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１．概要 

皇居は面積が約 115 ヘクタールあり、約 5
キロメートルの濠に囲まれ、東京都千代田区の

ほぼ中央にある観光地である。2008 年にエビ

モ、ツツイトモという沈水植物が大量繁殖した。

それにより、水質がよくなるか、悪くなるかと

考えられる。特に、絶滅危惧種ツツイトモがプ

ランクンの発生を抑え、水質にプラスと言われ

ている。浮葉植物、抽水植物がある牛ヶ淵に比

べ、沈水植物がある桜田濠の水質はいいと確認

された。それは水草の種類、バイオマス量が水

質に与える影響は大きいと考えられる。  
本研究では、植物種類、バイオマス量などの

変化につれ、皇居外苑に位置する桜田濠、牛ヶ

淵二つ堀における水質変化を比較した上に、ツ

ツイトモの水質浄化メカニズムを解明し、ツツ

イトモが水質に及ぼす影響把握を目的とする。 
 

２．調査 

（１）調査地 
本調査は東京都千代田区皇居外苑(Fig.1)に

位置する桜田濠、牛ヶ淵で行った。 

 
Fig.1 皇居外苑全体図 

桜田濠(Fig.2)における毎回にほぼ GPS1、
GPS2、GPS3 三箇所で調査を行った。2012 年 7
月に沈水植物ツツイトモが大量繁殖し、2013
年 1 月に沈水植物ホザキノフサモが大量繁殖

したため、GPSⒶ一箇所増加した。 

 
Fig2.桜田濠 

牛ヶ淵(Fig.3)における毎回にほぼ GPS4、
GPS5、GPS6 三箇所で調査を行った。2012 年 7
月に浮葉植物ヒシが繁殖し、研究上の必要、

GPS6 の近くにヒシがなかったところに GPSⒷ
一箇所増加した。 

 
Fig3.牛ヶ淵 

（２）調査時間 
本研究では 2012 年 4 月 25 日、5 月 28 日、7

月 26 日、8 月 30 日、10 月 4 日、11 月 19 日、

12 月 26 日、2013 年 1 月 29 日に合計 8 回調査

を実行した。 



（3）調査対象植物 
本研究では、桜田濠に沈水植物エビモ、ツツ

イトモ、ホザキノフサモが次々に生えていた。

牛ヶ淵に、抽水植物ハス、浮葉植物ヒシの存在

が確認された。 
桜田濠における、2012 年 5 月に沈水植物エ

ビモ(Fig.4)、2012 年 7 月、8 月に沈水植物ツツ

イトモ(Fig.5)、2012 年 10 月、11 月、12 月、2013
年 1月にホザキノフサモ(Fig.6)が成長していた

と確認された。 

 
Fig4.エビモ（Potamogeton crispus） 

 

 
Fig5.ツツイトモ（Potamogeton pusillus） 

 

 
Fig6.ホザキノフサモ（Myriophyllum 

spicatum L.） 
牛ヶ淵における、2012 年 4 月から抽水植物

ハス(Fig.7)の茎が生えていた。2012 年 7 月から

ハスの葉っぱが生えてきた。2012 年 8 月から

ハスの花が咲いていた。2012 年 10 月からハス

が枯れていたことが知られた。GPS5、GPS6 に

2012 年 7 月に浮葉植物ヒシ(Fig.8)が生えてい

たと確認された。 
 

 
Fig7.（Nelumbo nucifera） 

 

 
Fig8.（Trapa japonica） 

 
 



（4）調査方法 
調査方法としては二つの堀内に GPS 測位、

観測地の写真を撮った。水面から、50ｃｍずつ

現地水質 DO、pH、濁度、電導度、水温を測定

した。また、水面から 10ｃｍずつ光量子も測

定した。これらによって、現地水質の物理特性

を把握した。さらに、地点毎に水サンプル 1L
×3 本、250ｍl×2 本を取った。直径 5ｃｍ、長

さ 3 メートルからあるプラスチックパイプで

底泥を深さ 5ｃｍずつ採取し、熊手で面積 30
ｃｍ×1ｍの水草を採取した。取ったサンプル

をク―ラボックスに保存して大学に持ち帰っ

た。 
実験室で水サンプルに関しては、1L×3 本水

を 500ml ずつ孔径 1µｍガラス繊維ろ紙でろ過

し、三枚ろ紙を用いて懸濁物質 SS（重量測定

法）を測定し、また、アルミで三枚ろ紙を包ん

で冷蔵庫に保存し、一週間以内にクロロフィル

a（三波長吸光光度法）を分析した。ろ過した

水を冷凍庫に冷凍して栄養塩 NO3
--N、NO2

--N、

NH4
+-N、PO4

3—P（オートアナライザ）を測定

した。約 10ｍｌ水を孔径 0.45µｍ注射器フィル

ターでろ過して冷蔵庫に保存し、全有機物

TOC を測定した。 
水サンプル250ｍl×2本冷蔵庫に保存して二

週間以内に全リン（TP―ペルオキソニ硫酸カ

リウム分解―吸光光度法）、全窒素（TN―紫

外線吸光光度法）を分析した。 
泥サンプルに関して、遠心分離によって孔径

1µｍガラス繊維ろ紙で間隙水をろ過して冷蔵

庫に保存し、栄養塩 NO3
--N、NO2

--N、NH4
+-N、

PO4
3—P（オートアナライザ）を測定した。遠

心分離により間隙水を分離した後、泥を乾燥炉

において重量変化がなくなるまで乾燥させ、泥

乾燥サンプルを作った。間隙水はオートーアナ

ライザを用いて栄養塩 NO3--N、NO2--N、

NH4+-N、PO43—P を測定した。泥サンプルは

TP を分析した。なた泥の TN、TC に関しては、

CHNコーダー（YANACO）を用いて分析した。 
植物に関しては、洗浄後、根、茎、葉に分け、

乾燥炉において重量変化がなくなるまで乾燥

させ、乾燥重量を測定した。次に、植物サンプ

ルの一部は、化学分析のために粉砕した。植物

TN、TC に関しては、CHN コーダー（CHN コ

ーダーYANAKO MT-5)を用いて分析した。 
 

 
Fig9.水サンプル 

 

 
Fig10.泥サンプル採取作業 

 

 
Fig11.植物サンプル採取作業 

 
３．調査の流れと大学院ＧＰの活用法 

（１）調査の流れ 

去年、Fig12 に習って調査を行っていた。現地

の様子を見て、臨機応変に対応していることも

あったものの、現地調査はほぼ計画通りに進ん

だものと考える。 

 

 

 



 

Fig12 調査の流れ 

 
（２）調査頻度と予算の利用 

平成 24年度一年間では合計 7回、平成 25

年度合計 1回調査を行っており、GP 予算は主

に調査の際の交通費として利用されている。ま

た消耗品としては、底泥を持ち帰るためのサン

プリングバッグや植物用の土嚢袋、現地での現

地調査用具費、化学分析装置における消耗品費

等に主に使用した。 

 

４．結果・考察 

（１）桜田濠現地水質とバイオマス 
 図 13には桜田濠の三箇所で測定した現地水

質とバイオマス量の関係を示した。GPS1には

ずっと植物が生えていなかったと確認された。

GPS2には五月にエビモ、七月、八月にツツイ

トモ、十月、十一月、一月にホザキノフサモが

生えていたが知られた。GPS3には十月、十一

月、十二月、一月にホザキノフサモが生えてい

たが知られた。 

水温が気温とともに上昇していた。図 13か

ら見ると、GPS2、GPS3には植物のため、水質

がアルカリ性と確認された。水温に対して水質

がほぼ過飽和状態であることが知られた。 

 

 
 

 

 

 
Fig13.桜田濠現地水質とバイオマス 

 

図 13の GPS1には植物がなかったため、温度

が高くなったにつれ、濁度が高くなる傾向がみ

られた。特に、水温が一番高い七月に濁度が倍

に増加した。GPS2には七月に沈水植物ツツイ

トモが生えていたため、底質の再浮上などを抑

えて濁度が 10以下に維持された。GPS2と GPS3

の十月、十一月の濁度を比べ、ホザキノフサモ

バイオマス量に関係なく、濁度がほぼ同じぐら

いであった。それは沈水植物ホザキノフサモは

水の濁度に関係少ないと考えられる。 



（2）牛ヶ淵現地水質とバイオマス 
 図 14には牛ヶ淵の三箇所で測定した現地水

質とバイオマス量の関係を示した。GPS4には

ずっと植物が生えていなかったと確認された。

GPS5には抽水植物ハスが生えており、七月に

に浮葉植物ヒシが生えていたが知られた。GPS6

には七月にヒシが生えていたと確認された。 

桜田濠のように水温が気温の上昇とともに

高くなった。牛ヶ淵三箇所には水質が全部アル

カリ性と確認された。水温に対して水質が過飽

和状態が知られた。 

 

 

 

 

 

 

Fig14.牛ヶ淵現地水質とバイオマス 

 

図 14から見ると、GPS4 には植物がなかった

ところ、温度が高くなったにつれ、濁度が高く

なる傾向がみられた。GPS5には七月に抽水植

物ハスの葉が水面以上に伸び、浮葉植物ヒシの

葉が水面を大幅に覆い生えており、植物の光合

成が阻害され、光は透過しにくくなった。そし

て、植物プランクトンの光合成が阻害され、濁

度が倍に増えていたと考えられる。それは抽水

植物、浮葉植物は水質悪化に関係深いと考えら

れる。 

（3）桜田濠表面水 TN,TP 

図 15には桜田濠表面水全窒素、全リンとク

ロロフィル a、バイオマスの関係を示した。 

TN/TP<7-10、窒素が植物プランクトンの生長

制限因子、TN/TP>22.6-30、リンが植物プラン

クトンの生長制限因子、その二つの範囲の間に

植物プランクトンの生長最適環境と言われて

いる。図 15から見ると、桜田濠における全窒

素 TNがとても高かった。全窒素 TNに比べ全リ

ン TPがずっと低かったと確認された。それに、

TN/TP比率はとても高かったが知られた。しか

し植物があったところにTN/TPが100以下にな

った。それは植物が窒素を利用して生長した原

因と考えられる。 

温度の上昇につれ、植物プランクトンが増加

していたと確認された。また、沈水植物ツツイ

トモバイオマス量の増加につれ、クロロフィル

aが少し増加したことが知られた。一方、沈水

植物ホザキノフサモの生長につれ、クロロフィ

ル aが倍に増加した。しかし、十一月になると、

クロロフィル aが減少した。それは沈水植物ホ

ザキノフサモと水温はクロロフィル aの増加

の主要原因と考えられる。沈水植物ツツイトモ

はクロロフィル aの異常増加を抑え、水質を保

つと考えられる。 

 

 
   Fig15.桜田濠 TN,TP 

 

（4）牛ヶ淵表面水 TN,TP 



図 16には牛ヶ淵表面水全窒素、全リンとク

ロロフィル a、バイオマスの関係を示した。 

図 16から見ると、牛ヶ淵における全窒素 TN

が桜田濠と同じぐらいであった。全窒素 TNに

比べ牛ヶ淵にも全リン TPがずっと低かったと

確認された。しかし、桜田濠より牛ヶ淵の TP

が少し高かったと確認された。また、TN/TP比

率はとても高かったけれど、桜田濠より TN/TP

が低かったことが知られる。十月に、牛ヶ淵の

TPが倍になった。それはハスが枯れてきて枯

死後枯死体の栄養塩が水中に溶出された原因

と考えられる。十一月に TPは水温の低下につ

れ、低くなったと考えられる。 

 

    Fig16.牛ヶ淵 TN,TP 
 

牛ヶ淵にも温度の上昇につれ、植物プランク

トンが増加していたことが確認された。また、

GPS5には抽水植物ハス、浮葉植物ヒシの生長

につれ、クロロフィル aが倍に増加したが知ら

れた。それは抽水植物ハス、浮葉植物ヒシは植

物プランクトンの光合成を阻害し、植物プラン

クトンが大量繁殖し、クロロフィル aが倍に増

加した原因と考えられる。また、GPS6には七

月に浮葉植物ヒシが生えていたため、クロロフ

ィル aも倍に増加したが知られた。一方、桜田

濠のように、十一月になると、水温の低下とと

もに、クロロフィル aが減少した。それで抽水

植物ハス、浮葉植物ヒシと水温はクロロフィル

aの増加の主要原因と考えられる。 

（5）桜田濠表面水栄養塩 

図 17には桜田濠の表面水全窒素、栄養塩ア

ンモニア態窒素、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素と

植物バイオマス、クロロフィル aの関係を示し

た。 

 図 17から見ると、亜硝酸態窒素の濃度がず

っと低かった。GPS1 には植物ないところにア

ンモニア態窒素の濃度が硝酸態窒素より少し

高ったと確認された。しかし GPS2にはツツイ

トモが生えておったとき、アンモニア態窒素と

硝酸態窒素の濃度がほぼ同じに維持されてい

た。 

一方、ホザキノフサモのバイオマス量の増加に

つれ、クロロフィル aも増加し、硝酸態窒素も

増えていた傾向が見られた。GPS3にも同じ変

化が確認された。 

 
Fig17.桜田濠 TNと栄養塩 

 

（6）牛ヶ淵表面水栄養塩 

図 18には牛ヶ淵の表面水全窒素、栄養塩ア

ンモニア態窒素、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素と

植物バイオマス、クロロフィル aの関係を示し

た。 

 

 

Fig18.牛ヶ淵 TNと栄養塩 

 

図 18から見ると、桜田濠のように亜硝酸態

窒素の濃度がずっと低かった。GPS4、GPS5、GPS6

にはアンモニア態窒素と硝酸態窒素の濃度が

ほぼ同じに維持されていた。牛ヶ淵のアンモニ

ア態窒素は桜田濠より高かったと確認された。

それは、沈水植物はアンモニア態窒素を利用し

たが、抽水植物ハスと浮葉植物ヒシはアンモニ

ア態窒素を利用し循環させにくいと考えられ

る。 

（7）桜田濠間隙水 

図 19には桜田濠間隙水栄養塩濃度とバイオ

マスの関係を示した。間隙水は底泥から遠心分



離され取られた水である。間隙水は GPS1、GPS2、

GPS3 には桜田濠のサンプリング三箇所である。 

 

 
 

 
 

 

Fig19.桜田濠間隙水栄養塩とバイオマス 

 

泥の深度が深くなるとともに、間隙水アンモ

ニア態窒素、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、リン

酸の濃度が低くなった。それは植物、植物プラ

ンクトンの死体が堀底に沈降し、上層底泥の栄

養塩濃度は下層底泥の栄養塩濃度より高いと

考えられる。 

桜田濠 GPS1には間隙水アンモニア態窒素が

間隙水硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、リン酸より

何倍も高かったと確認された。また GPS2、3

よりも 2,3倍高かった。それは GPS1には植物

がないため、アンモニア態窒素が利用できなく、

年々栄養塩を循環できず濃度が高かったと考

えられる。また、温度の上昇につれ、三箇所全

部アンモニア態窒素は底泥から溶出され、少し

高くなった傾向が見られた。リン酸、硝酸態窒

素もアンモニア態窒素と同じ変化が確認され

た。 

桜田濠 GPS2には植物は間隙水アンモニア態

窒素、硝酸態窒素を吸収したため、GPS1より

アンモニア態窒素、硝酸態窒素濃度が低かった

と考えられる。 

桜田濠 GPS1、2、3にはいずれも間隙水亜硝

酸態窒素が低すぎ、ゼロに相当したと考えられ

る。 

GPS2のツツイトモは表面水のアンモニア態

窒素、硝酸態窒素を利用し、間隙水と表面水に

栄養塩濃度差が存在し、泥から間隙水にアンモ

ニア態窒素、硝酸態窒素が溶出させる。七月の

ツツイトモバイオマス量は八月のツツイトモ

バイオマス量より多かったため、七月の間隙水

アンモニア態窒素濃度は八月より高かったと

考えられる。ツツイトモは水質栄養塩を循環さ

せ、水質にいいと考えられる。十月にホザキノ

フサモの成長につれ、アンモニア態窒素はほぼ

同じ状況に維持する。それはツツイトモとホザ

キノフサモが両方もアンモニア態窒素の循環

に深く関係があると考えられる。 

一年中に間隙水リン酸濃度があまりかわら

なっかた。それはツツイトモとホザキノフサモ

という沈水植物がリン酸の循環に関係が少な

いと考えられる。 

桜田濠 GPS3には十月から沈水植物ホザキノ

フサモが生えていた。十月に桜田濠 GPS3にの

ホザキノフサモバイオマス量は GPS2のホザキ

ノフサモバイオマス量より 4倍高かったが、間

隙水アンモニア態窒素の濃度が 2倍ぐらい低

かったと確認された。それは沈水植物ホザキノ

フサモはアンモニア態窒素を早く循環させ、利

用すると考えられる。 

桜田濠GPS3の硝酸態窒素濃度がGPS2のとほ

ぼ同じぐらい、それは沈水植物ホザキノフサモ

は硝酸態窒素に関係が小さいと考えられる。 

（8）牛か淵間隙水 



図 20には牛ヶ淵間隙水栄養塩濃度とバイオ

マスの関係を示した。GPS4、GPS5、GPS6には

牛ヶ淵のサンプリング三箇所である。 

 

 
 

 

 

 
Fig20.牛ヶ淵間隙水栄養塩とバイオマス 

 

桜田濠のように泥の深度が深くなるととも

に、間隙水アンモニア態窒素、硝酸態窒素、亜

硝酸態窒素、リン酸の濃度が低くなった。それ

は桜田濠と同じ原因で植物、植物プランクトン

の死体が堀底に沈降し、上層底泥の栄養塩濃度

は下層底泥の栄養塩濃度より高いと考えられ

る。 

牛ヶ淵 GPS4には間隙水アンモニア態窒素が

間隙水硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、リン酸より

倍高かったと確認された。それは桜田濠と同じ

原因で考えられる。GPS4には植物がないため、

アンモニア態窒素が利用できなく、年々栄養塩

を循環できず濃度が高かった。ただし、G PS4

の間隙水アンモニア態窒素濃度は GPS5、6のア

ンモニア態窒素濃度と同じぐらいであった。ま

た、温度の上昇につれ、アンモニア態窒素は七

月から少し高くなった傾向が見られた。桜田濠

と同様にリン酸、硝酸態窒素もアンモニア態窒

素と同じ変化が確認された。 

牛ヶ淵 GPS5には抽水植物ハス、浮葉植物ヒ

シの葉っぱが水面を覆って植物と植物プラン

クトンの光合成を阻害し、間隙水アンモニア態

窒素、硝酸態窒素の利用ができなくなった。

GPS4 より GPS5、GPS6 にのアンモニア態窒素、

硝酸態窒素濃度が高かったと考えられる。 

牛ヶ淵 GPS4、5、6にも間隙水亜硝酸態窒素

が低すぎ、ゼロに相当したと考えられる。これ

は桜田濠も牛ヶ淵も亜硝酸態窒素がなかった

と考えられる。 

GPS6には七月にヒシがあったところとヒシ

がなかったところの間隙水アンモニア態窒素

濃度が同じぐらいが見られた。つまりヒシがア

ンモニア態窒素の循環に作用が大きくないと

考えられる。一方、GPS5にはハスとヒシが共

生し、七月の間隙水アンモニア態窒素は急に高

くなった。また、GPS5には八月にヒシがなく

なり、間隙水アンモニア態窒の濃度があまり低

くならなかった。そのため、ハスは間隙水アン

モニア態窒素の循環に関係が深いと考えられ

る。十月にアンモニア態窒素はほぼ同じ状況に

維持する。それはハスとヒシの死体が底泥の上

に沈降し、また植物がなくなるため、間隙水中

の栄養塩が利用されなくなると考えられる。 

桜田濠のように一年中に牛ヶ淵の間隙水リ

ン酸濃度があまりかわらなかった。それは抽水

植物ハスと浮葉植物ヒシがリン酸の循環に関

係が少ないと考えられる。 

 

5．まとめ 

 本研究では、まず、皇居桜田濠、牛ヶ淵二つ

堀の水環境および水草と栄養塩の循環特性を

調べた。 
 桜田濠におけるツツイトモが生えてるとき

に水質がいいことがわかった。ところが、桜田

濠における沈水植物ホザキノフサモと牛ヶ淵

における抽水植物ハス、浮葉植物ヒシでは、植

物種類や特性が異なっていることから、クロロ



フィル a、濁度を増加させ、水質悪化したと考

えられる。 
 そうした中で、平成 25 年から新しい植物が

生えるか、植物バイオマス量が異なると水質に

与える影響が変わるが考えられる。こうした観

点からの追及、解明が必要である。 


