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１．緒言 

皇居外苑の濠の水は、かつては玉川上水

から導水されており、昭和 40年までは、新

宿の淀橋浄水場から、玉川上水管路を通し

て余剰水が導水されていた。しかし、同浄水

場の廃止に伴い、それ以降、一時的に東京地

下駅工事に伴う湧水の導入を行ったことを

除き、濠への水の供給は、そのほとんどを雨

水に頼らざるを得なくなった。  

また、降雨時における合流式下水道から

の越流水や流域からの落葉、ごみ等が濠に

流入し、それによる負荷の蓄積の影響を受

けている。このように、水供給の不足による

濠水の滞留や流域内外からの汚濁負荷によ

り、水質が悪化しており、夏から秋にかけて

牛ヶ淵などでアオコが大量発生し、悪臭や

景観上の支障が生じている。 

2011 年に沈水植物であるツツイトモが

大量発生した。それによって水質の変化が

生じたと考えられる。なお、絶滅危惧種であ

るツツイトモは植物プランクトンの発生を

抑制するため、水質改善に寄与していると

言われている。浮葉植物、抽水植物がある牛

ヶ淵と比較して、沈水植物がある桜田濠の

水質は良好であると確認されている。 

 

２．目的 

本研究では、皇居外苑に位置する桜田濠、

牛ヶ淵の二つの濠において、植物の種類や

栄養塩の変遷などの関係性を把握すること

を目的とし、絶滅危惧種のツツイトモが繁

茂した原因についても考察した。 

 

３．調査方法 

（１）調査地 

本調査は東京都千代田区皇居外苑に位置

する桜田濠・牛ヶ淵で行った。 

現地にはレンタカーを借り、機材を搬送

した。また、移動に高速道路を使用した。 

 

図 1 皇居外苑全体図 

 

桜田濠(図２)において、毎回 GPS1、GPS2、

GPS3の三か所で調査を行った。また、1月

27日の調査では、GPS1-2、GPS1-3を追加

し五か所で調査を行った。 
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図２ 桜田濠 

 

   :ツツイトモ分布   :エビモ、

ホザキノフサモ分布 

 

牛ヶ淵(図３)において、毎回 GPS4、

GPS5、GPS6の三カ所で調査を行った。

 

図３ 牛ヶ淵 2) 

 

   :はす分布      :ひし分布 

 

（２）調査実施日 

2014/5/8 

2014/6/19 

2014/7/24 

2014/9/30 

2014/10/20 

2015/1/27 

（３）調査方法 

①現地調査 

2 つの濠内で観測地の写真を撮影し、

GPS測量、現地水質(DO、pH、濁度、伝導

度、水温)、水面から 10cmごとに光量子も

測定した。光量子は、照度計(HIOKI 3645 

VOLTAGE LOGGER )を用いて求めたmV

を次の式に代入して求めた。 
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また、地点ごとに水サンプル(1000ml×3

本)を採取した。さらに、直径 5cm、長さ 3m

あるプラスチックパイプで、底泥を深さ

5cmごとに採取し、熊手で水草を採取した。 

採取したサンプルをクーラーボックスに

保存して大学に持ち帰った。 

 

②実験室での調査 

サンプルの処理 

採取した表面水は研究室に持ち帰ったら

すぐに 100mlろ過し、ろ過した水としてい

ない水の両方を冷凍保存した。その際、ろ過

に使ったろ紙はクロロフィル a の測定に利

用した。 

植物は、茎と葉や根など部位ごとに分け

てアルミニウム箔に包んでオーブンで乾燥

させた。重さに変化がなくなるまで乾燥さ

せたら、ミキサーで砕き、500µmのふるい

にかけ、保存した。 

深さ 5cmごとに採取した土は遠心分離機

にかけ水と土に分離した。分離した水はろ

過し、量が少ない場合には、純水でメスアッ

プし、試料と加えた純水を記録し冷凍保存

した。土はオーブンで乾燥させ、重さに変化

がなくなるまで乾燥させ、その後、振とう機
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にかけ細かい粒子と大きい粒子と分け保存

した。 

 

栄養塩の測定 

間隙水中と表面水中のNO3－N、NO2－

N、PO4－P、NH4－Nをオートアナライザ

ー(TRAACS-800)を用いて測定した。 

 

CHNの含有率の測定 

5cm ごとに採取した土と、植物のサンプ

ルの TC、TN、THを測定するために CHN

コーダー(ヤナコ ＣＨＮコーダー ＭＴ－

５)を使用して測定した。 

 

クロロフィル aの測定 

表面水のサンプルのクロロフィル a の濃

度を測った。 

まず、100ml の表面水をフィルターでろ

過した。その後、そのフィルターを暗い場所

でアセトン 5mlに 24時間浸した。24時間

後、吸光度計を使い 664nm、647nmの波長

で多波長測定を行い、 
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   ※Aは波長 

上記の式を使ってクロロフィル a の濃度

を求めた。 

 

重金属の測定 

9 月に採取した土サンプルで、GPS1～

GPS6 の一定の深さごとの重金属を測定し

た。 

測定するサンプルは GPS1~GPS6 の

0~5cm、10~15cm、20~25cmの土で、GPS1

だけ、深さ 5~10cm の間隙水の色が変化し

ていたため 5~10cm の深さの土も測定した。 

 

TNの測定 

すべての窒素化合物をアルカリ性ぺルオ

キソ二硫酸カリウムを用いてオートクレー

ブ中で酸化分解して硝酸イオンにしたのち、

この溶液の pHを 2~3に調整し、図Ⅲ-３の

ような吸光度計を用いて硝酸イオンによる

波長 220nm での吸光度を測定する方法を

用いて全窒素を求めた。 

 

TPの測定 

水中のリンは、種々の形態の溶存性ある

いは懸濁性成分として存在する。全リンは、

これらのリンを高圧蒸気滅菌器(図Ⅲ-６)に

入れて加熱し、約 120℃に達してから 30分

間加熱分解し、すべてリン酸としたのち、吸

光光度法により定量した。 

 

４．結果 

（１）DO 

 

図４ DO月別変化 

全体として DO と水温が反比例の関係に

あることがわかる。また 5月、1月では、牛

ヶ淵の方が桜田濠より DO が高い傾向にあ

り、7月から 10月にかけては桜田濠の方が

牛ヶ淵より高い傾向にある。 

 

 

 



（２）PH測定結果 

 

図５ PH月別変化  

PHは、５，６月は６前後でその他はおお

むね８前後にまとまっているが、GPS1 で

やや低い数値を示す。１０付近を示すもの

もあり、計測機械の不具合があった可能性

がある。 

 

 （３）濁度測定結果 

 

図６ 濁度月別変化 

濁度の変化を見てみると、牛ヶ淵の濁度

が桜田濠の濁度よりも高いことがわかる。

また、9月、10月の濁度が高くなっている。 

 

（４）水温測定結果 

 

図７ 水温月別変化 

ほとんどの月で地点ごとの差は見られな

かったが、GPS3において、９月に他の地点

より高い値であった。 

 

（５）電導度測定結果 

 

図８ 電導度月別変化 

電導度の変化を見ると水草が生息する場

所では、6月、7月と電導度が下がり、10月、

1月と電導度が上がっている。 

 

（６） 光量子測定結果 

光量子の変化をみると、桜田濠と牛ヶ淵

では桜田濠の方が深くまで多くの光量子が

届いていることがわかる。これは桜田濠が

牛ヶ淵よりも水が澄んでいることを表す。 

 

図９ 桜田濠 光量子測定結果 

 

図１０ 牛ヶ淵 光量子測定結果 



（７）クロロフィル aの測定結果 

 

図１１ クロロフィル a測定結果 

クロロフィル a の測定結果を見てみると、

桜田濠と牛ヶ淵で大きな変化が見られた。

GPS1 の 9 月のデータが高くなってしまっ

たのは、水深が浅く底泥をまきあげて採水

してしまい、泥の中の成分が入ってしまっ

たからだと考えられる。また、9月の GPS4

の値が大きいのは、GPS4 には植物が生え

ていないためだと考えたが、9月には GPS6

のヒシも消えており、誤差の可能性が高い。

そのように考えると、牛ヶ淵のクロロフィ

ル a濃度は 7月から高くなっていき、10月

が一番高い値を示している 

 

（８）TP測定結果 

 

 

図１２ TP測定結果 

 

 

 

（９）TN測定結果 

 

図１３ TN測定結果 

表面水の TP、TN の濃度を見てみると、

桜田濠ではほぼ TP がなく、牛ヶ淵の方が

高いことがわかる。また、月別に見てみると

5月、7月が低く、9月が高いことが見て取

れる。TNも牛ヶ淵の方が桜田濠よりも高い

ことがわかり、TNと TPの濃度には一定の

相関関係があると言える。 

 

（１０）PO4-P測定結果 

 

 

図１４ PO4-P測定結果 

オルトリン酸態リンは GPS1～GPS6 の

すべての場所でどの時期でも低かったが、

牛ヶ淵の方が桜田濠よりも高い傾向にある。

また、桜田濠は、5月~10月にかけて変化は

ほぼ見られないが、牛ヶ淵は GPS5の 7月

は高いが、それ以外は、5月~10月にかけて

下がっているのがわかる。 

 

 



（１１）NH4-N測定結果 

 

図１５ NH4-N測定結果 

アンモニア態窒素は GPS1 で高かった。

これは、TN の GPS1 が桜田濠の中で一番

高かった要因だと考えられる。また、桜田濠

でも、牛ヶ淵でも 7 月に下がった傾向にあ

る。 

 

（１２）NO2-N測定結果 

 

図１６ NO2-N測定結果 

 

（１３）NO3-N測定結果 

 

図１７ NO3-N測定結果 

 

5 月の GPS2、GPS3 と 7 月の GPS6 の

亜硝酸イオンの濃度が明らかに高いことが

わかる。また、図Ⅳ-５４より 5月の GPS2、

GPS3 と 7 月の GPS6 のアンモニウムイオ

ンが低いことがわかる。これは、GPS2 と

GPS3 ではホザキノフサモが繁茂していて、

GPS6 では 7 月に水面一面にひしが広がっ

ていたことを考えるとこれらの植物によっ

て、アンモニウムイオンが亜硝酸イオンに

酸化されたことを示していると考えられる。 

 

（１５）間隙水 PO4測定結果 

 

図１８表層 5cm間隙水 PO4‐P測定結果 

表層 5cmの間隙水中のオルトリン酸態リ

ン濃度を見てみると、水草が生えていない

桜田濠の GPS1 以外の場所は桜田濠でも、

牛ヶ淵でも低いことがわかる。また、桜田濠

の GPS2を除き 6月から 7月にかけて間隙

水のオルトリン酸態リンが低くなっている。

これは、水草の生育にオルトリン酸態リン

が使われたことを示していると考えられる。 

 

（１６）間隙水 NH4測定結果 

 

図１９表層5cm 間隙水NH4-N測定結果 



表層 5cmのアンモニウムイオンを見てみ

ると、水草の生えていない桜田濠の GPS1

のアンモニウムイオンが他の場所と比べて

明らかに高いことがわかる。また、桜田濠内

で比べてみると GPS1から GPS3にかけて

アンモニウムイオンが下がっていく傾向が

見られた。これは、GPS1(半蔵門)の方から

アンモニウムイオンが流入してきていると

考えることができる。また、同じく水草の生

えていない牛ヶ淵の GPS4 では、他の場所

と比べてアンモニウムイオンが低いことが

わかる。（ 

（１７）間隙水 NO2測定結果 

  

図２０ 表層 5cm 間隙水NO2測定結果 

（１８）間隙水 NO3測定結果 

  

図２１ 表層 5cm間隙水NO3測定結果 

図Ⅳ-６７より、表層 5cm間隙水中の硝酸

イオンが水草の生えていない桜田濠の

GPS1 と牛ヶ淵 GPS4 以外の場所で 6 月以

降低い値を示していることがわかる。藻類

はアンモニウムイオンを、維管束植物は硝

酸イオンを優先して利用するため 3)、水草

が優先して硝酸イオンを利用したことを示

していると考えられる。 

（１８）表層 5cmの C、H、N測定結果 

表層 5cmの土の中の炭素、水素、窒素の

含有率を比べてみると、GPS2 以外の場所

で 6 月から 7 月にかけて炭素が減っている

のがわかる。これは夏にかけて底層中の炭

素が分解されたことを示していると考えら

れる。また、水草が生えていない GPS4 の

底層の炭素は他の場所と比べて明らかに少

ないこともわかる。水素の含有率はどの月

もあまり大きな変化はないが、窒素は炭素

に比例するように推移していることが見て

取れる。 

 

（１９）重金属測定結果 

桜田濠の GPS1 での表層付近の間隙水サ

ンプルが毎回青く色ついていて、そのこと

が GPS1 に水草が生えていないことと何か

関連性があるのか調べようと思ったからで

ある。GPS1 は桜田濠で唯一水草が生えて

いない場所であるため、重金属の存在が植

生の阻害になっている可能性を考えた。そ

こで、イオンになって青くなる可能性があ

る Cu、Co、Ni の土中の一定の深さごとの

濃度を測定した。測定結果として Ni は

GPS6 の表層に少量含まれているが、桜田

濠、牛ヶ淵ともにほぼ含まれていないこと

がわかった。また、Cu、Coは桜田濠、牛ヶ

淵ともに含まれ、牛ヶ淵の方が高く含まれ

ることがわかった。この結果は、重金属の濃

度が間隙水の色が青くなることに直接的に

は関係していないことを示していると考え

られる。他の原因を考えるために GPS1 の

特徴を考えると、GPS1 は他の場所と比べ

てアンモニウムイオンが異常に高いという

結果が出ていたことに気付いた。その結果

を結び付けて考えると、通常水溶液中の銅



(Ⅱ)イオンは、水分子が配合したテトラアク

ア銅(Ⅱ)イオン[Cu(H2O)4]2+として存在し

ていて青色をしているが、過剰のアンモニ

アの中では、テトラアンミン銅(Ⅱ)イオン

[Cu(NH3)4]2+を形成し深青色を示すこと

がわかった。よって、GPS1の表面間隙水が

青くなる原因は[Cu(NH3)4]2+が存在する

からであると考えた。 

 

図２２ GPS1表層間隙水 

 

（２０）植物部位別 N測定結果 

植物サンプルの C、H、N の含有率を比

べると GPS2 のホザキノフサモの C、H、

N の含有率が GPS3のホザキノフサモより

も明らかに低いことがわかった。これは、

GPS2 の方が GPS3 よりもホザキノフサモ

が密度濃く繁茂しているため、栄養条件が

悪く単位当たりの C、H、N 含有率が低く

なってしまったためだと考えられる。 

また、部位別にみるとNの含有率はホザ

キノフサモ、ハス、ヒシともに葉の方が茎よ

りも高いことがわかる。また、ハスとホザキ

ノフサモを比べると 9 月から 10 月にかけ

て C、N の含有率が GPS2、GPS3 のホザ

キノフサモでは上がる傾向にあるが、GPS5

のハスは下がっている。これは、ホザキノフ

サモは冬でも丈夫な部分を残すことで生育

していることに対し、ハスは冬には枯れて

しまうため 10 月には分解され始めていた

ためだと考えられる。 

 

５．考察 

 

（１）変遷 

まず、過去の資料や皇居外苑事務所の資

料から変遷を考えてみる。皇居外苑事務所

の資料を参考にすると、平成 23年に桜田

濠全域でツツイトモが大繁殖し、その後桜

田門付近にエビモが生え始め、その後、ホ

ザキノフサモが桜田門付近で繁茂し始め、

現在はほぼ桜田濠はホザキノフサモに覆わ

れていてツツイトモは桜田濠の半蔵門側の

一部にしか生息していないという調査結果

が出ている。7) 

現在、桜田濠では沈水植物が繁茂するこ

とにより、栄養塩が利用され、植物プラン

クトンの発生を抑制して透明度が高くなっ

ていると考えられる。牛ヶ淵は、クロロフ

ィル a濃度が高く抽水植物、浮遊植物は生

息できるが、沈水植物は生息できない状況

であるが、牛ヶ淵でも、皇居外苑事務所の

資料を見ると牛ヶ淵の上流に位置する千鳥

ヶ淵と比べて TN、TP、COD、クロロフ

ィル aの濃度が良好である 7)ため、桜田濠

程ではないがハス、ヒシによる水草の浄化

作用は行われていると考えられる。牛ヶ淵

と桜田濠でこのような違いが出た原因は、

桜田濠は下水も流入するが湧水があり濠の

上流に位置し、牛ヶ淵は下流に位置するか

らだと推測される。牛ヶ淵は千鳥ヶ淵の下

流の濠で千鳥ヶ淵にも、下水が越流するこ

ともあるので、それによる汚染の影響を受

けていると考えられる。日本大学生産工学

部の学術資料を参考にすると、桜田濠に



は、半蔵門付近(GPS1付近)に 30m程の深

さを掘削しており、東京砂層の下部まで達

する井戸を掘り、水源を確保していること

がわかり、これも良好な水質をもたらす要

因と考えられる。皇居外苑事務所の資料を

参考にすると、桜田濠では TPは平成 22

年からあまり変わりがないが、TNは平成

24年から明らかに下がっている。また、

2012年に先輩が行った調査データと今年

のデータを比べると、クロロフィル aは桜

田濠でも牛ヶ淵でも、明らかに減少してい

た。これは平成 23年にツツイトモが大発

生するなど沈水植物が繁茂したことによる

影響と推測される。しかし、GPS1のアン

モニウムイオンは現在と同じように高かっ

た。牛ヶ淵では、平成 22年から TNはあ

まり変化がないが、TPは増加している傾

向にある。 

 

 

図２２ 2012年における桜田濠 GPS1に

おける NH4-N調査結果 

 

（２）まとめ 

前述した考察をまとめると、桜田濠、牛

ヶ淵ともに植生の現在の律速条件はリンで

あると考えられる。また、表面水上の TP

濃度、TN濃度、クロロフィル a、光量子

の値から、牛ヶ淵の方が富栄養な状況であ

ることがわかりそのため、牛ヶ淵では抽水

植物、浮遊植物は生息できるが、沈水植物

は生息できない状況であることが示され

た。また、牛ヶ淵の GPS4では間隙水に栄

養塩が少なく、有機物も溜まりにくい状況

で、また底が砂になっているのでハスなど

の抽水植物が生息できないのではないかと

考えられる。 

桜田濠では沈水植物が繁茂することによ

り、栄養塩が利用され、植物プランクトン

の発生を抑制して透明度が高くなっている

と考えられる。また、GPS1のアンモニウ

ムイオン濃度が高いことは、テトラアンミ

ン銅(Ⅱ)イオン[Cu(NH3)4]2+が生成したこ

とでも裏付けられ、高濃度のアンモニウム

イオンは植生阻害を引き起こすため、

GPS1の植生の律速条件はアンモニウムイ

オンになっていると考えることができる。 

以上の結果から、桜田濠のここ 5年ほど

の変遷を考察する。はじめの律速条件は太

陽光で、水質が改善されたことにより水中

の TP、TN濃度が減少し、そのことによ

り植物プランクトンが減り太陽光が湖底ま

で射すようになった。そこにツツイトモが

大繁殖し、さらに栄養塩を吸い、水中の透

明度を増していったと考えられる。ツツイ

トモは、一年草ではなく秋には枯れてしま

うので、ツツイトモが枯れた後に、エビモ

やホザキノフサモが生え始め、一年草であ

るホザキノフサモがツツイトモやエビモが

生えていない間に繁茂して勢力を増してい

ったのではないかと推測できる。また、

GPS1付近はアンモニウムイオン濃度が高

いので現在水草は生えていなく、アンモニ

ウムイオンが律速条件になっていると考え

られる。現在 GPS1付近にのみツツイトモ

が繁茂する状況であるが、それはツツイト

モにある程度の濃度までアンモニウムイオ
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ンに対する耐性があるからなのか、ホザキ

ノフサモがまだ広がってきていないだけな

のかあと数年変化を見るべきであると思

う。もし、ツツイトモにアンモニウムイオ

ンに対する耐性があると仮定するならば、

はじめ桜田濠全体のアンモニウムイオンが

高い状態で、律速条件が太陽光からアンモ

ニウムイオンに変化した時に、ツツイトモ

が大繁殖したと仮定することができき、そ

の後ツツイトモによってアンモニウムイオ

ンが減少して、他のホザキノフサモやエビ

モが生えることができる環境になり現在に

至ったと仮定することができる。後輩に

は、この仮定を証明するためにツツイト

モ、エビモ、ホザキノフサモをアンモニウ

ムイオン濃度を変えて育成し、各々の水草

にどのくらいの耐性があるのか調べていた

だきたいと思う。 
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