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Abstract
 

Characteristics of tide by measuring temporal change of surface level in Lake Sanaru which is tidal brackish lake
 

left far from seashore were investigated. Tidal amplitude attenuates and phase becomes late while tidal wave
 

propagates to upstream on the long river where cross-sectional area is small.Consequently, tidal range in Lake
 

Sanaru attenuates in 1/3 or more of that in Lake Hamana,and tide in Lake Sanaru is delayed from 3 to 5 hours than
 

that in Lake Hamana.The strength of tidal water exchange and mean residence time of fresh water which flowed
 

into Lake Sanaru during precipitation are estimated.The water exchange ratio by semi-diurnal tide between Lake
 

Sanaru and Lake Hamana is approximately 0.13,and the mean ratio of exchanged water volume to capacity of Lake
 

Sanaru is about 2%.In addition,mean residence time to take for fresh water to be discharged from Lake Sanaru
 

by tidal water exchange is estimated to be from 22 to 26 days.It is supposed that tidal water exchange between Lake
 

Sanaru and Lake Hamana is controlled or suppressed by mixing or dilution process in lower Shin River.Effect of
 

suppression by the physical process in lower Shin River intensifies exclusiveness of Lake Sanaru, therefore, it is
 

difficult for the pollutant in Lake Sanaru to be discharged from the lake and is easy to stay in the lake.
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1. はじめに

佐鳴湖は浜松市西部に位置する船底型の形状をした浅い

湖で，湖水面積は1.2km，水深は最深部でも2.5m程度

である．上流からは新川，段子川の小河川が流入してい

る．下流は長さ約8.3～8.7kmの新川を通じて浜名湖の

湖口付近につながっているが，下流の新川への出口は旧新

川口と新川放水路口の２ヶ所となっている（Fig.1(1)，

Fig.1(2)）．佐鳴湖の地理的および地形的概要をTable 1

に示す．なお，表中の佐鳴湖の水平の大きさや面積，浜名

湖からの距離などは国土地理院の25,000分の１の地図か

ら読み取ったものであり，水深や湖水容量などは観測期間

中の測深観測の結果から求めた．

佐鳴湖は戦後の高度成長期以後，周辺地域の宅地開発と

生活排水の流入により水質が悪化し始め，1960年代に入る

と富栄養化が進行した．1980年代以降は下水道整備が進

み，佐鳴湖の水質も改善の方向に向かい始めたが，行政や

地域住民等の努力にもかかわらず，現在まで抜本的な水質

改善には至っていない．2001年から2006年にかけては，環

境省が行なっている国内湖沼の水質ランキングで連続ワー

スト１位となっている．

佐鳴湖は海岸（浜名湖）からかなり離れているが，下流

の新川を通って浜名湖から潮汐が遡上しており，感潮汽水

湖となっている．そのため，佐鳴湖の水位変動では潮汐変

動が卓越している．特に2000年に水質改善のために新川放

水路が完成し，それ以来，潮汐によって佐鳴湖に流入する

下流の高塩分水の量が増加して，佐鳴湖の汽水化（高塩分
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Fig.1(1) Map around Lake Sanaru.

Fig.1(2) Location of measuring stations in Lake Sunaru.



化）が進行した．

閉鎖的な感潮水域の水域環境を支配する要因として，水

域への汚濁物質の負荷や除去に関連する生物・化学過程に

加え，潮汐による水交換などの物理過程による物質輸送が

あげられる．水交換などによる物質輸送過程は，当該水域

から水域外に汚濁物質を排出する役割を果たす．佐鳴湖に

おいては，これまで幾つかの水質改善のための施策が実施

されてきたが，それにもかかわらず，抜本的な水質改善の

効果が見られていない．その理由として，汚濁物質の陸域

からの負荷や底泥に蓄積した過去の負荷物の溶出等による

負荷を大幅に上回るだけの生物・化学過程による除去や物

理過程による湖外への排出が起きていないのではないかと

考えられる．

本研究は，佐鳴湖から湖外への物質輸送に関わる潮汐に

よる水交換を定量的に評価し，湖内の水質改善の阻害要因

を特定することを目的とする．そのため，まず佐鳴湖にお

ける水位の潮汐変動の現況を把握するために長期間の水位

測定を実施し，佐鳴湖の潮汐の特性を調べた．次に，佐鳴

湖の下流側流出口における流れと塩分の自記測定および湖

内塩分の観測を実施し，塩分をトレーサーとして，流出口

を通しての塩分輸送量より潮汐による水交換の大きさを評

価した．さらに，降水により佐鳴湖に流入する淡水量と佐

鳴湖内塩分の相関より，降水に伴って流入した淡水の湖内

への平均滞留時間を求め，上記の方法による水交換の大き

さの妥当性を検討した．

なお，本研究は静岡県委託による静岡県戦略課題研究

「快適空間『佐鳴湖』の創造」の分担課題（安田，2008

a，2008b）として実施したものである．

2. 観 測

2.1 水位観測

2005年７月～2007年11月の間，湖南部の佐鳴湖公園漕艇

場の桟橋奥（Fig.1(2)，測点L1）において佐鳴湖の水位

の自記測定を実施した．さらに，2005年と2006年には2.2

節に示した流れと水温・塩分の自記測定期間内に，湖北部

の段子川河口（Fig.1(2)，測点L2）において各々約1週

間，2007年には８月下旬～10月上旬の約１ヶ月にわたっ

て，下流新川の志都呂橋（Fig.1(1)）において水位測定

を実施した．

測定には設置深度の水圧と大気圧の差圧が測定できる圧

力式水位計（離合社製RMD水位計）を用いた．アングル

に固定した圧力式水位計を湖底に設置し，１分間隔で測定

を行なった．使用した水位計の圧力センサーは定期的にキ

ャリブレーションを行なうとともに，長期測定では１ヶ月

～１ヶ月半毎に測器の交換を行ない，測器の設置時と回収

時の測定値により０点のドリフト誤差を補正した．また，

水位の測定値には大気圧の変化による水面の昇降が含まれ

る．この影響を除くため，浜松気象観測所（Fig.1(1)）

の海面気圧（気象庁，2007b）を用いて気圧補正を行なっ

た．

2.2 佐鳴湖流出口および湖内における流れと水温・塩分

観測

佐鳴湖の下流側の２つの流出口，新川放水路口（拓希

橋，Fig.1(2)，測点C1）と旧新川口（入野富士見橋，

Fig.1(2)，測点C2）において，流れと水温・塩分の自記

測定を行なった．2005年７月～12月と2006年４月～７月に

は２昼夜にわたる測定を毎月１回，計10回実施し，2007年

佐鳴湖（海岸から離れた感潮汽水湖）における水交換

Table 1 Geographical dimension of Lake Sanaru.
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には８月下旬～10月上旬の約１ヶ月にわたる測定を１回実

施した．測点は河川中央の１点で，測定層は川底上50cm

の１層，測定時間間隔は１分であり，測定には自記式電磁

流速計（JFEアレック製AEM-HR）および自記式水

温・塩分計（JFEアレック製ACT-HR）を用いた．さら

に，自記測定の各期間内に，2005年と2006年の測定では満

潮，干潮，上げ潮，下げ潮の各潮時に２回ずつ計8回，

2007年の測定では上げ潮，下げ潮の各潮時に２回ずつ計4

回，流れと水温・塩分の横断面観測を実施した．横断方向

の測点数は新川放水路口（川幅35m）では５点，旧新川口

（川幅12m）では３点で，水面下25cmから川底まで25cm

間隔で直読式電磁流速計（JFEアレック製ACM210-D)

および直読式水温・塩分計（JFEアレック製ATD-20D

238A）により測定した．

2005年７月から2007年９月にかけて毎月1回の計25回

（欠測月あり），佐鳴湖内の９測点（Fig.1(2），測点S1

～S9）において水面下25cmから湖底まで25cm間隔で水

温・塩分観測を実施した．なお，上記の新川放水路口と旧

新川口における流れと水温・塩分の自記測定が行なわれた

月では，佐鳴湖内の観測は自記測定期間内に実施した．佐

鳴湖内の観測においても，測定には上記の直読式電磁流速

計と水温・塩分計を用いた．なお，観測では自記測定およ

び湖内での観測も含め，全ての測定で水温と塩分の値が得

られているが，本研究では塩分のみを使用している．本研

究において使用した水温・塩分計(JFEアレック製ACT-

HR，ATD-20D 238A）の塩分センサーについては，希釈

海水（3～30psu）を用いて定期的にキャリブレーション

（Auto-Lab製サリノメータを使用）を行なった．また，

センサーの汚れによるドリフト誤差を最小限に抑えるため

に，1週間を超える長期測定の場合は1週間毎にセンサーの

メンテナンス（清掃）を行なった．さらに，測器の設置時

と回収時またはメンテナンス時の測定値によりドリフト誤

差の補正を行なった．

2.3 水深測定

佐鳴湖内および新川放水路口と旧新川口における横断方

向，下流新川の縦断方向の水深分布を知るため，佐鳴湖内

では2005年12月10日と2006年１月15日の２日間，新川放水

路口と旧新川口および下流新川域では2007年９月18日に測

深を実施した．測深には魚群探知機（HONDEX製EE-

6200），測位にはポータブルGPS(EMPEX製MAP21EX)

を用い，佐鳴湖内では117点，新川放水路口と旧新川口で

は1 m間隔で35点および13点，下流新川ではほぼ等間隔

に93点において水深を測定した．各測点における測深日時

は全て異なり，水深の測定値には潮汐等による水位の変動

が含まれる．そこで，佐鳴湖公園漕艇場および志都呂橋に

おける水位測定結果と新川河口付近の気象庁舞阪験潮所に

おける水位資料を用いて補正し，平均水位時の水深を算出

した．水深測定の測点数は非常に多いため，Fig.1(1)お

よびFig.1(2)での表示は省略した．

3. 結果と考察

3.1 佐鳴湖の潮汐

Fig.1(1）のように，佐鳴湖は新川を通じて浜名湖につ

ながり，浜名湖は今切口で遠州灘につながっている．浜名

湖から佐鳴湖までの下流新川は長さ約8.3～8.7kmで浅

く細長い河川であるが，遠州灘から今切口を通って浜名湖

に侵入した潮汐は，さらに下流新川を遡上して佐鳴湖まで

侵入するため，佐鳴湖においても潮汐が見られる．しかし

下流新川は浅く細長いために潮汐が遡上する際には減衰が

大きく，佐鳴湖の潮差は浜名湖よりも小さくなっている．

佐鳴湖の水位には，潮汐以外にも２～３日および半月程度

の長周期変動や20分以下の短周期変動も見られる．長周期

変動の変動幅は時には20cmを超えることもあるが，平均

すると数cm程度であり，潮汐による潮差（大潮時で

50cm）と比較すればかなり小さい．短周期変動の変動幅

はさらに小さく，1 cm以下である．

佐鳴湖公園漕艇場（Fig.1(2)，測点L1）における水位

測定により得られた水位の潮汐変動の例を浜名湖の舞阪験

潮所（Fig.1(1)）の水位変動（気象庁，2007a）と併せて

Fig.2に示した．佐鳴湖における潮汐は舞阪と同様に基本

的には「混合潮」で，１日周期と半日周期の２種類の潮汐

を含む．そのうち卓越するのは半日周期の潮汐であるが，

１日周期の潮汐が大きくなると，１日の内でも満潮や干潮

の水位が変化する「日潮不等」が顕著になる．水位の測定

結果より，佐鳴湖の潮差（満潮と干潮の水位差）は舞阪の

1/3強程度で，大潮期には約50cmに達することがある．

また，佐鳴湖の潮時（満潮・干潮の時刻）は舞阪よりも約

３～５時間遅れる．日潮不等は舞阪よりもやや大きくなる

傾向が見られる．湖南部の佐鳴湖公園漕艇場（Fig.1(2)，

測点L1）と湖北部の段子川河口（Fig.1(2)，測点L2）に

おける水位測定結果を比較すると，佐鳴湖内の潮汐は潮時

の遅れが10分以内でほぼ一様に変動していることが分かっ

た．

佐鳴湖の潮汐の舞阪との違いは，半日周期潮汐と日周期

潮汐の佐鳴湖への侵入特性の違いによる． すなわち，佐

鳴湖への潮汐の侵入は通水断面積が小さく細長い新川を通

して行なわれるため，より短周期の変動ほど振幅の減衰が

大きく，位相の遅れが顕著になる傾向がある．2005年７月

からの１年間の毎時水位時系列の最小二乗法による調和解

析を行ない，主要４分潮の調和定数より，舞阪と佐鳴湖の

各分潮の振幅と振幅比，潮時の遅れをTable 2に示した．

Table 2より舞阪と佐鳴湖の振幅比は半日周期潮汐で0.

26～0.29，日周期潮汐で0.40～0.41であり，混合潮であ

る舞阪と佐鳴湖では，潮差の比はこれらの振幅比の中間の

大きさとなっている．また，位相（角）の遅れは半日周期

潮汐のほうが大きいが，周期が日周期潮汐の1/2程度であ
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Table 2 Amplitude,amplitude ratio and lag of four major tidal constituents at Maisaka and Lake Sanaru.

Fig.2 Hourly surface level at Lake Sanaru and Maisaka.(upper:from 19 Sep.2005 to 22 Sep.2005,

lower:from 1 Dec.2005 to 7 Dec.2005)
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るため，結果的に潮時の遅れは半日周期潮汐が3.2～3.4

時間であるのに対し，日周期潮汐は5.0～5.7時間と大き

くなっている．したがって，舞阪に対する佐鳴湖の潮時の

遅れは，Fig.2(upper）のように日周期潮汐が小さく日潮

不等が小さいときは半日周期潮汐の遅れに近い３時間程度

となるが，Fig.2(lower）のように日周期潮汐が大きく日

潮不等が大きいときは日周期潮汐の遅れに近い５時間程度

になる．Fig.2(lower）を詳しく見ると，日潮不等の大き

い時期でも変動が半日周期的である高高潮や低高潮，高低

潮の遅れは半日周期潮汐の遅れに近いが，変動が日周期的

である低低潮の遅れは日周期潮汐の遅れに近くなっている

のが分かる．佐鳴湖の方が舞阪よりも日潮不等が大きくな

る傾向も半日周期潮汐と日周期潮汐の振幅の減衰の違いに

より説明でき，半日周期潮汐は日周期潮汐に比べて振幅の

減衰が大きいため，舞阪に比べて佐鳴湖のほうが半日周期

潮汐に対する日周期潮汐の大きさが相対的に大きくなるた

めと考えられる．

3.2 潮汐による水交換

3.2.1 塩分輸送量による見積もり

外海に面した内湾や浜名湖やサロマ湖などのように外海

につながる湖口を持つ汽水湖は，湾口や湖口を通じての広

義の水交換によって物質の輸送が行なわれる．物質輸送の

形態は地理的条件等によって異なるが，武岡（1984）は

様々な地理的条件における外海との水交換の分類を行なっ

た．松田（1982）は湖口が非常に狭く，それに対して内部

が著しく広く地形が複雑である浜名湖において，物質輸送

は潮汐に伴なう湖口の断面平均の潮流による輸送が圧倒的

に大きいことを示した．水交換やその大きさを定量的に表

わすパラメータについては様々な考え方があるが（武岡，

1984；Mazda，1984；柏井，1984），狭い湖口を持つ感潮

汽水湖については，Mazda（1985）および松田（1986）

が浜名湖について観測に加えて数値実験も行ない，さらに

詳細に検討している．サロマ湖については萩野（1984）の

研究例があり，またKashiwai（1985）のように水槽実験

の例もあって，出入口が狭い場合については出入口がしき

い（シル）状になっている場合やそうでない場合について

も，水交換の形態やそれに伴なう物質輸送の特性について

かなり良く知られている．しかし，佐鳴湖のように湖口か

ら海岸までの距離が著しく長く，細長い河川でつながって

いるような感潮汽水湖の例は極めて稀である．公表されて

いるほとんどの研究例では上げ潮時には湾内や湖内に外海

水が直接流入するが，佐鳴湖では大潮の時期でも外海水が

直接湖内に流入することはない．そこで，本研究では狭い

湖口における潮汐による水交換を議論する場合に適当な方

法と考えられるMazda（1984）の取り扱いを参考にし，

佐鳴湖に特有な地形的条件を加味して，佐鳴湖における水

交換を検討することとした．

佐鳴湖には下流側の２つの出口，新川放水路口と旧新川

口からの潮汐に伴う上げ潮流によって湖外水が流入する．

上げ潮で流入した湖外水が下げ潮時にそのまま流出すれ

ば，湖内水の入れ替わりは起きない．潮汐による水交換

は，上げ潮時に流入した湖外水が下げ潮時に全て流出せ

ず，湖内に留まる部分があることにより生じる．これをタ

イダルトラッピング現象と呼ぶ．

Fig.3のように上げ潮時にQ の量の湖外水が流入する

と，下げ潮時には同量の水が流出する．この量を交流量と

呼ぶ．上げ潮時に流入した湖外水のうちQ の量がタイ

ダルトラッピングによって湖内に留まると，同量の湖内水

が代わりに流出することになる．この量を交換量と呼ぶ．

１潮汐周期の間の交流量に対する交換量の比を交換率と呼

び，（1)式で定義される．

α ＝
Q
Q

(1)

交換率を求めるにはいくつかの方法がある．塩分などの

溶存物質をトレーサーとし，潮汐による流量と溶存物質濃

度の変動にあまり歪みがない場合は，両者の潮汐変動の位

相差から交換率を求めることができる（Mazda，1984）．

本研究においても塩分をトレーサーとして交換率を算出す

ることとしたが，前述のように佐鳴湖では大潮期の満潮で

も外海水（実際には浜名湖水）が湖内に直接流入しないた

め，トレーサーとした塩分の潮汐変動は歪みが大きく，上

記の方法を用いるのは適切ではない．そこで，本研究では

上げ潮や下げ潮による塩分の輸送量から水交換の交換率を

算出する方法を用いた．S を湖外水の平均塩分，S を湖

内水の平均塩分とし，M を上げ潮による湖内への塩分輸

送量， M を上げ潮時の湖内への塩分輸送量と下げ潮時

の湖外への塩分輸送量の差とすると，交換率α は(2)式

により求められる．

α ＝
S

S －S
M
M

(2)

佐鳴湖の下流側の２つの流出口，新川放水路口と旧新川

口における流れの自記測定結果から，潮汐によって流入・

流出する水の量すなわち交流量を求めた．これらの流出口

においては流れの断面分布は川底や岸付近を除けばほぼ一

Fig.3 Schematic tidal exchange.
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様であるので，断面の中央部における１層の流速で断面流

速を代表させ，流速の時系列に潮汐による水位変化を考慮

した断面積の時系列を掛け，断面流量の時系列を算出し

た．次に自記測定中に数回行なった断面観測による流速の

断面分布より断面観測時の断面流量の実測値を求め，これ

らを用いて最小二乗法により断面流量の時系列の誤差を補

正した．さらに平均流による流量を除去し，時間積分して

潮汐による上げ潮時と下げ潮時の水輸送量すなわち交流量

を算出した．2005年７月の測定結果から算出した大潮期の

例をTable 3に示した．3.1節で述べたように佐鳴湖にお

ける潮汐で卓越するのは半日周期の潮汐であるが，日潮不

等も見られる．そこで，表の上側の欄に２日間の測定によ

る交流量の最大値，下側には平均値を示した．２地点での

交流量を加えた総交流量は最大値で6.2×10 m，平均値

で3.8×10 m である．この総交流量の佐鳴湖水容積

（1.7×10 m，測深結果から求めた値）に対する割合は最

大値で36％，平均値で22％である．すなわち，平均値で

も，大潮期には湖水容積の20％以上の水が１回の満潮，

干潮によって出入りすることになる．

なお，Table 3には佐鳴湖公園漕艇場桟橋奥における水

位測定結果から求めた流速測定時の潮差（満潮と干潮の水

位差）も示してあるが，総交流量は潮差に湖面の面積をか

けることによって見積もることもできる．このようにして

見積もられた総交流量の値は流速の測定値から計算された

値にかなり近いものであり，総交流量を求めるだけであれ

ば，水位の測定記録があれば良いことがわかる．また，

Table 3に示された交流量はかなり大きいように見える

が，これは単にこれだけの量の水が潮汐によって出入りす

るということである．実質的に湖内外の水が入れ替わる量

（交換量）は交流量に交換率をかけることによって得られ，

一般に交流量よりは大分小さくなる．

佐鳴湖下流側流出口の２地点での流れと塩分の自記測定

結果と断面観測結果から断面流量と断面平均塩分の時系列

を求め，これらの積を時間積分して上げ潮時と下げ潮時の

塩分輸送量を算出した．これらの塩分輸送量より(2)式に

よって計算された交換率の値をTable 4に示した．2005年

７月～2006年７月の間に2昼夜観測を10回行なったが，測

定の期間や直前に降水があったときはその影響で概して交

換率は小さめに見積もられ，値のばらつきも大きくなっ

た．そのため，Table 4には降水の影響が全くないときの

値のみを示した．また，2007年には８月～９月の間に約１

ヶ月の連続測定を行なったが，この測定結果についても降

水の影響のある期間を除いて計算に用いた．

下流新川におけるタイダルエクスカーション（潮流によ

る水の移動距離）が佐鳴湖から河口（舞阪）までの距離よ

りも短いため，潮汐によって上げ潮時に湖外水が流入する

とき，浜名湖からの海水が直接流入することはなく，実際

に流入するのは下流新川の河川水である．そこで，上げ潮

時に流入する下流河川水と佐鳴湖水の交換率を求め，

Table 4の左側の欄に示した．これらの値はほぼ同程度の

大きさで，場所や潮汐の大きさによる違いは見られない．

平均値は0.62であった．この交換率の値はかなり大きい

もので，交流量のうち約60％が実際に交換することにな

る．しかし，この交換率は下流河川水と佐鳴湖水との交換

率であって，浜名湖水と佐鳴湖水との交換率ではない．

浜名湖水の塩分は舞阪付近で約 30psuであるが（静岡

県水産試験場浜名湖分場，1980），前述のように高塩分の

浜名湖水は潮汐によって直接佐鳴湖に流入することはな

く，上げ潮・下げ潮で下流新川を上下する過程で上流の佐

鳴湖から流出した低塩分水や支流からの淡水等と混合し，

希釈される．この混合・希釈過程により塩分が上流に輸送

されるが，佐鳴湖に直接流入する河川水では浜名湖水は数

％～20数％まで希釈される．河川水における浜名湖水の希

釈率は河川水の塩分を浜名湖の塩分で割ることにより得ら

れ，河川水に含まれる浜名湖水の割合を表わす．したがっ

て，佐鳴湖に直接流入する河川水の佐鳴湖水との交換率に

浜名湖水の希釈率を掛けることにより，河川水の佐鳴湖へ

の流入・流出に伴なう水交換により間接的に行なわれる浜

名湖水と佐鳴湖水の水交換の交換率を見積もることができ

る．計算結果をTable 4の右側の欄に示した．場所や測定

Table 3 Tidal alternating water volume in Lake Sanaru.(Example at spring tide in July 2005)
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時期などによる違いは大きくなるが，平均すると0.13と

なり，左側の欄の下流河川水と佐鳴湖水の交換率の約1/5

の大きさになった．すなわち，下流河川水と佐鳴湖水との

交換によって実質的に交換する浜名湖水と佐鳴湖水の交換

率は平均して13％程度ということである．

この交換率と大潮期の平均総交流量の佐鳴湖水容積に対

する割合から，大潮期の浜名湖水と佐鳴湖水の交換量の佐

鳴湖水容積に対する割合を求めると0.029となる．大潮か

ら小潮までの潮差の平均値は大潮期の潮差の2/3であるの

で，平均的な浜名湖水の交換量の佐鳴湖水容積に対する割

合は0.019ということになる．すなわち，潮汐による１回

の上げ潮と下げ潮で実質的に交換し，佐鳴湖に流入する浜

名湖水の量は大潮期で佐鳴湖水容積の2.9％，平均すると

1.9％程度ということになり，さほど大きくはない．浜名

湖の湖内水と外海水の交換率は14～39％，浜名湖の湖水

容積に対する割合は1.4～3.9％であり（松田，1999），今

回得られた佐鳴湖の交換率は浜名湖と大きくは違わない．

3.2.2 湖内塩分と降水量による見積もり

佐鳴湖内の9測点（Fig.1(2），S1～S9）において2005年

７月～2007年９月にほぼ毎月１回実施した各層観測による

塩分は概して淡水が流入する湖北において低く，湖南では

高い．佐鳴湖は水深が浅いため，塩分の成層は弱く鉛直分

布はほぼ一様である．まれに湖南底層に湖外より高塩分水

が流入し，底層付近で塩分成層が強くなることがあるが，

佐鳴湖における塩分分布は概ね表層の塩分分布で表わすこ

とができる．

Fig.4に示したように，佐鳴湖内の９測点における各層

観測による表層の平均塩分の月々の変化は浜松気象観測所

（Fig.1(1)）の日降水量（気象庁，2007b）と有意な関係

が認められ，佐鳴湖の塩分の変動は降水による淡水流入や

降水がない時期の淡水の流出プロセスと関係があるようで

ある．そこで，佐鳴湖の淡水の流入・流出モデルを作成

し，流入した淡水の佐鳴湖への平均滞留時間を見積もるこ

とを試みた．

佐鳴湖に流入する河川の流域面積をA(m），流域に降

った降水の河川への平均流出率を γ，流域への日降水量を

P(t )(m)とする．降水等により湖内に淡水が流入すると

き，湖内水を下流の出口から押し出す（flashing）が，そ

の湖内水には過去に流入し，湖内に留まっていた淡水が含

まれている．また，大雨で大量の淡水が短時間のうちに流

入するときには，表層を流れて短時間で下流に流出してし

まうものもあり得る．そこで，流入した淡水の一部の初期

の段階での流出を考慮するため，流入淡水の初期残留率β

を用いる．湖内に流入し，初期の段階で湖内に残留した淡

水は，flashingによって押し出されることがなければ潮汐

による水交換などによる流出プロセスによって徐々に湖外

に流出すると考えると，当日を含む T 日前までに湖内に

流入した淡水量のうち，ある日 tに湖内に残存する淡水量

は(3)式により与えられる．

V ＝βγA ∑ P e ＝βγAP (3)

ここで，τは湖内に存在する淡水の湖内への滞留の時間

スケールで，平均淡水滞留時間と呼ぶ．またP (t)を有

効積算降水量と呼ぶ．

Takeoka（1984）は滞留時間などの交換に関する時間

スケールの沿岸域への適用について検討している．Ta-

keoka（1984）による湾内および外海における塩分と湾内

への淡水存在量についての議論を引用し，佐鳴湖の水容積

をV，湖外水の塩分をS とすると，湖内水の平均塩分

S (t)は (4)式により求められ，有効積算降水量P (t)の

Table 4 Tidal water exchange ratio between Lake Sanaru and lower Shin River (left 2 colums) and
 

between Lake Sanaru and Lake Hamana (right 2 colums)through drainage canal and old Shin
 

River.
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一次式で表わされる．

S ＝
V－V S

V
＝S －

βγAS
V

P (4)

そこで，国土地理院の地図（国土地理院，2007）より流域

面積Aと平均流出率γを求め，初期残留率βを0.1刻み

で変化させ，１日刻みで平均淡水滞留時間τを変えなが

ら浜松気象観測所の日降水量の時系列から有効積算降水量

P (t)の時系列を計算し，毎月の各層観測による佐鳴湖内

の平均表層塩分との相関を調べ，相関係数が最も大きくな

る初期残留率と平均淡水滞留時間を決定した．その際，流

域に降った雨水の大半は上流側の段子川と新川の２河川を

通って佐鳴湖に流入するが，これらの河川は降水のない時

でも若干の流量がある．また，地下水として湖内に流入す

る淡水もあるので，これらの降水時以外の淡水流入も一定

値を日降水量に加える方法で計算に加えた．

Fig.5に佐鳴湖の平均表層塩分と有効積算降水量の時系

列の例を示した．下図が湖内観測による平均表層塩分の時

系列で，上図は平均淡水滞留時間を24日としたときの有効

積算降水量の時系列である．なお，有効積算降水量の計算

に際し，降水時以外の一定の淡水流入量は直接測定するこ

とが難しいため，下流側流出口からの平均流出流量と同量

の淡水の流入があると仮定して，2007年の佐鳴湖下流側流

出口の２地点での約１ヶ月間の測流観測結果から求めた降

水の影響のない期間の平均流出流量0.506m/sを用い，

降水量に換算して日降水量に加えた．また，有効積算降水

量の計算の際の日降水量の積算日数Ｔ は90日とした．

Fig.5の有効積算降水量の時系列で，上向きのピークが

見られる日が降水のあった日であり，降水がない期間には

有効積算降水量は徐々に減少していく．また，期間全体を

通して見ると，平均表層塩分と有効積算降水量は負の相関

が高いことが分かる．計算の結果，最も高い相関を与える

初期残留率は0.5であった．Fig.6(a)に初期残留率0.5

で様々な平均淡水滞留時間における有効積算降水量と平均

表層塩分の相関係数,Fig.6(b)に相関がもっとも高いとき

の有効積算降水量と平均表層塩分の散布図を示した．平均

淡水滞留時間を24日としたときが最も相関が高く，相関係

数は－0.823である．しかし，平均淡水滞留時間の２～３

日程度の違いでは相関係数はあまり変わらないので，誤差

を考えれば平均淡水滞留時間は22日～26日の範囲と考える

のが妥当であろう．

Table 5に有効積算降水量と平均表層塩分の相関係数が

最も高くなる(4)式の各パラメータの値を示す．流域面積

は国土地理院の1/25000地図（国土地理院，2007）の等高

線から求めた．流出率も同じく1/25000地図から土地利用

状況を読み取り，土地利用形態ごとの流出率（国土交通省

河川局，2004）から平均流出率を算出した．

上記の佐鳴湖の淡水の流入・流出モデルでは，佐鳴湖に

流入した淡水の流出過程として移流によるものと潮汐によ

る水交換によるものとが考えられる．これらのうち移流に

よる流出については，流入淡水の初期残留率βを用いて

（1－β）の割合で流入と同時に流出するとしてモデルに組

み込んである．したがって，流入後湖内に残留した淡水は

潮汐による水交換のみによって湖外に流出するとしてよ

い．

潮汐の周期をT(日)とし，１潮汐周期における交換量

の湖水容積に対する割合をα とすると，i周期後に湖内

Fig.4 Temporal change of daily precipitation (upper)and mean surface salinity in Lake Sanaru (lower).
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Fig.5 Temporal change of effective integrated precipitation (upper)and mean surface salinity in
 

Lake Sanaru (lower).

Fig.6 (a) Correlation coefficient between effective integrated precipitation and mean surface
 

salinity in Lake Sanaru in the cases of various mean residence time of fresh water. (b)

Scatter plot of effective integrated precipitation and mean surface salinity in Lake Sanaru in
 

the case that mean residence time of fresh water is 24 days.
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に残存する淡水量は(5)式により得られる．

V ＝(1－α)V ＝V e (5)

したがって，平均淡水滞留時間τとα との関係は(6)

式または(6′)式により与えられる．

α＝1－e (6)

τ＝
T

ln(1－α)
(6′)

卓越する半日周期潮汐による水交換を考えるとすると

T＝0.509日であり，降水量と湖内表層の塩分の相関から

求めた平均淡水滞留時間24日から(6)式を用いてα を計

算すると0.021となり，3.2.1節において得られた潮汐に

よる水交換量の佐鳴湖水容積に対する平均的な比率1.9％

に近い値であった．

4. まとめ

本研究による佐鳴湖における水位測定結果より，感潮汽

水湖である佐鳴湖においても顕著な潮汐が見られた．気象

庁舞阪験潮所における水位測定結果と比較することによ

り，潮汐が通水断面積が小さく細長い下流新川を遡上する

間に振幅の減衰と位相の遅れが生じ，潮差は浜名湖の1/3

強程度に減衰し，潮時は３～５時間遅れることが分かっ

た．日周期潮汐より半日周期潮汐の方が振幅の減衰や位相

の遅れが大きく，その結果，観測された潮汐では潮差の減

衰は半日周期と日周期の中間程度であった．一方，日周期

潮汐の方が半日周期潮汐よりも周期が２倍程度大きいこと

もあって，潮時の遅れは水位の変動が半日周期的な時は半

日周期潮汐の遅れに近い３時間程度であるのに対し，日潮

不等が大きい時期に水位の変動が日周期的な時は日周期の

遅れに近い５時間程度であった．また，日潮不等は浜名湖

よりも幾分大きめになる．

本研究では細長い河川により海（浜名湖）につながって

いる感潮汽水湖である佐鳴湖の潮汐による水交換につい

て，塩分をトレーサーとして２つの方法で検討した．一つ

は佐鳴湖の下流側流出口を通して出入りする塩分輸送量か

ら直接求める方法で，二つ目は降水時に上流の河川等から

佐鳴湖に流入する淡水の佐鳴湖への滞留状況に着目し，湖

内に滞留している淡水の下流河川への排出に寄与する潮汐

による水交換を見積もる間接的な方法である．その結果，

二つの方法ともに半日周期潮汐による水交換量の湖水容積

に対する平均的な比率は約２％であり，佐鳴湖水の浜名

湖水との交換率は0.13程度であることが分かった．また，

上流の河川等から佐鳴湖に流入する淡水の平均滞留時間は

22日～26日程度であるという結果が得られた．

佐鳴湖と浜名湖ではその大きさや水深がかなり違うにも

かかわらず，本研究によって得られた佐鳴湖の潮汐による

水交換率や交換量の湖水容積に対する比率は浜名湖と大き

くは違わなかった．これは浜名湖が直接海に接しているの

に対し，佐鳴湖は海岸（浜名湖）から非常に離れているた

め，佐鳴湖には潮汐によって浜名湖から海水が直接流入し

ていないためである．浜名湖と佐鳴湖をつないでいる細長

い河川（下流新川）は，その長さと通水断面積の小ささに

よって佐鳴湖に遡上する潮汐を減衰させ，そのため佐鳴湖

の潮差および潮汐による交流量は浜名湖の1/3程度に小さ

くなっている．加えて，佐鳴湖水と下流河川水の間の交換

率が約0.63とかなり大きいにもかかわらず，浜名湖水と

の交換率は1/5程度に小さくなっている．その主な理由は

下流新川における物質輸送は主に潮汐の上げ潮・下げ潮に

よる上流・下流方向の河川水の移動に伴なう混合・希釈過

程によっているためである．浜名湖水と佐鳴湖水の水交換

が下流新川における混合・希釈過程によってコントロール

され，抑制されていることが推察される．佐鳴湖の浜名湖

との間の水交換が湖の長さの４倍近くの長さを持つ下流河

川における物理過程によって抑制されることにより，佐鳴

Table 5  Parameters in the case of the highest correlation between effective integrated precipitation and
 

mean surface salinity in Lake Sanaru.
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湖の閉鎖性が強められていると考えられる．

佐鳴湖の水質汚濁は，行政や地域住民等の努力にもかか

わらずなかなか改善されないが，その理由の一つが前述の

閉鎖性にある．佐鳴湖の溶存汚濁物質の起源として，上流

の流入河川からの負荷，下流新川からの流入，湖底の底泥

からの溶出等があげられるが，それらの汚濁物質の湖外へ

の排出や湖内への滞留に関しても，本研究において検討し

たのと同じ物理過程が適用される．水域の閉鎖性によっ

て，湖内の汚濁物質は湖外に排出され難く，湖内に滞留し

易い．一方，溶存汚濁物質の起源として下流河川の底泥か

らの溶出が考えられる場合は，その汚濁物質の佐鳴湖内へ

の流入に寄与する潮汐による交換率は最大で湖内から湖外

に排出される場合の5倍の大きさになり得る．すなわち，

佐鳴湖において溶存汚濁物質の流入や流出を議論する際，

潮汐による水交換のみを考えるとすると，上流河川や湖内

起源の汚濁物質は湖外に排出され難く，逆に下流河川起源

の汚濁物質は湖内に流入し易いと言える．

本研究では佐鳴湖における潮汐による水交換について詳

細に検討し，その閉鎖性に下流新川の存在が深く関わって

いることを指摘した．今後の課題として，この河川域にお

ける混合・希釈過程等の物理過程による物質輸送の実態に

ついて詳細な検討が必要である．
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要 旨

岸から離れた感潮汽水湖である佐鳴湖において水位測定を行ない，佐鳴湖の潮汐の特性を調べた．潮汐が浜名湖から通

水断面積が小さく細長い下流河川を遡上する際に振幅の減衰と位相の遅れを生じ，佐鳴湖の潮汐は浜名湖よりも潮差が

1/3強程度に減衰し，潮時が約３～５時間遅れることがわかった．塩分をトレーサーとして，潮汐による水交換の大きさ

や降水に伴って佐鳴湖に流入した淡水の湖内への平均滞留時間を見積もった．半日周期潮汐による佐鳴湖水と浜名湖水の

交換率は約0.13であり，水交換量の湖水容積に対する平均的な比率は約２％であった．また，上流から佐鳴湖に流入し

た淡水が潮汐による水交換によって湖外に排出されるまでの平均滞留時間は22～26日と見積もられた．佐鳴湖と浜名湖の

間の水交換は下流河川における混合・希釈過程によってコントロールされ，抑制されていることが推察される．この下流

河川における物理過程による抑制の効果が佐鳴湖の閉鎖性を強めており，それによって佐鳴湖内の汚濁物質は湖外に排出

され難く，湖内に滞留し易くなっていると考えられる．

キーワード：潮汐，感潮汽水湖，水交換，平均滞留時間，閉鎖性
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