
  
  河口淡水湖児島湖における物理環境の変化

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名 奥田,節夫
発行元 水利科学研究所
巻/号 17巻1号
掲載ページ p. 14-36
発行年月 1973年4月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



河口淡水湖児島湖における物理環境の変化

奥田節夫

まえがき

最近水資源開発の有力な方法として，河口，内湾の締切によって淡水湖を

造成することが国の内外で計画され，また実現されている。

わが国で実用的な河口淡水湖として最初に造られた児島湖で、は昭和31年に

児島湾の一部を締切って貯水を始めてからすでに17年目をむかえたが， この

期聞を経過して湖内外の向然環境にいろいろな変化を生 じてきた。

この変化の追跡は今後の同種類の淡水湖造成計画にと って貴重な資料とな

るものであるが，残念なことにその組織的な調査は責任ある機関によって一

貫して行なわれる ことがなかった。

筆者は幸いにして締切直後の中国四国農政局による調査の一部を委託さ

れ，数年にわたって現地調査を行ない，また最近 IB p （国際生物学事業計

画）の児島湖研究グループの一員として同湖の研究に従事しており，個人的

にはほとんど引続いて同湖の主として物理的環境要素の変化を観察あるいは

測定する機会に恵まれてきた。

そこで従来の調査成果をまとめて紹介し，不完全ではあるが河口淡水湖の

現実の姿と将来の構想に対するささやかな資料として提供するものである。



1. 児島湖造成の領要
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第1図 児島湖の概要図
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児島湾口を締切って淡水湖を造成する計画をたてて工事を実施した，農林

省中国四国農政局および現在同湖の水の管理に当っている児島湾土地改良区

のパンフレ ットによると，つぎのよ うに造成目的と造成過程および管理の現

状が述べられている。

現在の児島湖の概要は第 1図に示されるが，今から800年ぐらい前には児

島半島は独立した島で・あり，源平の合戦では藤戸の先陣争いが行なわれたよ

うな状態であった。

その後，河Jllから運ばれる土砂によ って本州とつながり， 300年ぐらい前

から干拓が行なわれるようになり，とくに明治以後は藤田伝三郎による大規
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模な干拓の実施によって藤田村が造られた。さらに昭和になっても干拓はつ

づけられたが，田面はオランダと同様に海面（満潮面） より低く，皐舷時に

は塩害に，大雨時には排水不良になやまされていた。

そこで児島湾をその湾口弁天島付近で、締切って海水を遮断し湾内 1,088

haを淡水湖としてこれを濯概用水源にし沿岸の5,000haを超える干拓地の

皐害，塩害を一掃し，さらに湖水面を低位に保って沿岸低深地約800haの排

水を容易にする計画がたてられた。この計画に際してはゾイデル海締切の先

例をもっオランダの著名な技師がまねかれて助言を行なっている。

なおこの湾口締切堤によ って干拓地は高潮の危険からも解放され，さらに

締切堤防を道路として利用することによって岡山市と児島半島の交通が非常

に便利になるなどの利益がもたらされる。

工事の詳細は省略するが，湾口締切堤は全長 1,558mにおよび，その断面

はオランダのゾイデ．ル海締切堤と同じぐらいで上幅は約30m，下幅は海の深

浅に応じて170～lOOmぐらいである。

この締切堤には第1図に示すような水位を調節するための樋門が12m幅の

ものに12連（ 6連づつにわけて 2ヵ所）および舟を通すための閉門 （幅8m,

長さ29m）がーヵ所に設けられている。

同湖の満水面積は 1,088haで，貯水総量は2.6×107m九水深－lmまでの

有効貯水量は 1.77×107m3である。

水位は濯j既水が必要な時期には 0.80m, その他の時期には 0.50mに保つ

ように樋門を通して水を放出して水位調節が行なわれている。

ただし児島湖の水位の基準は飽浦量水標のゼロ位で，これは国土地理院の

一地図の標高ゼロよりーl.185m低し、から，たとえば0.80mの水位といっても

普通の地図の海抜ゼロよ り38cm も低いことになる。

この締切工事は昭和25年 6月から始められ，一応の締切は昭和31年7月に

行なわれたが，すべての工事は昭和 37年 3月に終り，所要経費は約 22億円

、（当時）であった。

2. 水位と流れの変化

締切前の平均潮位は前述の飽浦量水標基準で 1.44mで，大体干満の差は

1. 0～1. 5mぐらいあり，記録最高潮位（ただし湖外の小串港記録で）は3.60
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mで、あった。

締切後の水位は前述のように濯減期 0.8m, 非濯i飯期 0.5mを目標にして

人為的調節が行なわれている。

調節の方法は笹ケ瀬川，倉敷川から流れこむ河川水によって水位が上昇す

るから，湖外が干潮で海水位が低いときに，樋門を聞いて湖水を排水して水

位を低下させる。

ただし豪雨時には樋門を全開しでも，湖水位の上昇は免れず， たとえば

1972年7月の豪雨 （7月10日～14日の聞の総雨量 132mm）によって水位は

最高1.95mまで上昇した。

締切後の計画洪水位は2.89mで、最大排水量は 1,200m3/sぐらいに見込まれ

ているが，過去の同湾の最高潮位が3.60mであったことにくらべると，高潮

に対する危険はなくなったといえよう。

このような洪水時期を除いては，湖水位の毎月の変動は数cmから数十cm

の範囲であり，潮差が1.0～1. 5mぐらいあった締切前にくらべていちじるし

く変動幅が減少しており，したがって水の流れもずっとゆるやかになってい

る。

たとえば締切堤付近では，たえず0.3～O.5m/s程度あった潮流は，締切後

はほとんどゼロになり，ただ樋門開放時に樋門の近傍にのみ 1m/s程度の流

れが出現する状態である。

また樋門を締切っているときの湖内では，風によ って O.lm/s以下の弱L、

流れが生じていることが多い。

このように一般に流れが弱くなったことは，湖内の土砂の堆積が促進さ

れ，湖外側の海のよごれが目立つようになった一つの原因で、ある。

3. 湖水の交換速度

このように締切られた湖内で，どのくらいの速さで水が入れかわっている

かを知ることは，水質の分布や植物，動物の分布に関連して重要なことであ

る。

そこで比較的表層の動きやすい水を対象にとりあげると，水深 1.Smくら

いの塩分の少ない水の量は有効貯水量 V=l.77×101m3になる。

一方河川｜からの流入量は笹ケ瀬川，倉敷川の流域面積，降水量，流出率の
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積として求められるはずであるが，とくに流出率の正確な見積りがむずかし

いから，むしろ樋門閉鎖時の湖水位の記録から，湖水位の上昇速度とその水

位に相当する貯水面積を求め，河川流入量Q= （湖水位上昇速度）×（貯水

位面積）から計算する方が現実的である。

このようにして求めた有効貯水量Vと河川流入量Qとの比 V/Q で，湖水

変換の時聞を求めてみると，潟水時（Q=lm3/s）で約200日，前述の昭和4T

年7月の豪雨時（Q=200m3/s）で約1日である。

締切前の潮流による湾内水の交換の状態は全く調べられていなし、が，もし

容量だけで概算をこころみれば，対象水域の平均水深が約 3m，潮差が1～

1. 5mあったとして，大体数日で交換する計算になり，締切後は特別な洪水

時を除いてはずっと交換が遅くなったものと考えられよう。

上述の計算は貯溜している湖水を，流入してくる河川水がトコロテン式に

押し出す場合に当るが，実際には，貯水と流入水とは湖内で十分混合しなが

ら入れかわるから，水質に着目するとその交換はもっと時聞がかかることに

なる。

いま始めに M。の質量の貯溜水（特別な水塊を考える）があり，これに流

入量Qで別の水が流れこみ，完全に混合しながら同時に流出量Qで混合水を

排出してゆくと，貯溜容量Vは一定であるが，始めの貯溜水は次第に流れ出

て，時間 tだけ経過すると，残留する量Mは簡単な微分方程式を解いて

M=Mo exp (-Qt/V) 

で現わされる。

いま始めにあった特別の水の 90%が流れ出るまでの時間 τは， M/Mo=

0.10, Qτ／V=2. 32から τ＝2.32V/Qとなる。すなわち混合が十分行なわれ

るときには，水の実質的な交換時間は単に容量だけで、計算される時間（V/Q)

の2～ 3倍程度かかることとなる。

児島湖では上述のように河川流入状況によって，水の交換時間にすると数

日から数百日（実際にはそんなに長期間一定の低流量がつづ、くことはない

が，変化の割合に換算するとこんなにゆるいときもある）にわたるから，同

じ季節であっても年によって水質や生物の分布に非常に変わったノミタ ーンが，

あらわれることがある。
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第2園 児島湖中央における塩分濃度の経年変化
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4. 塩分濃度の変化

淡水湖の造成の目的は低塩分水の取得であるから，湾口締切後の塩分濃度

の低下の模様はも っとも重要な調査対象であり，締切後数年は中国 ・四国農

政局によってたびたび調査が行なわれたが，その後はあまり信頼のおける調

査が行なわれていない時期もあった。

中国 ・四国農政局，児島湾土地改良区事務所あるいは筆者によ る採水 ・

分析，またさ らに最近の IB P児島湖研究クマループによ る調査などの結果を

集めて，児島湖中央部表層の塩分濃度（Salinity）の経年変化をグラフに表

わしてみると，第2図のような変化が認められる。

これによる と， 締切直前の20%ぐらいの濃度から，締切後1年以内に急速

に低下し，最近では河川流入量に応じて，その多い夏，秋にはo.1～0.3%oの低

値，流入の少ない冬には3～ 5%oの高値の範囲で変動をつづけていることが

うかがえる。この湖の使用目的である水田の濯減水の許容濃度は，3怖とされ

ているから，夏の濯獄期には十分安全な低値になっているが，もしほかの目
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的，たとえば飲用水，工業用水にも使用することを考えるとすれば，冬季の

高塩分濃度の出現は大きな障害になるであろう。

このよ うな塩分濃度の変化を，塩分収支と河川流入量の変化から解析する

ことは，将来の同種類の水資源開発計画にと って非常に重要な意義を有する

ので，筆者は児島湖のデータにもとづいた数値的解析をこ ころみている。そ

の内容については喝すでに他の学会誌等1）～5）で公表しているので，本稿で

は詳細は省略して，変化の機構の概要を紹介するにとどめる。

まず締切直後の状態については，流入河川水と貯溜海水との聞の大きな密

度差のために，河川水は海水とまじり難くて，上すベり気味に流れて湖外に

流出するから， 完全にまじると して計算する場合にくらべて平均塩分濃度の

低下速度が遅く ，ある程度期聞が経ってから混合が十分行なわれるようにな

ってから， 3で述べたような exponentialな低下が実現することを実測値に

もとづいて示した。

その後ある程度期聞が経過した状態で，；塩分の供給源を丹念に調査して，

塩分収支の具体的項目内容を明らかにしたが， 1965年頃の状態で，塩分の湖

内への日流入量は 1.8×103ton程度であり，そのうちで樋門，堤体を通して

の海水の侵入によるものが86%，干拓地から排除されて湖内に流入する もの

が10%，舟通しからの海水流入による ものが 3%，湖底の泥から湖水に拡散

放出されるものが 1%程度に相当することを明らかにした。

その後時間の経過とともに， 干拓地からの除塩流入と湖底泥からの塩分放

出は次第に減少しているものと考えられるが，樋門，堤体， 舟通しからの大

量の海水塩分が人為的に抑制されないかさ、り，塩分の供給総量はあまり減少

するみこみはなく，したがって現在のような塩分濃度が継続しこれ以上の

塩分濃度の大幅な低下は期待出来ないであろう。

このような塩分濃度変化の出現は，河口淡水湖全般の共通的な現象ではな

く，児島湖の徴地形的な特性と樋門，堤体，舟通しの構築状況からもたらさ

れる，むしろ児島湖｛固有の現象と考えるべきであろう。

今後，新しい河口淡水湖の造成に当って，塩分収支の各項目が慎重に検討

され，技術的に抑制可能な塩分侵入量の減少に努力しさらにやむを得ない

逆流海水も深いところに集めて人為的に排除するなどの工夫がなされれば，

塩分濃度の値を児島湖にくらべて大幅に低下させることも十分可能であろ
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児島湖表層における電気伝導度の水平分布

電気合受理一一一一・－

J’Q・7rrf'fa舵

，，，，，..叫

:soo。

ーーーーー－－ Wot or’・mpor・turo
一ーーーー句ー－C制帽uoli刷ty

／’u”・V帽4・刷15thD・el’‘s イ主
導」2000

,,11,‘・

／’／リ
’＂f¥ 

/ ・,! 

fi;, 

．。＠ト手
F更

・同ト O伽 同 情4。” 24’hAu9. 19γ2 

倉敷111 戸Tロ
町n+一一一

茂

究2ち5志野 t5 、史島秀

玄可百一

第4図 児島湖縦断面における電気伝導度の分布

。 2 3 ... 5 
(Km J 

｛“・≫ & 5 
－ーーー一ー..－－ーーーーーす

3・・0400。
5。00
10000 
l'V'lo開

4 2 。

＇・2 ノ刈ザ同

鰍 1q一問へ；



22 

う。

この問題に関しては南勲氏のシステム制御的な手法による対策が発表され

ているので，それを参照されたい6）。

5. 湖内の電気伝導度の分布

湖水の電気伝導の分布は，湖水中の塩分分布の大体の目安を知るのに有効

なので，筆者が児島湖で行なった調査では， ほとんどかかさずに測定を行な

った。厳密には一定温度の伝導度に換算してその分布を考えるべきである

が，児島湖では水温の変化は比較的少なく ，極分濃度の変化が非常に大きい

ので，伝導度の分布がほとんど塩分濃度の分布に対応するとみなすことが出

来る。

一般的には海水の影響を受けやすい締切堤近くの深いところで伝導度が高

く，河川をさかのぼるにつれて伝導度が低くなることは当然であるが，その

具体例を第 3,4図に示す。

第 3図は児島湖内をボートで航走しながら，電気伝導度 （または水温）を

連続的に測定した記録例で，これによると河川流入量の小さい冬季には全体

の伝導度が高く，また湖水域では伝導度がほぼーょ うで，河川をさかのぼる

につれて伝導度が直線的に下がってゆく傾向がみられる。

これに反して河川流入量の大きい夏季には，もちろん全体の伝導度 が低

く，また河川水の低伝導度域が湖の中央部まで拡がっていることが認められ

る。

また第4図では，とくに締切堤近くに侵入した海水が， その比重が大きい

ために下層のく ぼみに滞留しており，表層の低塩分水との聞に安定な密度成

層が生成されたことを示している。

このく ぼみの濃塩水は大洪水時に湖外に押し出されることもあるが，平水

時には再び海水の侵入によ って次第に濃塩水塊が貯j留されてくる。

平常の樋門開放時には，水面から 2mぐらいまでの深さの表層水が流れ出

るときに，下層の濃塩水との界面が乱れて，少しは下層水をひきづり出す

が，その量はわずかである 2）。

表層と下層の聞の安定な界面は，表層の流れによ って傾きが変わることは

あるが， 界面白体が強い混合によってぼやけることはなかなか生じない。
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たとえば強い西風が吹くと，表層水は東の締切堤よりに吹きょせられて，

界面の深さが数十cmから lm近くまで下がることは電気伝導度の鉛直分布

測定で、たしかめられているが，それでも界面付近のシ ャープな伝導度の勾配

は保たれたままで，なかなか鉛直混合が起こらないことを示している 7〕。

なお樋門を開いて淡水を湖外に放出すると，淡水は海水にくらべて軽し、か

ら，表層にのって広がってゆく。この模様を湖外で伝導度分布を測定して調

べてみる と，樋門のすぐ近くで強い混合が起こり．下層の海水をひきこんで

かなり伝導度が高くなるが， 少し流れると厚み 1～2mくらいの低塩分層を

つくり，外の海水との聞に非常に明瞭な潮目をつく ったままで同心円状に水

平に広がってゆき，水面の潮目は樋門から 1～ 2km沖に広がってゆく まで

はっきり認められる。

6. 水温の分布

湖内の表層水温については，河川域と湖水域とでそのときの流入状況や天

候によ って差異が生じるが，いままでのたびたび、の観測によ って， 1 °Cを

超える差はあまり生じないことが認められている。

しかし締切堤近くの深いくぼみでは，5で、述べたような安定な密度成層を

へだてて，上下に異なった水塊が重なって存在しており，ここでは鉛直方向

に大きな水温差が現われやすい。

筆者自身樋門近くのくぼみでアクアラング潜水調査を行なった際に，表層

と下層とで水の色ゃにごりが全く異なり，水平に泳いでいて背と腹に接触す

る水の温度が非常に異なっていた経験がある。

第5図は，このようなくぼみにおける水温と塩分濃度の鉛直分布を示すも

のである。

この図によると夏には表層の方が高温で，冬にはその逆になっており，表

層水温は季節変動が大きいが，下層の停滞水はその変動が小さいことがわか

る。

とくに1963年 1月6日～ 7日には， 15m/sを超える強い西風が吹き，観測

点付近では高さ50cmぐらいの波が立ったにもかかわらず， 前述のように密

度成層は安定に存在している。

しかし温度分布の方は， 12月28日と 1月7日ではかなり変わっていて，熱
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第5図 弁天樋門前くぼみにおける水温と塩分濃度の鉛直分布
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第 6図 弁天樋門付近における湖内（湖水）と湖外（海水） の水温の日変化
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量の上方への輸送（下層の冷却）が進行している。

このときの水温分布および塩分濃度分布の変化にもとづいて， この躍層

（二水塊の界面付近の層）での鉛直方向の拡散係数を算定してみると，熱拡

散係数 Kr=lcm2/s，塩分拡散係数 Ks=O.17cm2/sて、 Krの方が Ksよりかな

り大きい。

なお奥田は， 畠山，本田（京大理学部大学院生）とともに1972年夏に樋門

近くでの湖水（湖内側）と海水（湖外側）の比較観測を行なったが，その結
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果は第6図に示される。

この結果によると，表面水温では湖水の方が1°C以上高いが，水面から 1

m 以上深いところでは海側の方が高く，潮の干満などによ って，鉛直混合作

用の大きい海側の方が上下の水温差が小さかった。

同時に測られた塩分濃度の分布をみると，海側でも表層近くには樋門から

流出した淡水が重なって低塩分水層が形成されており，そこでは鉛直混合作

用が弱まり，日射のつよいときにはかなり急峻な水温勾配が認められた。

なおこのときの観測データにもとづいて，湖内下層の鉛直方向の熱拡散係

数KTを求めてみると，躍層近くで0.5cm2/s，また湖底近くではO.8cm2/sの

値が得られた。

このような値を，類似の大きさの水域で密度成層のない湖沼や沿岸海域で

得られている KTの値 10～103cm2/sにくらべると，はるかに小さく，密度成

層の乱れの抑制効果が現われているものと思われる。

これとは別に，筆者は1964年9月に湖内に，染料（ウラニンおよびローダ

ミンB）を投入しその広がりを飛行機から撮影して数十分間のタイムスケ

ールで、の水平拡散係数を求めたことがあるが，その値KH=l02～103cm2/sに

くらべると，前述の KTあるいは前節の Ksは著しく小さい値で，湖内の密

度成層域は非常に奥方性の強い拡散の場であることが認められた。

水平拡散については，とくに大きな洪水流入がなくても，風による吹走，

河川流入，樋門流出などによ って，絶えず数 cm/s～lOcm/s程度の流れが不

規則に生じているから，ある程度の拡散作用が維持されるであろう。

締切前後の水温分布の比較は， 以前の観測値がないために不可 能 で あ る

が，締切後の湖の内外の水温の季節的変化によ ってある程度締切の影響を推

察することは出来ょ う。

湖内水温については， I B P児島湖研究グループの諸氏から提供された観

測値を整理し8〕，湖外水温について岡山県水産試験場より提供された資料を

整理して，水温の季節的変化を調べると第7図が得られる。

ただしこの値はいずれも表層の水温であるが，湖内の方が夏の最高水温で

1。Cくらい高く ，冬の最低水温は逆に 1°Cくらい低いことが認められ，水

平混合が弱く，鉛直方向の熱収支に強く支配される湖内の方が年較差が大き

いという常識的な傾向が現われている。
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第7図 児島湖内外の水湿の季節的変化
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つまり締切によって外からの水の出入が少なくなると，水温の季節変化の

振幅が少し大きくなったものと推定される。

しかしこの差を琵琶湖南湖の入江（赤野井湾）で，湾奥と湾口とで水温の

年較差が4～ 5°Cもちがう （水の交換の弱し、湾奥の方が大きL、）例にくら

べると，かなり小さい値である。

その理由としては，児島湾では湖外でも締切堤によ っていきづまりとなっ

ている狭い水道の奥では，あまり外の方との水の交流が活発ではなく，一方

琵琶湖南湖の入江のロでは， 絶えず湖流によ って水が入れ替わっていること

によるものと推定される。

7. 水底の徴地形変化と底土の粒度分析

一般に内湾を締切れば流れが弱くなるから，河川｜から流入する土砂が堆積

しやすくなって，湖の埋積が急速に進行することが心配されるが，児島湖の

例について具体的に調べた結果を説明する。

締切前の湾内の深浅図は旭川河口付近より東の海図しかな く，締切前の湖

内の水底地形は明らかでない。
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第8図 児島湖深浅図 （1968年測量），数字は水位基準ゼロからの深さをmで、示す

締切後湖内についての深浅測量は，昭和38年に農林省中国 ・四国農政局に

よって，また昭和43年に児島湾土地改良区によって行なわれた。

その結果をくらべることによって，この間の 5年間に進行した水底微地形

の変化が明らかにされる 9）。

昭和43年の測量結果は第8図に示される。

また第9図は昭和38年と43年の比較によ って堆積領域と洗掘領域の別を示

したものである。

第 9図によると， 5年間に lm以上堆積が進行したところや，反対に lm

以上洗掘が進行したところがあるが，湖内全域 （河川域は除 く）では，平均

して 5年間に17cmの割合で堆積が進んでいる。
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第9図 児島湖水位l敬j也形変化（1963年と68年の比較）
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この値は，本湖の貯水深180cmにくらべて非常に大きな値で，今後の監視

と対策が必要であろう。

今後各地の河口淡水湖造成の計画に際して，河川からの土砂流入量とそれ

による貯水容量の変化の見積りは非常に重要な課題となるであろう。

堆積の顕著な水域は， 笹ケ瀬川，倉敷川の河口にはさまれた浅瀬と弁天樋

門近くの深いくぼみであり，洗掘が進んだものは御幸樋門近くのくぼみであ

る。同じ樋門の近くでありながらこのような差異が生じるのは，洪水時の大

量放水のときには，両樋門とも全開して強い流れが起こ って洗掘が生じる

が，平常は弁天樋門のみ開放されることが多く，細い砂泥類は弁天側の方に

流れて来て沈積することによるものであろう。
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第10図 児島湖内水位断面積の変化（1963～68年），測線位置は第8図に記入
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なお北岸，南岸に近いところに強い洗掘領域が認められるが，沿岸の土地

造成のために凌諜したところがあり，その記録が明らかでないので，このよ

うな場所の徴地形変化の機構を論じることはさし控えたし、。

ただ第8図中にヲ｜し、た直線断面について， 5年間の変化を現わしたものが

第10図であり，これによると，全体として水底の凹凸が次第にならされて平

滑化が進みながら，平均的に埋ってゆく傾向が認められる。

なお湖外においても締切による潮流の減少が水底の掃流力の減少をもたら

し堆積が進行するおそれがあるので，過去の水路部の測深資料と，奥田，

金成による昭和41年の測深結果との比較を行なって，湖外の水底徴地形の変

化を調べた10）。その結果による と，旭川河口より西側の締切堤に一番近い測

線（締切堤の東方約2km) でわずかに浅くなっている程度が，ほかの 4測

線（旭川河口東から瀬戸内海への出口まで）では断面形状の変形はかなりあ

るが，通水断面積の減少は認められなかった。

これはこのような断面は児島湖締切による潮流の減少よりも，旭川，吉井
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川の洪水時の土砂輸送や掃流力の方に大きく 影響され，その影響の状態が締

切前後でほとんど変わっていないことによるものであろう。

このような湖内外の水底徴地形変化の機構を考察するために，奥田，友沢

は昭和47年11月に児島湖内外の10地点で柱状採泥を行ない，各地点ごとに底

面からlOcm間隔に試料をわけ，各試料の粒度分析を行なった11）。

この結果によると，締切堤近くの深い窪み内の沈澱物は44μ 以下の微細粒

子がほとんどであり． 二つの河川の聞の浅瀬では125μ～250μ の砂が多く，

さらに河川域にさかのぼるとふたたび：44μ以下の微粒子の割合が多くなる。

とくに目新しい現象としては，河口やそれに近い湖水域で細い粒子の上に

やや粗い粒子（62.5～125μ）がlOcm以上の厚みをも って重なっていること

があり，ごく最近の洪水時に多量の細砂が運びこまれて，湖水域の流速の弱

まるところでふるいおとされたものと考えられる。

さらにその後に微細な泥がその上に沈積しでも，浅いところでは風浪によ

って捲き上げられ表層水と一緒に樋門から排除されるであろう。 風浪の細泥

の捲き上げ作用は本湖では直接に観察しなかったが．類似の地形と底質をも

った琵琶湖内の入江の観察結果から推定して，風速 5～ 6m/sに達すれば十

分細泥が捲き上げられるものと考えられる。

河川域では，洪水時の比較的粗い砂は流速が大きいために通過して湖水域

まで流れ，平常時の細泥は河川部では波が立ち難いために，捲き上げられず

に沈積がつづくものと思われる。さらに，締切堤近くの深いくぼみまでは洪

水時の砂は到達せず，一方微粒子はそこに沈積するが，前節で述べたように

密度成層のために風浪の撞伴作用が水底までとどかないために，微細な粒子

がほとんどをしめることになるでめろう。

なお底土の化学的組成については， 岡山大学農学部の米凶研究室におい

て，C,N, P, Cl, SO，・ FeSなどの分析が行なわれており， 締切湖独特

の現象が観察されている。

また岡山大学農業生物研究所の小林研究室では，とくに水質汚濁と関連し

て底泥の重金属元素の微量分析が進められている。

これらの結果については． それぞれの報告書（＼，、ずれも JIBP，児島湖研

究報告書の各号に掲載されている）を参照されたいが，とく に粒度分析の結
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果とくらべると，締切堤近くあるいは河川域の細泥では灼熱減量の高いこと

などから，かなり有機物の占める割合が多いことや，細泥のところは重金属

の濃度が高いなどの特徴が見出されている。

a. 湖底土内の塩分濃度分布

4で少し述べたように，底土からの塩分の拡散放出は児島湖ではほかの塩

分源にくらべて少量であるから無視できるが，さらに塩分濃度の低い良質の

淡水利用を考慮する場合には，底土からの放出塩分量も無視出来ない影響を

及ぼすことがあるので，定量的な検討が必要であろう。

また湖底土内の物質の移動現象自体が湖底近くの生物環境を支配すること

も考えられるから，筆者は前述の岡山大学米国研究室の底土の分析結果を利

用して定量的な解析をこころみた3）。

締切後7～8年を経た時期の湖底土の間隙水中の塩分濃度は，水底近くで

は湖水の塩分濃度に近く，それより lm以上下方で、は締切前の海水の濃度が

そのまま保たれていて，下方から上方へ連続的に濃度が低下した特定の分布

が出現する。

この分布は厚い板をあたためておいて，その表面をある時期から一定の低

い温度に保っとその板内の濃度分布の変化と相似の経過をたどる。

このような現象に対する拡散方程式の既知の解を児島湖の実測分布に適用

してみると，1日に lm2の湖底から 1.6グラム くらいの塩分が放出され，

もしこれが水深 2mの湖水に溶けると毎日 O.8ppmだけ塩分濃度を高めるこ

とになる。

また湖底土内での塩分の鉛直方向の拡散係数の算定値は，表層近くでは

10-2～10-•cm2/s，少し下方では 3 X 10-s～3×10-6cm2/sと分子拡散係数に近

づいてくることが明らかになった。

ちなみに同様のこころみを震ヶ浦の湖底土中の塩分濃度分布（湖水が淡水

になってから 3,000年位経過し脱塩の影響が水底から20mぐらいまでの深

さに達している）に適用してみると，極分拡散係数は4×10-6cm2/s ぐらい

に当り，平均水深5mの湖水に対して 1年に 4ppmぐらいの塩分濃度上昇の

影響を与えることになる。

この震ヶ浦の例にくらべると，淡水化後聞のない児島湖では，湖底放出盗
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分の影響は相対的には非常に大きいといえよう。

9. 化学，生物環境との関連

以上主として物理環境を中心として児島湖締切に伴う変化について説明を

行なって来たが，河口締切の計画に際して問題になるのは，物理環境自体よ

りもむしろ物理環境に関連した水質 ・底質の化学的環境および生物学的環境

であろう。

とくに最近では一般に， 河口から沿岸海域にかけては水質汚濁がいちじる

しし、から，もしこのような水域が人工的な堤防でとりかこまれたときにはそ

の汚染がも っと進行するおそれがある。さらにまた汚染物質とは異なるが，

貯水域の周囲から窒素，燐などの栄養塩が多量に供給されるときは，いわゆ

る富栄養化が進んで，水利用に都合の悪いプランクトンやほかの生物の異常

発生が出現するおそれもある。

このよ うな観点から，と くに締切後の水質がどのよ うに変わり，水産業に

どのよ うな影響をおよぼすかを予測することは，河口締切計画にと って非常

に重要な諜題になっている。

この問題を解決するために，各種の物質の循環過程を定量化し，コンピュ

ーターを利用して数値的な予測を行なうこころみも提案されているが6），一

方既設の締切淡水湖で，とくに水質と生物環境の変遷の経過を詳細に調査し

てその機構を考察することも，この問題に対する有効な手がか りを与えるで

あろう。

幸いに児島湖は，昭和43年度から IBP （国際生物原事業計画）のPF 

（陸水群集の生物生産力）セ ッションの研究の一環として非調和型湖沼の研

究対象にと りあげられ， 30名を超える研究者が富栄養化グループと生産力グ

ループに分かれて同湖の組織的な研究を進めている。

その研究の成果は，毎年「JIBP-PF児島湖群集生産研究経過報告」 (JPF 

児島湖研究グループ発行）として発表されており，昭和48年度には今までの

研究をまとめた総合報告書が編集される予定である。

したがって化学，生物学的環境やさらに湖の富栄養化の過程， 生物生産力

の調査内容等についてはこれらの報告書を参照されたい。
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ただ本稿ではとくに物理環境と関連して，これら他の環境要素の調査概況

をごく簡単に紹介しておく。

化学環境の調査は，岡山大学農業生物研究所の小林研究室（小林純教授）

が中心で進めているが，最近は岡山県公害課でも月一回湖内で採水を行なっ

ている。

まず富栄養化の原因になる窒素，燐についてみると（河川流入水に近い表

層湖水の濃度を示す。下層はこれの数倍の濃度を示すことが多L、）， 昭和42

年 9月にはPo4 Pが 0.035～O.lOppm, NH,-Nがo.15～O. 65ppm，昭和

43年 5月には PO,-Pが 0.04～0.11,NH, Nがo.12～o. 18，同年11月に

は PO,-Pが 0.06,NH,-Nが 0.07～0.18ppmの程度であるが，これらの

値は富栄養化の目やすになる限界値 P-0.02ppm, N-0. 05ppmにく らべて

かなり高く，富栄養化が進むことが予想される（分析はし、ずれも小林研によ

る）。

実際には児島湖で、は，夏に湖面全体がアオコと呼ばれる植物性プランクト

γにおおわれることがたびたびあり， 富栄養化がかなり進んでいる段階と思

われる。

なお栄養塩の濃度分布だけでなく，流入，流出の量を図るために，河川部

や樋門開口部で流量と物質濃度を同時に測定することも数回こころみられ

た。

たとえば昭和45年12月の調査では， 二つの河川｜から流入する無機態窒素の

量は硫安に換算して 1日当り 10.3ton Uこも達する莫大な量であった。

また有機排水汚染源としては，笹ヶ瀬川では製紙工場の廃水や岡山市の下

水が流入し，倉敷川では倉敷市の下水が流入しており，湖内みおすぢの底層

水でB0 Dは夏に15ppm～50ppmぐらいの値になる。

なお県公害課の資料によれば， 45年以後流入河川の水質の規制が行なわれ

るようになり，とくに工場排水と尿尿処理場などからの汚染源が減少し始め

たので，湖内のCODが46年からわずかに低下する傾向を見せている（湖心で

46年年間平均8.8ppmから 47年 4～7月の平均で 8.2ppm になっている）。

表層水の溶存酸素量 (DO）は笹ヶ瀬川河口を除いて全域，四季を通じて過

飽和の状態にあり，この湖ぐらいの広がりがあれば風による撹伴作用がいつ
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もきいているようである。

しかし締切堤近くの深し、くぼみでは侵入した海水が停滞し， 5,6で、述べた

ように安定な密度成層によって鉛直混合作用が下層まで及ぱなし、から， D0 

50%以下のことが多く，ときには無酸素状態になることがある。

pHは普通7.6～8.0程度であるが，ときに7.0以下のこともある。

このような状態が，締切前にくらべてどのように変わったかは，締切前の

測定値がないために定量的な比較は出来ないが，潮差1.0～1. 5mもあればか

なりの乱流拡散作用があり，また汚染物質あるいは栄養塩類の流入量も現在

よりは少なかったと思われるから，現況は締切前にくらべて汚染され， 富栄

養化が進んでいることは明らかである。

今後このような締切淡水湖の水質を維持するためには，周辺からの汚水，

栄養塩の流入を抑制しさらにすでに堆積している腐泥の淡撲などの改善策

をとる必要があろう。

ちなみに筆者が見学にいった香港（九竜半島）の締切淡水湖 （PloverCove 

貯水池）では周辺に大きな集落はなく，また締切堤付近の清掃管理もゆきと

どいていて，水質汚渇のおそれはあまりないように見られた。

最後に生物的環境についてはま ったく筆者の専門外であり，ー，二の具体

的な話の紹介にとどめるから，詳細は前述の報告書を参照されたい。

締切直後の生物の棲息状況の変化については，岡山大学理学部川口四郎教

授の具体的な調査報告12）がある。

これによると，生物相の変化については，昭和31年7月初旬の締切と樋門

操作によ って急激な淡水化が起こったために，底棲生物はほとんど全滅し

海藻類も死滅した。

湖水内でとくに適応性の強いごく少数のものは生き残ることが出来たが，

1ヵ年もすぎると産卵，ふ化などができなくなって姿を消してしまうものも

多かった。

海産の動植物が死滅していった一方で、は，すぐに新しい移住者が現われ

た。昭和31年夏に見られたようなユスリカの大発生，その他水棲昆虫の異常

発生などがその例である。
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その後の水産環境の変化についてはとくに継続的な調査は行なわれていな

か ったが，地元漁民の話では白魚、などがとれていた海が，淡水湖に変わって

フナばかりになって収入が減少したということであった。

最近 IB Pの研究グルーフ。によって調べられたところでは，ギンブナ，モ

ッコ二タモ ロコが主要な魚で，生産量，漁獲量も増加しているようである。

しかし児島湖でも最近，背ビレやしつぼがとれたり，表皮に潰療を生じた

魚が現われ始めており ，原因の究明と対策が急がれている。

むすぴ

以上河口締切淡水湖として造成された児島湖について，物理要素を中心と

して環境の変化を説明してきたが，このような環境の変化をもたらす諸過程

がさらに解明されるならば，その成果は将来の淡水湖造成に対する合理的な

指針を与え，わが国の水資源開発に大きく貢献することになるであろう。

本稿を算するに当って，多くの資料を提供していただいたJp F児島湖研

究グループの諸氏に感謝する。

また児島湖の現地調査に直接のご協力をいただいた京都大学理学研究科院

生本回健二，畠山袷二の両君および防災研究所職員金成誠一，横山康二なら

びに同研修員友沢憲治の諸氏に謝意を表する。
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