
Ⅰ．はじめに

京都の市街地にありながら，生物群集が国指

定の天然記念物に指定されている貴重な湿地，

深泥池（みぞろがいけ）．平安京の昔から，様々

なかたちで人とのかかわりを持ちつつ，池には

稀有な生態系が残されてきた．面積 9 haほど

の池の中心には「浮島」と呼ばれるミズゴケ湿

原が広がっており，池の歴史は 13万年以上前

までさかのぼることができる．池には氷期から

の遺存種や，貧栄養かつ酸性の湿原環境を好む

希少種が多数生息しており，このことが，天然

記念物指定の大きな理由となっている．

深泥池の生態系を保全するためには，池の特

性である貧栄養で酸性の水質を維持することが

最も重要な課題である．しかし，市街地に隣接

している深泥池は，さまざまな人為影響を受け

てきた．現在，深泥池が直面する水質上の深刻

な問題として，次の 3つが挙げられる（高村・

竹門 2008；嶋村ほか 2009）．

A. 深泥池南東の尾根上にある京都市浄水場の

配水池から漏れ出した水道水が谷筋を伝って

池に流入し，富栄養化や中性化の原因となっ

ていた．2003年からは京都市水道局が漏水

をポンプアップしているが，ポンプの故障や

豪雨による一時的な沢の流量の増大により，

水道水が池に流入する事態がたびたび起きて

いる．

B. 深泥池北東に位置する病院の排水系統に不

備があり，豪雨などで流量が増えると一時的

に排水が池に流入する．研究会からの申し入

れにより，排水系統の改善がたびたび図られ

ているが，未だに流入することがある．

C. 深泥池の南西から北東にかけては，池に沿

うように市道が走っている．この道の北東部

は上り坂になっており，冬季には，車両の通

行を助けるために融雪剤が散布されることが

ある．降水時にこの融雪剤や路面水が池に流

れ込む結果，池北東部のヨシ帯では局所的に

電気伝導度や各種金属イオンが高い状態が続

いている．

こうした水質上の変化は直接目に見えるもの

ではなく，池の近くに住む人たちにとってもな

かなか気づくことが難しい．しかし，実際に水

質調査に参加し，その実態を知ることができれ

ば，池の保全にとって非常に重要な問題である

ことがよく分かるだろう．
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深泥池では 1999年以降，毎年秋に市民が中

心となって池全域の水質調査を続けており，池

の生態系の長期的な変化を知る上で貴重なデー

タを蓄積してきた．2016年 11月には，18年目

の水質一斉調査を実施し，池の水質の現状につ

いて明らかにした．また，調査によって得られ

た知見を多くの人に広く知ってもらうため，報

告展示会を実施した．

Ⅱ．水質一斉調査の概要

1. 目的

市民参加型の水質調査を行うことで，深泥池

が直面する保全上の問題を広く知ってもらい，   

保全活動の意義について理解を深めてもらうこ

とが最も重要な目的である．また，池の全域を

網羅する水質のマップを作成し，過去の結果と

比較することで，池の水質に関する最新の動向

を把握することも大きな目的となっている．

2. 方法

18年目の水質一斉調査を 2016年 11月 5日

に実施した（図 1）．長期にわたる水質モニタ

リングを市民の手によって継続するためには，

「安価で」「簡便に」「誰でもできる」方法で実

施することが望ましい．そこでこの調査では，

池の周囲の 49地点（図 2）において採水を行い，

ポータブル水質計での測定およびパックテスト

を実施した．測定項目は pH，電気伝導度，溶

存酸素，水温および，化学的酸素要求量（COD），

硝酸態窒素，亜硝酸態窒素，アンモニア態窒素，

リン酸態リンとした．調査の際には，深泥池の

保全上の課題について研究者からレクチャーを

受けた後，実際に採水や水質測定に取り組んで

もらうことで，深泥池を身近に感じてもらい，

保全の意義を理解してもらえるように工夫を凝

らした．

3. 結果および考察

今回は，事前の準備に力を入れることができ

たこともあり，例年よりも多い合計 19名の参

加を得ることができた．浮島の上（図 2：㉟～㊹）

では pH，電気伝導度ともに低い値を示した（pH 

= 5.0～ 5.6， EC = 14～ 40 μS/cm）．このことか

ら，浮島の上では池本来の水質が維持されてい

ることが示唆された．開水域（図 2：①～㉒）

ではほとんどの地点で溶存酸素濃度が非常に低

い値を示した（0～ 30 %）．これは，池底への

有機物（浮泥）の堆積が進行し，著しい酸欠が

起きているからだと考えられる．病院前ポンプ

から池北側の道路沿いにかけて（図 2：㉛～㉞）

は電気伝導度が非常に高かった（100～ 400 

μS/cm）．このことは，北側の舗装道路から流

入する路面物質の影響，特に融雪剤の影響が年

間を通じて残っているからだと考えられる．

1999年以降の水質の変動（図 3）を見ると，

pHや電気伝導度の全地点平均は徐々に低下す
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図 1　水質一斉調査の様子（2016年 11月 5日）



る傾向にあり，池本来の水質に近づきつつある

ことが明らかになった．その主な要因は，2013

年に始まった水道水のポンプアップであると考

えられる．

一方で，溶存酸素濃度の全地点平均は年々低

下する傾向にあることが明らかになった．その

原因は，有機物が池底に徐々に降り積もって浮

泥となり，著しい酸欠が進行しているからだと

考えられる．深泥池の開水域では，2010年頃

から外来水生植物のオオバナイトタヌキモ

（Utricularia gibba L.: 図 4）が爆発的に繁茂して

おり，夏季に生産された大量の有機物が冬季に

は池底に沈むというサイクルが繰り返されてい

るが，このことが，池底の有機物量の増大と低

酸素化の主要因であろう．それ以前にも，深泥

池の開水域ではオオカナダモやヒシなどが数年

単位で爆発的に増加する現象が起きてきた．こ

れらの水生植物の繁茂によって生産された有機
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図 2　2016年度水質一斉調査における測定地点（全 49地点）

図 3　17年間での水質の変遷（全地点平均）



物が分解されることなく長期にわたって池底に

堆積してきた結果，現在の低酸素化が引き起こ

されたのだろう．

4. 成果の発信

2017年 5月の大型連休（5月 3日～ 7日）に，

池近くの会場で研究成果の報告展示会を行っ

た．この報告展示会では，水質一斉調査の成果

だけではなく，「深泥池の自然についての解説」

「池を取り巻く歴史・文化の紹介」「近年増加し

ているシカの影響評価や外来魚駆除活動などの

研究成果に関するポスター発表」「池の自然を

捉えた写真パネルや生物標本の展示」など，池

の生態系について多角的に理解してもらえる展

示となるように工夫した．

この報告展示会には，京都府内外からのべ

100人以上の来訪者があり，社会に向けて広く

活動成果を発信することができた．また，来訪

者には地域住民も多く含まれており，身近な自

然について理解を深めてもらう良いきっかけと

なった．

Ⅲ．まとめ

今回の調査により，2003年に始まった水道

水のポンプアップが一定の効果を上げているこ

とが裏づけられた．しかし，このポンプアップ

はあくまでも対症療法的な対策に過ぎない．今

後は，池外への恒久的な排水経路の整備などの

根治的な対策を実現するため，行政等と調整し

ていく予定である．また，池を取り巻く道路か

らの路面水や施設からの排水についても，調査

で得られた結果をもとに改善を求めていく予定

である．

今回の調査では，近年の深泥池で顕著であっ

た水中の低酸素化がさらに進行し，生態系に

とって深刻な状況にあることも明らかになっ

た．これは，深泥池の保全策を講じる上で重要

な知見である．近年の調査で記録されている溶

存酸素濃度（0～ 30 %）は，水生動物の多く

にとっては生存も難しいほどに低い値である．

有機物の効果的な除去方法の開発や生物相への

影響調査が求められる．

深泥池が直面するこうした保全上の課題につ

いては，調査に参加した市民や学生には実地で

学んでもらうことができた．その意味で，この

水質一斉調査は非常に意義深いものであり，今

後も継続していきたいと考えている．17年間

もの長期にわたり，市民と研究者，行政が協働

して水質をモニタリングし，解析した例は全国

的にもほとんどない．そのため，当研究会の取

り組みがモデルケースとなり，他の地域での自

然保護の実践にもつながることが期待される．
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図 4　深泥池で繁茂するオオバナイトタヌキモ（2016年 7月

10日撮影）
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