また一方，海岸に設置される種々の構造物が海岸線の土砂移動のバランスをこわ

し，海i孝の侵食に大きな影響を与えつつあることも否めない事実である。

すなわち，港湾や漁港の防波堤や埋立護岸，河口の導流堤， あるいは海岸堤防 ・突

堤などの海山保全施設そのものさえも，その付近および隣接する海岸に大なり小なり

影響を与え， これらの原因が重なり合って海岸線の侵食に拍車をかけている事実も注

目せねばならなし、。

マクロ的には，上に述べたような二つの要素が海岸侵食の原因と考えられている

が，実際に侵食されつつある海単についてその原因をしらべてみると，必ずしもこれ

らの理由だけでは十分に説明できない場合もあるようである。

たとえぽ，数千年あるいは数万年といった有史以前からの沖積層の発達と海水準の

変動が原因と考えられる指命的な侵食性海岸といわれるものもあれば，河川改修とは

無関係に数百年以前から徐々に，歴史的にかなり長期間にわたって侵食が進行してき

たと考えられているものもある。

ここでは，わが国におけるいくつかの著明な侵食性海岸について，その侵食の歴史

と汀線後退の実態を紹介することにする。

新潟海岸

新潟海岸はわが国て、も最も著切な侵食海岸として知られており，信濃川に人工の手

が加えられるに及んで，堆積性の海岸から侵食性の海岸へと移行した典型的な例と考

えることができる。

新潟海岸地形の発達 越後平m主，関東，濃尾とならんで，本州屈指の大平野であ

り，信濃，阿賀野の両大河川がこれを貫流して日本海に注いでいる。平野の配置は，

西に粟島一弥~－西山を結ぶ山系，東に新津ー加茂一東山を結ぶ山系とがあって，そ

れぞれほぽ南北に走〉ており ，越後平野はこの両山系にはさま れた一大断層谷に沿

い，信濃川の沖積作月jiこよって北向きに伸びて行ったものである。

信濃川｛主，延長 370kmの大河川で，古来数限りない氾濫をくり返し，その都度莫大

な土砂を下流に洗い流し，汀線を前進させて来た。越後平野は信濃川の供給土砂によ

って生成発達を遂げてきたものであり ，これにくらべると，阿賀聖子川は日本有数の清

流といわれてお り，その沖積作用は微々たるものであった。

新潟海岸は前述のように明治に至るまでは，信波川からの大量の流下土砂の補給に

より，海岸線は前進につぐ前進をつづけていたと考えられる。古図に見られる信波川

河口付近での新潟海岸の変遷を示すと第 1図のとおりで，信濃川および阿賀野川河口

付近の海岸線が多量の流下土砂によって著しい発達を遂げてきた様子がうかがわれ

る。
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第 1図 信濃川， 阿賀野川河口変遷図

点線は古新潟および島村の痕跡を示す。 海岸.~線は欠漬想定線を示す。

信濃川河口付近では，毎年5月までの融雪出水と夏季の洪水とによって莫大な土量

が河口前而に放出され，それが顕著な問洲を形成していたが， これが冬季に入ると大

きく変貌し，冬季頻繁な偏面季節風による風浪のため，問洲は次第に小さ くなり ，同

世llを形成していた土砂は東へ，西へ，あるいは沖側へと移動し，東海岸の発達，河口

左岸の砂明の東偏を促進するとともに， ~側へ運ばれた土砂は河口三角州外縁の発達

に寄与していた。

越後平野の海岸線は，岩船から角田に至る延長70kmに及び， その大部分は砂丘をも

っ沖積性の砂浜海岸である。

岩船から信濃川河口に至る区域は，第2図にも見られるとおり湾曲していて，通常

の砂丘海岸特有の汀線形をしているが，信濃川河口から西側角田に至る区域は，ほと

んど一直線かあるいはやや凸型の海岸線形をなしている。このことは，東海岸は信濃
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第 2図 新潟付近地形図

川河口の土砂供給源から遠ざかるにつれて急激にその影響力：小さ くなるのに対し，西

海岸は河口砂l携の軌跡として成長してきたものと考えることができるつ したがって，

信濃川河口から東向きの土砂移動はあまり顕著なものではなく，供給土砂量の大部分

は河口三角州の成長に寄与してきたものと考えられる。 このことはまた，阿賀野川の

河口がほぼ固定していることからもうなずける。

このような信濃川からの供給土砂量を量的に推算することは困難であるが，新潟県

が関屋分水に関連して調査した資料によれば，砂防ダムや発電ダムが建設された現在

においても，信濃川の土砂生産量は年間 l,200万トンと推測されている。大河津分水
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ができた現一在，新信濃）｜｜から流出する土砂量が年間 900万トンであり， その結果，年

間約 200万 rrfの土砂が海底に堆積している事実から考えても，莫大な量の土砂が昔の

信濃川河口から海へ放出されていたものと推定される。

信濠川に対する自然改造工事 信濃川河口付近の新潟海岸は， きわめて発達のよい

沖積海岸であったが，明治の中頃から，信濃川河身改修工事を始めとする幾多の改良

工事が信濃川およびその河口部に実施されるにつれて，堆積性の海岸から侵食性海岸

に転じ，侵食の規模も次第に大きくなっていった。さらに近年は，地盤沈下という要

素も加わり，海岸欠漬現象はさらに一層加速され，その範囲は，信濃川河口西側の西

海岸で、約15km，東海岸では同河口より lOkmにも及び，なお拡大の傾向にある。

このような，新潟海岸欠潰原因の第 1の要素である信濃川改良工事の主なものはつ

ぎのとおりである。

i ) 河身改修工事 明治 8年から同 35年に至る河身改修工事に端を発し，その後

上流の千dlJJlI，犀川流域の砂防工事を含め，ほとんど絶え間なく改修の手が加えられ

てきた。発電用ダムの建設などを含めて考えると，これらの工事は，信濃川の流送土

砂量を大きく減少させる原因となった。

ii) 河口突堤の築造 明治 29年に起工され同 36年に完工した「信濃川流末工事」

を第 1段階とし，さらに明治40年から大正13年までの補強工事を経て，現在のような

突堤が完成された。西突堤先端は築造当時水深 6.4m元付けよりほぼ北方に約 1,000

m突出していたが，東突涯は先端部が水深 3.6mに位置し，西突堤先端より約 500m

後方に位置していた。したがって，河口から流出する土砂流は，無堤時にくらべて東

方にそれやすく， また突堤部分における流速が増大したために海中に放出された土砂

は遠く沖合に押しやられる結果となった。

このことは，突堤築造時の明治36年の同洲湾筋水深が無堤時の明治30年のそれにく

らべて，冬期に90cm，夏期75cm増加していたという事実からも，その一端をうかがい

知ることができる。

iii) 大河津分水 上記突堤工事の第 l段階が終了した後，越後平野を洪水から防ぐ

目的で，信濃川河口より上流約58kmの大河津から日本海岸寺泊まで‘の約lOkm区間に新

河道を開削し，本川の計画洪水流量5,570 nf /sec全部をこの新河道に放流することにな

り，明治42年に着工し，大正11年に通水を開始するに至った。

この分水工事の完成で，旧河道の流量は洪水時においても最大270nf /secにおさえら

れ，旧河道における掃流力は減退し，下流の河床に堆積する土砂の割合が増加し海中

に放流される土砂は微細な浮遊砂が主体となった。また，流量の激減にともない，流

送土砂最は減少し，土砂供給源としての能力は著しく減退することとなった。

以上の諸工事はすべて明治以後においてなされたもので，特に河口突提の築造（明

治36年）と大河津分水（大正11年）は，新潟海岸の侵食を直接支配した最も重要な要
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素と して挙げらるべきものである。

すなわち，まず河口突堤の出現によ って，河口三角洲が東西に分断され，西海岸と

供給源との有効距離がかなり増大したと ころへ，さらに大河津分水のために，供給土

砂量は激減する結果となり，これが西海岸欠演の主因となった。

なお，最近になって，関屋分水工事が昭和42年度から着工され，同46年度には通水

の見込みである。これは，近年になって大河津分派点洗堰より下流の支川改修工事が

進み，旧信波川における洪水量の増大が予想されるに至ったため，河口より上流 8km 

i也，l

しよう とするもので、’この分水路における計画高水流量は， 3,200 nl /sec ( 100年に 1

回の確率に相当する） として計百lされているものである。

この工事の完成により ，近年地盤沈下により Om地帯が拡大していた新潟市街地を

洪水の危険から守り，旧信濃川河道敷の大部分を埋め立てることによ って，東西に分

断されていた市街地の一体化と，都市機能の増進が見込まれるとともに，新潟港への

旧信濃川の土砂流入がなくなって港湾機能低下の防止がはかられることになる。 また

さらに，旧信濃川の年間 200万nlに達するものと推定されている流送土砂が関屋分水

を通じて直接商海岸へ放流されるため，学校町浜から関屋浜にいたる海岸欠滋の抑制l
にかなりの効果を発揮するのではないかと期待されている。

下の写真は，新潟県土木部の資料から転載したもので，昭和23年10月13日娠影した

ものである。

写真 1は旧信濃川河口で， 河口の西突堤によ って大き く東側l三億流させられ てい

る。 この写真からみても，新潟西海岸への土砂補給はほとんど期待できないことは明

らかで，新潟西海岸の海岸侵食が， 旧信波川西突堤の築造に大き く影響させられたと

写真 1 旧信濃川河口土砂流出状況
いうことがi守定できる

と思われる。

写真 211，新信濃川

（大河津分水〕河口の

寺泊付近を示 してい

る。放流土砂の拡散の

状況や河口両側のn線

の前進状況がよくわか

る3

なお写真 2には縞状

の拡散状況が見られる

が，これは流下土砂の

平均粒径が大き く，l日
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写真2 新信波川河口土砂流出状況

第 3図 信濃川改修工事と新潟西海岸の汀線後退との関係

昭和

JO J3 J5 5 JO J5 20 お 30 35 40午

信濃川にくらべて浮遊部分が比較的少ないことによるのではなし、かと思われる。

海岸欠演の状況 第3図は，新潟西海岸における汀線の変化と，信濃川における改

修工事との関係を図示したもので，新潟県土木部の資料から筆者がとりまとめてみた

ものである。なお汀線変化は，すべて明治22年を基準として，各地点の後退量を示し

である。 これによると，

①東側， 西突堤に近い所ほど後退量が大きく， 66年間に最大360m以上の汀線後退

を示している。
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③西へ行くほど後退の量も少なく， また後退が著しく なる年代がおくれている。

①突堤の影響のみであった大正3年までの後退状況に対し， 大河津分水通水後の大

正13年までの後退量はかなり大きくなっているが，大正13年以降の後退状況はまた少

し小さ くなって大正3年以前のベースにもどったように見える。

④昭和22年以降の後退状況は，西突堤に近い所は護岸ができたため， それほど大き

な後退は見せていなし、が，寄居浜，広小路浜あたりは天然海岸であったため，汀線後

退が著しし、。

＠昭和30年以降は，寄居浜付近から東側の部分は，護岸等の保全施設が整備されて

いるために汀線の後退は認められないが，関屋浜付近から西側は，その後も大幅な汀

線の後退を示している。

つぎに東海岸につし、てみると，汀線後退は東突堤元付から約 2km付近までが顕著で

あり ，5km＇主なれた阿賀野川河口周辺 の汀線変化は比較的小さし、。

信濃川と阿賀野川の両河口にはさまれたこの地域は，突提築造後も汀線は前進をつ

づけ，明治38年から大正3年までの 7年間に，100～200m年平均10～20mと前進して

おり ，突堤が完成した後もむしろ前進速度が加速されたといわれていた。

東海岸における汀線の後退は，大河津分水が契機となって始まったものであり，大

正10年から昭和17年までの21年間に約 200m, また17年から21年までにさらに20～50

m後退し， その後退速度はそれぞれ年平均lOmの割合で、あって，それ以前の前進速度

を少し下回るとはし、え，非常に大きな後退速度である。

このよ うに，東海岸の汀線後退は，西海岸の欠潰にくらべてその傾向はかなり異な

っており，西海岸が突堤築造後早くも欠潰が早ま ったのにく らべ，東海岸ではそれか

ら18年後の大河津分水の完工によ ってようやく欠潰を始めている。

以上のように東西両海岸の汀線後退状況を詳細に検討してみると， この新潟海岸の

火潰は，全く信濃川の流送土砂に起因していると考えられる。新信濃Jll（大河津分水）

河口寺泊付近の汀線前進は，さらにこれを裏づけるものであろう。

地盤沈下 新潟の海岸侵食対策をさらに困難にさせているものに地盤沈下がある。

昭和30年頃から新潟市を中心に，天然ガス採取のための地下水の大量揚水を原因とす

る地盤沈下が目立つようになり，その後は急激に沈下速度を増し，昭和33年にはかな

り広い範聞にわたり年間20cm以上も沈下し，!fl.』に沈下の激しい地区では 1年間に40cm

以上も沈下するとし、う事態に至った。その後，沈下原因が地下水の汲み上げによるこ

とが公表され，昭和34年9月から36年11月にかけて，地盤沈下の著しい地区のガス採

取規制が行なわれたため，昭荊135年頃から新潟港付近では最盛期にくらべて沈下速度

は多少減少したc

しかしながら，地盤沈下はその後も依然として続いており ，特に新潟市西部地区で

は，その沈下は現在でもなお極めて著しい値を示している。



豊島 わが国の海岸侵食（1) 47 

第 4図 新潟市周辺の地盤沈下
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第4図は国土地理院の調査によるものであるが，多少沈下速度は小さくなる傾向が

あるとはいえ，なお大きな沈下が続いていることを示している。

この新潟市西部地区が沈下が著しい点は海岸地区も同様であり，海底部については

沈下量の測定は行なわれていないが，既設のコンクリ ート杭による突堤工などの沈下

がその状況を示している。

写真3は，日和山浜海岸における突堤の沈下状況を示したもので，左側の沈下した

突堤は昭和20年代に設置されたものが地盤沈下によ って水面下に没したものであり ，

右側の突堤は昭和40年代に入って設置されたものである。左倶｜］の突堤の構造は，右側

の突混とほぼ同じものであったが，沈下し，中詰石も沈下埋没し去ったものである。

地盤沈下と海岸欠潰との相関関係については， 定量的なことはまだ明らかではない

が，地盤沈下の激しかった昭和38年頃までの学校町浜（西突堤から 4～6km）関屋浜，

および有明浜（ 8～lOkm）においては，年平均lOm以上の汀線後退が認められており ，

明治22年以降昭和30年までの66年間にも っとも欠浪の激しかった 西突庭付近の水戸敬

浜や火葬場浜での年平均 5m, あるいは昭和22年から同30年までの 8ヵ年間の学校町

浜，関屋浜，有明浜における年平均 5mの後退霊にくらべて，著しく大きな値であ
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写真3 突堤の沈下状況

て注目されるようになったっ

り，地盤沈下は新潟海岸における新しい佼

食原因として十分考えてい〈必要があるこ

とが痛感される。

皆生海岸

鳥取県米子市の皆生海岸も，わが国て、有

名なfX:食海岸の一つであり，新潟海岸に似

て， 日野川の流送土砂が侵食の原因の大半

を占めていると考えられている海岸であ

る。

皆生海岸の位置 皆生海岸は第 5図のよ

うに，鳥取県の西端米子市の美保湾にのぞ

む弓ヶi兵半島の基部に位置し，日野川の流

送土砂によ って付近一倍は白砂青松の美し

い海岸であったが，大正末期から戦時中に

かけて次第に汀線が後退を始め，戦後は特

に著しくなり，わが国有数の侵食海岸と し

弓ケ浜半島 もともと，この弓ケ浜半島は， 日野川や佐陀川などの流送土砂によっ

第5図 皆生海岸位置図
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第6図 皆生海岸の波向き

て形成された砂鳴であると考えられており，半島中央部付近での数多くのボーリング

資料の調査結果から， この半島が約40mの厚さの砂や大山火山灰などによる堆積層に

よって形成されていることなどから，およそ3000年前にはほぼ現在のような形で概成

されていたと考えられている。

侵食始まる 皆生海岸は，大正12年頃を頂点として，それまでの堆積傾向から次第

に侵食性海岸へと移行し始め，現在までに最大 300m後退したといわれている。

境港付近は，明治13年頃には現在の市街地付近が汀線であったが，大正2～3年頃

には防波堤の基部まで汀線が前進し，現在で、は150～200m近く汀線が前進している。

一方，加茂から皆生にかけては， 70～120mの侵食が見られ， これらの中間部である

大篠津，和田付近ではおおむね平衡を保っている。

このような汀線変化の原因としては，日野川の流送土砂の減少と，美保湾内の波の

回折，屈折による西向きの沿岸流が考えられる。

日野川は，大正末期から昭和にかけて下流部水位が漸次低下し，特に昭和10年頃か

らその低下量が大きく，このことは日野川流送土砂量の減少を物語るものである。流

送土砂量の減少の原因としては，大正10年頃から，それまで、永年続いていた日野川上

流域での砂鉄採取が中止されたことや， 日野川砂防施設が昭和10年頃から急激に増加

されたこと，あるいは農業用堰の改良化，固定化が進んだことなどがその理由と考え

られている。

沿岸流 一方，皆生海岸に来襲する波の大部分はN～ENEの方向から入射するが，

これらの波は島根半島による回折効果，および美保湾の海底地形による屈折作用によ

り，第6図のように西側へ向う沿岸流を発生させる傾向をもっている。



50 

第7図 皆生海岸における汀線変化
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第 8図 皆生温泉付近

鳥取県米子市
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この地区唯一の土砂補給源と考えられる 日野川が，砂鉄採取その他で多量の土砂を

出していた間は補給が豊富であるため皆生地区は勿論，その西側も汀線が前進してい

たが，日n川の流下土砂が減少するにつれて皆生海岸は急速に侵食海岸へと移行 し

rニ。
汀線の後退 第7図は第8図に示す各政Jj,i去についての汀線変化量を示したもので，

皆生温泉街の西端部付近から西側にかけて大きく汀線が後退しているのが読 みとれ

る。昭和26年以降はそれ以前にく らべて汀線後退量は少なしむしろ多少前進気味の

区域もある。 これはこの頃から着工された突堤を中心とする侵食対策の効果が現われ

たこと，および温泉街の前には護岸が設けられ， これ以上の汀線の後退は護岸によ っ

て阻止されたことによるものと思われる。

しかしながら， 日野川の補給土砂の減少とは別に，第6図に示すような美保湾内に

おける西向きの沿岸流発生機構は変らないので，今でも砂は西へ西へと運lまれている
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第9図 米子市皆生地区土地台帳付属図（明治24年11月作製）
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と考えられ，事実弓ヶ浜半島の中央部から先端部にかけては現在も汀線は前進中であ

り，皆生温泉街西端付近から夜見地区（第5図参照）付近にかけては汀線はなお後退

の傾向を見せている。

第9図は明治24年11月の作製にかかる皆生温泉付近の地籍図の写しである。図中の

推定汀線の位置は，各地区番の所在を示す見出し図（見取図て’縮尺は約113鵬程度のも

の）から割り 出して推定したものである。

これによると，海浜地と思われる無番地の部分が 100～120m，そして今は海となっ

た斜線の部分の民地が70～80m程度であり ，明治末期にく らべて少なくとも 200m程

度は侵食されているとみることができる。なお，図中の測点番号は，第8図に示した

ものと同一番号である。

皆生温泉 皆生温泉は，明治に入ってから発見された比較的新しい温泉で，皆生海

岸における汀線変化と極めて密接な関係を有するものである。

明治初年，当時の海岸線から沖合 180mの海面が褐色ににごり，泡を吹き出してい

るのが発見されたので，潜ってしらべてみたところ，温泉の湧出であることが判明し

たが，何分海中のこととて，仕方なく放置された。しかし， 当時海岸線は日野川上流

の砂鉄採取による多量の放流土砂によ って毎年 2～3mの割合で、汀線が前進しつつあ

ったので，次第に泉源に近づく ことになり ，何回か海岸付近でボー リングが行なわれ

たが，いずれも失敗の連続であった。たまたま，明治33年9月，漁夫が海岸を歩いて

いた時に足の裏が熱く なったことから温泉が発見され，早速温泉としての利用が試み

られたが，汀線付近であったため，波浪によ り浴槽までE直線されるなどなかなか成功

に至らなかった。大正10年に至り ，始めて本格的な温泉が童書泉されて皆生温泉が誕
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写真4 H(l和初期の皆生海岸

写真5 昭和31年11月の皆生海岸

80m（主十分ありそうである。

生し’出来を開始する ことになっ

た。

しかし，この頃から皆生海岸

は次第に侵食の傾向を見せ始

め，今まで前進をつづけて来た

汀線（主逆に後退を始めたので，

折角の温泉パイプもi波浪によ っ

て破損するところとなり，次第

に内陸側へと後退しながら新し

くボー リングを行ない，泉i原を

確保しつつ現在に及んでいる。

したがって，今までに掘られた

泉i原I！全部で10本あるが，この

うち，現在なお使用されている

ものは 3本で，すでに4本が海

中lこ没し使用不可能となってい

る。

写真4（土昭和初期 の皆生海

岸，i温泉付近の状）；1で，はるか

に第 I号源泉タンクが砂浜上に

望まれる。

手前の方の砂利山からみて，

当時はかなりの量の砂利が採取

されていた模様である。

砂浜の阪はかなり広く ，70～

写真5は，昭和31年11月撮影の皆生温泉付近である。鳥取県によ って，昭和2年か

ら設置された突堤群が効を奏し， 温泉街前面にもまだ相当広い砂浜が残っている。

写真上方左手の，汀線が大き く食い違っている所が日野川河口である。この写真か
乙、え寸S

らみると日野川右岸の日吉津海岸にくらべて， 左岸側の皆生海岸の方が全般的に汀線

が前に出ているように見えるが，現在ではこのような差はなし、。温泉街と日野川河口

との間の砂浜もかなり広いが，現在はこの半分以下になっている。

写真6は，侵食もかなり進んできた昭和35年12月頃の状況である。

このあと，翌36年 1月には，この付近一部は冬期波浪により破堤し，大きな被害を

受けた。
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写真の＂＇：央，砂浜の上に首を 写真6 昭和35年12月の皆生海岸

出しているパイプはJ~生温泉の

第3泉i原であり ，タンクは第 l

号源泉タンクで，いずれも海岸

侵食にn~、破壊されたものであ

る。

写真 7は，最近の状況を示す

ものである。護岸前而には， 異

形消波ブロックが投入され，半

じて現在護岸線を確保している

状況である。これらブロ ックの

前面には，時折砂がつくことも

あるが，安定した砂浜ではな
写真7 昭和45fjO:現在の皆生海岸

し、。

異形フロックも，冬期波浪に

より沈下し，追加，補強されて

し、る。

写真4' 5と比較する と，そ

の変貌ぶりがうかがわれる。

（建設省，河川局）。
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