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東海大学紀要海洋学部第46号 107-117頁 (1998)

清水市折戸海岸の浸食について*

一一際・粗粒物質の移動ー一一

佐藤武*2

Beach erosion of Orido coast， Shimizu， J apan 

On the transportation of the gravels and coarse materials 

Takeshi SATO 

Abstract 

Orido coast of Miho spit have been eroded since 1994. The local government of 

Shizuoka prefecture has protected Orido coast from the erosion by the“head-land" 

method and also the artificial supply of sand and gravel in the eroding sites. 

The author carried out the fundamental study of the erosion in the Orido coast by 

means of the particle size analysis of the serpentinite gravels contained in the shor巴

gravels as the natural indicator of the gravel transportation. 

It was made clear that the small cobble (128mm:一7ifJ~ 64mm: -6ifJ) is the 

maximum size of serpentinite gravels in Orido coast under natural condition. On the 

other hand， presence of the large cobble (256mm: -8 ifJ ~ 128mm: -7ゆ)of serpentinite 

is thought to be from the artificially sand and gravel supplied in 1996 and 1997. 

The author estimated the speed of northward transportation of the gravel and 

coarse materials along the coast. The transpotation speed of coarse materials in Orido 

coast were estimated as follows. 

(1) large cobbles of serpentinite: 12m ~ 256m per month. 

(2) living oyster shell: 1.4km ~ 3.5km at one storm 

(3) drainage pipe (20cm:ゆX 2m: l) : 500m at one storm. 

1.はじめに

1980年代初頭に安倍川河口から始まった静岡・清水海岸の浸食は北に進み， 1994年には三保

* 東海大学海洋学部業績A第589号.受理1998年4月10日

*2 東海大学海洋学部海洋資源学科

第46号 (1998) 107 



佐藤 武

半島(三保砂噛)の基部の清水市折戸に達し(佐藤，1996， 1997a， 1997b;宇多ほか，

1991 ;宇多，1997)， 1998年 1月現在， 三保松原の羽衣の松付近の海岸が浸食にさらされてい

る.

三保砂鳴は，標高2000mの大谷嶺を源流として約50kmの距離を流下して駿河湾に注ぐ急流

河川 ・安倍川が運搬した砂礁によって形成されたものである.従って，三保海岸の浸食防止を

論ずる場合，安倍川河口から三保砂噛の先端部までの約18kmの海岸の“浸食"の現象面のみ

を取り扱うだけでは不十分である.理工学的な立場からは，河川|と海岸とを通した砂礁の供

給 ・運搬機構や三保砂噴形成の地質学的 ・海洋学的な取り扱いが必要であり ，環境学的な立場

からは人間と自然との相互作用という第四紀学的観点が必要であると思われる.さらに，浸食

防止対策や浸食された海岸の復旧等については利害関係などを含む社会学的な考察が重要にな

ると思われる(佐藤，1996). 

従来，安倍川河口から三保真崎(砂噛先端部)にいたる約18kmの海岸は，静岡 ・清水両市

の市境を境界として静岡海岸・清水海岸と呼ばれてきた(たとえば，宇多， 1997).本稿にお

いて筆者は安倍川河口より約 8kmの静岡・清水市々境以北の清水海岸を Fig.1に示すよう

に， i蛇塚・増海岸J(安倍川河口から 8~10km の海岸)， i駒越海岸J(同10~12km) ， i折戸

海岸J(同12~14km) ， i三保松原海岸J(同14~16km) ， i三保真崎海岸J(同16~18km) と
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Suruga Bay 

国~園 showthe distance from the mouth of Abe-river (km) 
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呼ぶ(佐藤， 1997b).また，清水市駒越から真崎にいたる砂噛は一般に「三保半島Jといわ

れ，砂I努の外側の海岸は三保海岸と呼ばれている.筆者は，以後，上記の折戸海岸・三保松原

海岸 ・三保真崎海岸を合わせた総称として「三保海岸」の名称を使用する.

三保海岸の特徴ひとつは，前浜と後浜との境界(径浜)付近に瞭(帯)が存在する海岸であ

るということである(佐藤，1996). 数 m~数10m の幅の礁帯の形成機構，とくに礁の移動方

向や膿種組成の研究は砂鳴形成機構を研究する上で非常に重要である.柴ほか(1994) は三保

海岸を含む駿河湾西岸の海浜礁の移動について調査した.これによれば，醸の移動方向は波浪

の入射角と汀線の方向によって決定され，安倍川河口北側から三保に向かつては北向きであ

る . 三保海岸の醸種組成は， 先新第三系の堆積岩が93~99% を占め，他は玄武岩，安山岩，石

英安山岩，斑れい岩，微閃緑岩，斑岩などの火成岩の礁が占めるという特徴があり ，礁の平均

粒径は15~20mm 程度である . また ， 安倍川河口から三保真崎にいたるすべての海岸で蛇紋

岩礁がみとめられる.柴ほか (1994) によれば，蛇紋岩礁は駿河湾西岸の大井川河口以北， 三

保真崎以南の海浜礁に普遍的に含まれ，三保海岸の海浜礁に含まれる蛇紋岩礁の個数は200個

中数個~10数個の範囲にあり ， 平均粒径は1O~20mm 程度である . 斎藤 ・小菅 ( 1972) によ

る報告では折戸海岸の海浜離に含まれる蛇紋岩礁の大きさは長径が30mm，短径が20mm程度

である.

蛇紋岩離はその暗緑色の色調 ・形態、から地元では「モチグサ石」や「ブドウ石」とよばれて

いるが，蛇紋岩礁の存在は三保海岸の海浜礁の起源をしめし，海岸を移動する離の天然の指標

として重要な意味をもっている(後藤ほか， 1996). 

現在，三保海岸においては Fig.2(静岡県， 1997に加筆)に示すように浸食防止対策のため

の各種の海岸構造物が設置され，あるいは設置が計画されている.駒越 ・折戸海岸にはコンク

Fig. 2. Map of studied area (modified Shizuoka prefecture， 1997) 

第46号(1998)

圃~圃:offshore breakwater，園~園:shore breakwater，回:supply point 
of sand and gravel，脅・“hagoromo-no-matsu"(hagoromo pine tree). 
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リートブロックによる護岸や離岸堤型ヘッドランド(①~⑤)，三保松原海岸の汀線付近には

消波堤(⑥~⑨)がすでに設置され，羽衣の松海岸沖には突堤型ヘッドランドが建設中であ

る.これらの海岸構造物が砂醸の移動にどのような影響を与えているかは不明の点が多い.し

かし，離岸堤の北側海岸が大きく浸食されていること，離岸堤の北側では醸帯の発達が貧弱な

ことなどを考察すると，これらの海岸構造物が砂醸の移動を阻害している可能性がある(後藤

ほか， 1996). 

本研究の目的は，折戸海岸の長期間の継続的な観察を通して得られた事象から海岸浸食の基

礎的な事実を明らかにすることにあるが，今回は，不十分ながら，海岸で得られた蛇紋岩醸や

その他の組粒物を用いて三保海岸を移動する磯・粗粒物質の移動速度を検討する.

なお，海岸工学の分野では「海岸侵食J，地質学では最近は「海岸浸食J，一般の新聞報道や

出版の分野では「海岸浸食」という用語が用いられている.本稿において，筆者は地学事典

(地学団体研究会， 1996) にしたがって「浸食」を用いることとする.

2.研究方法

2.1 蛇紋岩礁について

2.1.1 自然状態で海岸に分布する蛇紋岩膿採集と計測

1995年 5月から1996年 2月までの期間，清水南高裏の海岸から離岸堤④南端にいたる約250

mの折戸海岸において， (i )1995. 5 .24， (ii)1995. 6 .28， (iii)1995. 7 .26， (iv)1995. 8 .30， (v) 

1995. 9 .27， (vi)1995 .10.25， (vii)1995 .11. 29， (vui)1995 .12.26， (は)1996.2 . 1の計 9回にわたっ

て，蛇紋岩醸の採集を実施した.方法は各国とも同じで， 3~4 人で調査域海岸の汀線付近の

醸帯全面を観察し、探帯表面に存在するすべての蛇紋岩礁を採集した(後藤ほか， 1996).膿

径の計測は醸の最大径を用い，粒径の分類は， Friedman and Sanders (1978) に従い，各粒

径に含まれる個数の頻度を計算した.Fine pebble (8 mm  : -3φ~4mm: -24>)以下の醸

の採集については細粒のため，個人差が考えられ，実際に海岸に存在するすべての Fine peb-

bleを採集できたかどうかに関しては疑問であるが， Coarse pebble (32mm: -5ゆ ~16

mm: -44>)以上の醸については，採集時に海岸の膿帯表面に露出する蛇紋岩醸のほとんど

は採集できたと思われる.

2.1.2 砂醸搬入後の海岸に分布する蛇紋岩擦の採集と計測

1996年 2 月下旬~5 月中旬， 1997年 2 月下旬~4 月下旬の 2 回にわたって，清水南高校付近

の海岸 (Fig.2，園地点)に第二東名高速道路藁科川橋および，安倍川橋建設工事現場から排

出される土砂(砂牒)が養浜のため搬入された.搬入砂醸のなかには安倍川水系の河床に分布

する蛇紋岩擦が含まれるている.しかし，本来の海岸に分布している蛇紋岩醸と起源が同じで

ある以上，もともと海岸に存在していた蛇紋岩離と搬入土砂中の蛇紋岩醸の識別法は粒径の差

異による以外にはない.今回は，前述の自然状態で海岸に分布する蛇紋岩擦の最大のものは

Small cobble (128mm: -7ゆ ~64mm: -6ゆ)であるので(後藤ほか， 1996)， Large cob-
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ble (256mm: -8tt ~128mm : -7tt)以上の蛇紋岩醸は養浜(搬入)された外来醸であると

判断して，搬入地点より北方の折戸，三保松原海岸で Largecobble以上の蛇紋岩醸の採集を

行った.採集した蛇紋岩醸の粒径分類は最大径について， Friedman and Sanders (1978)に

従って行い，同時に長径・中径・短径，重量を測定した.醸の円磨度の判定は Powers

(1953)の印象図を用いて行った.

2.2 その他の粗粒物質の移動

さまざまな物質が海岸に漂着する.これらのうち，遠近にかかわらずその起源が明らかなも

のは，海岸を移動する物質の速度を検討するさいに有効である.三保海岸では前述の蛇紋岩礁

以外にいくつかの人工物・天然物があるが，今回は汀線付近で得られた“カキ殻"と荒天時に

波によって脱落した折戸海岸付近の養殖場の排水土管の漂着について紹介する.

本来，三保海岸で貝殻が発見されることはまれであり，少なくても 2~3 年以前には三保海

岸にカキ殻が発見されることはなかったが， 1995年ころから荒天時，海岸にカキ殻の打ち上げ

がみられるようになった.これらのカキ殻のうちで，合弁でかつ生きているものについては駒

越海岸以南の離岸堤や護岸のコンクリートブロックに生息していたものと推測できる.従っ

て，上記のようなカキ殻が折戸海岸や三保松原海岸で発見された場合はそれらのものの移動速

度を推定することが可能になる.

3.研究結果

3.1 蛇紋岩礁の移動について

3.1.1 折戸海岸に分布する蛇紋岩醸の粒度組成

採集した醸の総数は4877個，粒度組成は Table1に示す通りである.粒度組成をみると，

Very coarse pebble， Coarse pebble， Medium pebbleの占める割合が95%を越え，最頻値の

Coarse pebbleが全体の半数を占めている.この結果は斎藤・小菅 (1972)の研究結果と調和

的である.また，蛇紋岩礁の約 1%はSmallcobbleであり，これは当該海岸での最大醸であ

ると考えてよい(後藤ほか， 1996). すなわち，自然状態下で本海岸には， Large cobble以上

の蛇紋岩礁は存在しないと考えてよいと思われる.このことは，海岸に砂醸が搬入された後，

搬入場所より北方海岸に存在する Largecobble以上の蛇紋岩醸は“養浜離"と判断する根拠

Table 1. Size composition of serpentinite gravel in Orido coast 
(l) (II): name of gravel and size， (III) (IV): quantitiy and composition 

折戸海岸における抵触岩離の植度組成(調査期間 1995.5'"1996. 2) 
荷申豊 4百 (1 ) ( -1ナイコぐ) (n) 4固妻女(m: ) ( % ) (W) 

Large cobble 256mm( -8 </>) -128mm(-7 </>) 。 。
Small cobble 128mm(ー7</> ) - 64mm ( -6 I骨) 47 O. 96 
Very coarse pebble 64mm(-6骨)- 32mm(ー5</>) 1 1 1 9 22. 94 
Coarse pebble 32mm (-5 </> ) - 16mm (-4 </> ) 2458 50. 40 
lIedium pebble 16mm ( -4 </> ) - 8mm ( -3 </> ) 106 3 2 1. 80 
Fine pebble 8mm(-3 </>)以下 190 3. 90 
粒径分類は、 Friedmanand Sanders(1978)による 4 8 7 7 100(%) 
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となる.また，各国に採集された蛇紋岩離の総個数の変化から，瞭が海岸を南から北へ移動す

ることが推測され，擦の移動は台風などの荒天時に顕著であることが明らかにされた(後藤ほ

か， 1996)。

3.1.2 折戸~三保松原海岸での蛇紋岩醸の採集と移動速度の推定

前述のように，折戸海岸には 2回にわたって養浜のために安倍川水系の河床砂醸が搬入され

た(佐藤， 1996).従って，これ以降，搬入地点より北の海岸で発見される Largecobble以上

の蛇紋岩礁の採集位置からそれぞれの擦の移動速度の見積りが可能となる.採集結果と見積も

られた平均移動速度を Table2に示す.ただし， 2回目の砂醸搬入以降に採集された試料につ

いては 1回目， 2回目の区別は不可能であるので，まず採集された蛇紋岩擦はすべて 1回目に

搬入されたものと考えて移動速度を計算し， 2回目である可能性 (1997年 3月以降採集)があ

る搬入蛇紋岩醸の平均移動速度をカツコ内に示した.また，採集された蛇紋岩離の写真を，

Photo.1に示す.

最大牒は Smallboulder (512mm: -9<t ~256mm : -8φ) (SG-05) であり，これ以外の

蛇紋岩礁はすべて Largecobbleである.因みに， 1997年 9月30日に砂醸で閉塞した安倍川河

口の牒帯で採集した蛇紋岩の最大瞭 (SG-*， Large cobble) もTable2， Photo. 1に示し

た.見積もられた蛇紋岩醸の移動速度は最大が250~280m/月，最小が12m/月である.

112 

Table 2. Description of the co!lected serpentinite gravels and its average transporta-

tion speed. 

(I) : sample N 0.， SG キ isthe maximumu size gravel co!lected at the mouth 

of Abe-riv巴r，Sept. 30，1997. (II): Number of month after supply of sand and 

gravel， (III): Distance from supply point， (IV): Description (size， weight 

and roundness)， (V): average transportation speed of serpentinite gravels. 

折戸海岸ー三保松原海岸における撮入監故岩標(2J_~8mm) の採集結果とけ均移動速度
試料地 経過目数 移動距離 離散岩離の記載 {サイズ・重量・円磨度) 平均移動速度

(' 96. 2月-) * {蜘) 長径:al中径:bl短径:c重 量 l円磨度 {m/月)
( 1 ) ( n ) ( 11 ) ( lV ) (V) 

SG-Ol 約 9ヵ月 2. 3 1 20 cm 18 cm 4 cm 2.5 kg sA 256 
SG-02 約 9ヵ月 1. 55 15 8 6 1.0 sR 172 
SG-03 約 9ヵ月 O. 1 3 23 22 18 8.0 sR 14 
SG-04 約 10ヵ月 O. 95 15 9 4 1.0 sR 95 
SG-05 約 11 :JJ周 O. 1 3 30 22 12 10.5 sR 1 2 
SG-07 約 16由月 1. 1 2 13 9 4 0.7 sA 70(280) 
SG-06 約 16古見 O. 75 15 11 4 1.1 sR 73(188) 
SG-08 約 17力月 O. 87 17 12 6 1.7 sA 51(174) 
SG-09 約 19由月 O. 87 15 7 4 0.6 sR 46(124) 
SG-11 約 19ヵ月 O. 75 15 12 9 2.2 sR 39(107) 
SG-I0 約 19ヵ月 O. 52 15 9 7 1.2 sR 27 ( 74) 
SG-12 約 20抱月 O. 95 22 14 7 3.0 sR 48(118) 
SG-13 約 20ヵ月 O. 43 16 12 10 2.5 sR 22{ 54) 
SG司 14 約 22ヵ月 O. 87 13 11 5 1.0 sR 40{ 87) 
SG-15 約 22抱月 O. 87 13 11 7 1.6 sR 40{ 87) 
SG-16 約 22古月 O. 87 13 11 4 0.9 R 40{ 87) 
SG-* (' 97.09.30) Abe R.II. 18 11 11 3.5 sR 
*:移動距離は 1996年2 月下旬一面砂礁撮入場所1~靖を基点とする。 SG-* : 199丈吾三面に安吾川

河口の様帯で採集した蛇紋岩の最大磯 R : rounded s R : subrounded s A : subangu I ar 

東海大学紀要海洋学部
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Photo. l. Drifted serpentinite gravels. 
SG一 本 maximllm size gravel collected at the mOllth of Abe-river， Sept. 30， 1997 
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3.2 その他の粗粒物質の移動について

3.2.1 養殖場の排水土管の流失と漂着

佐藤武

折戸海岸の東海大学海洋学部の北側にはヒラメの養殖場があり，海岸付近の地下から揚水さ

れた海水が養魚に使用された後，海岸の排水孔を通じて排水されている.海岸の排水孔の末端

は防潮堤(海岸遊歩道)外縁より約100mの海岸の表面下にあったが，浸食の進行に伴い，

1996年 1月には直径30cm，長さ 2mの排水土管の先端が露出した.

1996年 3月30日から31日にかけて発達した低気圧が日本海を通過したが，その際の荒天で 1

本の排水土管(コンクリート製)が脱落，流失した.流失した土管は荒天終了後，羽衣の松南

の海岸で発見され，移動した距離は約500mであった.詳しい移動形態は不明であるが， 1回

の荒天で約500mの距離を北(砂噛の先端方向)へ移動したことになる.流失前後の排水孔付

近および海岸で発見された排水土管の写真を Photo.2に示し，移動状況を Table3に示す.
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Photo.2. Drainage site before and after storm， 1996 
A: drainage site befor巴 storm，B: drainage site after storm. 
C: drifted drainage pipe by the storm. 
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Table 3. Transportation sp巴edof drifted drainage pip巴(l:2m，ゆ:30cm). 
(I) (II): date and locality of collection， (III): drifted distance 
(IV): remarks of weather con【iition

3.2.2 カキ殻(合弁)の漂着

Photo.3および Table4に示すようなカキ殻が台風 (1997年 8号， 18号)による荒天後に三

保松原海岸と折戸海岸で採集された.現在のところ，カキの種の同定や年齢査定は行っていな

いが，合弁であること，採集時に生体であったこと，殻の大きさなどから推測して生息場所は

少なくとも 1994年以前に設置された駒越海岸の離岸堤②より南であると思われる.このうち，

Os-Ol試料は三保松原海岸の消波堤⑧の南端で採集されたもので，上記のように推測すれば，

l回の荒天波浪によって少なくとも約3.5kmの距離を北へ移動したことになる.同様に Os

02， Os-03試料についても約1.5kmの距離を北へ移動したことになる.

第46号 (1998)

Photo. 3. Drifted living oyster shell 
scale is lOcm. 

Table 4. Average transportation speed of drifted living oyster in storm 

(I) (II): sample No. and date of colection. (II): locality of collec-
tion (distance from living site)， (IV): remarks of weather condi-
tIOn 

(i約 3_ 5同 )

r有Tナ吉kIi)
(約 1_ 4同)
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4.論議

星野 (1976)の紹介によれば， 1927年6月に，安倍川河口近くにおかれた約 9m3の赤レン

ガが約 1か月後には16km離れた三保半島先端に到達したという.このことは人工物であるレ

ンガが「海岸線にそって， 16kmの距離をわずか 1ヵ月jで北へ移動したという非常に重要な

事実をものがたっている.

今回の研究の結果でも，蛇紋岩離が 1ヵ月に最大で280m，排水用の土管が 1度の荒天で約

500m，カキ殻については 1度の荒天で少なくとも3.5km北方へ移動したことが確認された.

これらの事実から， (1)移動速度は移動するものの大きさ，形状，密度の違いとそれらに作用す

る波力・波の方向によって差があること， (2)移動は台風などの荒天波浪によって断続的に起こ

るらしいこと， (3)移動方向はすべて北(砂鴫先端部)に向かっていることなどである.因に，

含水した焼成レンガの密度は2.0gjcm九折戸海岸に分布する蛇紋岩礁の平均密度は2.8gjcm3

である.

佐藤 (1995，1996)は，離岸堤の北側(浸食の下手側)が大きくえぐられる事実から平常時

(静穏時)，離岸堤は砂擦の移動を阻害している可能性があることを指摘した.しかし，今回の

研究で，荒天時には大醸やカキ殻が離岸堤の存在に関係なく移動する事実が確認された.

実際に折戸海岸を観察すると，たとえば，離岸堤④付近の海岸の擦は粒径，円磨度などの形

態からみても本来，海岸に分布していた礁が駒越海岸や離岸堤④以南に新たに搬入された養浜

醸によって置換されていることが明らかである.このことは砂醸の移動する海岸における海岸

浸食対策の工法として養浜が非常に重要であることを意味している.

現在 (1998年 1月)三保松原海岸の羽衣の松沖において，突堤型ヘッドランドの建設が計画

され、すでに予備工事が着手されている(静岡土木事務所， 1997).上記の研究結果から，完

成後の突堤の南側海岸には砂擦の堆積(堰き止め)が予測される.突堤は本質的に砂醸の移動

を阻止するものであり，突堤完成後，突堤以北の海岸の醸は供給が断たれた状態で従前と同様

に北に運搬される.さらに，三保松原海岸に設置された消波堤(⑥~⑧)は沈下による変形

(佐藤， 1997b)に加えて，波の洗堀による変形が予測される.このような理由から，羽衣の

松沖に建設中の突堤以北の海岸に人工的に砂離の搬入(養浜)を行わない限り三保松原海岸・

三保真崎海岸の急速な浸食が懸念される(佐藤， 1997a). 

5. まとめと今後の課題

海岸に分布する蛇紋岩醸の粒度分析結果をもとに，搬入された土砂中に含まれる蛇紋岩の大

様・巨醸を追跡して三保海岸を北に移動する醸の挙動を明らかにした.また，排水土管やカキ

殻の移動から同様に組粒物質が北に移動することを明らかにした.もちろん，今回海岸で採集

された蛇紋岩の大磯，排水土管，カキ殻は海岸を移動するそれぞれのものの一部であることは

いうまでもない.
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今後は三保海岸に関して，操帯の形成・ビーチカスプの形成・海岸を風で移動する砂粒・海

岸浸食の季節変化(夏浜・冬浜問題)・砂醸の移動と気象，海況との関係等について観察を継

続したいと考えている.
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