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浜名湖の湖底地形（その１）湖心部
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ABSTRACT Microtopography of the central Lake Hamana, western Shizuoka Prefecture was reconstructed by an echo sounding survey. Three characteristic topography were
classified; upper flat terrace around 3 m, steep cliff from 4 to 10 m, and the basin from
10 to 12 m in water depths. It was firstly observed slightly uneven on the lower terrace,
suggesting the occurrence of bottom current and corresponding microgeomorphology on
the bottom. Deposition of sludge seems not to have been occurred in the central part of
the lake, as evidenced from the comparison of the maps acquired in 1965–66 AD.
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岡県西部に位置する浜名湖は，全国第 10 位

ングは極めて重要である．これまで，浜名湖では，

2
の面積約 70 km を有する汽水湖である（図 1）．

西暦 1965 年から 66 年にかけて国土地理院による

水産資源としても有名であるアサリ，クルマエビ，

全面的な音響測深がおこなわれ，1/10,000 湖沼図

ウナギで代表されるように，淡水と海水が混ざり

が発行されている（http://www.gsi.go.jp/kankyochiri/

合う汽水環境の中で多様な生態系が育まれている

chubu-hamanako.html；2018 年 3 月 14 日 閲 覧 ）
．そ

（神谷，1985）
．浜名湖に代表される汽水湖は，海

の後、三梨ほか（1990）や佐藤（2008）によって、

跡湖に区分される（平井，1989）．海跡湖は，後氷

限られた区域や測線上での湖底地形調査が行われ

期以降の海面上昇によって陸地に入り込んだ海が，

ているものの、現在まで広域的に精密な測量はお

河川から供給される土砂が形成する砂州により陸

こなわれていない．この間，護岸工事や流入河川

封され湖として残ったものである．地形発達史の

である都田川水系の河川整備がおこなわれており，

観点においては，このような海跡湖はやがてすべ

水域内の地形環境も大きく変わっている可能性が

て埋積され，陸地になる運命にある（湊，1951）．

ある．

浜名湖は溺れ谷地形を呈するが，南部一帯が水

本研究では，将来の浜名湖をとりまく環境保全

深 4 m より浅くなっているのに対して，北部一帯

対策を講じるための一材料を提示すべく，湖心部

は水深 6–12 m と相対的に深いのが特徴である．約

における現在の微細な湖底地形を計測し，1965–

1,800 年前に海と隔てられ淡水湖となった浜名湖

1966 年以降の堆積状況，および湖底面にみられる

は，西暦 1498 年の明応地震津波によって今切口が

微地形の形成要因について考察した．

形成され，現在のような汽水湖となったと考えら
れている（池谷ほか，1990；Sato et al., 2016）．汽

調査地域

水湖は，地形や水塊構造のわずかな変化によって，
生物群集に影響をもたらす貧酸素水塊の拡大が起

調査地域は，図 1 に示す通り，浜名湖本湖の湖

きる．浜名湖においては，戦後の高度経済成長以

2
心部を中心とするおおよそ 12 km に相当する五角

降，その傾向は顕著になってきている（船越・藤原，

形のエリアである．このエリアは平坦な湖盆が広

2011）
．そのため，湖底地形や水塊構造のモニタリ

がる区域を中心とした三ヶ日町大崎から村櫛半島
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図 1．浜名湖の地図．太枠内が本調査エリア．

中部を結ぶ直線の上流側で，東名高速道路の浜名

る方法である．この方法は音波の周波数や出力，

湖橋までの区域である（図 1）．ただし，船の航行

送受波器の性能は様々であるものの，外洋から小

が困難な浅い水域や養殖筏などの障害物はある区

河川や沼地までの幅広い水域において適用され，

域は除外している．

世界中の水域地形とその形成成因を明らかにする

国土地理院発行の主題図（1/10,000 湖沼図）では，
このエリアは最大水深 12.2 m をもつ円形のひとつ

手段として有用性が示されてきている（山田ほか，
2017 など）
．

の大きな湖盆として表される．また，湖岸付近に

本調査では，測深のため漁船を傭船し，ふじの

ついては，水深 3–9m に急崖（斜面）が湖心部の平

くに地球環境史ミュージアム所有のシングルビー

坦面を取り囲んでいる．

ム音響探査機（本多電子社製，HE-81GP）と付属
する GPS を艤装（図 2）して，位置情報（緯度・

方

法

湖底地形の作成には，音響測深（深浅測量）の方
法を用いた．音響測深は，GPS（Global Positioning
System；全地球測位システム）による位置情報と，

経度）および水深値（解像度 0.1 m）を取得した．
測定は 1 秒毎におこない，すべての取得データは
音響探査機に格納したコンパクトフラッシュに自
動保存した．
計 測 日 は， 西 暦 2016 年 9 月 23 日，9 月 27 日，

湖底面で反射した音波の走時から求めた水深を多

10 月 3 日，10 月 14 日，10 月 17 日の全 5 回にわけ

地点で収得して，二次元もしくは三次元で図化す

ておこなった．潮位補正は、気象庁が所管する舞
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阪の潮汐観測データとともに，湖心に設置されて
いる観測塔の水位レベルをつかって目視による補
正をおこなった．標高の基準は、東京湾平均海面
（TP）を用いる。
取得したすべてのデータは計測ミス等の異常値
を除外した後，海底地形データ処理プログラム ver.
3.31，潮位補正データ作成プログラム ver. 1.00（い
ずれも豊橋技術科学大学海岸工学研究室作成）を
用いて 20 m グリッドデータに変換したうえで，二
次元および三次元でそれぞれ作図をおこなった．

図 2．調査風景．漁船に艤装されたソナー，GPS 計は
漁船の屋根の上に設置している．

結果と考察
調査測線を図 3 に示す．南（南東）－北（北西）

がら，水深約 10–12 m の深部平坦面につづく．一

方向，東（南東）－西（北東）方向に，それぞれ

方，北部湖岸には，湖岸線付近から水深約 8 m 付

124，148 測線上でデータを取得した．エリア内

近までの崖が存在し，水深約 10–12 m の深部平坦

において，隣り合う測線間の平均距離は約 180 m

面につづく．図 4 中の A 地点に関しては，陸上部

である．

における地すべりに対応する水深 3–4 m の浅い区

湖底地形図を図 4 にまとめた．復元された湖心

域が存在し，南部湖岸と同様な湖底地形を有して

部の湖底地形は，中央付近に東西方向が長軸とな

いる．国土地理院の湖沼図（測量：西暦 1965–66 年）

る楕円形の平坦面が広がり，最大水深は 12.3 m で

と比較すると（図 5），等水深線の位置，すなわち

ある．南部湖岸には水深約 3 m の浅部平坦面が広

湖底地形は概ね同じであることが明らかになった．

がり，水深 3–9 m 部分に比高約 6 m の崖をもちな

このことは，過去 50 年間において湖深部では顕著

©

図 3．調査測線の全航跡．Google Earth 上に航跡をトレースしている．
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図 4．復元湖底地形図．矢印（破線）は谷地形から推定される水の流れを示している．○印は，鞍部（地形の高まり）
に相当する区域．

な堆積が生じていないことを示唆する．瀬戸ほか

伏（尾根や谷地形）と対応していることが確認で

（2018）による採泥で，湖深部における過去 50 年

きる．つまり、谷地形をなす部分は，湖岸に近い

間の堆積量が 8–14 cm と見積もられていることと，

部分で急崖が発達していること，同様に，尾根地

本研究の結果は整合的である．

形に対応するように，その延長線上に周囲より浅

今回の計測により，深部平坦面上に比高 20–50

い鞍部地形が水底下に広がっていることが確認さ

cm 程度の微小な凹凸が存在することがはじめて明

れる（図 4）
．浜名湖地域は，最終氷期は，日本列

らかになった．以下，特徴的な地形について述べ

島周辺では海水準が現在より 110 m 程度低下して

る（図 4）．深部平坦面全体をみると，都田川方面（上

いた（町田ほか，2003）ため，本調査地域の浜名

流部）から今切口（下流部）に向かう方向に，澪

湖は海岸線が沖合に後退した影響で，谷地形が発

筋と考えられる小さな谷地形が連続している．こ

達する河川環境になっていたことが推定されてい

れは，都田川河口から流入した河川水が海に下っ

る（池谷ほか，1990）
．現在水底下に埋没している

ていく際の流路を示していると考えられる．通常

地形の起伏は，氷期の自然環境の名残と考えられ

は，湖面付近を流れる河川水であるが，大雨時な

る．

どの出水時には，湖底表面を削るような流速をもっ
た水塊の移動があり，その影響で澪筋が形成され
たと考えらえる．
また，湖岸から水底下に急崖が形成されている
部分までの距離は，陸上部に現れている地形の起
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まとめ
本研究では，音響測深で浜名湖本湖の湖心部の
詳細な地形を計測し，1965 年以降の土砂堆積状況，

浜名湖の湖底地形

図 5．1/10,000 湖沼図（国土地理院 1990 年発行）と復元湖底地形図の重ね合わせ

および微地形の形成要因について考察した．その
結果は，3 点にまとめられる．
① 湖心部は，浅部平坦面，急斜面，深部平坦面に
地形区分される．深部平坦面には，20–50 cm の
小さな凹凸地形が観察され，広範囲にわたる澪
筋と考えられる小さい谷地形の存在が明らかに
なった．
② また，陸上地形の延長線上の地形が湖底下にも
対応する形で広がっていることが示された．
③ 一方，約 50 年前に測量された主題図（湖沼図）
と比較した結果，水域の著しい埋積が進行して
いることは認められなかった．
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本論文はモノクロ印刷となっていますが，本来はカラー
図版が含まれています．カラー情報につきましては，ふ
じのくに地球環境史ミュージアムのウェブページ（http://
www.fujimu100.jp/museum/publication/natrual_history/）から
ダウンロードできる PDF をご参照ください．
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