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ThePresen†ofMikMhy  

．地形・地質  
旬間ー叩h≠Geology  

三河湾は面積約600k軋平均水深9．2mの浅い内湾で、知多  

半島と渥美半島に囲まれた位置にあります。面積では伊勢  

湾の約3分の1、東京湾の約1．7分の1となっています。また、  

中山水道と師崎水道の両水道によって≡河湾は伊勢湾と通  

じており、中山水道の南にある伊良湖水道を経て太平洋に面  

しています。  

MikawaBayisashal10Winland＄eahavhga6∝仙¶2aroa  

and9．2mav8ra00dqpthsurrQUndedlbytheChぬaTd＾tsumi  

Peninsulas．1tisaboutl／30fthesiz00flseBay8ndl／1．70f  

TokyoBay・］topenstoIseBaythroughthotwocりanneJsof  
Nakayama and Morozaki．1t goesinto the Pacific Cban  

thrBUgh thelrako Chann．8Jin the south of theNakayama  

執都内臥  
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■≡河湾、伊勢湾、東京湾、大阪湾の大きさの比較   
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●≡河湾における干潟・浅場の変遷  

Hi＄tOricaJChaq00fT（dalFlatsandShalJowWatefSjnMl粗い一∧Bay 

●三河湾における水深別面積の変遷  

Hl＄tO血alChaqeofAroa虐InDopths  
血糊臓如畑t払y  

●0・－●  

9轟‘  199  

注）芋藩鶉滴は水深5mまでに頼当する¢  
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○旦叢klユ1型鞄渾鞍墓肇￥撃苛こ  
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海域環境の悪化  
干潟・浅場は生息する生物のろ適作用等によって、水質を  

浄化する働きがあります。多くの干潟や浅場を失った三河  

湾では、浄化能力の低下によって様々な環境問題が超蕃て  

います。  

抽鬱血rq軸＝f触rin摘油酬脚－  

Ti軸If7ats and sha）low wate捲他ve water pur附むatiol  

fuJldfon through fi］terjng byli扇ng organismsetC  

Deterioration ofwaterpuri随atjon abiJ吋duetothelostc  

k）tS Of tjdalflats and sha”ow waters have caused v即ぬ∪：  

尉仲帆抑m研一alpぬb蛤m8．  

赤潮Red†ide  
水中の栄養塩類（窒素、リンなど）が過多  

になると、プランクトンが異常に繁殖し、  

海水の色が変わります。この現象を赤潮  

と呼んでいます。赤潮が発生すると、増  

殖した大量のプランクトンの死骸が海底  

に沈降・堆積し、貧酸素水塊の発生や底  

質の有機汚染を引き起こします。  

WhQn内山地場（n軸n，脚n均bo－  

em¢○相応如oinwat軋Phn紐On邑bnor一  

雨細けi鹿舶髄細い帥d∝ldrQft加納Ⅳ釦併  

d岨喝麒．間掛帥帥叩脚酬・短硯l舶●r劇  

ti鵬’．on00帽d ti由h叩P即Slml払iv轡  

由如叫0†phy他Pぬ∩触n紳輔錦down  

t8血色加亜OmOI帆o金蛇山鳩d岬感触・Thi8¢au詠脾dX河畔ndo一  

両陶n細○帽8nie脚山地ndbo暮l餅肌組曲佃細胞  
三河湾東部では1967年から1981年にかけて用地造成に  

伴う埋立が急増しました。〒潟・浅場の埋立面積の推移と赤  

潮の発生日数はほぼ同様に増加傾向にあることが知られて  

おり、干潟のもつ浄化能力が減少したために赤潮の発生が  

多発したと考えられます。  

tnoasモロfMilⅦWaBay，血血rod甜¶如∩山丑山i亡■lly血即開脚錮  
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－uO〇LPnSul－0！uSt？6！．NSt2Pa”曾0OJt！人乳け‘6u＝aJRdnlqe〇叫nS  
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〇往佗6」0lO uO鞘SOd山0〇8Pl即∂l〇甘qlO SS9〇0」d叫lβ叫nq  

O且睾q＼q＼qゝq幸  

印コI董皇；①堅、1⊥罫ゝq［（鵠］1喫①墓碑コI弓手、申召空耳＞  

奇書道号苛恵q物事寺罫判之襟第丑⊆ヂ0コ○且卦1之γ劫  

フ膵呈塾0年召1菖婆コI些熟ql止コ○且業主之ゝq（新婦導線  

章）壷凱1払餌場摘別封媚暇、uq劃と年輩襖0書￥コ儀怪且  

歯偏よ年∠∩与舅／空（口許））部室粉旦顎1室生耕・潮解コ一箪賞   

牌酬叩両ua鋸嘲0岬D6州  

（糾輩襖勘勝星  
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0且掌q  

＼qqゝqマコ管し1ユし1封重盗劉豊コI与壬、ユ⊂望qq凶ゝq艦呈  

フ謄肇、q辞ユ1肝蘇コ働凶判礪白市話①前非輩韻事フ陛撃  
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・茂場の：bつ）苧化龍刀  仙torP〕riI血伽n仙il晰n仙IF血ond‡h□ll品鵬Iel  

Tidalfl細and＄ha他W WaterS haVe Water PurificatiQ  

funcltion tt7rwgh Wlfering by living organisms etc 

B幽riora触n ofw紬rpurificationabiLityduetothe］osい  
l地雨tはal触應月椚d如痢l¢W WaterS have¢auS¢d v即ioL  

訂l油併仰併鹿Ip柑蜘沖n＄．  

F潟や浅場は流入する有撒物や栄養塩類を物理的作用や  

巨物的作用によって除去し、海水を浄化する機能をもって  

．＼ます。生物的作用の中では、特にアサリなど二枚貝類の  

取り込剥こよる浄化能力が大乱壮貰われています。＿∴一木1F                                   ＿＿，＿＿＿J■iユ  

二枚貝の洗浄嘩力  
Purifi【dionAbi［iTyofShellfish  

アサリなど＝枚貝類の多くは水中に懸濁する有機物をろ過  

して取り込む「懸濁物食者」であり、ろ過水量は1個体あたり  

平均1．058／時間（殻長40mm、水温20℃）と推定○されて  

います。≡河湾一色干潟における研究事例では、貝類のろ過  

水量の測定結果と現存重から試算すると、一色〒潟に生息  

するアサリとホトトギスガイによって、1日に干潟上の海水を  

2回ろ過する程になると推定○されています。  

○細川泰史・木部英治・三好英一・桑江朝比呂・古川恵太  

（1996）：盤洲干潟（小相川河口付近）におけるアサリに   

よる濾水能力分布嗣象港湾技研資料，No844．pp．3－21  

0佐々木克之（柑89）：干潟域の物質循環，沿岸海洋研究   

ノートVo】．26．No，2，PP．172一柑8  」実親閲始30分後   

ManyofbivalvesheIlfishsuchasshort－neCkedclamaresus－  
PenSionfeedersthatuptakesuspendedorganicmatters．Their  
fiIterlngrateisestimatedtobel．05L／hourperindividualclam  

asanaverage（40mmshell，20－C）．0Accordingtoanesti－  

matebasedonthemeasurementoffilterlngrateandstanding  
CrOP Of shellfishinlsshikiTidalFlatin Mikawa Bay，the  
amountoffilteredwaterbyshort－neCkedcJam andMuscuIus  
Senhousiaisequivalenttoreplaceoverlayingseawaterofthe  
TidalFIattwiceaday．0  

●YasushiHOSOKAWA，EijiKJBE，E）ichiMIYOSHI  

，TomohiroKUWAE，KeitaFURUKAWA（1996）：Distribution   
OfArealFiItrationRateofShort－neCkedClarTlinCoastalTi－   

dalF］at．，TECHNtCAL NOTE OF THE PORT AND HAR－   

BOUR RESEARCHINSTITUTE MINISTRY OF TRANS－   

PORTJAPAN，No．844，PP．3・21（inJapanese）  

01くatsuyukiSasaki（1989），MateriaLCircuLationinlntenjdal   

Flat，Bu”etinonCoasta10ceanography，VoL．26，No．2，PP．172・  

190（inJapanese）  
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で発生する良質な砂を利用した覆砂（良質な砂を海に撒き、  

砂でヘドロの表面を覆うこと）を中心とした事業です。覆  

砂によって汚染物質の海中への溶出を抑制し、水質の改善  

を図ることができます。また、海辺に良質な砂を使い、干潟  

を形成した臥海底を浅くして植物などの自然浄化作用を  

苛める工夫も進めています。このような努力を続けながら  

〒潟や浅場の造成卑行い、当該海域の水質や底質の改善  

を図るとともに、貝類等の底生生物の回復による海水浄化  

機能をも期待できる海域藻壌創造事業を実施しています◎  
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0年に干潟を試験施工した御津地区では、干潟造成にべ  

認されましフ  

●造成干潟における底生生物種類数の推移  
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底生年物の多様化  
DiverS粘血ni．n馳n舶用fe：  
干潟を造成した御津地区では、造成直後はゴカイ頬を中心と  

した単純な生物相でしたが、その後、ゴカイ類に加えて貝頬  

が多く出現し多様な生物相がみられるようになりました。特に、  

貝蒋の中でも水質浄化能力が高いとされている＝枚貝類が  

増加しており、浄化能力の向上が期待されます。  
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●造成干潟でみられた生物（パカガイ、イワガニ科の1種）  

LifeinCreatedTidaIFIats（roundclam，Pachygrapsussp．）   



二二重潮脚幽坤鞘叩叩呵晒即脚研削  

（OSOu如e「uりケ∠Z－S9Z■dd  

‘c■ON‘L9’JO＾‘旬d別βou閃00S印」OLISLjlO人l叩OS OSeu  

一甘d呵1叫＝Ou胆川咽‘舟！∬uuO〇〇相場qOJO甘Mlt引」鰐P比e  

lqso搾ulウ∧OuOUj01仲川〇岬蝕001印Ⅶ肘鞋‖01UOuaJnS  

－8州∩帽ul：（∠66L）lMnZnSP作れ柑⊥Pu曾∀川∀人0∀P岬OJ！HO   

■サ∠㌃g9Z■dd‘E■ON－L9■10∧■嵩地＃襲撃  

碑‘苫惟敏臨①首華辛朝晩駐遥斡皇曾ヂコl華嬉Y」く  

レロ古土曾fI詳コrT裟主：（エ66L）的剃平等・警報叩皇○  

劃1ユ⊂丑フ年弛①％09蛸0喜ユ1智！割ゝq巳年6垂L朝鮮苧  

＿利之祭主嬰層、q辞ユu嘉○苫耕フ樋P／押／Nき山∠己己判年  

鵠］1喫輩毒ひ之隊士専一○且卦1ユリ手芸封フ管tlユ⊂封  

翌年覗］1喫輩蓄0∧ep／四／N∂u9CLf僧ぎ主野望、与Iq蓄男  

蔓旺古く∩夕＝主苛uq圭と＝旧9塾引脚立○且卦1ユ1毘執  

ユし1⊂コI盗難着物皆fI評コI訟土誕患、tl圭と空財蜜α）1「去  

主輩弟毒蘭土コ層空ターよ苛1彰樋口ヂコI軍陛占く∩占＝主  

、丑笛0且重し1ユ⊂今塾神観官且］1喫毒婦堅、1芋制空金物  

勧璧苛1Y墜、qヂコI蓋呼Ⅵq砲撃ヂコI晩専管且嘗再刊蟹主  

伽岬叫人朋Vu叩叫州lOu叩叩憫  

（由攫渕丑籠）   

寄掛射相和鳩  

瑚抑哺如週腋鱒噂嘲軋亜始動坤判■■制d札鞘岬璽膵  

加u叩間duo恥卿叫P％坤卿叩叩相即叩血相 
‘l礫脚叫岬貌帥追出ほ坤叩u陶叫軋○■昭 
岬「′叫卿鞘Ir如粗相柑＝叩＝他聞聞り開削坤射胞  
弼叩呵飢唖綽u紳qt叫申Ilt恥脚p瑚H耶岬脚噌  
咄脚桝払■坤叩川中岬牒’判■l脚射町側触か叫川魚柳  

勤押珊瑚●郵剛＝喝鞄・蝉輌脚叫伽一平射間物  
叩研q軸抑専蝕脚叫l購酢師糾明周囲舶噂触  
珊加句劃叫騨u血8岬岬糾蜘珊瑚坪書画  

■∬叫即断呵町噂鋤附加掛軸岬脚町蜘小机川軋  

渦す＋鱒附8疇  l叫？冒ヱ  聞l一脚Ⅳ甘輌l  
8土80 舞′石l離敵虎9古陽曙如上l仝l飢IlO 上 告 ¢ll矩β日露閉掃81上l富L811L8  

（
ま
；
l
宏
一
■
よ
己
n
岬
魯
穿
彗
 
 

戸棚職印励  

脚叫bp鱒触粗血卿旬叩軸■鳩I鵬叫叩  
叩叩伽叩血！句‘uo卿岬uモ勒叫軸問J  

鴫ノ軋一瑚鰐ぬ魯．棚叫師鰭咄■鮎l叩脚御  
輌・別■lIl劉御仁騨削■郎＝叫⊥－珊事触軌附加摘  

○柳 軌 騨J甘duぬ伽 卿P 嘉○ 軸抑制 

軍叩血叫q■叩■即■l如押掛仲瑚l明和叫嘲  
脚叫＝机蹄吋踊＝仙坤陶山仰岨  
一叫Ⅶu・■相加酢舶細曲帥椰餅権恥  
岬脚○叫㈹uq■餌tB叫膵椚飢uⅧ叩岬u  
1耶陶り！叩脚岬P問u■川叫毎  

○五割1ユ1韻事空地敵背手篭蚕習コIn鼻∠、1崇闇  

空潟諭輩雄幸Iq睾狸菖習df】丁睾①弼恥管ヂコlフ  

ココ1鮮雲空獣土0苛1羊q教主毒さqn轟∠00＞奇  

、＞若ゝq教回①喜①①環受丑fIコ】鼎￥k峯濯宕ユゝ′  
コ了コl記尉、判之隊士ヨ1餌雫、菖事①喜○＝′1卦1  

主と孝苫惟0（0□）書塗韻訂ヤⅥfI鼓コI中神堅d埋  

沸教苛00喜、1螺軍孝ロム∠之群阻①喜マ賢士騨雫  

Iua皿叩u】即肌押弧叫叫  

吾軍α静態層瑠   

岬〃甘∠  醐l■UnlYF9抑8L  
Ol曾 9I Zl‾‾‾‘‾‾▲「ZIZ6■ ■‘‾■ ‾■116 ∠ ⊆ C L 6石上石§Z¢ZIZ8L▲l⊆lCL L18  

：．「‾  「  
．
 

」
 
 

町
一
W
 
九
W
 
∧
u
 
n
V
 
鵬
叩
 
0
0
 
 

（
軍
空
空
一
空
欄
と
⊃
∽
 
（
％
）
壱
零
∩
‘
∠
 
 ■：蓋  

u∂鋸xop叫OSS旧PU甘l山召l〇P01〇乱叫叫S嘉0さIeヒ‖e∧困nS  

書輩海蛍鞋マ醍第繋零0∩鼻∠●  



● 国土交通省中部地方整備局  

≡河鹿湾工事事務所  
〒441－80ア5 愛知県豊橋市神野ふ頭町1番地1  
田0532－32－3251【田0532－32－5049  

衣浦港事務所  
〒475－0831 愛知県半田市11考地2番地  
旺ヨ0569－21－2311t田0589－21－2312  
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