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      目に見えない外来寄生生物の感染が深刻 

ヒアリ博士 生物多様性には「景観」も含む 

昆虫食倶楽部 「外来種シンポジウム」 現場からの報告 

外来種対策に奔走する〝ヒアリ博士〟、国立環境研究所の五箇公

一氏(写真左)を講師に迎え、1 月 20 日静岡大学浜松キャンパスで「外

来種シンポジウム」が開かれた(主催=昆虫食倶楽部)。外来種って悪者

なの? 外来種と生物多様性との関係は? そうした疑問にこたえる講演

会と質疑応答となった。五箇氏は、わかりやすいよう漫画も多用し現場

からの報告を行った。外来種問題では、外来種とは人の手によって移

動させられた生物のことであり、見逃せないのは目に見える外来種の

ほか、それに寄生し、人に感染症を引き起こさせる目に見えないダニな

どの生物も同時に移動してきており、深刻化していると指摘したこと。生物多様性では、遺伝子や

種、生態系の多様性のほか、見落としがちな主に植物による景観の多様性も含まれると指摘し、

注目された。これまでとは違う景観の形成や変化は、外来植物の多い佐鳴湖周辺でも今後大き

な問題となりそうだ。                        関連記事 = 3 面に「記者ノート」 

お知らせ 大型連載「寄稿」 「天竜川はこのままでよいのか」、スタート ! 

上記の前文には五箇講演全体にわたるポ イントがまとめられており、また具体的な点で

は講演会場で今問題となっている特定外来種

(動物と植物)を含めた「生態系被害防止外来

種リスト」(400 種類以上)という最新資料の配

布がなされている。そこで、ここでは、そのほ

かの五箇講演で注目された点をいくつか指摘

し、論説記事として紹介する。 

第一。外来種問題の背景 「WTO 生物」 

五箇氏の指摘によると、問題は1994年から

始まった WTO(世界貿易機関)協定の発効が

大きい。これによって各国が自由にモノ、サー

ビスなどの貿易がグローバルにできるように

なった。と同時に、貿易障壁の削減や撤廃に

伴い「人の手や活動によって自由に本来の分

布域の外の国や地域に移動する」外来種とい

う考え方が実態をもって登場し始めたのであ

 

 

 
 -  直木賞作家、桜木紫乃さんの『砂上』の 

舞台にもなった中田島の今を伝えます 



る。外来種とは、いわば「WTO 由来生物」のこ

ととも言える。こう考えると、日本で外来生物

法が初めて 2005 年にできたのもうなずけるし、

また、当時から、対策現場では、外来種問題

が日本でも避けられず、いずれは深刻化する

と認識していたと繰り返した五箇氏の講演は

うなずけるものといえる。 

第二。外来種は悪者か ? 「WANTED」問題 

第一の背景を考えると、外来種は人間の身

勝手で外来種にさせられたのであって、決し

て外来種は悪者ではない。ところが、この点、

いろいろと市民の間にも誤解があり、行政側

にも配慮に欠けている点があることを指摘し

ておきたい。WANTED 問題である。 

下の写真はこのシンポでも浜松市側が配

布した「アライグマ WANTED」チラシ。佐鳴湖

周辺にも多いタイ

ワ ン リ ス の も

「WANTED」とある。

チラシにはアライ

グマの特徴を書き

並べた人相書きま

であり、いかにも、

おたずね者扱いで

ある。チラシの裏

の最後に申し訳程

度に小さく「人間の

身勝手で」とあるものの、チラシ表の目立つと

ころには大きく「目撃したら浜松市へ連絡を !」

という指名手配扱い。これではあまりに一方

的でアライグマも浮かばれまい。 

確かに、わかりやすく、ユーモアもあり、巧

みなチラシのようにみえる。しかし、こうした悪

気のなさが問題解決を遠ざけていないか。 

アライグマに罪はない、〝冤罪〟であること

を何らかの形で、たとえば人間の都合で引き

起こしたという背景を、チラシをみた市民に向

けて、もっときちんと表示する工夫こそ、効果

的な対策には必要なのではないか。 

このことは外来種問題に直面する市民の協

力を得ながら問題を解決していく近道であり、

外 来 生 物 法 の 本 旨 で も あ る 。 少 な く と も

「WANTED」という誤解を与えかねない語感表

現は外来生物法の本旨にもとる。真犯人は人

間であることを忘れてはなるまい。 
第三。増える特定外来種、新たに 16 種 

シンポでもくり返し話題になったが、第一で

述べた背景を考えると、特定外来種の指定は

まだまだ増えると予想される。事実、昨年 11

月、政府はコスタリカが原産のアリゲーターガ

ーなど、新たに16種を特定外来種に指定する

と決定した。 

となると、外来種問題の効果的な解決のた

めには、人間とほかの生物との共生にはどの

ようなルールが求められるのか、その場合、

社会として何を外来種から守るのかなど、あら

ためて社会的な合意形成に向け考え直す必

要もあるのではないか。 

以上をまとめると、五箇氏の現場からの実

情報告は、アライグマの悲劇、アカミミガメの

急増を繰り返さない継続的な市民活動ととも

に、私たち市民自身も、そのライフスタイルを

見直すよう促したと言えるのではないか。 

             - 講演後の質疑応答の様子 

防潮堤の整備、静岡県が見直し 

伊豆半島 観光や景観に悪影響の声 

  静岡県は、南海トラフ巨大地震に備えるた

めの現行10ヵ年計画「地震・津波対策アクショ

ンプログラム(AP)」を見直す。具体的には防潮

堤の整備目標を大幅に先送りし、2022 年度末

までに整備する予定だった地区の大半を 23

年度以降に先送りする。整備にかかる財源不

足と、伊豆半島沿岸自治体や地区の一部に

防潮堤を整備しない方針を決めたことなどに

より、現行目標の達成が難しくなっているとの

判断によるもの。 



見直しの背景には、国からの財政支援が大

幅に引き下げられているという事情があるも

のの、地区協議会で観光や景観への悪影響

を懸念し、防潮堤の整備を望まない意見が相

次いでいることなどが挙げられる。すでに 15

地区からは防潮堤よりも、避難対応強化など

ソフト対策の充実を望む意見が相次いでいる

という。県としては、地元意向を重視した結果、

現行目標を見直し、23 年度以降も含めて整備

しない区域を検討し、今年度中にも公表する

としている。 

遠州・中田島ではすでに防潮堤づくりが県

や浜松市により進行している。現時点での住

民意見も含めた今後の対応が注目される。 

 

佐鳴湖交流会 ２月 4 日開催 

 佐鳴湖地域協議会は、佐鳴湖にかかわる

住民同士の交流をうながそうと、第 7 回佐鳴

湖交流会を 2 月 4 日午後 1 時から、静岡大学

浜松キャンパス構内の佐鳴会館ホールで開

催する。 

講演会では、鈴木正之氏(浜松市中央図書

館業務アドバイザー)が「堀留運河と佐鳴湖周

辺の水運」と題して講演する。このあとの市民

による発表会では、遠江文化財研究会の成

島恵美子さんが「佐鳴湖の水神様、九頭龍権

現」について、また昆虫食倶楽部代表の夏目

恵介さんが「ミシシッピーアカミミガメをとって

食べる」と題して佐鳴湖で大量に捕獲したカメ

の有効利用の取り組みについて、報告する。

また、縄文楽校でボランティア活動をしている

鈴木信行さんは長年実践している「佐鳴湖で

ヤマトシジミを復活させるには」というテーマで、

これまでの研究成果について報告する。この

ほか、会場ではポスター掲示による発表や意

見交換会が予定されている。 

 

  さなるこ住民ネット 1 月学習会 

 草笛パフォーマー、モロッコをゆく 

 さなるこ地域住民ネットワークは、アフリカ

の砂漠国、モロッコを昨秋旅してきた草笛パフ

ォーマー、加茂光廣さん(写真)を講師に招き、

このほど 1 月学習会を開いた。 

モロッコは草笛

に適した日本のよ

う な 照 葉 樹 林 文

化とはまったく対

照的な国。 

砂 漠 の 中 の メ

ルズーナというと

ころでは、確かに、

満月の夜、砂漠を

ラクダにゆられて

行く光景を見て、童謡「月の砂漠」さながらの

風情を感じ、草笛を吹いた。 

しかし、きれいな音色の草笛を奏でることは

できたが、期待したような、草笛らしい「かすれ

たような音」による自然との一体感は味わえな

かったと残念そう。浪漫的団塊世代の加茂さ

んは、乾燥した空気など砂漠の環境がその原

因かもしれないと分析した。 

                         

    記者ノート 生物学は社会学 論説ノート  

  コラム子も、今号トップ記事のヒアリ博士、

五箇さんの講演を拝見した。講演の感想を一

言でいえば、訴求力と迫力のある、そしてユー

モアのある、これぞプロフェッショナルという印

象をもった。難しいテーマの勘所を、わかりや

すく解説していたからだ。しかし、科学的な姿

勢で対策に当たることが大事とも強調してい

た。いかにもダニ学の専門家らしい。 

生物の多様性や外来種問題の解決にはど

んな人材が求められるかという趣旨の質疑応

答では、大学で生物学を学ぶだけではなく、

社会で多様な体験をして、多様なニーズを汲

み取る社会学的な素養が求められると答えて

いた。(外来種対策の)生物学は社会学である

とも語った。 

これはある意味、核心を突いた名言である。

こうした言葉が自然に出てくるのは、民間企業

で活躍していたという五箇さんならではの経験

や経歴があるからだと気づいた。( い ) 



 

● 第 10 回 ●  市民のジャーナリズム - 最近の 2 つのニュースから   

私たち、さなるこ地域住民ネットワークが静岡大学浜松キャンパスで開催した市民シンポジウ

ム「大学の軍事研究 今、何が問題か」から 1 年、このシンポを受けて始めた連載も今回で 10 回

目。これまでにわかったことをまとめると、 

第一 大学の軍事研究問題は大学や、科学者を含む大学人の枠組みをこえていること 

第二 解決には大学のプロ科学に対抗するもう一つの正義、「市民の科学」が必要なこと 

である。これまでの連載では取り上げなかった最近の以下2つのニュースからも、これら2点がは

っきりと浮き彫りになることを以下に示す。東日本原発震災から 7 年目に入った今、そしてマスメ

ディアに対する批判の高まりの中、それに代わる市民の側に立つ対抗的な「市民のジャーナリズ

ム」について検証する。「科学者と戦争」から、より広く今号から「市民と戦争」について考える。 

                                大学軍事研究取材班  

一つは、軍学共同反対連絡会の共同代表

で、『科学者と戦争』の著者でもある池内了

氏が最近の連絡会ニュースレターに「加計学

園問題と新たな軍学共同」という論説寄稿を

寄せていること(2017 年 11 月 29 日号)。 

● 「加計」は生物化学兵器の拠点化か 

その言わんとするところは、獣医学部の新

設うんぬんの加計学園問題には、軍学共同

とかかわりのある生物化学兵器の研究拠点

づくりというもうひとつの側面があり、今後大

問題に発展する可能性があるとの指摘であ

る。池内氏は、その根拠について、かなり詳

細に分析し、報告している点に注目したい。 

論考の詳細は寄稿にゆずるが、根拠の核

心は石破茂元地方創生担当大臣の、いわゆ

る「石破 4 条件」であることからも、もはや大

学の枠をこえている。 

この論考で池内氏は、学園問題の今後に

ついて、学園側が作成した獣医学部新設の

目的のなかに出てくる「人獣共通感染症」、

「動物実験」という言葉は意味深長であり、ど

ういう経営していくのか、注視しなければなら

ないと強調している。加計学園問題は、生物

化学兵器分野の軍学共同の先取りではない

かと懸念しているが、もっともな論拠であり、

話である。市民の監視としては市民側に立

つ「市民のジャーナリズム」の出番であると

いえるのではないか。 

● 核兵器禁止条約でノーベル賞  

もう一つは、昨年 7 月、核兵器の保存や使

用などを法的に禁止する核兵器禁止条約が

国連で採択されたというニュース。民間の国

際 NGO「核兵器廃絶国際キャンペーン」

(ICAN)が、採択に向け主導的な役割を果た

したとして昨秋ノーベル平和賞を受賞した。 

これを受けて、日本国内ではこの禁止条

約の採択以降、条約づくりに反対していた日

本政府に条約への署名や批准を求める意

見書がこれまでに少なくとも 113 の地方議会

で可決されている。そして、それが衆参両院

に提出され、受理されてもいる。大半が安倍

晋三首相にも提出されているという。 

こうした国際的な市民運動が盛り上がって

いる中、日本国内でも高い市民目線が大き

なうねりを生んでいるといえよう。科学者の

枠組みだけでは乗越えられなかったものが、

市民レベルのジャーナリズムが乗越えようと

している状況は見逃せない。 

次回からはこうした点について検証する。 

 

 編集発行 井上正男( 浜松市中区佐鳴台 3 丁目 3 -408) 

   053-489-9189  minoue@nsknet.or.jp 

    



  ダム建設百年の日本、今、河川再生と両立する道筋を考える 

 

戸田三津夫 （ 静岡大学工学部 ） 

● 第 1 回 新連載にあたって ●  

昨秋、政府の会計検査院が国土交通省所管のダムのうち約 210 カ所を調べたところ、半数で

ダムに土砂が大量にたまり、洪水を防ぐ機能が弱まっていることがわかり、国交省に対策をうな

がしています。「暴れ天竜」の異名のある天竜川に建設されて 60 年以上たつ佐久間ダムでも、現

在、そうした堆砂が総貯水量の半分近くに達していると推定されています。一方、天竜川そのも

のについても天然資源再生などをめぐって、さまざまな問題が深刻化しています。治水と利水、

日本に近代的なダムの建設が始まって百年、過度の負荷から、ダムと河川の両方を解放し、そ

れぞれ持続可能な姿で再生させる具体策について、静岡大学工学部の戸田三津夫氏(写真下)

に提案していただきます。東海４県がエリアの姉妹紙の討論情報誌「隔月刊 市民環境ジャーナ

ル」にも掲載予定。投書・意見をお寄せください。随時、掲載します。   ( 編集部 ) 

 

● 浜松と天竜川、佐久間ダム 

私たちが水源とし

て依存している天竜

川は、浜松市の生命

線といえる。平成の

大合併で浜松市天竜

区となった天竜川中

流域、佐久間町に佐久間ダムがある。1956 年

竣工のこのダムは昨年で 60 年目を迎えた。 

ダムは河川を塞き止める構造物である。ダ

ムの役割には、治水と利水（発電、農業用水、

工業用水、生活用水）がある。発電や利水を

目的とするダムでは水を取水して水路やパイ

プの中を流すが、土砂は置いてきぼりを食っ

てダムに沈降する。魚や甲殻類の多くはダム

の堰(せき)に移動が阻害され、数年のうちに

姿を消してしまう。堤体高さが約 155 m の佐久

間ダムでは魚道も設置されず、その影響は大

きく、決定的である。 

また、佐久間湖は長さが 20 km を超え、上

流部に堆砂がたまりやすい。加えて中央構造

線がダムの南部から水窪方面、天竜川上流

部東側に向かってのびているために流域の土

砂排出量そのものが膨大で、すでに堆砂量は

1 億 3000 万 m3（重量にして 2 億 5000 万 t 以

上）を超え、ダム湖の総容量のほぼ半分に達

している。[1] この土砂量は 10 t ダンプ 2500

万台分に相当する。10 年間 24 時間体制で運

んだとしても 12 秒に一台（毎分 5 台）の密度に

なってしまう。道路の耐久性、交通事情、経費

の面で、とても道路と車を使っては運べないこ

とは容易に理解できる。しかも堆砂は年 100

万 t近い規模で増え続けている可能性がある。

対策は喫緊で、急がなければならない。 

● 堆砂対策、国会答弁でも 

河川管理者である国土交通省は、天竜川

上流部の東側支流の美和ダムや小渋ダムで

排砂バイパストンネルによる堆砂排出試験を

行なってきた。しかし土砂排出効率などの結

果は良好とは言えないようだ。 

そのため佐久間ダムでの具体性のある堆

砂対策は未だ提案されず、2017 年 12 月の国

会質問での国土交通副大臣による答弁では

ベルトコンベアーによる運搬という点について

言及もあった。[2]  

なお、天竜川の本流にあるダムは、下流か

ら、船明（電源開発）、秋葉（電源）、佐久間

（電源）、平岡（中部電力）、泰阜（中電）。 



 

    - 天竜川水系のダムと発電所 

出典 電源開発中部支店パンフ 

 

● 堆砂、濁水、河川再生の 3 提案 

筆者は、今の天竜川の環境改善と将来の

機能不全を解消する方策として、これまでに、

（１）鉄道利用による堆砂運搬[3]、（２）清水

（せいすい）バイパスによる濁水防止[4]、（３）

佐久間ダムそのものを再編することによる発

電機能を維持したままでの河川再生[5] – の

3 点にわたって提案してきた。 

以下に堆砂、濁水、河川再生について順を

追って説明する。（１）の堆砂運搬と（２）の濁

水防止は互いに関係なく進められる。（３）の

河川再生は（１）による堆砂処理が前提となる。

河川再生の（３）を実施すれば、濁水防止の

（２）は必要ないことに注目してもらいたい。 

● 堆砂問題は利水と治水の問題 

天竜川に限らず、川は山を削り土砂を運び、

平野をつくり、海岸を維持し、海を豊かにして

きた。河口の三角州、河口沖での海底棚、扇

状地形はこうしてつくられる。浜松市平野部の

地形を地図や空中写真で見ると、平地が天竜

川の土砂運搬により形成されたことが疑いよ

うのないほどはっきり見える。 

私たち人間はその壮大な営みを 60 年間に

わたり、ダム建設でストップさせてきたことにな

る。膨大なダム堆砂はその結果である。そし

て土砂供給が止まり、今、浜松の遠州灘の海

岸が削られて後退している。 

では、堆砂はダムの機能にどのような影響

を与えるのだろうか。ダムには土砂が堆積す

ることがはじめから予想されるため、通常、

100 年分の想定堆砂量に相当する容量があら

かじめ設定されている。 

実際の影響をまず発電ダムから考えてみ

よう。発電効率は水が落ちる落差とその量に

よって決まる。ダムは、その落差を確保して必

要なときに安定して水を発電所に供給するた

めにつくられる。したがって、相当量の土砂が

たまっても発電には支障はない。一方、大量

の堆砂がたまれば総貯水量が少なくなるので

発電を除いた利水の能力は徐々に低下し、治

水能力は急速に損なわれてゆく。 

一言で言えば、堆砂問題とは利水と治水の

問題ということになる。 ( 次号に、つづく ) 

      次回は「 堆砂とリスク 」です 

       - 引用文献は連載最後に掲載 

                

＜佐久間ダム・発電所＞ 

 このダムは、かたい花崗岩の上に建設され

たコンクリート重力式で、コンクリートの重みで

水の力を支えている。発電所の形式は水路式

で、1956 年に発電開始(最大出力 35 万 kW)。

建設工事はアメリカのダンプトラック、ブルドー

ザー、パワーショベルなどの大型機械を使っ

て 3 年で完成された。1 年間の発電総量は約

14 億キロワット・アワーと水力発電所としては

日本最大級。ダムの水は発電のほか、たとえ

ば豊川用水などとして農業用水、水道用水、

工業用水などに利用。(電源開発パンフより) 
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    東海地震説から４２年、今、予知の大震法見直しの中、歴史地震に学ぶ 

       浜名湖は本当に塩水化したか 

 -- 明応巨大地震(1498 年)の大津波を考える --    

瀬戸浩二・香月興太 （島根大エスチュアリー研究センター） 

山田和芳 （ふじのくに地球環境史ミュージアム） 

写真右上 瀬戸浩二氏 = 「浜めぐ」研究会で(2017 年 12 月、浜松市)  

                    

静岡県西端に位置する浜名湖は、水域面

積が 64km2 の高塩分汽水湖である。浜名湖の

湖水は、南側の今切口における幅約 200m の

水路から海水が流入し、都田川などの河川か

らは淡水が流入している。そのため、浜名湖

北側の湖盆（最深部）では、塩分が低く薄い表

層の水と塩分の高い底層の水が見られる。こ

の水の構造（成層構造）は、湖の環境を考え

るのに重要なポイントとなる。 

● 古環境の解明へ浜名湖をボーリング 

というのは、塩分の低い表層の水が、いわ

ばフタをする形になるため、底層に酸素が供

給されにくくなり、貝などの底性生物の生存に

影響をもたらすからである。実際、現在の湖盆

付近では、季節的な貧酸素により、通常の底

性生物が生息できない状態になっている。 

 このような浜

名湖は、どのよ

うにしてできた

の だ ろ う か ？ 

そ れ を 調 べ る

ためにボーリン

グコアが掘削さ

れ 、 解 析 が 進

められている( 写真上 = コア分割作業の様

子)。海や湖では基本的に泥や砂などの堆積

物がたまり続けている。その堆積物は貝やゴ

カイなどによってかき混ぜられることもあるが、

下側が古く、上側に向かって新しくなる。それ

を下から上までパイプに入れて柱状に採取さ

れたのがボーリングコアである。それをスライ

スし、化学分析や化石の分析をすると、その

時の環境が推定できる。スライスしたものを下

から上まで並べて時間変化を見ると、古環境

の変遷が明らかにできる。スライスを細かくす

るとより詳細な変化を復元できるものの、分析

の数も多くなるため、一定の限界がある。 

また古環境の変遷が分かっても、それがい

つの時代のことであるかが分からないと、学

術的にはあまり意味を持たない。最近では放

射性炭素を用いた年代測定法が確立して比

較的精度の高い年代が測定できるようになっ

ている。浜名湖のコアもそれを用いて堆積した

年代が分かるようになった。 

 ● 通説では明応地震で浜名湖は汽水に 

 これらの研究成果から次のような浜名湖の

形成過程が明らかになっている。 

約 1 万 5 千年前の氷河期には海水準が約

130m も下にあったので、浜名湖は陸上にあっ

たことになる。その後、氷河期から温暖な間氷

期に変わる過程で海水準は上昇し、約 1 万年

前に浜名湖に海水が浸入したことがわかった。



その後も海水準はさらに上昇し、約 6 千年前

には大きな内湾（古浜名湾）となった。古浜名

湾はその後の海面の低下とともに、湖口を塞

ぐ砂州が形成され、2800〜1000 年前に完全

に淡水湖に変わったとされている。 

また、当時、淡水の湖水は浜名川から遠州

灘に流出し、海水の入る余地はなかったと考

えられている。その後、今切口において 1498

年の地震（明応地震）に伴う津波と翌年の暴

風により砂州が決壊され、海水が流入し始め、

現在の浜名湖の環境になった。 

浜名湖の環境が変遷した年代とその時の

環境については、研究者によって若干見解が

異なるが、淡水湖であった浜名湖が明応地震

によって汽水湖に変化したということは、研究

者の間で一般的に知れわたっている。 

● 湖内で４m 級のボーリングコアを採取 

果たして本当にそうなのか。 

私たちは浜名湖がどのような過程を経て淡

水湖になったのか、また、明応地震後どのよう

な過程を経て高塩分塩湖になったのかを、具

体的に明らかにするため、島根大学エスチュ

アリー研究センターとふじのくに地球環境史ミ

ュージアムは、共同で調査研究を行うことにな

った。調査研究は現在でも継続中であるが、

一応の結果が出ているので、紹介したい。 

 これまでの調査において、浜名湖の北部湖

盆域の最も水深の深い地点（水深約 12m）と

浜名湖の引佐細江の地点（水深 6.5m）におい

て４m 級のボーリングコアを採取した。それぞ

れのコアは 1cm 間隔でスライスし、各種分析

用試料を分取した。両地点のコアは、泥質堆

積物からなり、上部にバーコードのようなラミ

ナ（薄層）を伴う。水深約 12m のコアでは４層

準において放射性炭素年代の測定を行なっ

ている。 

その結果、水深約12mのコアはおよそ2100

年前以降を示していることが明らかとなった。

水深 6.5m もほぼ同様な変化を示すことから、

同程度の年代を示しているものと思われる。  

 コアの分析でもっとも着目したのは全イオウ

濃度（含有量）。全イオウ濃度が 0.3％以下は

淡水と解釈され、1.5〜2.0％程度だと海水と解

釈される。これは海水にはイオウの供給源で

ある硫酸イオン（SO4
2-）を含むのに対して淡水

はそれをほとんど含まないからである。 

硫酸イオンは、酸素のない環境においては

硫酸還元バクテリアが酸素の代わりに使い、

硫化水素（H2S）を発生させる。硫化水素は鉄

と結合して安定な鉱物（硫化鉄）として堆積物

に保存される。つまり、海水の影響が強いほ

ど、また酸素がない環境（還元的な環境）ほど

高い値を示す傾向にある。 

 それから判断すると、淡水湖に近いのは西

暦 150 年から西暦 400 年までで、それ以前ま

たは以降では塩水であることがわかる(グラフ

参照)。その間でも、水深 12m のコアでは、全

イオウ濃度が 0.7%以上を示し、淡水とは言え

ない値を示している。 

一方で、水深 6.5m のコアでは、0.2%以下を

示しているので淡水環境を示していると思わ

れる。このような環境の違いは、水深の違い

によって生じたものと解釈されるので、当時は

成層構造を示す低塩分汽水湖と思われる。そ

の後は水深 6.5m のコアでも海水の影響が強

いことを示しているが、ケイソウ化石は淡水湖

であることを示している。したがって淡水に近

い表層水はその後も存在したと思われるので

ある。 

ケイソウ化石には、1498 年の明応地震後

から劇的に汽水〜海性種が多くなる。これは

浜名湖の表層水も海水の影響の強い水に変

化したことを意味する。 

● 結論として 

明応地震は確かに表層付近の環境は一変

させた。しかし、塩水化はそれ以前から進んで

いたものと推定され、明応地震がなくともいず

れは現在に近い環境になったと思われる。こ

れらのことから、浜名湖は厳密にいえば、約 1

万年前以降ずっと汽水湖であったといえる。そ

して西暦 150 年に起きた淡水化以降、徐々に

塩水化が進行したものと思われる。 

● 明応地震以前、佐鳴湖は完全な淡水 

 追記として、浜名湖の上流側にある佐鳴湖



の環境変化についても考えてみよう。現在の

佐鳴湖は浅い湖沼であることから、浜名湖の

表層水の影響を強く受けているものと思われ

る。西暦 150 年以前では、低〜中塩分汽水湖

であった。淡水化以降は、明応地震が起るま

で完全な淡水湖であった。それ以降は現在と

同様に低〜中塩分汽水湖。 

これらの環境変化は塩分が異なるものの、

従来浜名湖でいわれていた環境変遷と同様

である。実際にそうなのか、佐鳴湖でも、機会

があればボーリングコアを採取し、環境変遷

史を解明したいと考えている。 

 

 

                    

        ＜ 明応地震 ＞ 

 『理科年表』(国立天文台編)によると、地

震の大きさを示す M(マグニチュード)は、8.2 か

ら 8.4 で、南海トラフ沿いの巨大地震とみられ

ている。紀伊から房総の海岸と甲斐で振動が

大きかったものの、全体的には地震による振

動被害よりも津波よる被害が甚大。伊勢大湊

では家屋流失 1 千戸、溺死 5 千。伊勢志摩で

溺死 1 万、静岡県志太郡で流死 2 万 6 千など

と同書に記録されている。 

 

 

           

 過去約 2000 年間の浜名湖の環境変遷 (全イオウ濃度測定) 

 

● 参考資料 ( 編集部 )  浜名湖の安政地震津波災害絵図 

浜松市博物館のテーマ展「浜松と地震」(2016 年

春開催)には、安政東海地震(1854 年。M8.4)による

津波災害絵図が展示されている(左の絵図)。津波

が退いたあと、北岸からかなり北部(姫街道あたり)

に至るまで、土地（田）が泥田となった様子が地名と

ともに描かれている。 

なお、テーマ展配布資料「遠州南部・地震及び津

波被災地関連リスト」によると、明応地震と幕末の安

政地震時のそれぞれの舞坂宿津波図がある。この

ほか、江戸時代を通して今切変遷図などが湖西市

新井町の関所など複数の場所に保存されている。 

* 編集部注記 *  明応地震同様、大きな津波被

害を出したこの幕末の安政東海地震についても、瀬戸論考グラフでみると、その応答は明応地

震同様、赤線、青線ともに似たような変動パターンであるのが、注目される。 



 


