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東播海岸における海浜地形の経年変化分析 
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1. はじめに 

 かつて東播海岸では，度重なる台風やその高波浪により，

海岸侵食や海岸背部への被害が相次いだ．背後地には市街

地や商業施設，交通幹線などが発展し，海岸保全の必要性

が高まったため，国の直轄事業として海岸保全事業 1) が行

われた．護岸工事の結果，侵食を防ぐことができたが，護

岸前面の砂浜の侵食は防ぐことができず，砂浜は失われて

しまった．そこで砂浜を取り戻すために養浜工が実施され

た．養浜工実施後の海浜地形変化については，1990年初頭

にいくつか研究 2),3)がなされているものの，現在の海浜地形

の状況については定量的に評価されていない．その後も，

毎年もしくは隔年で深浅測量が継続的に実施されているに

もかかわらず，この 30年弱で海岸は安定化しているのか，

もしくはまだ侵食が続いているのかについて，全く分析さ

れていない状況にある．そこで本研究では，1990年初頭か

ら現在に至るまでに東播海岸で行われてきた海岸保全事業

が，海浜地形変化にどう寄与しているのかを調べるため，

深浅測量データを用いて分析して漂砂量の経年変化を推定

し，海浜地形の安定性を評価することを目的とする．  
 

2. 深浅測量データの概要 

 国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所4) は，東

播海岸において，昭和49年から現在まで，毎年もしくは隔

年で深浅測量を継続して実施している．その範囲は明石西

部工区，明石東部工区および垂水工区の直轄施工延長

15,250 mである．東端から200 mごとに測点が設けられてい

る．本研究では，東播海岸における他の工区よりも多く養

浜工が整備されている，13.0k~18.6k地点の明石西部工区を

検討対象とする． 
 また，平成16年度から平成29年度における深浅測量デー

タはCADデータとして存在するが，平成15年度以前の深浅

測量データは紙図面としては存在するものの，デジタル媒

体は存在していなかった．そこで，平成4年度から平成15
年度までの深浅測量や横断測量の紙図面をスキャンした．

次に，存在するCADデータと同様に扱えるようにするため

に，スキャンした画像を背景画像としてAutoCADに読み込

んだ．海底を示す線を手作業でなぞって描画し，デジタル

化した． 

 
3. 漂砂量の算定方法 

(1) 漂砂の移動限界水深の算定 

 平成 4年度から平成 29年度の 13.0k~18.6k地点の明石西

部工区の深浅測量のデータを用いて，海浜断面形と水深の

標準偏差を算定する．海浜変形が安定した区間を探索し，

定めた地点を漂砂の移動限界水深として算定する． 
(2) 波の打上げ高の算定 

 波の打ち上げ高は，玉田ら 5) の打上げ高算定式を用い，収束計

算で求める．算定式を式(1)および(2)に示す． 
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それぞれ，入射波数の2%の波数に対応する打上げ高を2%
超過打上げ高R2%，沖波波高H0，沖波波長L0，波形勾配H0/L0

である，tanβは，波の打上げ高 R2%と砕波水深 hb の2点間

の実断面の面積Aから求まる仮想勾配である．砕波水深 hb

は，間瀬ら 6) による砕波水深算定式を用いて算定する． 
(3) 漂砂の移動高の算定 

 各年度における汀線変化量と断面積変化量の関係を回帰

式で求める． 
(4) 漂砂量の推定 

 算定した波の打上げ高と漂砂の移動限界水深から，海浜

断面積変化量を算定する．海浜断面積変化量に沿岸方向に

単位長さを持った汀線を考えて，砂浜の漂砂量を推定する． 
 

4. 研究結果 

(1) 漂砂の移動限界水深の算定 

 汀線付近に構造物がない 10 測点における各年度海浜断

面形と平均海浜断面形および水深の標準偏差図を作成した．

13.8k 地点の結果を図-1 に示す．図-2 は，図-1 を汀線から

40m~100mの範囲について拡大したものである． 
 

 
図-1 13.8k地点における海浜断面形（左）と水深の標準偏差（右） 

 
図-2 図-1の汀線から40m~100m区間の拡大図 

 
 まず，海浜断面形をみると，80 m~90 m沖合の辺りで，

汀線付近に比べて各年度の海浜断面形が重なりを示してい

ることがわかる．次に，水深の標準偏差に着目する．海浜

断面形が重なりを示した80 m~90 m沖合の地点付近をみる

と，85 m~90 m沖合の地点の標準偏差が，汀線付近に比べ

て小さく，一定だった．そこで，波による地形変化は，こ

の辺りで安定していると判断した．沖合から 85 mと 90 m
の 2地点の水深の最大値と最小値の差を求め，差が小さい

方の地点の水深を移動限界水深とした．その結果，13.8k
地点における移動限界水深は，85m沖合の地点の水深で約

2.0mとなった． 
 この方法を他の 9地点にも適用し，移動限界水深を算定

した結果，13.4k~14.2k 地点では 1.9m，14.8k~15.0k 地点で

は 1.5m，15.4k~16.4k地点では 2.8mとした．明石西部工区

においては，東側よりも西側のほうが漂砂の移動限界水深

が大きいことがわかった． 
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(2) 波の打上げ高の算定 
 式(1)および式(2)を用いて収束計算を行った結果，波の打

上げ高は，13.4k~14.2k 地点では約 1.2m~1.3m，15.6k 地点

を除く 14.8k~16.4k 地点では約 1.3m~1.4m になった．明石

西部工区において，東側よりも西側のほうが波の打上げ高

は大きく，波の影響を受けやすいことがわかった． 
(3) 漂砂の移動高の算定 

 14.2k地点は平成5年9月，その他の9測線は平成4年9月を

基準として，各測線および各年度の汀線変化量と断面積変

化量の関係を求めた．15.4k~16.4k地点の結果を図-3に示す． 

 
図-3 汀線変化量 (Δy) と断面積変化量 (ΔA)の関係 

 
 汀線変化量と断面積変化量の関係についての回帰式を式

(3)に示す．相関係数は15.4k~16.4k地点では0.90となった． 

ΔA = 3.6866 Δy - 1.8229 (3) 

回帰係数が漂砂の移動高となることから，漂砂の移動高は

15.4~16.4k地点では約 3.7mが得られた．同様にして，漂砂

の移動高は 13.4k~14.2k地点の範囲では約 1.2m，14.8~15.0k
地点の範囲では約 1.4m が得られた．明石西部工区におい

て，東側よりも西側のほうが漂砂の移動が大きいことがわ

かった． 
(4) 漂砂量の推定 

 明石西部工区では，養浜工に伴って整備されている突堤

の間隔は 180m である，そこで，沿岸方向に単位長さを持

った汀線は 180m として計算し，漂砂量の推定を行う．前

年度と比較した漂砂の堆積または侵食量，すなわち漂砂量

の経年変化を求めた．13.4k地点と 16.4k地点の結果を，図

-4と図-5にそれぞれ示す． 
 グラフの赤線は，各測点の漂砂量の経年変化を対数近似

した曲線である．各測点で，年度毎に漂砂の堆積・侵食を

繰り返していることがわかる．各測線の近似曲線をみると，

13.4k地点をはじめとした 9測点では，経年とともに漂砂量

の変動が収束して安定化，または堆積する様子がみられた．

唯一 16.4k地点だけが侵食傾向を示す結果が得られた． 
 

 
図-4 13.4k地点における漂砂量の経年変化 

 
図-5 16.4k地点における漂砂量の経年変化 

5. 考察 

 前回測量からの断面積変化量や汀線変化量をみると，

16.4k地点では，平成 27年から平成 29年にかけての変化量

が，全観測期間で最大になった．そこで，16.4k地点におい

て最も大きく侵食した平成 27年度から平成 29年度に着目

する．平成 29年 9月 17日から 9月 18日にかけて，2 mを

超える高い有義波高と 8 s 以上の長い周期が，ナウファス

神戸で観測されていた．これは，平成 29年 9月 18日未明

に兵庫県明石区に上陸した台風 18 号の影響である．平成

29年 9月の深浅測量実施時期と，台風来襲のタイミングが

近かったので，高波浪の作用を受けた直後の海底地形で測

量された結果，他の年度よりも極端に侵食されたデータが

得られたのではないかと考えた．そこで，この測量年度を

除いた上で，漂砂量の経年変化を求めたが，近似曲線の勾

配は緩くなったものの，侵食傾向は変わらず，16.4k地点で

は今後も侵食が進む可能性があることが明らかになった． 
 

6. おわりに 

 以下に，本研究で得られた主な結果を述べる． 
1) 漂砂の移動限界水深は，13.4k~14.2k 地点では約 1.9m，

14.8k~15.0k 地点では約 1.5m，15.4k~16.4k 地点では約

2.8mとなった．明石西部工区においては，東側よりも西

側のほうが移動限界水深は大きいことがわかった． 
2) 波の打上げ高は，13.4k~14.2k 地点の範囲では約

1.2m~1.3m，15.6k 地点を除く 14.8k~16.4k 地点の範囲で

は約 1.3m~1.4mになった．東側よりも西側のほうが波の

影響を受けやすいことがわかった． 
3) 漂砂の移動高は，13.4k~14.2k地点の範囲では約 1.2m（相

関係数 0.35），14.8k~15.0k地点の範囲では約 1.4m（相関

係数 0.74），15.4k~16.4k地点の範囲では約 3.7m（相関係

数 0.90）となった．同様に，東側よりも西側のほうが漂

砂の移動高は大きいことがわかった． 
4) 漂砂量については，堆積・侵食を繰り返していたが，近

似曲線を描くと，16.4k 地点のみ侵食傾向を示したが，

他の 9地点は安定または堆積傾向にあった．平成 29年 9
月の台風による擾乱の影響を除いたとしても，16.4k 地

点は侵食傾向であり，今後も侵食が進行する可能性があ

ることが明らかになった． 
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