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自己紹介

 1974（昭和49）年生まれ（4５歳）

 愛知県名古屋市出身

 小学校６年生の修学旅行で、静岡初上陸
登呂遺跡、三保の松原を訪問
地引網でたくさんの魚にびっくり

 ２０１４年にミュージアム立ち上げのために
大学教員をやめて静岡県にやってくる

 ふじのくに地球環境史ミュージアム 教授
 2020年 再び大学に戻る

 専門：地理学・環境史学

 好きなもの：地図（ごはん三杯はいける）

https://twitter.com/moomin_jp



大絶滅（だいぜつめつ）展が開催中ブラタモリ 浜名湖



今日の話

1.天竜川の特徴

2.浜松の『大地』に、つねに天竜川の影あり

3.ブラタモリ#浜名湖で伝えたこと、伝えられなかったこと

4.解説：中田島砂丘の形成史

5.保全と活用の両立の先にあるものは？



１

天竜川の特徴



天竜川：様々な顔



天竜川

Google Earth

暴れ天竜

幹川流路延長：213 km
（日本全国9位）

流域面積：5,090 km2
（日本全国12位）



天竜川

シームレス地質図

暴れ天竜

幹川流路延長：213km
（日本全国9位）

流域面積：5,090km2
（日本全国12位）

糸魚川静岡構造線と、
中央構造線を横切る。

日本の新旧地質帯を縦断

天竜川の砂は、日本一の
多様性を有する。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%96%B9%E3%82%AD%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB


暴れ天竜



２

浜松の『大地』に、つねに天竜川の影あり



暴れ天竜

扇状地

河岸段丘

浜堤・砂丘

ラグーン（潟湖）

旧河道・自然堤防



浜松城

河岸段丘の縁に築城 鉄壁の要塞をつくりあげた

＠浜松・静岡・伊豆情報局



航空自衛隊浜松基地

扇状地の上に広大な敷地 強固な地盤と不毛な平坦地を利用

＠航空自衛隊浜松基地



佐鳴湖

小さなラグーン（潟湖）は縄文時代から人々の生活・オアシス場

＠しずおかオンライン



島畑

自然堤防は畑に、そして住宅地に。旧河道は水田に。

＠google maps



中田島砂丘

砂丘の形成は、海からの災害を減らす役割も

＠中田島砂丘観光協会



暴れ天竜

扇状地

河岸段丘

浜堤・砂丘

ラグーン（潟湖）

旧河道・自然堤防

すべて天竜川がつくった地形



暴れ天竜

自衛隊浜松基地

浜松城

中田島砂丘

佐鳴湖

島畑

すべて天竜川がつくったもの



３

ブラタモリ#浜名湖で伝えたこと、
伝えられなかったこと



大絶滅（だいぜつめつ）展が開催中ブラタモリ 浜名湖



地形：浜名湖のウナギ

全国１０位の面積、３つの顔、100センチを超える潮位差



広報

物流
地形 地質

水 えさ

浜名湖＝ウナギ のイメージが定着した６つの理由



東海道線
・旧東海道

中田島砂丘

Ⅲ ⅣⅠ ⅥⅤ

＠国土地理院web「地理院地図」

新幹線

浜堤 わずか２メートルの起伏がウナギを支える



旧東海道
・東海道線

養鰻池

浜堤 断面図



堀池 川池

ビニルハウス
＠グーグルストリートビュー

養鰻の方法



養鰻池（川池・堀池）・鉄道・地形（浜堤）



三方原台地（もぐる水とエサ）



＠詳説日本史

三方原台地（もぐる水とエサ）



＠浜名湖漁業組合

うなぎステーション



うなぎステーション



看板

鉄道
天竜川 チャート

地下水 蚕☞魚

浜名湖＝ウナギ のイメージが定着した６つの理由



これからの名産品の行方

IUCNによる絶滅危惧種の認定

大規模ソーラーパネルの設置



４

解説：中田島砂丘の形成史



浜名湖～天竜川の海岸地形

（芝野ほか、1988）

• 南北4キロの幅をもつ、浜堤（Beach Ridge）が存在

• 最南部の浜堤には、砂丘（Sand Dune）がその上を覆う

• 浜堤や砂丘の砂（淘汰度の良い細砂）は、天竜川から運ばれる



浜堤列と遺跡の立地

松原、2007



中田島砂丘

浜堤 断面図

藤原ほか、2017



浜堤 断面図

松原、2008



浜堤 断面図

（芝野ほか、1988）

• 浜松平野の浜堤列の形成は6000年前

• 最後の浜堤の形成年代：1000年前

• 砂丘はその後に形成

• 浜堤～砂丘は10メートルの層厚

• 海成層の厚い堆積の存在

• 最終氷期の河川性砂礫層の存在



海水準変動と平野の形成

中田島砂丘

松島、1987 藤原ほか、2017

縄文海進後の、海面停滞・低下にともなって、浜堤が北から順番に形成された。



なぜ、砂丘が形成された？

中田島砂丘付近の海底地形は、きれいな陸棚が発達している

芝野、1988



なぜ、砂丘が形成された？

1. 海面の停滞がつづき、海岸の位置が固定された。
2. 大きな海底谷が存在せず、遠浅の海岸環境が存在していた。
3. 天竜川からの排砂が、波浪の影響によって、陸側に付加された。
4. 風によって、高まり（砂丘）を形成させた。

https://iko-yo.net/parents/46067/notes/9404



地形図でみる中田島砂丘の変遷

@今昔マップ



明治23年（１８９１年）

@今昔マップ

連続する砂丘



大正６年（1918年）

@今昔マップ

開析しだす砂丘



昭和13年（1938年）

@今昔マップ

さらに開析しだす砂丘



昭和32年（1957年）

@今昔マップ

馬込川の流路変化

海岸浸食

1956年 佐久間ダム
1958年 秋葉ダム

建設による砂の搬出



昭和５４年（１９７９年）

@今昔マップ

低くなる砂丘

海岸の形成

馬込川 導流堤



平成2年（1990年）

@今昔マップ

進む海岸浸食



平成19年（２００７年）

@今昔マップ



平成27年（2015年）

@今昔マップ

さらに進む海岸浸食



令和２年（２０２０年）

＠Google Map
防潮堤の建設



120年前との比較

@今昔マップ

中田島砂丘は、高さも広さも減少している。



中田島砂丘の形成に影響を与えているもの

地形輪廻 人工改変

地球規模の
環境変化



５

保全と活用の両立の先にあるものは？



中田島砂丘の影

田淵、2007



南海トラフ地震津波の周期



浜松地域で発見された津波堆積物

藤原ほか、2013



＠浜松市立中央図書館

災いと恵み （1498年明応地震津波）



＠静岡新聞（R2.12.3）

防災・減災対策の効果



COP25：グレタ氏とトランプ氏



あるべき中田島砂丘のかたち

＠中田島砂丘観光協会

いつのどんな状態ですか？



環境と暮らしを天秤にかけるのではなく、
環境制約の上に心豊かな暮らしの形をつくる

暮らし環境

豊かな暮らし

環境

新しいライフスタイルの作り方



バックキャスト思考はディレクション機能 時間軸を持たない
フォーキャスト思考は時間軸を持つ

バックキャスト思考 戦略策定
フォーキャスト思考 戦術策定（KFS：Key Factor for Success)

ナチュラル・ステップ・ジャパンHP

Step毎のKFSがロード
マップとなる

バックキャスト思考－戦略と戦術



ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました
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