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「低温科学」第 80 巻刊行にあたり
� 低温科学研究所長　福井　学

　低温科学研究所は，1941 年 11 月 25 日に北海道大学初の附置研究所として設立された．
以来，雪氷学や低温生物学の分野を皮切りに，伝統と特色のある，北海道大学を代表す
る研究所として発展を遂げてきた．1995 年には，寒冷圏の自然現象の基礎と応用の研究
を目的とする全国共同利用研究所に改組された．2010 年の国立大学法人第二期中期計画
期間の開始とともに，低温科学研究所は，「寒冷圏及び低温条件の下における科学的現象
に関する学理及びその応用の研究」を目的とする共同利用・共同研究拠点に文部科学省
によって認定された．低温科学研究所では，さまざまな工夫をこらし，研究所の特色を
生かした共同研究を進めることにより，国内外の関連研究者コミュニティに貢献してい
る．同時に，大学附置の研究所として，大学でしかできない長期的展望に立った独自性
のある研究を生み出すことが，低温科学研究所の大きな役割である．
　設立 80 周年を迎える令和４年度に，「低温科学」第 80 巻
を刊行できることは感慨深い．第 1 巻は 1944 年 12 月 15 日
に岩波書店より発行された（図 1）．当時は，研究所員が学
術雑誌に発表した業績を収集して刊行するというもので
あった．敗戦後の事情で休刊が続き，1948 年に札幌の出版
社から第 4 巻を刊行した．その後，定期的な刊行が行われず，
1950 年より紀要形式で研究所自ら毎年刊行することとなっ
た．かつての「低温科学」には，雪氷や低温下の植物，昆虫
に関する優れた原著論文が掲載されてきたが，各研究分野で
の英文専門学術雑誌の比重が増し，原著論文を「低温科学」
に掲載する意義が薄れてきた．そのため，1996 年以降，流
氷データ，積雪データ等の資料集のみが刊行されるように
なった．全国共同利用研究所として改組後は，既存の所属学
会の枠を超えて全国の研究者が一堂に会して議論する研究
集会が盛んに行われるようになり，2005 年度にこれまでの「低温科学」を大幅に刷新して，
共同研究活動を紹介することとした．共同研究や研究集会の中から各号ごとに主題を決
めて，その分野の最先端研究や著者自身の専門分野の異なる研究者にも理解できるよう
に紹介・解説に重点を置いた紙面作りを目指すことにした．
　今般，低温科学研究所設立 80 年目の節目に，2005 年より毎年開催されて来た研究集
会「雪氷の生態学」を主題として，第４次尾瀬総合学術調査の研究成果を含めて「低温
科学第 80 巻　高地・寒冷地生態系：尾瀬」を刊行する．「低温科学」をリニューアルし
て 17 巻目である．今後も低温科学の諸問題を総合的に紹介・解説する「低温科学」の刊
行を継続していく．

� 2022 年 3 月 10 日

参考
1.� 低温科学研究所 .『北大 100 年史　部局史』1149-1205.�1980 年 3 月 20 日
2.� 本堂武夫 . はじめに . 低温科学 64 巻 .�2006 年 3 月 22 日

図 1：昭和 19 年 2 月 10 日に刊行
された「低温科学」第 1 巻表紙（低
温科学研究所図書室所蔵）．





はじめに

　日本列島は日本海を挟みアジア大陸の東端に位置していることから，日本海に面する
地域，特に高地・寒冷域では，冬季はシベリア寒気団の発達の影響で豪雪におおわれ，
地域の自然と人々の生活が大きく支配されている．とくに日本列島の中央を走る山岳域
は豪雪の影響が大きく，独特の自然が作り上げられている．今回，低温科学誌第 80 巻で
特集号として取り上げる尾瀬はその代表的位置を占め，優れた景観が，多くの人々に感
動をあたえている．
　尾瀬ヶ原は，群馬，福島，新潟３県境の海抜約 1,400�m の河川後背地に，低温過湿環
境下，植物遺体が，未分解のまま泥炭として堆積し形成された湿原である．これまで３
回の総合学術調査が行われ，現在の尾瀬ヶ原を特色づける微地形や池溏など，多様な尾
瀬の自然は，過去からの気候変動の影響を反映していることが明らかにされてきた．
　2017 年から３年計画で進められた第４次尾瀬総合学術調査では，地球温暖化の進行で
増加した短時間集中豪雨とそれに原因する洪水の湿原生態系への影響とあわせ，近年個
体数が増加したニホンジカの湿原植生の採食と掘削による湿原攪乱に関する科学的知見
を得ることを主な目的とした．この第 4 次尾瀬総合学術調査では，新しい観測手法の導
入と，多面的調査の推進により，多くの新知見が得られた．
　尾瀬の諸事象は高地・寒冷環境で起こることから，寒冷圏及び低温条件の下における
科学的現象の研究を進める北海道大学低温科学研究所との共同研究プロジェクトを実施
した．これらの調査研究から多くの論文が寄せられ，また尾瀬の研究者・関係者からも
論文を寄せていただき，45 報告掲載の “ 高地・寒冷地生態系：尾瀬 ” の低温科学特集号
をとりまとめた．
　本特集号が，関連分野の教育・研究の進展と課題解決など，教育，研究，学会，行政
へ貢献することを期待する．

　最後に，論文を投稿された全ての著者と論文の審査を引き受けていただいた査読者の
皆様に厚く御礼申しあげる．

「低温科学」第 80 巻編集委員会顧問
坂本　充，岩熊敏夫，鈴木邦雄

2022 年�3 月 31 日





Preface

　　Highland�area�of�Japan�under� influence�of�Siberia�cold�airmass�during�winter� is�
characterized�by�heavy�snow�fall�and�snow�cover�in�winter.�Oze�including�Ozegahara�is�
a�representative�area�under�this�highland�environment�in�Japan.�Ozegahara�located�in�
the�central�part�of�Oze�area� is� the� large�peat�mire�created�by�accumulation�of� less�
decomposed�plant� redsidue�on� the� river�hinterland�at�humid�and� low� temperature�
environment� during� a� long�period� of� years.�Ozegahara� is� characterized�with� the�
historical�records�of� the�past�environment� in� the�peat�deposits�and�the�specific�mire�
topography.�Intensive�scientific�research�of�the�Oze�area�conducted�three�times�during�
the� last�70�years�showed�many�topographic� issues�at�Ozegahara� to�reflect� the�past�
climate�issues.
　　In�the�resent�past,� the�4th�Scientific�Research�of� the�Ozegahara�Mire�conducted�
from�2017�in�the�3�years�schedule,�major�emphasis�was�placed�on�the�intensive�research�
on�the�effects�of�frequent�flooding�caused�by�global�warming�on�the�mire�ecosystem�as�
well�as� the�effects�of�browsing�and�digging�of�mire�plants�by�Japanese�deer�whose�
individual� number� has� been� increasing.� Several�modern� technologies� as�well� as�
multifaceted�data�analysis�have�been�introduced�for�successful�proceed�of�the�academic�
research�on�the�effects�of�these�external�impacts�on�the�Ozegahara�ecosystem.�
　　Considering� the� environmental� issues� at�Ozegahara� under� boreal� highland�
environment,� research� cooperation�with� Low�Temperature� Institute,�Hokkaido�
University,�has�been�actively�proceeded.�Forty-five�papers�are�presented�to�this�special�
volume�from�the�4th�Scientific�Research�of�the�Ozegahara�Mire�and�related�research�on�
the� environmental� issues� at�Ozegahara�mire.�We� strongly� hope� the� successful�
contribution�of�the�special� issue�“Highland,�Cold�Region�Ecosystems:�Oze�Mire”�to�the�
progress�in�education�/research�of�the�related�enviromental�fields�as�well�as�governmental�
management�of�the�natural�environment.�
　　We�deeply�acknowledge�valuable�cooperation�of�the�contributors�in�presentation�of�
valuable�papers�and�the�effective�referee�reading�of� the�submitted�papers�by� invited�
reviewers.

Editorial�Counselor�of�the�Editorial�Committee�for�Low�Temperature�Science,�Vol.�80�
Mitsuru�Sakamoto,�Toshio�Iwakuma,�Kunio�Suzuki

2022,�March�31
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尾瀬ヶ原湿原に蓄積する有機物，鉄，リン，粘土鉱物
の河川からの距離に伴う鉛直分布の変化

村田　智吉 1），野原　精一 1）

2021 年 12 月 22 日受付，2022 年 1 月 28 日受理

　尾瀬ヶ原湿原に流入・蓄積した無機成分の性状を明らかにするため，山ノ鼻，上田代，中田代にお
いて土壌・泥炭コアを採取して，強熱減量，遊離鉄含量，全リン酸含量，粒径組成，粘土鉱物組成を
深度別に分析した．強熱減量は，表層付近では低層湿原や拠水林で低く，中間湿原，高層湿原，孤立
林で高くなる傾向があった．ただし，深層では過去の流路や氾濫，火山噴出物などの影響を受け，そ
の値は大きく変動する地点が多かった．遊離鉄含量は，表層付近で高くなる傾向があった．全リン酸
含量は，深度との明瞭な関係性はなく，強熱減量の増加に対し放物線を描くような増減パターンを示
し，湿原土壌中のリン酸の蓄積には河川からの距離と植物バイオマスによる吸収と蓄積が強く寄与し
ていると考えられた．洪水などの河川氾濫の影響を強く受けたと思われる層位では、粒径組成におい
て粗粒な画分割合が高かった．細粒画分（＜ 20μm）における X 線回折分析の結果から，猫又川と
川上川の河岸や山ノ鼻地区では上流の至仏山に分布する蛇紋岩由来の鉱物成分が顕著に検出された．
一方，石英，クリストバライト，長石などの一次鉱物類は，地区によらず一様に堆積しており，風成
堆積の影響が強いことが示唆された．

Vertical distribution of organic matter, iron, phosphorus, and clay minerals 
accumulated in Ozegahara mire as a function of distance from rivers 

Tomoyoshi Murata1, Seiichi Nohara1

To clarify the properties of inorganic components that have flowed into and accumulated in Ozegahara 
mire, soil and peat core samples were collected in the Yamanohana-tashiro, Kamitashiro, and Nakatashiro and 
analyzed for ignition loss, free iron contents, total phosphate contents, particle size distribution, and clay mineral 
composition at different depths. The ignition loss near the surface layer tended to be lower in the low moors and 
higher in the middle and high moors, fragmented forest, gallery forests. In the deeper layers, however, there 
were many sites with large fluctuations due to the influence of past flow paths, flooding, and volcanic eruptions. 
The free iron content tended to be higher near the surface layer. The total phosphate content showed a parabol-
ic pattern in response to the increase in the ignition loss, suggesting that the distance from the river and both of 
absorption and accumulation by plant biomass contribute strongly to the accumulation of phosphate in mire 
soils. A large proportion of coarse size fractions were found in layers that were strongly affected by past river 
flooding, regardless of the region. As for the fine fractions （< 20 μm）, the results of X-ray diffraction analysis 
showed that the mineral components derived from serpentine distributed upstream （Mt. Shibutsu） were signifi-
cantly detected in the banks of the Nekomata River and Kawakami River and in the Yamanohana-tashiro. On 
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1.　はじめに

　尾瀬ヶ原湿原は，2,000 メートルを超える山々に囲ま
れた盆地地形を成す本州最大の山岳湿原（標高約 1400 
m）である．その泥炭地層の堆積は，約 9,000 ～ 6,000
年前に始まったとされており，堆積速度は 1 年に 0.5~0.8 
mm 程度と推定され，深さは最大で 5 ｍ 程度に達して
いる（阪口，相馬，1999a）．このような地形のため，過
去の気候変動や周辺環境の変化は，湿原への栄養塩や土
砂供給，地形変化にも大きな影響をもたらしたものと考
えられる．
　これまで尾瀬ヶ原の泥炭層の堆積史については，数多
くのボーリング調査（松井ほか，1954，多田ほか，
1954；阪口，相馬，1999a），花粉分析（中村，1951；阪
口ほか，1999），年代測定（Shima，1956；Sakaguchi et 
al., 1976，1978； Sakanoue and Komura, 1982； 阪 口，
相馬，1999a；蓑毛ほか，1999；Akagi et al., 2004）等
の結果をもとに様々な仮説検証を積み重ねながら多くの
知見を見出してきた．今日の尾瀬ヶ原泥炭地の前身は晩
氷期から完新世の初めにかけて尾瀬ヶ原を取り巻く山麓
の扇状地上に発生し，北下田代・上田代→中田代→南下
田代の順に泥炭地化し，最後に西中田代が泥炭地化した
後，6,000 年前ごろに現風景に近い湿原景観になったと
推察されている（阪口，相馬，1999a）．
　尾瀬ヶ原含め国内の多くの湿原は泥炭を主体としてい
るものの，河川流入や火山噴火，陸域からの風成塵など
によって無機質成分が多かれ少なかれ混入している（新
井，1980；成瀬，2006）．これら無機質成分の中には，
カリウムやリンなどの植物の栄養素になるものや鉄やカ
ルシウムのようにリンの保持機能を有するものなどがあ
り，湿原の生態系に大きな影響をあたえる．尾瀬ヶ原に
おいては，第 1 次尾瀬ヶ原総合学術調査を契機に泥炭成
分の分析が行われてきたが，その多くは一般理化学性の
他，有機質成分に特化したものが多く（松井ほか，
1954；山県ほか，1956a，b；鶴田ほか，1999；和田ほか，
1999），粘土鉱物など無機質粒子成分の組成に関する詳
細な調査は未だなされていない．粘土鉱物組成や一次鉱
物組成は，流入源を明らかにできる強力なツールとなり

うるが，これまで尾瀬ヶ原では，表層泥炭に含まれる氾
濫運搬性の粒子形状や色についての観察（阪口，相馬，
1999a）や火山テフラの評価（新井，1980）にとどまっ
ている．
　今後気候変動に伴う降雪量や降雨強度の変化が予測さ
れているが，泥炭堆積物から過去の湿原生態系の変化を
学ぶことは意義深い．本研究は，これまでに尾瀬ヶ原湿
原に流入した無機質粒子成分の鉛直組成や断面内での蓄
積パターンについて明らかにする．特に，尾瀬ヶ原に流
入した土砂堆積成分のうち，細粒画分に含まれる粘土鉱
物組成を解析することによって，堆積物の流入起源や流
入経路となった流域の氾濫特性について考察することを
目的とした．

2.　方法

2． 1　調査地点	
　調査対象地域は，尾瀬ヶ原湿原の上流部から山ノ鼻地
区，上田代地区，中田代地区とした（図 1（a））．それぞ
れの地区において河川からの距離，地形，植生（宮脇・
藤原，1970）などの違いを考慮して特徴の異なる数地点
で泥炭や土壌コア試料の採取を行った．山ノ鼻地区では，
研究見本園内の猫又川に近いヨシ群落の Y1 地点，至仏
山からの湧水として園内中央に注ぎ込む沢沿いのヨシ群
落の Y2 地点，ヨシ群落にホロムイスゲ－ヌマガヤ群集
が混ざる Y3 地点，オゼザサ－シラカンバ群落が主体で
微高地に位置する Y4 地点の計 4 ヵ所から試料採取を
行った．地形と植生との関係から，Y1 と Y2 は低層湿原，
Y3 は中間湿原，Y4 は孤立林の特徴を有していると判断
した（図 1（b）および表 1）．上田代地区では，牛首付近
の上ノ大堀川左岸に近いホロムイスゲ - ヌマガヤ群集の
K1 地点，K1 から湿原内部の西方に向かって、いずれも
ヌマガヤーイボミズゴケ群集，ヌマガヤーミカズキグサ
群団，ホロムイスゲーヌマガヤ群集が混ざる K2，K3，
K4 地点で試料採取を行った．K1 は中間湿原，K2~K4
は中間湿原と高層湿原が複合的に表れる地点である（図
1（c）および表 1）．中田代地区では，ヨッピ川と下ノ大
堀川の合流地点近くのハルニレ群集，ホロムイスゲ - ヌ

the other hand, primary minerals such as quartz, cristobalite, and feldspar were deposited regardless of the 
area, suggesting a strong influence of wind deposition.

キーワード：粘土鉱物，有機物，尾瀬ヶ原，泥炭，リン 
clay mineral composition, organic matter, Ozegahara, peat, phosphorus
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表 1：試料採取地点の位置情報，植生および概況．
地点名 位置情報 植生および概況

山ノ鼻地区

Y1 N36°55.104' E139°11.703' ヨシ群落（低層湿原）

Y2 N36°55.032' E139°11.785' ヨシ群落（低層湿原）

Y3 N36°55.062' E139°11.731' ホロムイスゲーヌマガヤ群集，ヨシ群落（中間／低層湿原）

Y4 N36°54.966' E139°11.653' オゼザサーシラカンバ群落（孤立林）

上田代地区

K1 N36°55.272' E139°12.704' ホロムイスゲ - ヌマガヤ群集（中間湿原）

K2 N36°55.267' E139°12.656'

K3 N36°55.281' E139°12.479' ヌマガヤーイボミズゴケ群集，ヌマガヤーミカズキグサ群団，ホロムイスゲーヌマガヤ群集（高
層／中間湿原）

K4 N36°55.258' E139°12.587'

中田代地区

N1 N36°55.998' E139°13.315' ハルニレ群集，ホロムイスゲ - ヌマガヤ群集，ヤチヤナギ等（拠水林／低層湿原）

N2 N36°55.989' E139°14.274' ホロムイスゲ - ヌマガヤ群集，オゼザサーシラカンバ群落（中間湿原／拠水林）

N3 N36°55.814' E139°14.067' ヤチカワズスゲーキダチミズゴケ群集，ホロムイスゲーヌマガヤ群集（中間／高層湿原）

N4 N36°55.626' E139°13.383'

河岸堆積物

Ne N36°55.140' E139°11.721' 猫又川河岸右岸

Ka N36°54.816' E139°11.856' 川上川河岸右岸

Nu N36°56.026' E139°14.346' 沼尻川河岸左岸

図 1（a）：調査対象地域．
国土地理院地図電子国土 Web を加工．
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マガヤ群集にヤチヤナギ等が混じる N1 地点，沼尻川沿
いのホロムイスゲ - ヌマガヤ群集とオゼザサーシラカン
バ群落の境界付近に位置する N2 地点，ヤチカワズス
ゲーキダチミズゴケ群集，ホロムイスゲーヌマガヤ群集
が複合的に混じる湿原内部の N3，N4 地点の計 4 ヵ所か
ら試料を採取した．N1 は拠水林と低層湿原の複合的地
点，N2 は中間湿原と拠水林の境界付近，N3 および N4
は中間湿原と高層湿原が複合する地点である（図 1（d）
および表 1）．その他，河川によって運搬される成分の

評価のために河岸堆積物の表層 0 ～ 10 cm についても，
猫又川沿い，川上川沿い，沼尻川沿いから採取した（図
1（b）（d）および表 1）．
　尾瀬ヶ原周辺の地質的特徴はつぎのとおりである．第
三紀～第四紀の噴火に由来する安山岩質溶岩や火山砕屑
物，白亜紀に上昇した花崗岩，中生代の泥岩（海成層）
や超苦鉄質岩等が分布している（図 2）．このように尾
瀬ヶ原は，様々な岩質の山体に四方を囲まれた盆地地形
を成している．また，山体表層には火山灰を母材とする
黒ボク土が広く分布していると考えられる（農研機構日
本土壌インベントリー，2021）．

2．2　試料採取方法
　泥炭および土壌コアの採取方法はピートサンプラー

（Eijkelkamp Soil & Water, Giesbeek）を用い，深さ 100 
cm 程度まで掘削し，コア試料は有機物の腐熟分解度，
砂層やテフラの夾在具合を確認しながら，概ね 5 cm 毎
に切断後，実験室に持ち帰った．

2．3　実験方法
　採取試料は 70 ℃で一晩乾燥させ，電動ミル（WB-1，
大阪ケミカル）で 0.5 mm の篩を通過するまで粉砕した．
以下に記す分析はすべて一連で行った．
　強熱減量は，乾燥粉砕試料の 1 g 程度を磁性るつぼに
採り，電気炉にて 550 ℃，1 時間加熱処理をした後の損
量を定量した（田中，村田， 2018）．

図 1（c）：上田代地区の試料採取地点．
K1：中間湿原，K2：高層／中間湿原，K3：高層／中間湿原，
K4：高層／中間湿原，国土地理院地図電子国土 Web を加工．

図 1（d）：中田代地区の試料採取地点．
N1：拠水林／低層湿原，N2：中間湿原／拠水林，N3：高層
／中間湿原，N4：高層／中間湿原，Nu：沼尻川河岸．国土
地理院地図電子国土 Web を加工．

図 1（b）：山ノ鼻地区の試料採取地点．
Y1：低層湿原，Y2：低層湿原，Y3：中間／低層湿原，Y4：
孤立林，Ne：猫又川河岸，Ka：川上川河岸，国土地理院地
図電子国土 Web を加工．
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　遊離鉄含量，全リン酸含量の測定は，上記強熱後の灰
化試料を用いて定量した．
　遊離鉄含量の測定は，強熱処理後の灰化試料 0.2 g 程
度にハイドロサルファイトナトリウムを還元剤として添
加し，クエン酸三ナトリウム溶液を加えて，16 時間，
25 ℃で振とう抽出を行った（土壌環境分析法編集委員
会，1997a）．抽出液は遠心分離後，孔径 0.45μm のメ
ンブランフィルター（DISMIC-25CS045AN, Advantec）
でろ過し，1 ％硝酸溶液を用いて適宜希釈した後，誘導
結合プラズマ発光分光分析法（ICPE-9820，島津製作所）
を用いて定量した．なお，試料液中の元素分析について
は，国立環境研究所環境計測研究センター基盤計測機器
室に依頼した．定量限界値はブランク溶液（希硝酸）を
10 回測定した際の標準偏差の 10 倍値（10 σ）とし，本
条件での鉄の定量限界値は 0.020 mg L-1 だった．ここで
定量される遊離鉄とは，土壌や泥炭中の水溶性鉄，腐植
複合体鉄，非結晶性水和酸化鉄，結晶性酸化物鉄が強熱
処理によりすべて結晶性酸化物鉄になったものを指して
いる．つまり，溶存鉄と遊離酸化鉄の合量とみなせる．
したがって，ハイドロサルファイトナトリウムでは還元
溶解しない磁鉄鉱のような一次鉱物や粘土鉱物の結晶格
子内に同像置換して含まれているような鉄成分は含まれ
ない．
　全リン酸含量の測定は，O’Halloran （1993）の方法に
準じて行った．すなわち，灰化試料 0.2 g 程度をポリプ
ロピレン製遠沈管にとり，0.5 mol L-1 硫酸溶液を 25 mL
加え，16 時間，25 ℃で振とう後，遠心分離をして上澄

みを得た．上澄み液を適宜希釈してリン酸含量をモリブ
デンブルー法にて比色定量し，これを全リン酸とした．
　土壌および泥炭試料中の無機成分の粒径組成は，乾燥
前の湿潤試料 15~20 g を用いて，土壌環境分析法編集
委員会（1997b）に準じて定量した．すなわち，湿潤試
料を 500 mL 容トールビーカーにうつし，水と過酸化水
素水を適宜繰り返し加え，ホットプレート上で加熱しな
がら有機物をゆっくり分解させた．有機物分解終了後，
懸濁液を 1 L 容の沈底瓶にうつし，超音波処理（20 
kHz，100 W）を施しよく分散させた．その後，粒径 2 
μm 以下の粘土画分と 2~20 μm のシルト画分について
は Stokes の法則に従い，沈降法を用いて分画した．こ
の時，明らかに粘土画分の割合が少ない（懸濁液が薄い）
と思われた試料については，粘土画分単独の回収は行わ
ず，粘土＋シルト画分として合量のままシルト以下画分
として試料を得た．残った砂画分については，篩を用い
て 20~200 μm 画分の細砂画分と 200~2000 μm の粗砂
画分に分別した．それぞれ回収された画分は 105 ℃で
乾燥後，重量を測定し，画分割合を算出した．なお，分
散が思わしくないときには，分散剤として 1 mol L-1 の
水酸化ナトリウム溶液を 4 ml 添加したが，ほとんどの
場合は分散剤を必要としなかった．
　上記で得られたシルト画分以下の細粒画分について
は，日本第四紀学会編（1993）に準じて，粘土鉱物組成
の分析を行った．すなわち，土壌環境分析法編集委員会

（1997a）に従い，試料をハイドロサルファイトナトリウ
ムとクエン酸三ナトリウム溶液を用いて脱鉄処理を施し

図 2：尾瀬ヶ原一帯の地質図．
産総研シームレス地質図 V2 より加工．
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たのち，飽和塩化ナトリウム溶液で洗浄を繰り返し，懸
濁物を回収した．その後，和田（1966）の方法に従い X
線回折分析を行うために，Mg2+ イオン飽和処理試料

（Mg-C）と K ＋イオン飽和処理試料（K-C）を作成し，
スライドガラス上で定方位試料を得た．Mg-C 処理試料
を X 線回折装置で測定後，試料にグリセロールを噴霧
した Mg-Gly 処理試料を作成し，同様に X 線回折装置
で測定した．また，K-C 処理試料を測定後，300 ℃の加
熱処理（K-300）を施し測定した後，さらに 550 ℃の加
熱処理（K-550）を施し測定した（日本第四紀学会編，
1993）．
　X 線回折分析は，理学社製 Rint-Ultima にて，対陰極
Cu，Ni フ ィ ル タ ー， 管 球 電 圧 40 kV， 管 球 電 流 26 
mA，発散―散乱スリットはそれぞれ 1 °，受光スリッ
ト 0.3 mm，スキャンスピード 2 °/min の条件で行った．
上記 5 種類の処理試料から得られる回折線の比較から粘
土鉱物の同定作業を行った．
　中田代地区の N3 地点において榛名二ツ岳伊香保軽石

（Hr-FP）が確認された層位（25~27 cm）について株式
会社加速器分析研究所に依頼し AMS 14C 年代測定を
行った（測定番号 IAAA-210295）．測定試料は，乾燥後
微粉砕し，不純物除去のため 1 mol L-1 塩酸で洗浄後，
純水で中和し，再度乾燥したものを用いた．暦年較正年
代の計算には，IntCal20 較正曲線（Reimer et al., 2020）
を用い，OxCalv4.4 較正プログラム（Bronk Ramsey，

2009）を使用した．

3.　結果および考察

3． 1　強熱減量（有機物含量）
　山ノ鼻地区においては，低層湿原の Y1 および Y2 地
点に比べ，中間湿原と低層湿原が複合的に混ざる Y3 地
点の方が強熱減量は高い値を示した．しかし，Y3 地点
の強熱減量の変化を鉛直方向内でみるとその変化は非常
に大きく，約 0.2 g g-1 から 0.7 g g-1 の間で何度も増減を
繰り返していた．おそらくこの地点は，過去に何度か河
川流路から大きく離れ，その間に泥炭物質が蓄積しやす
い環境にあったと考えられる．湿原内で比較的標高が高
く，孤立林に位置する Y4 地点では，下層に向かうほど
強熱減量が増加した（図 3）．35 cm 以下の層位では強
熱減量が 0.9 g g-1 以上と非常に高く，かつてこの地点が
河川流路からかなり離れた位置にあり，高層ないし中間
湿原の様な生態系を維持していた可能性が考えられる．
この地区は川上川と猫又川の流路に囲まれ，至仏山北東
斜面の麓に近く，多くの沢からの合流もあるため洪水が
起こりやすく，流路の変化も起きやすいと考えられる。
またそのような流域の特徴もあり，土砂の流入量が全般
的に多い地区と考えられる．
　上田代地区においては，中間湿原の K1 地点から高層
湿原と中間湿原が複合的に混ざる K2 ～ K4 地点まで，

図 3：湿原土壌中の強熱減量の鉛直変化．
左：山ノ鼻地区（Y1~Y4 地点），中央：上田代地区（K1~K4 地点），右：中田代地区（N1~N4 地点），それぞれの地点の位置，
概況は表 1 参照．
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地点間による顕著な差異は認められなかった．いずれの
地点も断面内で強熱減量の値が何度も増減を繰り返す特
徴を示していた（図 3）．この地区は，川上川と猫又川
が合流した下流側に位置し，さらに上ノ大堀川をはじめ
とし，尾瀬ヶ原の南東方面に位置する斜面からも多くの
沢の合流があり，山ノ鼻地区同様，洪水が起こりやすい
地区でもある．なかでも K3，K4 地点は，現在ミズゴケ
を主体とした高層湿原的な特徴が強い生態系を維持して
いるが，強熱減量の鉛直プロファイルから過去には土砂
流入が頻繁に起きた時期があったことが推察される． 
　中田代地区においては，拠水林を含む低層湿原から中
間，高層湿原へと向かうにしたがい（N1 → N2 → N3,4），
明らかに強熱減量が高くなる傾向が認められた．また，
N3 地点の 24 cm 深，N4 地点の 30 cm 深で急激に強熱
減量が減少している層は，直径 2~5 mm 程度の乳白色
の球状で角閃石の斑晶を含む榛名二ツ岳伊香保軽石

（Hr-FP）の集積層だった．Hr-FP の噴出年代はこれま
でいくつかの報告がなされてきたが（新井，1962；
1979; 早田，1989），近年の下司，大石（2011）によれば，
炭素 14 年代値の暦年較正年代値で 555 ~ 615 cal AD（較
正された西暦紀元）とされており，6 世紀後半から 7 世
紀初頭であることを支持している．したがって，その後
の泥炭堆積速度は，およそ 0.17~0.21 mm yr-1 というこ
とになる．阪口，相馬（1999a）によれば泥炭堆積速度
は断面内で不均一であるものの，概ね平均すると 0.5~0.8 

mm yr-1 であったことと比較すると，泥炭成分の堆積が
この時代にやや停滞した様子がうかがえる．
　尾瀬ヶ原において Hr-FP が見いだされる層位や直上
層では，かなり泥炭の分解度が進んでいるケースが多く，
細粒化が進んでいた．今回 N3 地点の Hr-FP を含む
24~27 cm の層位の炭素 14 年代値をあらためて測定し
て み た と こ ろ，1238 ± 22 yr BP（2 θ 暦 年 代 範 囲：
1266-1207 cal BP（37.8 %），1179-1172 cal BP（2.8 %），
1166-1072 cal BP（54.8 %）, なお BP は Before Present 
の略で西暦 1950 年を基準にさかのぼった年代を示す）
という値を示した．測定した層位自体は Hr-FP 降下後
に堆積した泥炭層と考えられるため，噴出年代より 100
年ほど若い 710 ± 20 cal AD という値を示したことはお
おむね妥当と考えられる．

3．2　遊離鉄含量
　図 4 には，遊離鉄含量の鉛直分布図を示した．山ノ鼻
地区の Y2 の 40 cm 深で顕著に高い値を示していたが，
この深さに一様の鉄集積層が存在するわけではなさそう
である．おそらく，ヨシ類の根域がもたらした亀裂など
が地中に酸化しやすい場所を形成し，鉄が移動・酸化集
積したものと思われる．それ以外は，いずれの地点も表
層付近で遊離鉄含量が高く，下層に向かい減少する傾向
を示していた．おそらく，下層ではより還元化が進むた
め二価鉄が優位となり，下層に到達した遊離鉄は溶脱さ

図 4：湿原土壌中の遊離鉄含量の鉛直変化．
左：山ノ鼻地区（Y1~Y4 地点），中央：上田代地区（K1~K4 地点），右：中田代地区（N1~N4 地点），それぞれの地点の位置，
概況は表 1 参照．

湿原土壌中の有機・無機成分 7



れやすくなるものと考えられる．谷ほか（2001a）によ
れば，泥炭中の鉄の形態は，火山灰や土砂などの無機物
混入の影響が大きい泥炭では結晶性の高い鉄酸化物や一
次鉱物中の鉄が多く含まれるのに対し，無機物混入の影
響が少ない泥炭では主に鉄 - 腐植複合体の形態で存在し
ていることを明らかにしている．そしてその量は有機物
含量に律速されることも指摘している（谷ほか 2001b）．
　また，地点間では，低層湿原で遊離鉄含量が高く，高
層湿原に向かうにしたがい低くなる傾向が認められた．
これは，谷ほか（2001a）によれば，河川に近い低層湿
原ほど無機物混入の影響が大きく，遊離鉄中に占める酸
化鉄の割合が高くなることで，鉄が蓄積しやすくなるも
のと考えられる．その他、尾瀬ヶ原では，福原ほか（2022）
が池塘の底質を調べ，鉄の供給が河川の氾濫堆積により
もたらされている可能性があることを報告しており，本
研究の結果とも符合する．

3．3　全リン酸含量
　図 5 には，全リン酸態リン含量の鉛直分布図を示した．
遊離鉄含量の傾向とは大きく異なり，鉛直断面内での変
化が比較的大きかった．陸域土壌ではリン酸の集積が鉄
酸化物量に律速されることはよく知られている．しかし，
泥炭地では鉄の多くが鉄－腐植複合体（谷ほか，2001a, 
b）や二価鉄などの還元態として存在するため，鉄がリ
ン酸の吸着場としては機能しにくいと考えられる．

　図 6（a）~（d）に強熱減量と全リン酸態リン含量との関
係を示した．図 6（a）に全地点の層位別の値をすべてプ
ロットした．両者には放物線を描くような関係があるこ
とがわかる．すなわち，土砂流入が比較的多い低層湿原
や拠水林から湿原内部の中間湿原に向けて土壌中の有機
物含量が増加するにしたがい，リン酸の蓄積量が増大し
た。さらに有機物含量が増加し ,　徐々に高層湿原に向
かうにしたがいリン酸の蓄積量は減少に向かった．
　図 6（b）から図 6（d）には，地区別に地点ごとの値を区
別してプロットした．強熱減量の低い層位が断面内の多
くを占める地点は，山ノ鼻地区の Y1 と Y2，中田代地
区の N1 などの低層湿原であった．一方，強熱減量の高
い層位が断面内の多くを占める地点は，高層湿原と中間
湿原を複合的に含む上田代地区の K3 のみであった．こ
れら 4 地点は，鉛直断面内での強熱減量の変化が小さく，
長きにわたって変化の少ない立地環境を維持してきたと
考えられる．すなわち，Y1，Y 2，N1 は絶えず河川氾
濫による土砂流入の影響を受け続けているところ，K3
は河川からの土砂流入の影響が最も小さい立地環境が維
持されているところと想像される．その他の地点は，図
6 上においてプロットが広く分布しており，河川からの
土砂流入量が大きく変化してきた経緯が読み取れる．つ
まり，河川の規模や流路が変化を続けてきたか，または
何らかの理由で上流側からの土砂流入量が変化したなど
の要因が考えられるが，詳細は不明である．

図 5：湿原土壌中の全リン酸態リン含量（TP）の鉛直変化．
左：山ノ鼻地区（Y1~Y4 地点），中央：上田代地区（K1~K4 地点），右：中田代地区（N1~N4 地点），それぞれの地点の位置，
概況は表 1 参照．
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図 7：層位別土壌試料における強熱減量と灰分中に占める全リン酸態リン（TP）の割合との関係．

図 6：層位別土壌試料における強熱減量と全リン酸態リン含量（TP）との関係．
（a）：全地点，全層位別試料，（b）：山ノ鼻地区の Y1~Y4 地点の全層位別試料，（c）：上田代地区の K1~K4 地点の全層位別試料，
（d）：中田代地区の N1~N4 地点の全層位別試料．
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　図 7 に全地点，全層位における強熱減量と灰分中に占
める全リン酸態リン割合との関係を示した．この図から，
強熱減量が高くなるにしたがい，すなわち湿原への土砂
流入が少なくなるほど，灰分中のリン割合が増大するこ
とがわかる．つまり，リンそのものは河川によって運搬
されるものだが，土壌や泥炭中への蓄積はあくまで植物
が吸収しバイオマス化した有機態リン酸による蓄積が重
要と考えられる．

3．4　粒径組成
　図 8~10 は，試料中の有機物を過酸化水素分解したの
ちに残った無機成分の割合とその粒径組成を重量割合で
示した．
　図 8 には山ノ鼻地区の低層湿原の Y1 地点，中間およ
び低層湿原が複合的に混じる Y3 地点について示した．
Y1 は図 3 でも示した通り，表層から全層にわたって強
熱減量が低く，無機成分割合が高い．粒径組成も深さ
40 cm くらいまでは大きな変化が認められないが，40 
cm 以深では 200~2,000 μm の粗砂画分割合が顕著に増
加していた．おそらく，40 cm 以深の層位は現在よりも
さらに河川に近い位置関係にあったものと考えられる．
Y3 地点は無機成分割合の鉛直内での変化が非常に顕著
だった．特に，深さ 40~50 cm の層位は無機成分割合が
低いにもかかわらず，粒径 200~2,000 μm の粗砂画分
が顕著に認められた．粗砂画分および 100~200 μm の

細砂画分を実体顕微鏡で確認したところ，長石，輝石類，
石英，火山ガラスを主体としていることからテフラ層と
判断された．おそらく浅間起源のテフラと考えられるが，
浅間 A（1708 年）か B（1108 年）かは現時点では判別
ができなかった．一次鉱物組成や粗粒な画分に関しての
詳細な考察は今後の課題としたい．表層から深さ 40 cm
までの砂画分の中には雲母が多量に認められたことか
ら，上流の花崗岩地帯からの氾濫堆積が影響しているも
のと考えられた．また，深さ 40 cm から表層へ向かって，
無機成分割合が徐々に増加していることから，河川の影
響が現在に向かって徐々に高まってきていると考えられ
る．
　図 9 には上田代地区の中間湿原の K1 地点と高層およ
び中間湿原が複合的に混ざる K3 地点の結果を示した．
上田代地区は山ノ鼻地区より無機成分割合が全層にわ
たって低く，粒径組成も 20 μm 以下の微細な画分割合
が大きかった．K1 地点の深さ 24~27 cm には無機成分
割合が顕著に高く，且つ，粗砂画分が存在する層位が認
められた．この層位が表層だった時代に規模の大きな河
川氾濫もしくは山体の斜面侵食があった可能性がある．
K3 地点は高層および中間湿原の複合地点であるため土
砂が供給される頻度は K1 地点に比して少ないと考えら
れる。それを反映して全層にわたり無機成分割合は低い
値を示した．上田代地区は尾瀬ヶ原の中でも広範囲に洪
水が起きることが報告されており（福原ほか，2022；野

図 8：湿原土壌中の無機成分割合と粒径組成の鉛直変化（山ノ鼻地区）．
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原ほか，2021；2022），河川由来の氾濫堆積物が蓄積し
やすい条件にある（阪口，相馬，1999b）．ただし，今
回の粒径組成分析からは，無機成分の粒径の大半が 20 
μm 以下の微細な粒子を主体としていた．融雪期や大
雨時に洪水を伴いやすいものの，南東方面の山体斜面が
緩斜面であることなど，粗粒な粒子が運搬されにくい立

地条件を備えているものと想像される．
　図 10 には中田代地区の拠水林と低層湿原の境界地点
を構成する N1 地点と高層および中間湿原が複合的に混
ざる N3 地点の結果を示した．N1 地点はヨッピ川と下
ノ大堀川が合流する地点であり全層にわたって無機成分
割合が高かった．ただし，表層の 0-5 cm 層以外は，20 

図 9：湿原土壌中の無機成分割合と粒径組成の鉛直変化（上田代地区）．

図 10：湿原土壌中の無機成分割合と粒径組成の鉛直変化（中田代地区）．
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μm以下の微細な画分割合が全体の50 ％を超えており，
土砂粒子が上流から流下する過程で淘汰されながら粒径
の小さいものが下流側に到達したと推察される．また，
70 cm 以深で細砂画分（20~200 μm）が顕著に増える
傾向が認められたが，この層位の形成時期にはかなりの
規模の水流を保ったか，もしくは河川の水路がこのあた
りに迫っていた可能性が考えられる．N3 地点の 30 cm
以深は無機成分割合が非常に小さく，長きにわたり高層
湿原的な立地条件が維持されたと想像される．このあた
りは南東斜面上を流れるセン沢の扇状地辺縁部に位置す
るため，緩傾斜な地形により粗粒な氾濫粒子が到達しに
くい条件にある．しかし，前述の通り 24~27 cm の
Hr-FP 集積層付近を境に表層に向かって無機成分割合
が顕著に増加しており，比較的粗粒な 20~200 μm 画分
の割合も大きい値を示している．これらの堆積要因は定
かではないが，砂画分の実体顕微鏡観察から 24 ～ 27 
cm に認められた Hr-FP の鉱物組成と類似しており，
いったん周辺に降下した Hr-FP 成分が二次的に N3 地
点に再堆積した可能性もあり，今後の検討課題である．

3．5　粘土鉱物組成

3．5．1　河岸堆積物
　図 11 に河岸堆積物表土中の粘土画分の X 線回折結果
を示した． 
3． 5． 1． 1　猫又川
　図 11（a）の山ノ鼻地区の猫又川河岸堆積物についてみ
ると，表土中の粘土画分からは多種類の粘土鉱物および
一次鉱物が検出された．Mg 飽和処理粘土（Mg-C）では，
主に 1.42~1.50，1.00，0.73，0.50，0.48，0.43，0.40，0.365，
0.358，0.33，0.32，0.31 nm の回折線ピークが検出された．
1.42~1.50 nm にあったピークは Mg-Gly（グリセロール）
処理により，低角側（1.8 nm 付近）へブロードなピー
クとしてシフトし，逆に K 飽和処理（K-C）で高角側
の 1.22 nm に シ フ ト し， さ ら に 加 熱 処 理（K-300，
K-550）で 1.00 nm までピークがシフトした．このよう
に層間が 1.4 nm 付近から Mg-Gly 処理で膨潤し，K 飽
和処理やその後の加熱処理で 1.00 nm まで収縮する特徴
から 2：1 型層状ケイ酸塩粘土鉱物の中でも層間の電荷
が弱く，膨潤性を示すスメクタイトの存在が示された．
Mg-C における 1.00 と 0.50 nm のピークは 2：1 型粘土
鉱物の雲母様鉱物，0.73 と 0.358 nm のピークと K-550
の加熱処理によるピーク消失から 1：1 型粘土鉱物のカ
オリナイト，0.48 nm のピークと K-550 での消失は水酸
化アルミニウムの層状鉱物であるギプサイト，0.43 と

0.33 nm は一次鉱物の石英（二酸化ケイ素），0.40 nm は
一次鉱物のクリストバライト（二酸化ケイ素），0.32 nm
は一次鉱物の長石類（主に斜長石）と考えられる．その
他はわずかだが 0.73 nm のピークには 0.71 nm あたりの
ピークを包含しているような形状に見受けられること
と，K-550 処理でもわずかにピークが残存することから，
2:1 型粘土鉱物の層間に Mg や Fe，Al などが狭在し 2：1：
1 型となったクロライトの存在が示唆される．また，同
じく K-550 処理で 0.73 と 0.365 nm のピークがわずかに
存在することから，蛇紋岩由来の 1：1 型粘土鉱物の蛇
紋石の存在も示唆される．蛇紋石はカオリナイトと類似
した 1：1 型層状ケイ酸塩構造を持つが，八面体シート
内が Al ではなく，Mg，Fe，Ni などで充填されている
タイプである．また，1.00 nm のピークがややブロード
であることと 0.31 nm にもピークがあることから，0.93 
nm と 0.31 nm に回折線ピークをもつ蛇紋岩由来のタル
クの存在も示唆される．
　以上のように猫又川流域は，スメクタイト，カオリナ
イト，石英，クリストバライト，雲母様鉱物を主体とし，
蛇紋岩由来のクロライト，蛇紋石，タルクをわずかに含
んでいた．また，スメクタイトは様々な地質条件で生成
される粘土鉱物だが，その生成には一般に排水性が悪く
ケイ酸や塩基性カチオン類が溶脱しにくい条件が必要と
なる（南條，2002；Reid-Soukup and Ulery，2002）．至
仏山に分布する蛇紋岩帯と足尾帯の境界部にはテラス地
形が分布していることが報告されており（北爪，2008；
2009；2013），上記の排水性の悪い地形に塩基性カチオ
ン類が滞留する条件も整っていることから，蛇紋岩帯に
スメクタイトが広く分布している可能性が考えられる．
　これら鉱物は河岸の表層土に含まれていたことから堆
積年代は比較的若いはずであり，表層 10 cm ならば堆
積速度 1 mm yr-1 と見積もっても 100 年程度となる．堆
積後に湿原土壌中で風化生成した成分というよりは，む
しろ上流側の山地帯で既に生成された粘土鉱物類が運搬
堆積されたもの，それに加えて風成運搬で堆積されたも
ので構成されていると考える方が妥当だろう．また，猫
又川は上流部に花崗岩，蛇紋岩，泥質片岩（クロライト
帯），中生代海成層の泥岩類など多様な地質帯を流下し
てくることから（図 2），このような多様な粘土鉱物組
成を示したと考えられる．
3． 5． 1． 2　川上川
　山ノ鼻地区の川上川河岸堆積物の粘土画分からも多種
類の粘土鉱物種が検出された（図 11（b））．Mg-C 処理
では，猫又川同様に 1.4，1.00，0.93，0.71，0.73，0.50，0.48，
0.40，0.365，0.358，0.33，0.31 nm に明瞭なピークがあり，
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図 11：河岸堆積物表土中の粘土画分（＜ 2μm）の X 線回折結果．
（a: 猫又川，b: 川上川，c: ヨッピ川，下ノ大堀川の合流地点 N1，d: 沼尻川），（Mg-C：Mg-風乾処理，Mg-Gly：Mg-グリセロー
ル処理，K-C：K-風乾処理，K-300：K-300 ℃処理，K-550：K-550 ℃加熱処理）．
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その他にも小さなピークが存在した．明瞭なものをあげ
ると以下のとおりである．1.4 nm 付近にあったピーク
は，Mg-Gly 処理によって，より低角側の 1.7 nm 付近
のブロードな小さなピークと 1.4 nm 付近のシャープな
ピークに分離した．1.7 nm に膨潤したピークはスメク
タイトによるもの，1.4 nm 付近に残ったものは，K-C，
K-300，K-550 処理によっても大きくピーク位置が変動
しなかったことと，0.71 nm にもピークが存在したこと
からクロライトと考えられた．但し，クロライトの
K-550 加熱処理では，本来 1.39~1.41 nm 付近にピーク
シフトするはずだが，本試料では 1.34 nm とより層間が
狭くなったことから，クロライトの一部がスメクタイト
化またはバーミキュライト化したクロライト／スメクタ
イト混合層，クロライト／バーミキュライト混合層鉱物
と考えられた．その他，1.00 と 0.50 nm のピークは雲母
様鉱物，0.93 と 0.31 nm は蛇紋岩からの風化物のタルク
と考えられた．0.73 と 0.358 nm のピークは，加熱処理
によりピークがかなり小さくなるものの，K-550 の加熱
処理でも一部残存することからカオリナイトと蛇紋石，
0.48 nm のピークも加熱消失の変化からギプサイト，0.43
と 0.33 nm は石英，0.40 および 0.31 nm はクリストバラ
イトと考えられた．なお，0.85 と 0.31 nm は角閃石のピー
クの一部と考えられる．
　川上川流域は猫又川同様，花崗岩を主体とし，蛇紋岩，
泥質片岩（クロライト帯）が分布する．異なる点は右岸
側に安山岩・玄武岩質安山岩類が広く分布することであ
る．川上川流域では，クロライトやタルク，蛇紋石など
蛇紋岩地帯から流入したと思われる明瞭なピークが特徴
的であった（Wang et al., 2009）．実際，北爪（2015）は，
川上川支流で至仏山東面のカラ沢上流部には蛇紋岩帯と
足尾帯の境界面が崩壊地形となっていることを発見して
いる．また，猫又川に顕著に存在したスメクタイトはわ
ずかであり，むしろクロライトが優位だったが，蛇紋岩
由来か右岸に分布する安山岩由来かは定かではない．ま
た，クロライト／スメクタイト混合層の存在から，2：1：
1 型鉱物のクロライトが 2：1 型のスメクタイトやバー
ミキュライトとの混合層を経ながらスメクタイトに風化
している様子も示唆された（Islok and Harward, 1982； 
Lee et al., 2003; Hseu et al., 2007）．
3． 5． 1． 3　ヨッピ川と下ノ大堀川合流点：N1
　図 11（c）は中田代調査地点の N1 の表層土 0 ～ 10 cm
の粘土画分の結果である．N1 はヨッピ川と下ノ大堀川
が合流する右岸の低層湿原と拠水林の境界付近であるた
め，両河川が運搬堆積する成分を検証できる．スメクタ
イト（1.4 nm および Mg-Gly による 1.9 nm へのシフト），

カ オ リ ナ イ ト（0.73 と 0.358 nm）， 石 英（0.43 と 0.33 
nm），クリストバライト（0.40 nm）のピークが顕著な
反面，猫又川や川上川に比べるとバーミキュライト，雲
母様鉱物（1.00 と 0.50 nm），ギプサイト（0.48 nm），
タルク（0.93 と 0.31 nm），長石類（0.32 nm）のピーク
はごくわずかに含まれる程度だった．なお，バーミキュ
ライトの存在は，Mg-C 処理の 1.42~1.50 nm 付近のピー
クが Mg-Gly 処理でも変化せず，K-C 処理で 1.00 nm
付近にシフトしたことから判断した．本地点は，猫又川
と川上川が合流した下流側に位置することから土砂の多
くがすでに上流側で沈降してしまい，比較的水分散性の
高いスメクタイトやカオリナイトの比率が高くなったと
考えられる．加えて南東方向の斜面から合流する下ノ大
堀川は源流の多くが湧水由来で土砂供給能が決して大き
くないことが（阪口，1989；阪口，相馬，1999a），この
地点の粘土鉱物の多様性の低下につながったと考えられ
る．
3． 5． 1． 4　沼尻川
　図 11（d）は沼尻川の河岸堆積物中の粘土画分の結果で
ある．本地点は前述の 3 河川に堆積した鉱物組成とはか
なり特徴を異にしていた．主な成分はスメクタイトとク
リストバライトが顕著だった．これらに比べると他は
ピークが小さく，1.00 nm の雲母様鉱物（0.50 nm は不
明瞭），0.73 と 0.35 nm のカオリナイト，0.48 nm のギ
ブサイトが確認できた．0.33 nm は石英，そしてその少
し高角側（横軸右方向）の小刻みなピークはカリ長石や
斜長石などの長石類と考えられる．沼尻川上流は尾瀬沼
につながり，周辺地質は第四紀安山岩類と燧ヶ岳の噴出
物が主体であり（産業技術総合研究所地質調査総合研究
センター，2021），したがって，火成岩や火山砕屑物に由
来するクリストバライトが主体を成したものと考えられる．

　以上，4 河川沿いの堆積物から推察されることは，猫
又川と川上川には至仏山に分布する蛇紋岩由来の成分が
顕著に含まれていた。しかし，その組成には異なる部分
があり，猫又川からは至仏山上のテラス地形（広尾根）
で生成されたと考えられるスメクタイトが顕著に流入
し，一方，川上川では崩落地帯から直接蛇紋岩の砕屑物
が流下した可能性が考えられた．ヨッピ川沿いの堆積物
では，これら両河川が合流した下流部に位置するため，
水分散性の高いスメクタイトやカオリナイトを主体とし
た組成に淘汰されていた．火成岩地帯を流れる沼尻川沿
いでは，スメクタイト，クリストバライトが顕著に流入
していたが，ここで堆積しているスメクタイトの起源に
ついては明らかにはできなかった．高山帯特有の長期の
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残雪やこの地域の排水不良な地形条件がスメクタイト生
成に寄与した可能性も考えられる．火成岩から生成した
クロライトやアルミニウムバーミキュライトからさらに
層間の Al の溶脱が進み，スメクタイトが生成した可能
性などいくつかの生成過程が考えられるだろう．この点
については今後詳細に山地側の土壌分析を行ったうえで
考察をあらためたい．

3．5．2　山ノ鼻地区の粘土鉱物組成
3． 5． 2． 1　Y1 地点
　山ノ鼻地区 Y1 地点の 4 層位について粘土画分の X 線
回折結果を図 12 に示した．本地点は猫又川に近い低層
湿原地帯であり，いずれの層位の粘土鉱物組成も猫又川
河岸中のものと類似し（図 11（a）），スメクタイト（Mg-C
処理での 1.42~1.50 nm），カオリナイト（0.73 と 0.358 
nm），クリストバライト（0.40 nm），石英（0.33，0.43 
nm）を主体とし，雲母様鉱物（1.00 と 0.50 nm），ギプ
サイト（0.48 nm），クロライト（K-550 処理の 1.39~1.40 
nm）をわずかに含むものであった．また，4 層位間で
顕著な差異は認められず，絶えず同質の河川氾濫粒子が
上流から供給されているものと推察された．
3．5．2．2　Y3 地点
　Y3 地点は山ノ鼻地区の中央に位置し，低層から中間
湿原的特徴を有する場所である．無機成分割合が高い
5~10 cm および 70~75 cm と無機成分割合が比較的低く
泥炭質な 25~30 cm と 40~45 cm の 4 層位についてシル
ト以下画分の X 線回折結果を示した（図 13）．強熱減量

（図 3），無機成分割合（図 7）の鉛直分布からも明らか
なとおり，深さ 70 cm 付近では河川の影響を強く受け
て無機成分割合が高く，徐々にその影響が弱まりはじめ，
深さ 40 cm 付近をピークに河川の影響はもっとも小さ
くなっていった．尾瀬ヶ原で広く顕著に認めれる石英，
クリストバライト，カオリナイト，長石類のほかに，河
川の影響を強く受けていた層位ではスメクタイトの存在
が顕著に認められた．深さ 25~30 cm は河川の影響が比
較的強くスメクタイトの存在が顕著だった．一方，深さ
5~10 cm は河川の影響は中庸であり，わずかにスメク
タイトが存在するだけであった．図の掲載は割愛するが，
無機成分割合の低い深さ 14~17 cm では，深さ 40~45 
cm と同様にスメクタイトを含まない回折線結果を示し
た．一方、無機成分割合の高い深さ 17~20 cm では顕著
なスメクタイトのピークが認められた．このように河川
からの土砂流入の影響が強い環境下ではスメクタイトが
蓄積しやすいものと思われる．

3．5．2．3　Y4 地点
　Y4 地点は山ノ鼻地区でもっとも標高の高い孤立林に
位置する．深さ 0~10，20~25 cm の粘土画分，35~40，
70~75 cm のシルト以下画分について X 線回折結果を示
した（図 14）．前 2 層は無機成分割合が比較的高く河川
の影響を受けてきた層位，後 2 層は強熱減量が非常に高
く河川の影響は極めて低く，かつては中間または高層湿
原的な特徴を有していた可能性のある層位である．
0~10，20~25 cm では，石英（0.43 と 0.33 nm），クリス
トバライト（0.40 nm），カオリナイト（0.73 と 0.358 
nm），長石類（0.32 nm）を主体として，クロライト

（K-550 処理でも消失しない 1.4 nm），雲母様鉱物（1.00
と 0.50 nm），タルク（0.93 nm），ギプサイト（0.48 nm）
などの存在がわずかに認められた．蛇紋岩由来と考えら
れるクロライト，タルクが認められた反面，河川影響の
強い場所で認められるスメクタイトのピークはなかっ
た．おそらく猫又川や川上川の氾濫堆積の影響よりは，
至仏山の東面を構成している蛇紋岩質の斜面から流下す
る沢が土砂流入源になっていると予想される．
　また，強熱減量の鉛直分布図（図 3）からもわかる通り，
深さ 35 cm を境に表層に向かって徐々にその値は低く
なっているが，深さ 35 cm のあたりを境に何らかの理
由により至仏山からの土砂流入の影響が強まったと考え
られる．
　泥炭質層の 35~40，70~75 cm では，ほぼ石英（0.43
と 0.33 nm），クリストバライト（0.40 nm），長石類（0.32 
nm）のみ，明瞭なピークが認められ，且つ，微細な粘
土画分がほとんど存在しないことから，これら堆積成分
は風成堆積に由来している可能性が高い．石英などは大
陸からの風成塵にも由来しているだろうが（井上，溝田，
1988；Monger and Kelly, 2002；成瀬，2006），おそら
く周辺山体表面からの飛来の影響が大きいと考えられ
る．

3．5．3　上田代地区の粘土鉱物組成
3． 5． 3． 1　K1 地点
　上田代地区 K1 地点の 4 層位について，シルト以下画
分の X 線回折結果を図 15 に示した．上田代地区は山ノ
鼻地区に比べ全域にわたって土砂流入の少ない地域であ
ることは前述した（図 4）．5~10，および 24~27 cm の
2 層については多様な粘土鉱物種を含む回折結果を示し
た．すなわち，石英（0.33 および 0.43 nm），クリスト
バライト（0.40 nm），長石（0.32 nm），カオリナイト（0.73 
nm），タルク（0.93，0.31 nm），ギプサイト（0.48 nm），
蛇紋石（K-550 処理で残存する 0.73 nm），クロライト（1.4 
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図 12：山ノ鼻地区 -Y1 地点の粘土画分（＜ 2μm）の X 線回折結果．
（Mg-C：Mg- 風乾処理，Mg-Gly：Mg-グリセロール処理，K-C：K-風乾処理，K-300：K-300 ℃処理，K-550：K-550 ℃加熱
処理）．
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図 13：山ノ鼻地区 -Y3 地点のシルト以下画分（＜ 20μm）の X 線回折結果．
（Mg-C：Mg-風乾処理，Mg-Gly：Mg-グリセロール処理，K-C：K-風乾処理，K-300：K-300 ℃処理，K-550：K-550 ℃加熱
処理）．
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図 14：山ノ鼻地区 -Y4 地点の粘土画分（＜ 2μm）およびシルト以下画分（＜ 20μm）の X 線回折結果．
（Mg-C：Mg-風乾処理，Mg-Gly：Mg-グリセロール処理，K-C：K-風乾処理，K-300：K-300 ℃処理，K-550：K-550 ℃加熱
処理）．
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図 15：上田代地区 -K1 地点のシルト以下画分（＜ 20μm）の X 線回折結果．
（Mg-C：Mg-風乾処理，Mg-Gly：Mg-グリセロール処理，K-C：K-風乾処理，K-300：K-300 ℃処理，K-550：K-550 ℃加熱
処理）．
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図 16：上田代地区 -K3 地点のシルト以下画分（＜ 20μm）の X 線回折結果．
（Mg-C：Mg-風乾処理，Mg-Gly：Mg-グリセロール処理，K-C：K- 風乾処理，K-300：K-300 ℃処理，K-550：K-550 ℃加熱
処理）．
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nm），角閃石（0.85，0.31 nm）が顕著に検出された．ま
た，蛇紋岩由来の成分が顕著に含まれること，猫又川河
岸に顕著だったスメクタイトがほとんど存在しないこと
から，猫又川や南東斜面から流入する上ノ大堀川よりも，
むしろ川上川を通じて運搬される粒子がより多く堆積し
ているものと考えられた．
　一方，15~20 cm，50~55 cm のように強熱減量が高く

（図 3），無機成分割合が低い層位では（図 8），低角側（2
θ／θが 2~20 °）で認められる粘土鉱物類が非常に少
なかった．その理由として，山ノ鼻地区の結果でも示し
た通り，河川氾濫の影響が少ない立地では，粘土鉱物の
運搬堆積量が少なく，風成堆積由来と思われる成分（主
にシルト画分の石英，カオリナイト，クリストバライト，
長石類）が主体となるためと考えられる．
3．5．3．2　K3 地点
　高層および中間湿原が複合的に混じる K3 地点のシル
ト以下画分の X 線回折結果を図 16 に示した．植生は中
間 ~ 高層湿原の特徴を有し，K1 地点よりは土砂流入量
が少ないと思われるが，K3 地点も川上川とヨッピ川，
上ノ大堀川，広窪沢など多数の水路に囲まれ河川からの
影響を受けやすい立地条件にある．K3 地点も K1 地点
同様，石英，カオリナイト，クリストバライト，長石類
を主体とし，タルク，クロライト，角閃石，蛇紋石など
蛇紋岩を起源とする成分が比較的明瞭に認められた．し
たがって，この地点も川上川を通じて運搬される微細な
粘土鉱物が堆積物の主体を成していると考えられる。な
お，測定した 4 層位間の顕著な違いは認められなかった．
　粒径組成の項（3.4.）でも述べたとおり，上田代地区
は尾瀬ヶ原の中でも広範囲に洪水が起きることが報告さ
れており（福原ほか，2022；野原ほか，2021，2022），
河川由来の氾濫堆積物が蓄積しやすい条件にある（阪口，
相馬，1999b）．しかし，粒径組成分析から粒径の大半
は 20μm 以下の微細な粒子が主体だった．更に、粘土
鉱物組成分析の結果からその粒子の主な起源は川上川が
もたらす蛇紋岩由来の成分であることも示唆された．な
お，測定した 4 層位間で粘土鉱物組成に顕著な違いが見
られなかったことから，K3 地点は絶えず川上川からの
氾濫堆積の影響，特に微細な粘土粒子の影響を受け続け
ているものと考えられる。

4．まとめ

尾瀬ヶ原湿原に流入・蓄積した無機成分の性状を明らか
にするため，山ノ鼻，上田代，中田代および主要河川の
河岸において土壌・泥炭コアを採取して，強熱減量，遊

離鉄含量，全リン酸含量，粒径組成，粘土鉱物組成を深
度別に調査，分析した．
1．強熱減量は，表層付近では低層湿原や拠水林で低く，
中間湿原や高層湿原，孤立林で高くなる傾向があった．
しかし，深層では過去の河川流路や河川氾濫，火山噴出
物の降下などの影響を受け，その値は大きく変動する地
点が多かった．
2．遊離鉄含量は，表層付近で高い集積傾向を示した．
また，低層湿原で高くなる傾向があることから，河川に
よる運搬粒子がその起源になっていると考えられた．
3．全リン酸含量は，深度との明瞭な関係性はなく，強
熱減量の増加に対し放物線を描くような増減パターンを
示し，湿原土壌中のリン酸の蓄積には河川からの距離と
植物バイオマスによる吸収と蓄積が強く寄与していると
考えられた． 
4．地区によらず，過去の河川氾濫の影響を強く受けて
いる層位は粗粒な画分割合が大きかった．また，上田代
地区は河川氾濫の頻度は高いものの，土砂流入量，特に
粗粒な粒子の流入量は多くはなかった．
5．細粒画分の X 線回折分析の結果から，猫又川と川上
川の河岸および山ノ鼻地区では，上流の至仏山に分布す
る蛇紋岩由来の鉱物成分が顕著に検出された．一方，石
英，クリストバライト，長石などの一次鉱物類は，地区
によらず堆積しており，風成堆積の影響が強いと考えら
れた．
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尾瀬ヶ原上田代池溏群の底質に対する洪水の影響
福原　晴夫 1），永坂　正夫 2），高野　典礼 3），村田　智吉 4）， 

千賀　有希子 5），藤原　英史 6），野原　精一 7）

2021 年 10 月 19 日受付，2021 年 11 月 15 日受理

　尾瀬ヶ原上田代の 39 池溏，中田代 5 池溏より堆積物コアを採取し，目視により 4 層に分け，タイ
プ分けを行った．最表層の Ss は Fe 含量が比較的高く，Bs は最も灰分量が高く，Fe 含量も高く，Ds
はこれらの中間的な灰分量，Fe 含量を示した． Ps は有機物を多量に含み，灰分量，Fe 含量共に最
も低かった．Bs は洪水による河川運搬物を含む層と推定した．コアは 8 タイプに分けられ，タイプ
SDP が最も多く（36%），次いでタイプ SP（20%）であった．表層 10 cm の全灰分量は 11.54 －
154.43（mg cm-3）を示した．全灰分量の高い池溏は Fe 含量も高く，池溏水の pH も高かった．全灰
分量，63 µm 未満灰分量，Fe 含量，池溏水の pH は，洪水影響大と推定した池溏で高かった．尾瀬ヶ
原上田代のいくつかの池溏底質には洪水の影響が及んでいることが示唆された．

Effects of flooding on bottom sediments of pools  
at the Kamitashiro in the Ozegahara mire

Haruo Fukuhara1, Masao Nagasaka2, Morihiro Takano3, Tomoyoshi Murata4,  
Yukiko Senga5, Eiji Fujiwara6, Seiichi Nohara7

Sediment cores were sampled at 39 pools in the Kamitashiro and 5 pools in the Nakatashiro at the 
Ozegahara mire. Four layers were identified in the sediments by visual observation, Ss; at the outermost layer 
with high Fe contents, Bs; brown sediments with the highest ash content containing sand and silt, Ds; dark 
reddish-brown sediments with an intermediate range of ash and Fe contents, Ps; peat sediments. Cores were 
classified to eight types by the order of layers. Total ash contents of 0-10 cm cores ranged from 11.54 to 154.43 
(mg cm-3), correlating positively with Fe contents and pool water pH. The sediments of FFPools (frequently 
flooded pool) indicated higher contents of total ash, below 63 µm ash and Fe than those of OFPools (occasionally 
flooded pool), showing the effect of floods on pool substrates. The higher pH values of pool water were also 
observed in the FFPool. Some pools at the Kamitashiro in the Ozegahara mire have been influenced by floods.
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1．はじめに

　北半球の第四紀に氷床のあった北ヨーロッパ，北アメ
リカには世界の大半の泥炭地帯が分布している（阪口，
1989）．泥炭地は地球の面積のわずか 3% を占めるに過
ぎないが，世界の土壌炭素の 15-30% を占め，地球の炭
素サイクルに大きな影響を与えている（Limpens et al.，
2008；Dice，2009）．近年の気候変動下で泥炭地を含む
湿地は，人為的な改変，大気からの窒素（N），硫黄（S）
の降下，炭素サイクルの変化，異常気象，自然火災など
の影響を強く受けてきている（Dice，2009；Junk et 
al.，2013；Mitsch and Goselink，2015）．気候変動の重
要なシナリオの一つとして，降水量と降水頻度の増加に
よる洪水の多発が指摘されている（IP CC，2014；気象庁，

2020）．
　本邦における泥炭地も，気候的な条件から稀な自然火
災を除いて，例外なく脅威にさらされていると言える（小
林・富士田，2019）．本研究地域である尾瀬ヶ原は，尾
瀬国立公園特別保護地区に指定されているため，人為的
な改変は極力避けられているが，近年の気候変動下で類
似の変化が起きていることは想像に難くない．
　尾瀬ヶ原は，新潟県，群馬県，福島県にまたがる標高
約 1,400 m の小盆地をなしており，長さ 6 km，幅 2 
km，面積 7.6 km2 のブランケット型に近い本州最大の高
層湿原（高位泥炭地）である（阪口，1982；Sakaguchi，
2005）（図 1）．ほぼ平坦な湿原で南西から北東に傾斜し，
中央部分にそった比高は約 10 m である（国土地理院，
2021）．主な湿原部分は拠水林や河川等により 11 の湿地

図 1：尾瀬ヶ原の位置と調査池溏．（A）；尾瀬ヶ原の位置，（B）；上田代，中田代の位置，（C）；上田代の調査池溏，（D）；
中田代の調査池溏．（C）と（D）の調査池溏の番号は金井（1999）による．（B）及び C は永坂ほか（2021）を改変．（D）
は金井（1999）を改変．
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図1：尾瀬ヶ原の位置と調査池溏．（A）；尾瀬ヶ原の位置，（B）；上田代，中田代の位置，
（C）；上田代の調査池溏，（D）；中田代の調査池溏．（C）と（D）の調査池溏の番号は金井
（1999）を参照．（B）及びCは永坂ほか（2021）を改変．（D）は金井（1999）を改変．
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に区分されており，それぞれ KA（上田代），NA（中田
代）などの略号が与えられ，さらに田代内は KA1，
KA2 など地形的に細分された番号が与えられている（金
井，1999）．
　尾瀬地域の気候解析は西村・吉弘（2008）が 2006 年
までの 30 年間について詳しく行っており，夏期平均気
温の上昇，年降水量の増加，1 時間降水量の年最大値の
増加，最深積雪深の増加などが挙げられている．新潟・
福島豪雨（2011 年 7 月 27 － 30 日）の記録を残した吉
井ほか（2014）は，1977 － 2011 年の 6 － 9 月期におけ
る降水量等を解析し，猫又川や川上川が氾濫し，尾瀬ヶ
原が冠水する頻度は特定の場所では高いと推定してい
る．河川の氾濫により，尾瀬ヶ原の特定部位が冠水し，
池溏の生態系にも大きな影響を与えていることが予想さ
れる．
　尾瀬ヶ原を襲った洪水の詳しい状況については，これ
まで，上記で述べた吉井ほか（2014）と阪口・相馬（1999）
による貴重な報告がある．筆者らの内，福原，野原，藤
原は 2019 年の 5 月の調査時に偶然，融雪を伴う大規模
な洪水に遭遇し，洪水が湿原に与える影響を，直接的に
目視出来た（図 2）．野原ほか（2022）は河川水位の変
化から上田代における洪水の浸水状況をシミュレーショ
ンで求めている． 

　尾瀬ヶ原湿原には形も大きさも様々な約 1,800 の池溏
が分布し，それぞれに継続調査の可能な番号が付されて
いる（金井，1999）．これらの池溏について 2 つの起源
が考えられてきた．Sakaguchi et al.（1982）は（1）河
床の跡の三日月湖を起源とするものと，（2）シュレンケ
の拡大を起源とする説を提唱し，この説は村上ほか

（1999）による柱状試料の珪藻分析により裏づけられて
いる．これらにより，池溏底堆積物（池溏の底に堆積し
ている堆積物の総称とする）には，「池溏堆積物」，「泥
炭堆積物」，「河床堆積物」の 3 種類があることになる．
池溏堆積物には池溏内での生産物（植物プランクトンな
ど）と池溏の側壁等の分解による泥炭由来の植物茎など
を含む．
　尾瀬ヶ原における池溏底堆積物の研究は，西條・阪口

（1954）が中田代 4 池溏の表層堆積物の灼熱減量，C，N，
Mg，Ca 含量を測定したのが最初と思われる．その後
Kurasawa et al.（1982）により，ベントス調査の一環と
して中田代 9 池溏，上田代 4 池溏の表層堆積物の灼熱減
量が測定されている．また，Sakaguchi et al.（1982）は
上田代 1 池溏，中田代 6 池溏の 1 m 未満の柱状試料を
採取し，火山灰層の堆積深度を測定して堆積速度の推定
を試みている．村上ほか（1999）は上田代，中田代のそ
れぞれ 1 池溏で約 30 cm の柱状試料を採取し，珪藻分

図 2：2019 年 5 月の洪水の様子．（A）川上川からの氾濫水が KA1-18 に流入している（21 日 16 時 45 分）．（B）ヨッピ川からの
氾濫水を受ける山ノ鼻田代研究見本園（21 日 9 時 21 分）．（C）上田代 KA1（21 日 16 時 00 分）．（D）上田代 KA3（23 日 9 時
34 分）．

図2：2019年5月の洪水の様子．（A）川上川からの氾濫水がKA1-18に流入している（21日16時45
分）．（B）ヨッピ川からの氾濫水を受ける山ノ鼻田代研究見本園（21日9時21分）．（C）上田代
KA1（21日16時00分）．（D）上田代KA3（23日9時34分）．
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析と粒度分析を行っている．表層堆積物の珪藻分析は，
林ほか（1999）により上田代 8 池溏，中田代 9 池溏でも
行われた．栗田・峰村（2002）は 13 池溏の間隙水の栄
養塩の分析を行っており，継続研究として山ノ鼻田代の
1 池溏において溶出現場実験を行っている（栗田・峰村，
2003）．以上のように池溏底堆積物については，池溏の
起源や火山灰の深度の特定と堆積速度の推定，ベントス
や珪藻の現存量と種組成，間隙水についての研究が行わ
れてきているが，洪水による底質への影響についてはこ
れまで扱われてきていない．
　本稿では上田代池溏群を中心に，池溏底堆積物につい
て灰分量や鉄含量（以下 Fe 含量）を測定することによ
り堆積物の特徴を明らかにし，特に近年多発する洪水の
影響との関係を考察することを目的とする．

2．方法

2．1　調査池溏
　上田代は尾瀬ヶ原の中では西南端に位置し，長さ約 1.3 
km，幅約 550 m, 標高 1,402 － 1,408 m で，西端から東
端まで比高約 6 m である（福原ほか，2021）（図 1）．北
側にヨッピ川が流れ（川上川の合流地点前は猫又川），
西側では川上川が猫又川に流入し，南側の上ノ大堀川が
東側でヨッピ川に流入している．
　中田代は尾瀬ヶ原の中央部に位置し，標高 1,400 m 前
後で沼尻川の扇状地上にある．調査池溏の分布する
NA5 は北側のヨッピ川，西側の下ノ大堀川，東側の沼
尻川に囲まれている（図 1）．
　上田代には大小約 310 の池溏が散在しており（金井，
1999），この中から図 1C に示す 39 池溏において池溏底
堆積物を採取した．上田代池溏と比較するために中田代
の 5 池溏（図 1D）も調査に加えた．調査池溏の諸元を
附表 1 に示す．標高は GSI Maps の基盤地図情報数値標
高モデル（DEM5A）により求めた（国土地理院，2021）．
上田代の池溏の開水面積（水域面積），湖岸線長，池溏
の岸から約 3.5 m の水深は永坂ほか（2021）による．浮

葉植物被度，中田代池溏の湖岸線長，開水面積について
は永坂ほか（2021）により求めた． 
　表 1 に調査池溏の諸元をまとめて示す．上田代池溏の
開水面積は 21（KA1-10）－ 4,842（KA4-05），平均 550（±
883，SD）m2 で，KA4-05 は最も規模が大きかった．池
溏岸付近の深さ（岸から約 3.5 m）は 0.37（KA3-48）－
2.13（KA2-44）m で平均約 1 m であった．肢節量の最
大は KA1-05 の 3.24 であり，平均は 1.75 であった．池
溏の標高は 1,401.9 － 1,408.3 m に分布しており KA1-04
が最も高かった．浮葉植物被度は 0（KA1-01, KA1-21）
－ 86（KA1-08），平均 39（± 31，SD）% で 23 池溏が
50% 以下であった．浮葉植物被度の優占種はスイレン
科 Nymphaeaceae のヒツジクサ（Nymphaea tetragona 
Georgi）で，一部池溏に同科のオゼコウホネ（Nuphar 
pumilum var. ozeensis H. Hara）が混在する場合があっ
た．調査池溏の水生植物の構成については永坂ほか

（2021）に詳しく述べられている．
　中田代の調査池溏は NA5-47 を除くと深かった．標高
の平均は 1,402.0 m で各池溏はほぼ同じであった．

2．2　池溏底堆積物の採集方法と処理
　自作の押し込み式コア採泥器（採泥部分；直径 4.75 
cm，長さ；50 cm）を用いて，2017 年 8 月，10 月，2018
年 5 月に，岸から約 1 m の範囲内で池溏底堆積物の柱状
試料（堆積物コアとする）の採取を行った（附表 2）．
池溏中央部での採取にはゴムボート等の装備が必要なた
め，湿原保護を行い，また，洪水による土砂流入等の影
響を解析するには池溏岸での採集物においても可能と考
え，岸辺からの採取を行った．採取した堆積物コアにつ
いて目視により土層を記載した．土層は浮遊堆積物（Ss: 
Suspended sediments），黒色から茶褐色を帯びた泥状
の堆積物（Ds：Dark sediments），茶褐色を呈した砂泥
混じりの堆積物（Bs：brown sediments），未分解の泥
炭（Ps：Peat　sediments）に分け，それらの層厚を測
定した．それぞれの土層の目視による境界の判定は現地
では必ずしも明確ではなかった．そのため堆積物コアの

表 1：上田代及び中田代の調査池溏の諸元と水質，浮葉植物被度．－；未測定．
標高 水深 周囲長 開水面 肢節量 水温 pH EC DO Chl.a 浮葉植物

被度（%）（m） （m） （m） （m2） （℃） （mS m-1）（mg O2 L-1） （%） （µg L-1）

上田代
39 池溏

平均 1405.0 0.97 133 550 1.75 22.7 6.22 1.12 6.53 89.5 2.9 39
標準偏差 2.1 0.38 132 883 0.52 1.1 0.31 0.70 0.64 9.0 1.9 31
最小値 1401.9 0.37 21 21 1.06 20.3 5.10 0.44 4.40 58.9 0.8 0
最大値 1403.3 2.13 676 4842 3.24 24.3 6.95 4.48 7.94 110.4 7.9 86

中田代
5 池溏

平均 1402.0 1.65 130 745 1.36 18.6 5.8 - - - - 16
標準偏差 0.3 0.47 60 404 0.25 0.6 0.3 - - - - 15
最小値 1401.8 0.93 50 148 1.06 17.6 5.4 - - - - 2
最大値 1402.5 2.13 219 1268 1.74 19.5 6.2 - - - - 44
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写真撮影を行い，現地での観察の不備を補った．観察後，
表層の 10 cm を持ち帰った．保全のため，各池溏での
採集は原則 1 コアとし，10 cm に満たない場合も再採取
しなかった．10 cm に満たないサンプルの測定値は参考
値として扱った．
　持ち帰った試料について各種底質を測定した．試料を
良く混合した後，30 ml の先端切断注射器を用いて体積
10 ml を採取し，湿重量，乾燥重量（105 ℃，24 時間以上）
の測定後， 灼熱減量（600 ℃，1 時間）を求めた．これ
を全灼熱減量とした．同試料 10 ml を 63 µm メッシュ
でふるい，残渣を灼熱（600℃，1 時間）して 63 µm 以
上の堆積物についての灼熱減量（63 µm 以上灼熱減量）
を求めた．63 µm 未満の堆積物の灼熱減量（63 µm 未
満灼熱減量）は全灼熱減量と 63 µm 以上の灼熱減量か
ら計算で求めた．乾燥重量と灼熱減量の差を灰分量とし，
全灰分量，63 µm 以上灰分量，63 µm 未満灰分量とした．
　灼熱減量測定に用いた灼熱処理後の試料の約 0.1 g に
ついて，還元剤としてハイドロサルファイトナトリウム
を 0.5 g，0.748 mol L-1 クエン酸三ナトリウム溶液を 25 
ml 加え，暗所で 16 時間振とう抽出後，遠心分離とろ過

（DISMIC-25CS045AN，Advantec）で抽出液を得（伊藤，
1997），400 倍に希釈し ICP 発光分析器（ICPE-9820，島
津製作所）で Fe 含量を測定した．測定時の検出限界値
は 0.002 mg L-1，定量限界値は 0.020 mg L-1 であった．
本法では灼熱処理後の試料を還元溶解して抽出している
ため，谷ほか（2001）が示している水溶性鉄，鉄 - 腐植
複合体，非晶質水和酸化鉄，結晶性鉄酸化物の合量を示
していると考えられる．
　これらとは別にそれぞれの土層の特徴を明らかにする
ため，2020 年 8 月 25 日に KA1-05，KA1-08，KA1-29，
KA1-30 の 4 池溏において，同じ採泥器を用いて堆積物
コアを採集して観察後，土層別に堆積物を持ち帰り，底
質の測定を行った．
　本稿では表層約 30 cm 以内の堆積物コアを採取して
土層観察を行い，表層の 10 cm について分析を行った
ため，池溏堆積物と泥炭堆積物が対象になったと推定さ
れるが，池溏堆積物中には岸からの泥炭分解物を多く含
み，また泥炭堆積物の直上には分解途上の泥炭が堆積し
ているため，池溏堆積物と泥炭堆積物の正確な境界は不
明瞭の場合もあった．従って，本稿ではこれらを区別し
ない場合には「堆積物」として扱った．

2．3　池溏の水質
　2017 年 8 月 27 － 28 日に上田代の調査池溏の表層水
について水温・DO（溶存酸素濃度）（HQ30d，Hach），

pH・EC（電気伝導度）（D-54，HORIBA）を測定した．
クロロフイル a（Chl. a）濃度は千賀ほか（2021）によ
り分析した．
　中田代の池溏の表層水質は 2018 年 5 月 22 日に調査し
た．水温と pH の測定には HANNA（HI9811-5）を用い
た．

2．4　洪水影響の大小による池溏の分類
　個々の池溏がどの程度洪水の影響を受けているかの判
定は極めて困難である．
　浸水する池溏の範囲が，雨量による洪水の規模，河川
決壊の位置，池溏の位置関係，標高等により異なるため
である．福原ほか（2021）は一定雨量による洪水の規模
により，上田代池溏を洪水影響の大小に分け，岸辺水生
無脊椎動物個体群が洪水の影響を受けている可能性を示
した．本稿においてもこの手法を踏襲し，池溏群を二群
に分けて解析することを試みた．福原ほか（2021）は現
地で遭遇した 2019 年 5 月 20 － 21 日の洪水による池溏
水の濁り状況の目視観察，翌 22 日に撮影されたドロー
ン映像による濁りの確認，魚類の捕獲調査から，本調査
池 溏を含 む 12 池 溏を洪 水 影 響 小 池 溏（occasionally 
flooded Pool：OFPool ），洪水影響大池溏（frequently 
flooded Pool：FFPool）に分けた．同様の手法を用いて，
残りの 27 池溏についても野原ほか（2022）により二群
に分けた（附表 2）．ここで洪水影響の大小は浸水を受け
る頻度の多寡を意味し，OFPool の場合は設定雨量以下
では浸水する可能性が低いと推定されることから洪水の
頻度が少ないと判断し，影響小とした．設定雨量は福原
ほか（2021）により，2019 年 5 月 20 － 21 日にかけて
発生した洪水時の累加雨量（連続雨量，累積雨量とも呼
ばれ，ここでは国土交通省（2021a）で用いられている
無降雨6時間をリセット値とした）84 mmを採用した（国
土交通省鳩待峠観測所，国土交通省，2021b）．ただし，
洪水当日には，全面ではないが残雪が見られており，融
雪の効果も加わり，84 mm 以上の降雨に匹敵した可能
性がある．福原ほか（2021）によると，積雪期を除く 5
－ 11 月の累加雨量 84 mm 以上の降雨は 2004 － 2018
年の過去 15 年間で，14 回起こっており，年約 1 回程度
の頻度で起こっていた．従って OFPool とした池溏のい
くつかは，年一度程度の確率で氾濫水の影響を受ける可
能性がある．
　中田代の調査池溏は，標高 1,401.8 － 1,402.5 m で（附
表 1，表 1），周囲の河川から約 1 － 2 m 以上高い（国
土地理院，2021）．また上記洪水時のドローン映像から
も周囲を含めて濁水の池溏は確認できなかった．阪口・
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相馬（1999）による，氾濫水運搬微粒子の調査において
もこれらの粒子の堆積は確認されていないことから，尾
瀬ヶ原においても洪水の影響は極めて小さい場所に分布
していると推定された．
　 以 上 に 基 づ き， 中 田 代 も 含 め OFPool 19 池 溏，
FFPool 25 池溏に分け洪水影響を検討した．

2．5　データ解析
　データの解析には R を用いた（R Core Team，2016）． 
Shapiro.test， Bartlett. test，T-test，U-test，Brunner-
Munzel test，Pearson の積率相関を用いた． p<0.05 を有
意と判定し，0.05<=p<0.1 を有意傾向とした．

3．結果

3．1　池溏の水質
　池溏の水質を附表 1 及び表 1 に示す．上田代池溏群で
は，pH は 5.10 － 6.95 を示し，平均 6.22（± 0.31，SD）
であった．EC は極めて低く，0.44 － 4.48（mS m-1）の範
囲であった．Chl. a 濃度も平均 2.9（± 1.9，SD）（µg L-1）
と極めて低く，溶存酸素濃度は 3 池溏を除いて不飽和で

あった．また，千賀ほか（2022）によると DOC 濃度は
平均 6.6（± 2.7，SD）（mg C L-1）と高い値を示した．
溶存酸素濃度は Chl. a 濃度（r = 0.332，p = 0.039）と
有意な相関を示し，浮葉植物被度とは有意傾向（r = 
-0.312，p = 0.053）を示した（附表 3）．
　測定年度は異なるが，中田代の池溏の㏗は 5.4 － 6.2
を示し，上田代に比較して低かった（附表 1，表 1）． 

3．2　堆積物コアのタイプ
　目視により 4 層に分けた池溏底堆積物の土層の状態を
図 3B に，底質の分析値を附表 2，附表 4 に示す． Ss

（Suspended sediments）はフロック状の浮遊物をなし
て，堆積物の最表層にあり，すべてのコアの 1 － 3 cm
を占めていた．泥炭分解物の植物茎を含み，含水率が最
も高い 95.89（± 2.01，SD）% 特徴を示した．Fe 含量
も高く，特に重量割合では最も高かった（0.853%）（図
4A）．
　Ds（Dark sediments）は，目視では黒色から茶褐色
を帯びた泥状の堆積物で，泥炭分解物多く含み，全灰分
量は Ss と同程度であった．重量当たり Fe 含量も Ss に
次いで高かった（図 4A，附表 4）．6 cm 程度の層が多
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i)h)g) 16-18
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図 3：代表的な堆積物コアタイプ（A）と各層の状態（B）及び未分解
の泥炭堆積物（Ps）の例（C）．
（A）：a）；KA2-77（SP），b）；KA3-39（SBP），c）；KA4-34（SBD），d）；
KA2-55（SD），e）；KA1-30（SDP），f）；KA2-75（SDP），g）；KA1-21（SDPBP）， 
h）；KA4-37（SDP），i） KA2-53（SDBP）．
（B）：a）；KA1-29，b）；KA1-05，（C）：KA1-25, 中 央 20-25 cm，数 mm
の軽石が混在している .（A）のコア横にタイプの模式図（附図 1）を示す．（B）
の数値は深さ（cm）．
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いが様々であった．Ss の下部に出現する池溏が最も多
かった（全池溏の約 75%）． 
　Bs（Brown sediments）は視覚的に顕著な層であった

（図 3A）．目視では茶褐色を呈した砂泥混じりの泥炭分
解物を含む堆積物で，最も全灰分量が高かった（図
4B）．63 µm 以上及び 63 µm 未満灰分を 35% 以上占め
ていた（附表 2）．また，体積当たりの Fe 含量は最も高
かった（図 4A）．Ss の下部に Bs が出現した池溏は 2 池
溏あったが，多くは Ds の下部に出現した．出現した深
さも堆積物表面から 2 － 12 cm と異なり，その厚さは 2.5
－ 8 cm であった． 
　Ps（Peat　sediments）は明らかに未分解の泥炭で（図
3B，C），強熱減量が最も高く（88.99%），全灰分量が最
も低かった（11.01%, 10.85 mg cm-3）．Fe 含量は最も低
かった．採集コアが短い場合には Ps は出現していない
が，最下層に位置していた．出現する深さも多様で，堆
積物表面から 2 － 16 cm であった．Ss 下部が Ps である
池溏も 9 池溏みられたがその内 4 池溏は中田代に分布す
る池溏であった．
　まとめると最表層の Ss は浮遊物状で Fe 含量が比較

的高く，Bs は最も灰分量，Fe 含量が高く，Ds はこれ
らの中間的な灰分量，Fe 含量を示した．Ps は有機物を
多く含み，灰分量，Fe 含量共にもっとも低かった．
　堆積物コアの観察から，上記 4 土層の組み合わせによ
り，8 タイプに分けることができた（附図 1）．代表的な
堆積物コアを図 3A に示す．附表 2 には個々の池溏につ
いてのタイプが示されている．タイプは以下のようにま
とめられた．
　（タイプの S，P，B，D は 4 層の頭文字を示し，堆積
物表面からの順序を示している．）

（1）SP： （図 3Aa，KA2-77，NA5-41 など）Ss の下部
に Ps，上田代の 5 池溏 と中田代の 4 池溏．

（2）SBP： （図 3Ab，KA3-39）Bs の下部に Ps．Bs の
厚さは約 2.5 cm，1 池溏．

（3）SBD： （図 3Ac，KA4-34）Bs の下部に Ds．Bs の
厚さは約 2.5 cm，1 池溏．

（4）SD ： （図 3 Ad，KA1-06，KA2-55 など）Ds の下
部は不明，4 池溏．

（5）SDP： （図 3Ae，図 3Af ，KA1-05， KA1-30 ，KA2-
75 など）Ds の下部には Ps．最も多いタイ
プで 上田代の 15 池溏 と中田代の 1 池溏，
上田代池溏の約 40％を占める．

（6）SDPBP： （図 3 Ag，KA1-21）Ps 中に Bs が挟在す
る．1 池溏． 

（7）SDB： （図 3 Ah，KA4-37，KA1-08 など）Ds の下
部に Bs，7 池溏．

（8）SDBP： （図 3 Ai，KA1-10 KA2-53 など）Ds，Bs
の下部に Ps，5 池溏 

　中田代も含めた 44 池溏でタイプ SDP（以下タイプを
略す）が最も多く（36%），次いで SP（20%），SDB であっ
た．Ss の下部に Ds が堆積している池溏が約 75% であっ
た．
　採集出来た堆積物 コアは最長でも約 30 cm 程度であ
る．従って，SD，SDB の場合，その下部の層は不明で

図 4：タイプ分けに用いた 4 層（Ss，Ds，Bs，Ps）の Fe
含量（A）と灰分量（B）．

63μ以上灰分

63μ未満灰分

全
灰

分
量

（
m

g
cm

-3
）

体積当たり

重量当たり

Fe
（

%
，

m
g

cm
-3
） (A)

(B)

図4： タイプ分けに用いた4層（SS，DS，
BS，PS）のFe含量（A）と灰分量（B）．
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表 2：尾瀬ヶ原上田代及び中田代池溏の底質．表層 0-10 cm の分析値．

含水率 容積比重 強熱減量 全灰分量 Fe含量 63µm以上灰分量 63µm未満灰分量 63µm未満
灰分量の割合

（%） （wet g cm-3）（w/w %）（w/w %）（mg cm-3）（w/w %）（ mg cm-3）（w/w %）（mg cm-3）（w/w %）（mg cm-3） （%）

上田代
37 池溏

平均 89.67 1.049 52.78 47.22 56.04 0.580 0.482 9.16 10.51 38.06 45.53 79.78
標準偏差 3.37 0.042 15.78 15.78 34.57 0.550 0.335 8.52 12.02 16.27 31.74 17.49
最小 80.79 0.927 26.08 18.45 11.54 0.064 0.085 0.80 0.89 8.64 6.16 27.67
最大 94.81 1.144 81.55 73.92 154.43 2.085 1.149 37.11 61.65 72.85 136.98 98.92

中田代
4 池溏

平均 91.52 1.062 73.16 26.84 25.22 0.176 0.159 9.72 8.87 17.12 16.35 63.67
標準偏差 2.53 0.046 10.41 10.41 16.68 0.053 0.076 5.08 6.14 7.50 11.19 13.04
最小 88.46 0.989 58.05 12.57 12.68 0.119 0.089 4.45 3.34 7.74 6.95 45.87
最大 94.89 1.112 87.43 41.95 53.82 0.233 0.288 14.85 19.05 27.10 34.77 82.60
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あるため，より長いコアによって タイプは変更される
場合や新たなタイプとなる場合も想定される．

3．3　堆積物の灰分量，Fe 含量
　附表 2 に池溏底質を示す．KA2-55，KA3-46，NA5-47
のコアは 10 cm 未満のため参考値として示してある．
本稿で分析した 0 － 10 cm のコアには泥炭未分解層（Ps）
を含む池溏もあり，すべてが池溏堆積物とは言えない．
表 2 に上田代 37 池溏，中田代 4 池溏の底質をまとめて
示す．灰分量と Fe 含量は重量当たりの値に比して体積
当たりの値の幅が広く，以下，体積当たりの値を基本に
述べる．含水率は 89.67（± 3.37，SD）% で中田代池溏
とほぼ同じであった． Fe 含量は有意に上田代池溏で高
かった（Burnner-Munzel test，p<0.001））．全灰分量は
上田代池溏で 11.54（KA4-03）－ 154.43（KA4-05）（mg 
cm-3）と範囲が広く，池溏間で約 13.5 倍の違いがあった．
全灰分量の平均は上田代 56.04 mg cm-3，中田代 25.22 
mg cm-3 であり，有意に上田代池溏で高かった（U-test，
p = 0.043）．63 µm 以上灰分量には上田代池溏と中田代
池溏で差はなかったが（U-test，p = 0.949），63 µm 未
満灰分量では上田代池溏で有意に高かった（U-test，p  
= 0.038）．全試料に占める 63 µm 未満の割合は上田代池
溏で 79.78（± 17.49，SD）% で，中田代池溏の 63.67（±
13.04，SD）% より高い傾向（有意傾向）があった（U-test，
p = 0.054）．従って，上田代池溏の底質は灰分量が高く，
特に 63 µm 未満灰分量が高く，また Fe 含量も高い特徴
を有した．
　Fe 含量は全灰分量と正の相関を示した（図 5）．また，
63 µm 未満灰分量とも正の相関を示した（r = 0.810．
p<0.001，n = 41）．

3．4 堆積物コアのタイプと灰分量，Fe 含量，洪水影響
　堆積物コアのタイプが 0 － 10 cm 層で測定した全灰
分量，63 µm 未満灰分量．Fe 含量と関係を示すかどう

かの検討を行った（1 池溏のみを示した SBP，SBD，
DPBP を除いた）（図 6）．SDB，SDBP は全灰分量，63 
µm 未満灰分量，Fe 含量共に他のタイプよりも明らか
に高い値を示した．
　附表 2 に示した洪水影響小（OFPool）と洪水影響大

（FFPool）別に堆積物コアタイプの割合を示す（図 7）．
OFPool では SDP と SP の割合が高く，合わせて約 65%
を占めた．SDB と SDBP を合わせた割合は OFPool の
約 15% に対し FFPool ではその割合は約 40% と高かっ
た．Bs 層を含むタイプは FFPool に多いと言える．

3．5　堆積物の灰分量，Fe 含量 と水質の関係　
　堆積物の灰分量，Fe 含量と水質の相関を求めた（附
表 3B）．相関が有意または有意傾向を示したのは，全灰
分量では pH（r = 0.306，p = 0.065），63 µm 未満灰分
量では pH（r = 0.334, p = 0.043）及び EC（r = -0.313，
p = 0.060）であった．
　また，Fe 含量は pH（r = 0.365，p = 0.026）及び浮
葉植物被度（r = 0.337，p = 0.041）と有意な相関を示
した．
　全灰分量と pH の関係，Fe 含量と pH の関係を図 8
に示す．全灰分量，Fe 含量の増加に伴う pH の上昇が
明らかに認められた．全灰分量，Fe 含量の高い池溏水
の pH は高い傾向にあると言える．

3．6　水質及び底質への洪水影響
　附表 2 に示した洪水影響小（OFPool）と洪水影響大

（FFPool）の池溏について水質及び灰分量，Fe 含量に
差異が認められるかを検討した．
　水質への影響は水質を同時期に測定した上田代につい
て検討した（図 9）．DO は有意な差を示し（T.test，p 
= 0.036），pH は有意傾向を示した（U-test，p = 0.063）．
FFPool で DO，pH が高くなっていた．
　全灰分量と洪水影響別及び中田代の池溏の分布を図

図5：全灰分量と Fe 含量の関係．
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図 6：堆積物コアタイプの全灰分量，63 µm 未満灰分量と Fe
含量．
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図6：堆積物コアタイプの全灰分量，63μm未満
灰分量とFe含量．
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10 に示す．全灰分量 100（mg cm-3）以上ではすべての 
池溏が FFPool であったが，それ以下では OFPool と
FFPool が混在していた．特に，全灰分量 20（mg cm-3）
以下では FFPool に属する KA4-03，KA1-29，KA2-75
は中田代の 3 池溏（NA5-41，NA5-42，NA-49）と同程
度であった（附表 2）．すなわち FFPool の中には表層に
多量の灰分が堆積していない池溏も含まれることにな
る．

　図 11 に上田代における OFPool と FFPool の灰分量
及 び Fe 含 量 の 比 較 を 示 す． FFPool の 全 灰 分 量 は
OFPool の灰分量よりも高い有意傾向を示した（図
11A，T test，p = 0.069）．63 µm 未満灰分量も FFPool
で OFPool よりも高い有意傾向を示した（T.test,　p = 
0.062）．63 µm 以上灰分量には OFPool と FFPool で差
がなかった．洪水影響の大きい池溏には灰分が多く，特
にシルト以下の成分が多いと言える．

図7：OFPool（洪水影響小池溏，n = 19）（A）と FFPool（洪
水影響大池溏 , n = 25）（B）に占める堆積物コアタイプの割合．
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図７：OFPool（洪水影響小池溏）（A）とFFPool（洪水影
響大池溏）（B）に占める堆積物コアタイプの割合．
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図 9：箱ヒゲ図で示した OFPool（洪水影響小池溏）と FFPool（洪水影響大池溏）の水質の比較（上
田代 39 池溏）．（A）；水温，（B）；pH，（C）；EC（電気伝導度），（D）；DO（溶存酸素濃度），（E）；
Chl. a（クロロフィル a 濃度），（F）；浮葉植物被度．
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　Fe 含量も灰分量と同様に FFPool で有意に高かった
（図 11B ，Brunner-Munzel test，p <0.001）．

4．考察

4．1　池溏底堆積物のタイプ
　尾瀬ヶ原の池溏の堆積物の採取は 1978 年に最初に行
われ（阪口，1989），その結果が報告されている（Sakaguchi 
et al.，1982）．火山灰層の位置からの堆積速度の算定が
主な目的であり，層別の扱いはされていない．村上ほか

（1999）においても池溏堆積物の扱いは一層であった．
本報告では最大約 30 cm の池溏底堆積物であるが，層
別に扱うことによって，表層堆積物の特徴を明らかに出
来た．
　表層部分を視覚的に 4 層に分けることによって，池溏
によっていくつかの堆積のパターンがあることが明らか
となった（附図 1，附表 2，図 3）．表層部分には共通し
て約 3 cm 程度の Ss があり，流動的な浮遊堆積物で，
含水率が高く，灰分量は高くはないが，重量割合では極
めて Fe 含量の高い層であった（表 2）．Fe 含量の高い
理由として，堆積物の嫌気的な下層から溶出してきた

Fe2+ が好気的な底層水（林ほか，1999）により酸化さ
れ酸化鉄の状態で沈殿蓄積していることが考えられる．
本報においては酸化還元電位の測定は行わなかったが，
池溏底の有機物含量は泥炭分解物を含むため高く（附表
2），より還元環境となり Fe2+ の溶出も促進されている
可能性が高い．また，池溏水が流動的であれば，溶出し
てきた Fe2+ が流出することも考えられるが，調査池溏
の水位は洪水時を除いて安定した水位を維持したこと

（野原ほか，2022）から，池溏水の流動性は大きくない
ものと推定される．しかし洪水時に地下水が流入すると
推定される池溏もあり（KA1-08 など）池溏水の流動に
関しては，今後池溏ごとの検証も必要である．
　Ps は最下層の層としてほとんどの池溏から得られた．
Ps は強熱減量が極めて高く，灰分に乏しく，Fe 含量も
最も低い未分解の泥炭からなる層である．上田代の池溏
は Sakaguchi et al.（1982）によるとシュレンケを起源
とすると推定さることから，Ps の出現しなかった池溏

（タイプ SBD，SD，SDB）においてもさらに下部に Ps
が分布していると推定され，Ps は上田代池溏の基盤と
なっている．
　これらの 2 層の間に Ds と Bs が分布する．Ss の下層
には Ds が分布する池溏が約 75% で多かった．Ds の特
徴は強熱減量，灰分量，Fe 含量において Ss に近い値を
示すことから，池溏壁の泥炭分解物を含んだ池溏堆積物
を主成分とする池溏外からの影響の少ない層と推定でき
る．
　最も視覚的に顕著な層は茶褐色を呈した砂泥混じりの
Bs であった（図 3A，B）．Bs は最も灰分が多く，Fe 含
量の高い層である（図 4A）．63 µm 以上及び 63 µm 未
満の灰分を 35% 以上占めることから砂とシルト以下の
成分を多く含んだ層と解釈できる．阪口・相馬（1999）
は湿原内に風成塵以外の粒子を見出し，氾濫水運搬微粒

図10：全灰分量と池溏数の分布．
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図11： 箱ヒゲ図で示したOFPool（洪水影響小池溏）とFFPool（洪水影響大池溏）の
灰分量（A）とFe含量（B）の比較（上田代37池塘）．B. M-testはBrunner-Munzel test
を示す．

OFPoolFFPool

p = 0.069
(T-test)

p = 0.671
(U-test)

p = 0.062
(B. M. -test)

灰
分

量
(m

g
cm

-3
)

Fe
(m

g
cm

-3
)

(A) (B)

p <0.001
(B. M. -test)

全灰分量 63μm以上

灰分量

63μm未満

灰分量
Fe 濃度

図11：箱ヒゲ図で示した OFPool（洪水影響小池溏）と FFPool（洪水影響大池溏）の灰分量（A）と Fe 含
量（B）の比較（上田代 37 池溏）．B. M-test は Brunner-Munzel test を示す．
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子としている．池溏の周囲に山崩れなどによる土砂の供
給源が見当たらず，ほぼ平坦な湿原地帯であることから

（図 1C），Bs の主要な成分は洪水によって運搬されてき
た土砂である可能性は非常に高いと推定される．洪水影
響が小さいと推定される中田代の池溏では Bs が出現し
ていない（附表 2）．この点も Bs が河川からの運搬物を
主成分としていることの証拠となる．
　上田代及び中田代池溏の堆積物には 8 タイプが認めら
れた．採取できたコアの長さが異なるため，本調査のみ
ではタイプの確定は困難であり，言及も限定的ではある
が，1）Bs 層を含む SDB，SDBP の灰分量，Fe 含量は
高い，2）FFOPool には SDB，SDBP の比率が高いこと
が明らかとなった（図 6，図 7）．これら両タイプが洪水
の影響を大きく受けていると言える．一方，洪水影響大
と推定された池溏に SDP や SP が合わせて約 50% 占め
た．洪水影響大，小の池溏においてタイプが大きく分か
れることはなく，両池溏群に各タイプは属していた（図
7）．即ち明確な Bs 層は目視されないが，灰分量の多い
Ss や Ds が堆積していると考えられる．
　また，各層の厚さや出現する位置は池溏によって大き
く異なっていた．例えば，Bs 層の出現する深さは 2 －
12 cm で池溏によりさまざまであった（附表 2）．尾瀬ヶ
原における池溏堆積物の堆積速度は，中田代 5 池溏の
0.01 － 0.39 mm 年 -1， 上 田 代 KA1-04 で 0.09 mm 年 -1　

（Sakaguchi et al.，1982）， 中 田 代 NA5-43 で 0.22-0.58 
mm 年 -1　（Kurasawa et al.，1982）が報告されている．
仮に最大堆積速度を採用すると最も浅い 2 cm（KA4-03）
で約 35 年前の出来事となる．KA4-03 近くの池溏で同
じ Bs の堆積深度を示す池溏は見当たらない（附表 2）．
同時期に洪水が発生しても，池溏により堆積過程が異な
ることを示すものと思われる．タイプ SDPBP（KA1-21）
の場合は，泥炭層の中に Bs が挟在している（附表 2）．
池溏が干上がり，砂などの土砂が堆積した後に再度泥炭
層が堆積したことを示す例である可能性がある．また灰
分量は極めて低く中田代池溏と同じレベルであるが（図
10），洪水影響大に属する池溏（例えば KA1-29，KA2-
75，KA4-03）もある．これらの池溏は周囲の池溏に比
較して標高が特に高く，または河川からの距離が離れて
いるわけではない．このような例では，急激な氾濫水の
流入によって，堆積物が流出する場合があるかも知れな
い．得られたタイプの多様性，OFPool，FFOPool にお
けるタイプの重複，各層の深さや層厚の違い，洪水影響
を受けながら灰分量の低い池溏例から，個々の池溏おけ
る堆積過程の複雑性が推定される．個々の池溏における
堆積過程の検討は将来の課題となる．

　タイプが多様な理由として堆積物コアの採取が岸で
あったことも一因であるかもしれない．福原ほか（2022）
は，尾瀬ヶ原の池溏が拡大する過程で，岸の泥炭部分の
脱離や壁が抉られる現象を指摘しているが，池溏中央部
とは異なる堆積過程を考える必要があるかも知れない．
今後中央部で採取したコアとの比較が必要となる．

4．2　池溏底堆積物への洪水影響
　本研究で明らかとなった表層堆積物（0 － 10 cm）の
全灰分量は，上田代で 14.45 － 73.92%，中田代で 12.57
－ 41.95% であった．池溏の岸の堆積物を測定した例は
少なく，Kurasawa et al.（1982）の表 5 から中田代 1 池
溏 34.5%，上田代 1 池溏 35.1% が算定されるが，いずれ
も今回の測定の範囲内であった．しかし，前項で述べた
ように，各層の灰分量は著しく異なるため，どの深さま
で堆積物を採取し分析するかによって値は大きく異なる
と推定され，比較には十分な注意を要する．
　泥炭堆積物や池溏堆積物の灰分の成分として，泥炭を
構成する植物体の灰分，風成塵，洪水などの外圧要因に
よって流入した無機物が挙げられる．池溏堆積物や湿原
の泥炭堆積物中には複数の火山灰層が挟在している（e.g.　
阪口，1954；阪口・相馬，1999）．これらは風成塵とし
て湿地全体に降下したものであり，池溏堆積物の成分と
しても認められる．黄砂も風成塵として降下し，灰分の
一つの成分に含めることができる．風成塵と植物体灰分
は基礎的灰分成分と考えられる．この基礎的灰分成分の
量的な検討は本稿では行っていないが，洪水影響が極め
て小さいと推定される中田代池溏底質との比較はこの基
礎的灰分成分との比較としてとらえることができる．
　上田代池溏の全灰分量，63 µm 未満灰分量，全試料
に占める 63 µm 未満灰分量の割合，Fe 含量は有意に上
田代で高かった（3.3）．先に述べたように上田代池溏の
周囲は平坦で，崩壊などにより土砂が流入する環境は近
傍には見当たらない．従って，今回調査した上田代池溏
の多くは外圧要因として洪水の影響を受けていると言え
る．この点は，上田代池溏をある一定程度の累加雨量で
分けた FFPool と OFPool の底質を比較することにより

（図 11）さらに明らかとなった．上田代の特定の池溏に
は鉄分を含んだ，灰分の高い河川運搬物が，洪水により
流入していると推定できる．
　野原ほか（2022）は 2019 年 5 月に発生した洪水直後
の池溏水懸濁物の粒度分析を行い，濁った池溏水中には
約 1 µm をピークとする粒子が多いとし，洪水影響によ
るとした．これらの粒子は底泥に沈殿蓄積していると思
われる．本報では堆積物を 63 µm 未満で分けたが，2 
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µm 以下の粘土画分を求めると，水酸化鉄がコロイド状
の粘土と固結するため（森田，1969），鉄含量との関係
が明確になり，より洪水の影響が明確となった可能性が
ある．泥炭湿地における粘土と鉄の存在状態は将来の課
題である．

4．3　水質への洪水影響
　池溏の水質を洪水影響大と小の池溏で比較したとこ
ろ，pH は FFPool が OFPool よりも高い有意傾向を示
した（図 9B）．福原ほか（2022）は 2018 年 7 月 17 －
18 日 に 上 田 代 23 池 溏 で pH を 測 定 し， FFPool と
OFPool で比較した結果，有意に FFPool が高い値を示
し た こ と を 報 告 し て い る（FFPool；pH = 5.76，
OFPool；pH = 5.34，T-test,　p = 0.002）．年度が異なっ
ても同じ傾向が示されたことになる．
　pH が高くなる原因として 4 点が考えられる．1）光
合成による上昇：栗田・峰村（2011）が指摘したように
氾濫水の流入が池溏の植物プランクトンの増殖を促し，
光合成により pH が上昇する可能性がある．しかし，測
定時点においては FFPool の Chl. a 濃度がより高い傾向
は示していない（図 9E）．DO については FFPool でわ
ずかな差であるが，有意に高かったが，植物プランクト
ンの増殖は季節変化を示すため，この時点の測定値のみ
では否定できないが，少なくても測定時点では pH 上昇
の大きな要因とはなっていないと考えられる．
　2）DOC 濃度の低下：池溏水の pH は DOC 濃度と負
の相関を示すことが千賀ほか（2021）により尾瀬ヶ原の
表層池溏水によって認められている．池溏の DOC の主
要な成分である水系腐植物質（AHS）（千賀ほか，2021）
は酸性感応基を有しているため（e.g. McKnighl el al，
1985），DOC 濃度の低い池溏水は pH が高いと予想され
る．しかし，FFPool は OFPool よりも DOC 濃度が低い
傾向を示さず（千賀ほか，2022），この説は否定的である．
3）河川水の流入：栗田・峰村（2016）によると川上川・
猫又川・ヨッピ川の平水時の㏗は 6.7 － 6.8 である．池
溏水よりも pH の高い河川水が洪水によって池溏へ流入
することにより，池溏水が全体的にあるいは部分的に置
き換わり，pH が上昇した可能性がある．図 2 に見られ
るようにこの可能性は十分に予想可能である．水質の測
定された 2017 年 8 月 27 日より 3 か月以内で累積降水量
の多い日を求めると，7 月 1 － 2 日に 89 mm，7 月 12
－ 13 日 に 76  mm の 降 水 量 が あ り（ 国 土 交 通 省，
2021b），本稿で基準とした 83 mm を越えるか又は近い
降水があった．この時に氾濫水が FFPool に流入した可
能性は考えられる．4）腐植酸と Fe との錯塩形成： 泥

炭中や腐植物質濃度の高い水中では一般に Fe は腐植酸
と錯塩を形成し（e.g. Garcia-Mina, 2006；Sharp et al., 
2006），その結果として pH が上昇する例が知られてい
る（谷ほか，1998）．灰分量の高い池溏では含まれる Fe
含量が高いため（図 8），この反応が生起し， pH が上昇
した可能性が推定される．また，同じメカニズムにより
3）で洪水時に流入した Fe を含む土砂が浮遊・沈殿す
る間に錯塩を形成して，pH の上昇をもたらした可能性
もある．現段階では，FFPool の pH 上昇が 3）による
のか 4）によるのか断定できる根拠を有していないが，
いずれの場合も洪水の影響によって pH の上昇が起こっ
ている可能性が推定される．年度の異なる 2017 年と
2018 年に同様な傾向を示したことは興味深い．今後，
FFPool と OFPool の pH の連続観測や現地で洪水に遭
遇した場合のセストン中の金属元素量の測定，pH を中
心とした各種水質の観測，池溏水の滞留時間の推定が必
要である．

5．おわりに

　池溏岸の堆積物コアの分析により，近年，上田代池溏
底堆積物中に灰分量が高く，Fe 含量の高い洪水の影響
と推定される層が示された．また，表層 10 cm の底質
分析によっても灰分量が高く，Fe 含量の高い堆積物が
池溏底表層に堆積し，洪水の影響が推定された．本稿で
は岸近くの堆積物コアによる検討であり，また肉眼によ
る視覚的な判定を用いたこともあり，解析の厳密さに欠
ける部分が残る．池溏中央部におけるコアの採取や各種
の元素分析による精密化が将来必要である．
　洪水による水質への影響としては pH の上昇が最も顕
著と推定された．pH の上昇するメカニズムの解明とと
もに池溏水の pH の上昇が池溏の生態系にどのような影
響を与えるかが，今後の課題となる．
　入山の困難性や特別保護地域での調査のため，本稿で
扱った洪水影響などをタイミングよく現地調査で行うこ
とに限界があった．この点では実証性に欠ける面がある．
今後の調査が待たれる．
　本稿では上田代を中心に洪水の影響を検討した．尾
瀬ヶ原における洪水の及ぶ範囲は定かではないが，野原
ほか（2022）が行ったように周囲の河川の水位変化から
氾濫原を予測するのは有効な手段となる．今後，洪水の
規模による浸水の範囲の特定など，水系別に分けた水理
面からの検討が必要であろう．また，過去の雨量や積雪
量などの詳細な気候学的検討も必要である．
　本稿では，洪水の池溏への影響に限定して述べたが，
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阪口・相馬（1999）が先験的に述べたように，洪水は湿
原全体にも土砂の流入や移動により影響を与えているこ
とが十分考えられる．湿原自体への洪水影響の研究が必
要である．
　近年の気候変動下で洪水などの異常気象が今後予想さ
れる．尾瀬ヶ原などの高層湿原にも，大きな影響が想定
される．尾瀬ヶ原が形成された約 8,000 年の間に，何回
かの温暖期も推定されている（阪口，1989）．そのよう
な時期において，洪水の多発が池溏に影響を与えてきた
ことが予想される．長い湿原の歴史の中では洪水の影響
を短絡的にとらえるのではなく，長期の歴史の中のイベ
ントとしてとらえる必要がある．
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附図1：堆積物コアタイ
プの模式図．Ss
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物，Ds（Dark 
sediments）；黒色から
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sediments）；茶褐色を

呈した砂泥混じりの堆
積物，Ps（Peat
sediments）；未分解の
泥炭．

附図1：堆積物コアタイプの模式図．
Ss（Suspended sediments）；浮遊堆積物，
Ds（Dark sediments）；黒色から茶褐色を帯びた泥状の堆積物，
Bs（brown sediments）；茶褐色を呈した砂泥混じりの堆積物，
Ps（Peat　sediments）；未分解の泥炭．
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附表 1：調査池溏の諸元，水質，浮葉植物被度．－は未測定．

池溏番号 標高1） 水深2） 周囲長2）開水面積2） 肢節量 水温 pH EC DO Chl.a 浮葉植物
被度2）

（m） （cm） （m） （m2） （℃） （mS m-1）（mg O2 L-1） （％） （µg L-1） （%）
KA1-01 1407.6 71 85 106 2.33 21.8 6.16 0.88 6.15 82.7 7.1 0
KA1-04 1408.3 170 236 921 2.19 22.2 6.30 0.67 6.43 86.6 1.9 6
KA1-05 1408.2 96 210 335 3.24 21.8 6.29 1.98 6.56 88.0 3.9 6
KA1-06 1408.0 89 68 138 1.63 20.7 5.90 4.48 6.90 91.0 2.0 74
KA1-08 1407.5 115 285 1372 2.17 23.4 6.44 0.95 5.86 81.5 1.2 86
KA1-10 1407.6 78 21 21 1.29 23.7 5.10 1.72 6.63 92.4 1.0 57
KA1-12 1407.6 115 141 338 2.16 21.9 6.14 1.44 6.24 83.9 1.7 5
KA1-18 1406.9 41 28 28 1.49 20.6 6.28 1.83 5.63 74.0 1.7 84
KA1-21 1407.6 76 35 55 1.33 22.9 6.43 0.56 6.43 88.9 2.6 0
KA1-25 1407.3 62 141 302 2.29 21.5 6.40 0.81 7.03 93.8 2.6 45
KA1-28 1406.9 68 39 73 1.29 21.2 6.40 0.68 7.18 95.4 6.6 35
KA1-29 1406.5 48 44 67 1.52 20.3 5.67 2.07 6.98 91.2 1.9 47
KA1-30 1406.5 82 44 102 1.23 21.1 6.33 0.73 5.65 75.0 1.7 73
KA2-32 1406.2 94 52 97 1.49 23.6 6.09 0.89 5.97 82.6 1.5 3
KA2-44 1405.7 213 367 1234 2.95 23.2 5.96 2.04 7.27 101.4 4.9 12
KA2-53 1405.0 55 54 135 1.31 23.8 6.35 0.86 6.58 92.3 4.4 72
KA2-55 1405.4 74 64 104 1.77 23.5 6.30 0.83 7.17 99.2 5.6 65
KA2-59 1405.4 74 23 29 1.20 23.6 5.75 0.92 6.57 91.5 4.4 59
KA2-62 1405.0 77 60 147 1.40 23.2 5.92 0.70 7.04 97.2 2.2 41
KA2-67 1405.1 95 120 281 2.02 23.3 6.44 0.94 6.71 93.7 6.1 71
KA2-69 1405.3 100 104 257 1.83 23.4 6.37 1.11 6.63 91.2 3.1 82
KA2-75 1404.8 83 72 233 1.33 23.2 6.35 1.84 6.67 92.4 2.7 73
KA2-77 1404.7 66 158 687 1.70 23.8 6.40 1.21 7.05 98.2 3.7 60
KA3-39 1403.5 150 177 819 1.74 21.5 6.47 0.80 6.84 91.8 1.2 27
KA3-41 1403.3 142 206 931 1.90 22.0 6.95 0.85 6.90 92.8 1.5 24
KA3-46 1403.0 49 127 472 1.65 22.4 6.52 0.73 6.01 82.1 2.1 2
KA3-48 1401.9 37 70 98 1.99 21.0 6.46 1.02 4.40 58.9 3.1 58
KA4-03 1402.8 74 108 352 1.62 22.3 6.43 1.27 6.53 90.7 2.0 1
KA4-05 1402.9 113 676 4842 2.74 22.6 6.49 0.99 6.74 92.7 2.4 34
KA4-06 1402.9 94 333 1770 2.23 22.3 6.65 0.44 7.45 101.7 6.5 8
KA4-09 1402.8 78 37 46 1.54 24.1 6.05 1.04 6.12 86.5 1.2 74
KA4-16 1402.6 131 51 167 1.11 24.0 6.26 0.71 6.26 88.4 0.8 46
KA4-19 1402.8 109 322 2113 1.98 23.2 6.16 0.56 7.02 97.4 7.9 8
KA4-25 1402.4 83 35 86 1.06 23.0 5.97 1.23 5.43 76.5 0.8 83
KA4-34 1402.3 130 62 139 1.48 23.2 5.92 0.82 5.69 80.4 1.1 85
KA4-37 1402.8 147 311 1569 2.21 23.2 6.22 0.92 6.59 91.1 1.3 1
KA4-39 1402.7 128 142 749 1.46 23.1 6.20 0.84 7.94 110.4 1.5 8
KA4-40 1402.9 154 44 131 1.08 23.5 6.10 0.70 6.60 91.8 2.0 2
KA4-47 1402.4 109 39 99 1.11 24.3 5.97 0.65 6.65 94.9 1.4 17
NA5-41 1401.8 130 158 840 1.54 18.3 6.10 - - - - 26
NA5-42 1402.1 177 146 1032 1.28 18.6 5.40 - - - - 5
NA5-47 1402.5 213 219 1268 1.74 19.5 6.20 - - - - 4
NA5-49 1401.8 93 50 148 1.16 18.8 5.60 - - - - 43
NA5-83 1401.9 213 79 439 1.06 17.6 5.80 - - - - 2

1）標高は国土地理院（2021），標高欄のイタリックの数値は福原ほか（2021）による，
2）浮葉植物被度欄のイタリックの数値は福原ほか（2021）による，アンダーラインの数値は永坂ほか（2021）による

福原　晴夫，永坂　正夫，高野　典礼，村田　智吉，千賀　有希子，藤原　英史，野原　精一40



附表 2：調査池溏の底質及び洪水影響，堆積物コアタイプ．
池溏
番号1）

採泥の
深さ 採集日 含水率 容積比重 全強熱

減量 全灰分量 Fe含量2） 63 µm以上
灰分量

63 µm未満
灰分量

洪水
影響3）

土層
タイプ

（cm） （%） （wet g cm-3）（dry mg cm-3）（w/w %）（w/w %）（mg cm-3）（w/w %）（mg cm-3）（w/w %）（mg cm-3）（w/w %）（mg cm-3）
KA1-01 0-10 2017.10.21 91.73 1.008 83.40 71.91 28.09 23.43 0.085 0.071 11.65 9.71 16.45 13.72 SDP
KA1-04 0-10 2017.10.21 87.86 1.036 125.76 50.78 49.22 61.9 0.139 0.175 3.01 3.79 46.21 58.11 SDB
KA1-05 0-10 2018.5.21 93.42 1.085 71.37 81.55 18.45 13.17 0.090 0.064 9.82 7.01 8.64 6.16 SDP
KA1-06 0-10 2017.10.21 93.38 1.021 67.60 66.38 33.62 22.73 0.101 0.068 24.32 16.44 9.30 6.29 SD
KA1-08 0-10 2017.10.21 85.53 1.077 155.92 37.66 62.34 97.2 1.117 1.742 9.56 14.91 52.78 82.29 SDB
KA1-10 0-10 2018.5.21 92.70 1.050 76.66 52.54 47.46 36.38 0.697 0.534 3.82 2.93 43.64 33.45 SD
KA1-12 0-10 2018.5.21 83.51 1.007 166.14 33.41 66.59 110.63 0.140 0.232 37.11 61.65 29.48 48.98 SDBP
KA1-18 0-10 2018.5.21 88.56 1.054 120.60 46.39 53.61 64.65 0.689 0.831 8.97 10.81 44.64 53.84 SDB
KA1-21 0-10 2018.5.21 91.31 1.022 88.87 58.38 41.62 36.99 0.280 0.249 8.20 7.29 33.42 29.70 SDPBP
KA1-25 0-10 2018.5.21 90.42 1.024 98.03 52.38 47.62 46.68 0.241 0.236 8.52 8.35 39.10 38.33 SDP
KA1-28 0-10 2018.5.21 89.78 1.040 106.35 48.07 51.93 55.23 0.765 0.814 6.47 6.88 45.47 48.35 SDP
KA1-29 0-10 2017.10.21 94.35 1.025 57.95 80.03 19.97 11.57 0.152 0.088 2.73 1.58 17.23 9.99 SDP
KA1-30 0-10 2018.5.21 92.96 1.044 73.50 63.27 36.73 27 0.224 0.165 9.42 6.92 27.31 20.08 SDP
KA2-32 0-10 2017.10.21 86.95 0.927 120.93 44.31 55.69 67.35 0.121 0.146 32.44 39.23 23.26 28.12 SDP
KA2-44 0-10 2017.10.21 89.30 1.028 110.00 49.63 50.37 55.41 0.118 0.130 12.66 13.92 37.72 41.49 SDBP
KA2-53 0-10 2017.10.21 84.46 0.991 154.05 35.49 64.51 99.37 1.055 1.626 3.63 5.59 60.88 93.78 SDBP
KA2-55 0-9 2018.5.21 91.63 1.077 90.13 46.18 53.82 48.51 0.230 0.207 18.97 17.10 34.85 31.41 SD
KA2-59 0-10 2017.10.21 92.88 1.024 72.87 58.27 41.73 30.41 0.147 0.107 7.25 5.29 34.48 25.12 SDP
KA2-62 0-10 2018.5.21 88.82 1.083 121.07 45.70 54.30 65.74 0.103 0.124 30.93 37.44 23.37 28.30 SP
KA2-67 0-10 2018.5.21 86.11 1.109 154.05 26.08 73.92 113.88 1.149 1.770 2.23 3.43 71.70 110.45 SDB
KA2-69 0-10 2017.10.21 85.55 1.101 159.11 26.35 73.65 117.18 1.127 1.793 0.80 1.27 72.85 115.91 SDBP
KA2-75 0-10 2018.5.21 93.41 1.030 67.86 79.33 20.67 14.03 0.776 0.526 1.31 0.89 19.36 13.14 SDP
KA2-77 0-10 2017.10.21 92.94 1.026 72.38 65.06 34.94 25.29 0.216 0.156 10.17 7.36 24.77 17.93 SP
KA3-39 0-10 2017.8.29 92.99 1.041 72.98 64.17 35.83 26.15 0.346 0.253 4.88 3.56 30.95 22.59 SBP
KA3-41 0-10 2017.10.21 87.41 1.070 134.70 35.32 64.68 87.13 0.557 0.750 12.04 16.22 52.64 70.91 SDP
KA3-46 0-7 2017.10.21 89.85 1.042 105.80 36.59 63.41 67.09 0.720 0.762 2.03 2.15 61.38 64.94 SD
KA3-48 0-10 2017.10.21 90.39 1.037 99.64 41.07 58.93 58.72 0.844 0.841 5.57 5.55 53.37 53.17 SDBP
KA4-03 0-10 2017.10.21 94.81 1.052 54.63 78.88 21.12 11.54 0.863 0.471 2.93 1.60 18.19 9.94 SP
KA4-05 0-10 2017.8.29 80.79 1.102 211.75 27.07 72.93 154.43 0.985 2.085 8.24 17.45 64.69 136.98 SDB
KA4-06 0-10 2017.10.21 89.36 1.058 112.60 46.07 53.93 60.73 0.547 0.615 12.18 13.71 41.76 47.02 SDP
KA4-09 0-10 2018.5.21 92.57 1.144 84.99 46.48 53.52 45.49 0.543 0.462 6.75 5.74 46.77 39.75 SDP
KA4-16 0-10 2017.10.21 88.91 1.138 126.21 49.35 50.65 63.92 0.522 0.659 10.79 13.62 39.86 50.30 SDP
KA4-19 0-10 2017.8.29 86.28 1.097 150.55 40.19 59.81 90.04 0.548 0.825 8.21 12.35 51.60 77.69 SDB
KA4-25 0-10 2017.10.21 94.69 1.095 58.13 63.56 36.44 21.18 0.318 0.185 1.78 1.03 34.66 20.15 SDP
KA4-34 0-10 2017.8.29 87.12 1.055 135.86 42.57 57.43 78.03 0.460 0.624 4.37 5.94 53.06 72.09 SBD
KA4-37 0-10 2018.5.22 86.96 1.052 137.20 39.37 60.63 83.18 0.641 0.879 8.54 11.72 52.08 71.46 SDB
KA4-39 0-10 2017.10.21 89.30 1.060 113.51 72.87 27.13 30.79 0.231 0.262 1.27 1.44 25.86 29.35 SP
KA4-40 0-10 2017.8.29 90.05 0.999 99.44 76.63 23.37 23.24 0.631 0.628 1.94 1.92 21.44 21.32 SP
KA4-47 0-10 2017.8.29 90.34 1.013 97.85 56.29 43.71 42.77 0.265 0.260 4.55 4.45 39.16 38.32 SDP
NA5-41 0-10 2018.5.22 89.80 0.989 100.87 87.43 12.57 12.68 0.127 0.128 4.83 4.87 7.74 7.81 SP
NA5-42 0-10 2018.5.22 94.89 1.088 55.59 72.75 27.25 15.15 0.233 0.130 14.75 8.20 12.50 6.95 SP
NA5-47 0-8 2018.5.22 83.85 1.126 181.83 37.74 62.26 113.21 0.186 0.339 11.00 20.00 51.26 93.21 SP
NA-49 0-10 2018.5.22 92.91 1.059 75.02 74.39 25.61 19.21 0.119 0.089 4.45 3.34 21.15 15.87 SP
NA5-83 0-10 2018.5.22 88.46 1.112 128.31 58.05 41.95 53.82 0.224 0.288 14.85 19.05 27.10 34.77 SDP
KA1-05 0-3（Ss） 2020.8.25 93.17 1.045 71.34 60.72 39.28 28.02 0.087 0.473 7.01 5.00 32.27 23.02
KA1-05 3-7（Ds） 2020.8.25 92.53 0.955 71.38 57.20 42.80 30.55 0.072 1.454 2.12 1.52 40.68 29.03
KA1-05 7-11Bs） 2020.8.25 83.44 1.040 172.24 26.68 73.32 126.28 0.056 0.044 59.84 103.07 13.48 23.21
KA1-05 16-19（Ps） 2020.8.25 90.63 1.056 98.9 93.19 6.81 6.74 0.059 0.081 3.40 3.37 3.41 3.37
KA1-08 0-3（Ss） 2020.8.25 94.90 1.082 55.22 45.13 54.87 30.30 0.660 2.966 10.54 5.82 44.34 24.48
KA1-08 3-8（Ds） 2020.8.25 90.50 1.072 101.85 50.87 49.13 50.04 0.413 1.051 14.35 14.62 34.78 35.42
KA1-08 8-14（Bs） 2020.8.25 73.52 1.207 319.6 19.22 80.78 258.17 0.593 0.524 28.41 90.78 52.37 167.39
KA1-08 16-18（Ps） 2020.8.25 89.82 1.005 102.3 88.65 11.35 11.61 0.150 0.284 3.95 4.04 7.40 7.57
KA1-29 0-3（Ss） 2020.8.25 98.41 0.949 15.13 78.92 21.08 3.19 0.060 0.535 14.55 2.20 6.53 0.99
KA1-29 3-8（Ds） 2020.8.25 93.96 1.076 65.02 66.30 33.70 21.91 0.065 0.316 7.09 4.61 26.61 17.30
KA1-29 10-13（Bs） 2020.8.25 82.74 1.133 195.54 36.91 63.09 123.36 0.315 0.551 24.58 48.07 38.50 75.29
KA1-29 18-20（Ps） 2020.8.25 90.41 1.066 102.27 81.12 18.88 19.31 0.073 0.148 1.55 1.59 17.33 17.72
KA1-30 0-3（Ss） 2020.8.25 97.07 1.028 30.13 61.47 38.53 11.61 0.376 6.070 6.18 1.86 32.35 9.75
KA1-30 3-8（Ds） 2020.8.25 94.44 1.177 65.46 74.40 25.60 16.76 0.199 0.779 14.77 9.67 10.84 7.09
KA1-30 8-13（Ps） 2020.8.25 89.28 0.764 81.86 93.01 6.99 5.72 0.249 0.333 5.20 4.25 1.79 1.47

1）KA2-55，KA3-46，NA5-47 の各値はコア長が 10 cm 以下のため参考値
2）KA1-05（0-3，SS），KA1-29（0-3，SS）は定量限界下のため参考値，KA1-30（8-13，PS）は分析試料が少ないため参考値
3）洪水影響は野原ほか（2022）による．

　洪水影響小
　洪水影響大
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附表 3：水質，浮葉植物被度，底質の相関関係．上段は p 値，下段は相関係数．
（A）：水質項目間及び被度の相関，上田代 37 池溏．

WT pH EC DO Chl.a

pH 0.253
-0.188

EC 0.020 0.026
-0.371 -0.357

DO1 0.374 0.997 0.775
0.147 0.001 0.047

Chl.a 0.857 0.257 0.389 0.039
-0.030 0.186 -0.142 0.332

浮葉植物被度 0.832 0.344 0.111 0.053 0.365
0.035 -0.156 0.259 -0.312 -0.149

（B）：水質及び被度と灰分量及び Fe 含量の相関．上田代 37 池塘．

全灰分量 63 µm以上
灰分量

63 µm未満
灰分量 Fe含量

WT 0.215 0.842 0.152 0.204
0.209 -0.034 0.240 0.213

pH 0.065 0.994 0.043 0.026
0.306 -0.001 0.334 0.365

EC 0.104 0.793 0.060 0.216
-0.271 0.045 -0.312 -0.209

DO1 0.792 0.867 0.823 0.625
-0.045 -0.028 -0.038 -0.083

Chl.a 0.519 0.646 0.380 0.414
0.109 -0.078 0.149 0.138

浮葉植物被度 0.540 0.123 0.210 0.041
0.104 -0.258 0.211 0.337

附表 4：堆積物コアのタイプ分けに用いた 4 層（Ss，Ds，Bs，Ps）の底質．4 池溏（Bs は 3 池溏）の平均値と括弧内に標準偏差
を示す．Fe 含量欄の n は池溏数．

土層 容積比重 含水率 強熱減量 Fe含量 n 全灰分量 63 µm以上灰分量 63 µm未満灰分量
（wet g cm-3）（dry mg cm-3） （%） （w/w %） （w/w %）（mg cm-3） （w/w %）（mg cm-3） （w/w %）（mg cm-3） （w/w %）（mg cm-3）

Ss 1.026 42.96 95.89 61.56 0.854 0.374 3 38.44 18.28 9.57 3.72 28.87 14.56
（0.049） （21.76） （2.01） （11.96） （0.519） （0.200） （11.96） （11.31） （3.31） （1.72） （13.80） （9.71）

Ds 1.070 75.93 92.85 62.19 0.304 0.340 4 37.81 29.82 9.58 7.60 28.22 22.21
（0.078） （15.18） （1.53） （8.93） （0.216） （0.357） （8.93） （12.67） （5.28） （4.99） （11.21） （10.88）

Bs 1.127 229.13 79.90 27.61 0.173 0.454 2 72.39 169.27 37.61 80.64 34.79 88.63
（0.068） （64.68） （4.52） （7.25） （7.25） （62.87） （15.80） （23.57） （16.10） （59.61）

Ps 0.973 96.33 90.04 88.99 0.092 0.094 3 11.01 10.85 3.53 3.31 7.48 7.53
（0.123） （8.47） （0.53） （4.90） （0.038） （0.040） （4.90） （5.37） （1.31） （1.05） （6.04） （6.28）
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尾瀬ヶ原における湿原地下環境に関する 
水文地形学的研究

野原　精一 1），村田　智吉 1），藤原　英史 2），安類　智仁 3），福原　晴夫 4）

2021 年 12 月 13 日受付，2022 年 2 月 6 日受理

　本州最大の泥炭地・山岳湿原である尾瀬ヶ原において UAV の航空写真を撮影して地形図を作成し
詳細な地形把握が可能となった．2012 年の EM 探査で研究見本園と上田代に高電導度層が泥炭層に
観測され，約 1,300 年前の降水量の増大に起因した猫又川由来の河川堆積物と推定した．2019 年 4 月
末には，UAV による湿原積雪を撮影し，KA1-04 では池溏北西部に早い融雪があり地下水の流入が大
きいと考えられた．その池溏北西部底に円形にくぼみが見られ，常に水温が周囲よりやや高く，融雪
時に日周変化が早く出現し常に湧水で涵養され融雪が早く起こった．中田代では積雪が 4 ｍに達して，
地下水位に影響を与え近隣の池溏 NA5-43 の積雪下の水位変化に影響を与えていた．高電気伝導度の
池溏が多く見られ，河川や地下水起源の流入が推定された．水中ドローン画像の解析を行い竜宮の形
状や生息している水生動物の分布について明らかにした．深度 1.5 m のほぼ水平に地下水路が T 字に
なっていた．地下水路内上部には泥炭の亀裂があり泥炭堆積層に約 20 cm の地層のずれがあった．6
世紀後半～ 7 世紀前半以降に泥炭地の地滑りがあり，それがきっかけで河川水路が地下水路になった
と推定した．

Hydrogeological studies of the underground environment  
in Ozegahara mire ecosystems

Seiichi Nohara1, Tomoyoshi Murata1, Eiji Fujiwara2, Tomohito Anrui3, Haruo Fukuhara4

Ozegahara mire is the largest mire and located on the amphitheater-shaped basin surrounded by high 
mountains of 2,000 m in Japan. We tried more precise mapping of 3D using UAV （unmanned aerial vehicle）, 
and we objected to be clearly the efficient mapping of ground form using the UAV method by comparing 3D 
maps. We conclude that vegetation surveys using UAV are possible and are capable of a highly precise 
community division in places where field reconnaissance is difficult. Aerial photographs of snow on the peatland 
taken by a UAV on late April 2019 by UAV，Early melting snow was began at northwestern area of bog pool 
of KA1-04. The bog pool had a bare dimple in the northwestern center. The area was always warmer than 
other sediments at the melting season with diurnal variation by ground water inflow. The maximum snow depth 
at the Nakatashiro area was 4 m, the snow pressure made an impact on water level of nearby bog pool of NA5-
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1．はじめに

　日光国立公園の尾瀬ヶ原は，群馬，福島，新潟三県に
またがる，北海道を除く日本最大の「生きている泥炭地」
であり，植物や昆虫の宝庫である（阪口，1989）．初夏
のミズバショウ，夏のニッコウキスゲ，秋の紅葉と四季
を彩る植物景観が年に何回かテレビにうつし出され，年
間 50 万人を越える人々が訪れる景勝地でもあった．我
が国を代表する典型的な山地湿原，山岳湿地で本州最大
の面積を有する尾瀬ヶ原（849 ha）と，火山堰止湖であ
る尾瀬沼（180 ha）を中心に大江湿原，アヤメ平等の成
因及び規模の異なる湿原を，燧ヶ岳（2,356 ｍ）や至仏
山（2,228 ｍ）等の 2,000 ｍ級の山々が取り囲み，盆地
地形を形成している（環境省，2021）．また，尾瀬沼及
び尾瀬ヶ原一帯を源とした只見川は，平滑ノ滝，三条ノ
滝等の瀑布景観を形成している．尾瀬ヶ原の形成過程と
してはブランケット型の本州最大の高層湿原（高位泥炭
地）である（阪口，1982；Sakaguchi，2005）．湿原には
約 1,800 の池溏が分布し，識別番号が付され継続的な研
究がされている（金井，1998）．
　湿地は日本の山岳地域においても特徴的な景観の一つ
である湿地（湖沼と湿原）は全国に分布し中部から東北
日本にかけての山岳域にも多数の湿地が分布し，標高別
の湿地分布密度は，低地と標高 1,600 ～ 1,800 ｍの地域
でも高くなっている（Sasaki and Sugai, 2019）．これま
では高標高域に位置する湿地を「山岳湿地」として，ま
とめて検討され，湿地周辺の地形や水文環境に注目した
研究は少なく，立地の違いによって涵養パターンが異な
り，気候応答性にも差異があることが示された（佐々木，
2019）．近年の気候変動に対する山岳湿地を含む生態系
の将来予測には，気候のみならず湿地周辺の地形や水文
環境も含めた検討が必要である．
　最近では，植生図のための効果的な図作成法や正確さ

の向上は重要な技術的なテーマになっており，UAV（無
人飛行機）は特に原発事故など大災害の情報収集

（Kaneko and Nohara, 2014）に効果を発揮し，森林や農
業分野でのリモートセンシングや川や堤防のモニタリン
グ，地盤調査や地形学調査の測量に有効である （Suzuki, 
et al. ,2012; Salami, et al., 2014; Dunford et al., 2013; Nex 
and Remondino, 2013）．
　そこで，尾瀬ヶ原湿原の地形・地質構造や池溏と泥炭
との関係を水質・水文環境から明らかにすることを目的
に研究を実施した．なかでも様々な分野で実績を上げて
きた UAV を最大に活用してより詳細な地形図を作成し
尾瀬ヶ原の地下環境や地形の解析に用いた．

2．方法

2． 1　調査地点
　北東にそびえる尾瀬最高峰の燧ヶ岳は山頂に直径約
800 m の火口を有するほぼ円錐形の成層火山で安山岩か
らデイサイト質の岩石で構成される．モーカケ火砕流堆
積物及び燧ヶ岳 ‐ 七入軽石が 15 ～ 20 万年前の間のいず
れかに形成され，完新世には岩屑なだれの発生と複数回
のマグマ噴火があった．岩屑なだれの発生により、南東
麓の尾瀬沼が形成され，16 世紀に洪水の記録の残る水
蒸気噴火が知られ，この直前に山頂部の御池岳溶岩ドー
ムが形成された（気象庁，2021）．古生代の蛇紋岩から
なる至仏山，西南面に古生代の海成層泥岩の八海山があ
る．この尾根は太平洋側と日本海側の分水嶺となって，
これらの尾根に囲まれた地域に降った水は，大白沢山か
ら新生代の地すべり堆積物のカッパ山地域から流れてき
た猫又川と上田代で川上川と合流し，さらに伝之氶沢と
合流しヨッピ川となる．さらに尾瀬沼から流れてきた沼
尻川と合流し只見川となる．その水は平滑滝，三条ノ滝
を経て尾瀬から日本海に流れる（図 1）．尾瀬ヶ原には

43. EM exploration（electromagnetic- method）was conducted on peat land of Kenkyumihonen and Kamitashiro 
area, the middle layer of 1 m depth peat was expected the river sediment by flooding from Nekomata river of 
1,300 years ago. There were many bog pools of high electrical conductivity, the sources were expected the river 
and ground water. The shape of underground channel of the Ryugu and the aquatic animals’ distribution were 
shown by image analysis of water drone. The ground water shape was T-shaped in the 1.5 m depth peat layer. 
There was sliding of strata showed by the volcanic ashes in the peat layer of 20 cm depth. The sliding of strata 
was expected to create an opportunity of ground water channel by the cause landslide between the late 6th 
century and the beginning of the 7th century

キーワード：泥炭地湿原，河川，尾瀬ヶ原，水文地形学，池溏 
environmental change, hydorogeomorphology, Ozegahara mire, underground environment
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周囲の山から流れ出した河川が平坦な湿原に入ると蛇行
して，拠水林とよばれる湿地林を作る．湿原の下には，
河川から運ばれた砂礫層が約 5 m のところにある．湿
原堆積物である泥炭の堆積時期は，約 9,000 年前～ 6,000
年前から始まり，その堆積速度は 1 年約 0.6 ～ 0.7 mm
と推察されている．尾瀬ヶ原では，泥炭の厚さは最大で
5 m に達している（阪口，相馬，1998）．尾瀬ヶ原のドー
ム状高まりや緩やかに傾く田代はすべて泥炭層基底の地
形を反映し（図 2），ブランケット泥炭地に類似の泥炭
地である（阪口，1983, 1985, 1989）．

　尾瀬ヶ原の河川は，北に猫又川が流れ，西では川上川
が猫又川に流入し，南の上ノ大堀川が東でヨッピ川に流
入する．平均年間降水量（1990～1997 年）は，尾瀬沼
で 1485.9 mm，山ノ鼻で 1,781.1 mm と山ノ鼻の方が尾
瀬沼より 300 mm 近く多い．季節的には，夏（6 ～ 9 月）
と冬（12 ～ 2 月）に多く，春（4 ～ 5 月）と秋（11 月）
には少ない．野原ほか（2021）は河川水位と微地形解析
からの推定方法から大洪水の範囲を明らかにしている．
河川の氾濫により，尾瀬ヶ原の特定地域が冠水し，池溏
生態系の水質等にも大きな影響を与えていることが予想

図 1：尾瀬地区の地形図（国土地理院 1/25,000 地形図から作図）．
水色斜線：湿原地域，水色：開水面

図 2：尾瀬景観図．
1996 年 6 月にセスナ機で高度約 2,500 ｍから 645 カメラで撮影．手前左が至
仏山．
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された．
　新生代第四紀の更新世に，ススケ峰火山の噴火があり，
続いてアヤメ平，皿伏山，荷鞍山の火山が噴火した．こ
れらの溶岩や火山噴出物は，古只見川の上流部まで多量
に堆積しそのほとんどが侵食され，尾瀬ヶ原，尾瀬沼の
盆地の原形ができた．燧ヶ岳は何度も噴火を繰り返し，
溶岩や火山灰を大量に噴出して現在の成層火山に成長し
た．噴火の始まりは更新世の末期で，今から 500 年程度
前にも噴火があった（早川ほか，1997）． 
　第 3 次尾瀬総合学術調査の際に尾瀬景観を把握するた
め 1996 年 6 月にセスナ機を使って至仏山上空から 645
カメラで撮影した（図2）．同時に高度2,500 ｍから尾瀬ヶ
原の垂直航空写真を撮影した（図 3）．

2．2　現地調査
　河川流路，自然堤防，池溏地形，融雪期積雪深等のよ
り詳細なデータを収集するため，UAV（ドローン）を
活 用 し た． 撮 影 は 2014 年 4 月，6 月，2017 年 5 月，
2018 年 8 月，2019 年 8 月，2020 年 8 月，2021 年 5 月，
6 月，7 月，8 月，9 月，10 月に実施した．洪水時にお
ける冠水場所，流路の把握を行い 10 cm 間隔の詳細地
形図を作成するため，2017 年初夏と 2018 年，2019 年融
雪時に固定翼 UAV（マヤ）で高度 120 m から（株）フォ
テックが撮影し，上田代と中田代で地形図を作成した．
主なドローン航空写真は UAV（Phantom 4 Pro V2.0，
DJI JAPAN 社）を活用して尾瀬ヶ原全域で高度約 150 
m から 4K 画像（4096 × 2160 ピクセル）を 60 ％オーバー
ラップで撮影した（2019 年 8 月中旬）．航空写真のデジ
タル画像の写真測量処理と 3D 空間データ生成は Photo 
Scan（Agisoft 社，Russia）を用いた．また高度 50 ｍ
からの詳細な画像から池溏の積雪分布等の詳細な把握を
可能にした．
　国土地理院 1/25,000 地形図にドローン合成画像（2017
年 6 月撮影）を重ね最新の尾瀬ヶ原の地形図を作成した

（図 4）．同じく 2017 年 6 月撮影のドローン画像を用い
上田代の合成画像及び地形図（10 ㎝等高線）を作製し
た（図 5）．2020 年 7 月にドローン画像を高度 150 ｍか
ら猫又川拠水林と上田代の状態を把握した（図 6）．
　ドローン画像から作成した研究見本園の 3D 画像を作
製した（図 7）．2014 年 4 月（積雪期），2014 年 7 月，
2014 年 4 月拡大図（積雪等高線図），2014 年 4 月拡大図

（積雪の立体図），2017 年 6 月（融雪直後）である . 
　地理院地図より竜宮周辺の 3D 画像を作成し，竜宮の
河川及び池溏が緩斜面に存在することを示した（図 8）．
中田代竜宮地下水路の構造を把握するため，2018 年 8

月に NHK のダイバーによる潜水調査を実施したが進入
することが困難なため，10 月には 6 つのスクリューの
水中ドローン（Acrylic）を用いて 4K 動画（GoPro）を

（株）水中ドローン社が撮影した（図 9）．その動画から
画像ソフトによって内部構造の形態を（株）フォテック
が図化した．ソナー断面の動画を時間でスライスした画
像を作成し CAD ソフトでトレースして輪切りのデータ
を作成し，最後に輪切りデータを積層して一本のトンネ
ルのデータにした．また，同じく約 30 分の動画を 5 秒
ごとに静止し，映った地形の性状や生息している水生動
物等を記録した．
　中田代竜宮の地下水路と垂直に交わる測量ラインの地
盤標高を測量した（図 10）．標高は GSI Maps の基盤地
図情報数値標高モデル（DEM5A）により求めた（国土
地理院，2021）．現地の標高は国土地理院地図から地形
特徴点の位置と標高を読み取り使用した．詳細な微地形
はローテーティングレーザー（RL-H5A, トプコン社）
を木道上に設置し水平にレーザーを発射し，中田代竜宮
では地下水路の周辺を横断しながらレベルセンサでレー
ザー光を受光した．ポール高によりローテーティング
レーザーとの高低差を求め，その場の高低差を測定した．
水平距離はメジャーで測定した．
　竜宮の地下構造を把握するため，湿原表層のピートサ
ンプラー（DIK-105A，大起理化工業社）及び自作した
ハンディジオスライサー（口径 5 ㎝ x 5 ㎝，長さ 2 m）
で底質コア・柱状サンプルを採取してテフラや物理化学
性を把握した．ジオスライサーサンプルの生重量と 60 
℃で 5 日以上乾燥し乾燥重量から乾燥重量／生重量比を
求めた．
　積雪期の尾瀬ヶ原研究見本園及び上田代の 2012 年 5
月に EM 電磁探査法を使って非破壊で泥炭の地下構造
を（株）川崎地質が観測した（野原ほか，2021，図 11）．
EM（electromagnetic- method）探査は，電流と磁気と
の相互作用を利用した電気探査法で大地内の電流によっ
て生ずる磁場または電磁場を観測する．研究見本園にお
いて，アオモリトドマツ立木を基点として川に直交する
調査ライン 300 ｍを設定して，大小 3 種類のコイルを
用いてスリングラム式 EM 探査を実施した．上田代
KA4 では，KA3-49 の近傍のシラカバを起点に川に直交
する調査ライン 300 ｍを設定し，並行して短いライン
を 2 本設定した．
　上田代 KA1-04 の池溏について，GPS 付き魚群探知機

（Hook Reveal 5，Lowrance 社，USA）を用いて測深し，
Reef master v.2.0 のソフトを用いて水深図を作成した

（野原ほか，2021，図 14）． 
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　上田代の池溏（KA4-35，KA4-05，KA2-03）池溏へり
の湿原地温（表層 0.1 m 深，深度 1 m）を 2019 ～ 2020
年に測定した（図 15）．尾瀬ヶ原中田代において積雪圧

（水圧 m）と地下水位（水圧 m），地表から -5 ㎝，-50 ㎝，
-100 ㎝の地温を Ted Bit 温度データロガー（±0.5 cm
精度，Onset 社）2016 ～ 2017 年に観測した（図 16）．
地下水位，地温は環境省モニタリング 1000 事業のデー
タを用い図化した．また同時に NA5-43 池溏の水深と水
温変化（2016 ～ 2017 年）を観測した（図 17）．池溏の
水温・水位は池溏の底に沈めた水位センサー（± 0.5 
cm 精度，Onset 社）により連続測定した．
　上田代 KA2-57 の噴出池溏の水温・水位モニタリング
を 2018 ～ 2019 年に実施した（図 18）．雪解けが早い
KA2-56 池溏の水温・水位モニタリングを 2019 年に実
施した（図 19）．尾瀬ヶ原上田代の揺るぎの田代の地温
と洪水後に白濁した池溏（KA3-62）の地温変化を観測
した（図 20）地下水位計は塩ビパイプ（内径 26 mm，
長さ 150 cm）を両端開放したピエゾメータにして地表
から 1 m の地下水位を水位計データロガー（±0.5 cm
精度，Onset 社）で 1 時間間隔の連続測定を行った（図
21）．
　 高 電 導 度 池 溏（KA2-57，NA4-09，NA5-80，NA6-
5701，NA9-05，NA9-04）において水温変化を 2019 年 6
月～ 2020 年 8 月に温度データロガー（±0.5 cm 精度，
Onset 社）で 1 時間間隔の連続測定を行った（図 22）．
　尾瀬ヶ原上田代，中田代，下田代の池溏約1,800ヶ所（金
井，1998）のうち 1,639 池溏を選び池溏生態系の物理化
学環境測定や水位観測を行った．水深，水温，電気伝導
度 は CTD 計 測 器（Cast Away，YSI ナ ノ テ ッ ク 社，
USA）で測定した．池溏水を表層から採水して水質分
析を行った．
　洪水区，非洪水区を含む尾瀬ヶ原上田代の池溏 40 ヶ
所を選び池溏の測深や環境測定を行った（野原ら，

2021）．電気伝導度，水温，pH は現地ではポータブル
水質計（WM-22EP，東亜 DKK）で測定した。雨量は鳩
待峠（国土交通省，2020）の観測値を参照した．

3．結果

3． 1　航空写真による詳細な地形図
　尾瀬ヶ原の地形図（国土地理院 1/25,000 地形図）と
ドローン合成画像（2017 年 6 月）を示した（図 4）．上
田代は尾瀬ヶ原の西南端に位置し標高 1,402 ～ 1,408 m 
で，西端から東端までの比高は約 6 m である．猫又川
はより標高が高く，徐々に上田代で標高が下がり，ヨッ
ピ川に流れる．下田代も徐々に標高を下げて沼尻川から
ヨッピ川と合流して只見川になる．途中の中田代はやや
標高が高いため，下ノ大堀川周辺の低地以外は洪水には
ならない位置関係にある．UAV（無人航空機，ドローン）
による航空写真データ等から小流域図，湿原地形のより
詳細な地図を作製した（図 5）．図 5 に上田代の 2017 年
6 月撮影した固定翼ドローン画像から作成した合成図

（A）と地形図（B）を示した．これまでの地形図より詳
細に状態が表現できた．図 6 には上田代のドローン画像

（2020 年 7 月）を示した．左が猫又川の拠水林となり池
溏が緩やかな斜面に配置されている．

3．2　融雪時の航空写真
　図 7 にはドローン画像から作成した研究見本園の 3D
画像を示した．円形状の木道の中央の距離は約 295 ｍ
である．A: 2014 年 4 月（積雪期），B:2014 年 7 月，C: 
2014 年 4 月拡大図（積雪等高線図），D: 2014 年 4 月拡
大図（積雪の立体図），E: 2017 年 6 月（融雪直後）であ
る．積雪のような明瞭な目印が無い地形でも融雪時の薄
汚れた積雪面を表現できた．融雪後の 6 月には植物が十
分成長していないので，泥炭地の地表面形状の把握に適

図 3：尾瀬ヶ原の航空写真．
1996 年 6 月にセスナ機で高度 2,500 ｍから 645 カメラで撮影．
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していた．

3．3　竜宮の地下構造
　地理院地図より作成して図 8 に竜宮周辺の 3D 画像を
示した．右側がやや高く左に傾斜している．図 9 には中
田代竜宮の構造を示した．A は水中ドローンの実際の
画像で，地下水路下部には砂が平らに敷き詰めてあり左
右両側は泥炭が見える．上部は殆どの場所で亀裂があり，
泥炭層の色彩は明るかった． B はドローン画像に重ね
た地下水路（紺色と水色矢印）の位置を示している．赤
矢印の 3 方から河川水が竜宮入り口に集まり地下水路に
なって約115 m下りT字路となっていた．近傍の池溏（竜
宮城池溏と仮称する）からもう一つの地下水路がつなが

図 5：上田代のドローン合成画像（A）と地形図（B）（2017
年 6 月）．
野原ほか（2021）から引用．右下の空白部分は写真データの
未撮影部分．

図 6：上田代のドローン画像（2020 年 7 月）．
左が猫又川の拠水林．

   

 

 
図 4：尾瀬ヶ原の地形図（国土地理院 1/25,000 地形図）とドローン合成画像（2017 年 6 月）．
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図 7：ドローン画像から作成した研究見本園の 3D 画像．
A：2014 年 4 月（積雪期），B：2014 年 7 月，C：2014 年 4 月拡大図（積雪等高線図），D：2014 年 4 月
拡大図（積雪の立体図），E:2017 年 6 月（融雪直後の立体図）．

図 8：竜宮周辺の 3D 画像（地理院地図より作成）．
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り，33 ｍ下って竜宮出口になっていた．C は水中ドロー
ン画像から解析し再現した竜宮の水路全景を下から見上
げた図として表現した．地下水路の内部の水は大変澄ん
でおり水生動物が良く観察できた．図 10 には中田代竜
宮の地下水路の水生動物を観察した 35 分間の 5 秒毎に
計測した結果を示した．イワナ（Salvelinus leucomaeni 
Pallas），アブラハヤ（Phoxinus lagowskii steindachneri 

 

 

C 

A                B 

図 11：中田代竜宮の地盤標高と地下構造．
A：地下水路と垂直に交わる測量ラインの標高，B：ジオスライサーサンプルの乾燥重量／生重量比 ，C：
2020 年ジオスライサー No.2 の写真，カッターの位置が榛名山火山噴出物（6 世紀後半～ 7 世紀前半の噴火）
の位置．

図 10：中田代竜宮の地下水路の水生動物．
観察した 35 分間の 5 秒毎に計測．

 

 

A 

 

図 9：中田代竜宮の構造．
A：水中ドローンの画像，B：ドローン画像に重ねた地下水
路（紺色と水色矢印）の位置，C：水中ドローン画像から解
析し再現した竜宮の水路全景，下から見上げた図．
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Sauvage） の 魚 類 と ツ チ ガ エ ル（Glandirana rugosa 
Temminck et Schlegel） と ア カ ハ ラ イ モ リ（Cynops 
pyrrhogaster Boie）の両生類が観察できた．ツチガエル
やアカハライモリは地下水路全体に生息し，アブラハヤ
は中央に多く，イワナは出入口周辺の地下水路に分布が
限られていた．
　図 11 には中田代竜宮の地盤標高と地下構造を示した．
図 A は地下水路と垂直に交わる測量ラインの標高を示
した．微地形の凹凸があるものの比較的平坦である．B
にはジオスライサーサンプルの乾燥重量 / 生重量比を示
した．図 C は 2020 年ジオスライサー No.2 の写真である．
カッターの位置が榛名山のものと推定された火山噴出物

（6 世紀後半～ 7 世紀前半）の位置を示した．No1 と
No2 のサンプルは水平に約 2 ｍしか離れていないが，火
山噴出物の位置が約 20 ㎝ずれていた．

3．4　泥炭地下構造
　図 12 には尾瀬ヶ原研究見本園と上田代の 2012 年 5 月
の調査位置（赤線）電磁探査調査場所を示した．尾瀬ヶ

原研究見本園及び上田代の 2012 年 5 月の電磁探査の結
果を図 13 に示した．研究見本園では表層から 6 ｍの地
点まで泥炭層があり，そこから 4 ｍ下までには砂礫層
がありその下に基盤が見られた．特に 2 ｍの深さに高
電導度層がありその下は中伝導度層になっていた．中央
部には高電導度層が厚く，微高地になるとその層は薄く
なっていた．上田代では特に 1.5 m には強い反応があり，
上ノ大堀川に近い場所では強い反応があった．積雪の下
には，約 5 ｍの泥炭層があり，更にその下には，砂混
じりの泥炭層があった．6 ｍより深い層には砂や砂礫層
が 10 ｍの深さまで存在していた（野原ほか，2021）．

3．5　池溏の構造と湧水
　上田代の融雪期における早期雪解け池溏（水色の地点）
のドローン合成画像を示した（図 14）．右図は上田代の
池溏 KA1-04 の水深図で赤丸は池溏底の水温計の位置を
示した．魚探による測量調査から池溏北西部に円形にく
ぼみが見られ，NHK が 8K 水中カメラで撮影した無植
生の円形部と場所がほぼ一致した．左図の融雪時には左
側から溶けだし右側の堤の泥炭層が露出してきており，
地形的に高い左から右へ融雪水が流れていることが読み
取れた．この時期には他の池溏より早く融雪が始まって
おり，常に地下水が流れ出していることが水温データか
ら判明した（野原ほか，2021）．自記式水温計を設置し
て秋から春先の水温変化をライン上にモニタリングした
ところ円形中央部の底は常に水温が 0.5 ℃程度高く，融
雪時には温度の日周変化が早く出現した．この池溏は常
に湧水で涵養され融雪が早く起こることが示された．
　図 15 に上田代の池溏（KA4-35，KA4-05，KA2-03）
池溏へりの湿原地温（2019 ～ 2020 年，上図：表層 0.1 
m 深，下図：深度 1 m）を示した．どの池溏も表層の
泥炭層に日周変化が大きいが，深度 1 ｍの泥炭層には日
周変化は少ない．特に KA4-35 の上流側，KA4-05 の下
流側は日周変化が大きい．積雪時には 0℃で日周変化は
ないが，積雪前や融雪後には片側に日周変動があること
から池溏水の移動が認められる．一方 KA2-03 の池溏で

図 12：尾瀬ヶ原研究見本園及び上田代の 2012 年 5 月の電磁
探査の調査位置（赤線）．

図 13：尾瀬ヶ原研究見本園と上田代の 2012 年 5 月の電磁探
査による推定した地下構造解釈図．
（野原ほか，2021）から引用．

   

図 14：上田代池溏（KA1-04）の融雪期における雪解けのドロー
ン画像と水深図．
左図の色線は池溏の水外線．赤丸は池溏底の水温計．
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は表層にある日周変化は深度 1 m では両側に日周変化
が無く水の移動が無いか地下水の移動と推定された．

3．6　ピエゾメータ地下水位
　図16には尾瀬ヶ原中田代の積雪圧（m）と地下水位（m）

（2016 ～ 2017 年）を示した．地下水位は環境省モニタ
リング 1000 事業のデータを図化した．積雪は 12 月 9 日
から始まり 4 月半ばにピークになり，5 月 23 日に消失
したと考えられた．ピエゾメータの地下水位は積雪にや
や遅れて 1 月に上昇し，積雪変化より早く 4 月半ばに下
がり始めていた．環境省モニタリング 1000 事業の地下

水位データも図化した（図 17）．湿原の地温は表層の 5
㎝深では 8 月にピークになり，50 ㎝深では 8 月末に，
100 ㎝深では 9 月末になって遅れていた．融雪後にはど
の地層でもほぼ同時に速やかに上昇していた．
　図 18 には同じく尾瀬ヶ原中田代の地下水位と NA5-
43 池溏の水深と水温変化（2016 ～ 2017 年）を示した．
2 月半ばには底まで積雪に完全に覆われて水温は 0 ℃に
なった．5 月末に融雪がおこり水温が上昇した．一方，
池溏の水位は積雪期間にも関わらずやや上昇し 4 月には
0.1 ｍ程度の上昇ピークがあったことから，湧水の供給
が見られたと考えられる．

図 15：上田代の池溏（KA4-35，KA4-05，KA2-03）池溏へりの湿原地温．
上図：表層 0.1 m 深，下図：深度 1 m．

図 16：尾瀬ヶ原中田代の積雪圧（m）と地下水位（m）（2016
～ 2017 年）．
地下水位は環境省モニタリング 1000 事業のデータを図化．

図 17：尾瀬ヶ原中田代の地温（℃）と地下水温（m）（2016
～ 2017 年）．
データは環境省モニタリング 1000 事業のデータを図化．
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　図 19 には KA2-57 の噴出池溏の水温・水位モニタリ
ング（2018 ～ 2019 年）を示した．矢印は噴出した時期
を指している．池溏がまだ積雪に覆われている時期にも
水位上昇のピークがあり特に 4 月末は長く高い水位を示
したことから内部で圧力が高まり融雪時にはそれが解放
されて水位が元に戻ったと推定された．
　雪解けが早い KA2-56 池溏の水温・水位モニタリング

（2019 年）を示した（図 20）．矢印は噴出した時期と推
定された．調査に入った日に積雪が融解している場所に
水位計を設置した時が融雪のピークでその後の 5 月半ば
にも高水位を記録しており，その後急激に水温が上がっ
たことから水位上昇で融雪が始まったものと推定され
た．
　図 21 には尾瀬ヶ原上田代の揺るぎの田代の地温と洪
水時に白濁した池溏（KA3-62）の地温変化を示した . 
KA3-62 の池溏の湿原地温は日周変化が無く地下水の移
動が無いと考えられたが，揺るぎの田代では 3 ～ 4 月の
積雪期に急激な地温の低下ピークが見られた．この時期
には融雪に伴って 0 ℃の融雪水が流入したと推定され
た．
　高電導度池溏の水温変化（2019 年 6 月～ 2020 年 8 月）
を図 22 に示した．左側の NA4-09，NA9-05，NA9-04 は
日周変化が大きく比較的表層の温度を反映していた．一

図 18：尾瀬ヶ原中田代の地下水位と NA5-43 池溏の水深と水
温変化（2016 ～ 2017 年）．
地下水位は環境省モニタリング 1000 事業のデータを図化．

図 19：KA2-57 噴出池溏の水温・水位モニタリング（2018 ～
2019 年）．
矢印は噴出した時期．

図 20：雪解けが早い KA2-56 池溏の水温・水位モニタリン
グ（2019 年）．
矢印は噴出した時期．
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図 22：高電導度池溏の水温変化（2019 年 6 月～ 2020 年 8 月）．
左図：日周変化が大きい，右図：日周変化が小さい．

図 21：尾瀬ヶ原上田代の揺るぎの田代の地温と白濁池溏（KA3-62）の地温変化．
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方の右側の NA6-5701，NA5-80，KA2-57 では比較的日
周変化が小さく地下水の流入が無いか地下水の流入が多
いと推定された．同じ高電気伝導の池溏でも供給されて
いる様子が異なった．

3．7　1,800 池溏の水質
　上田代と中田代の約 1,100 ヶ所の池溏で水深および現
場の状況撮影を行い，採水して池溏水を持ち帰り実験室
で pH，電気伝導度の測定を行った（図 23，図 24）．高
電気伝導度（平均値 0.86 mS m-1 の 2 倍以上）の池溏が
約 60 ヶ所で認められ，赤い丸で図示した．上田代では
KA1 ～ 2 の地域に多く，中田代では全体的にまばらに
広がっていた．上田代及び中田代の池溏における電気伝
導度と pH，水深の関係を示した（図 25）．上田代及び
中田代の全池溏における電気伝導度の値は 0.5 ～ 6.0 mS 
m-1 にあり平均値は 0.86 mS m-1，pH は 4.5 ～ 8.0 の範囲
にありpHの平均値は6.1 であった．池溏の水深は0～4.1
ｍの範囲にあり全体の平均値は 0.7 m であった．図 26
には尾瀬ヶ原における池溏の水深分布を示した．水深は

0 ～ 4.1 ｍの範囲であるが 2 ｍより浅い池溏が多くなっ
ていた．一番深いのは人工的に調査時に掘られた群大井
戸跡の池溏であった．自然の池溏では NA5-43 が最も深
く 3.4 ｍであった．尾瀬ヶ原の池溏の田代毎の平均電気
伝導度と pH の関係を示した（図 27）．上田代，背中ア
ブリ田代，西中田代，泉水田代の平均電気伝導度はそれ
ぞれ 0.97，0.65，0.83，0.85，0.76 mS m-1 であった．比
較的に上田代では電気伝導度が高い傾向にあった．上田
代，背中アブリ田代，西中田代，泉水田代の平均 pH は
それぞれ 6.15，5.91，6.77，5.76，5.96 であった．西中田
代では平均して pH が高いものが多かった．
　図 28 に尾瀬ヶ原の田代毎の池溏の平均水深と最大水
深の関係を示した . 上田代，背中アブリ田代，西中田代，
泉水田代の平均水深は 0.68，0.53，0.63，0.80，0.80 （m）

図 23：尾瀬ヶ原上田代の調査地点図．
赤丸は高電気伝導度の地点．金井（1998）に加筆．

図 24：尾瀬ヶ原中田代の調査地点図．
赤丸は高電気伝導度の地点．金井（1998）に加筆．

図 25：上田代及び中田代の池溏における電気伝導度とｐ H，
水深の関係．
下田代は未測定．

図 26：尾瀬ヶ原における池溏の水深分布．
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で背中アブリ田代ではやや浅い池溏が多くあった．上田
代，背中アブリ田代，西中田代，泉水田代の最大水深は
4.10，2.10，3.40，3.40，1.30（ｍ）で西中田代にもこれ

まで最も深い中田代の NA5-43 と同じくらい深い池溏が
見られた．
　2018 年に上田代 KA1 ～ KA4 の約 40 ヶ所の池溏にお
いて採水を行い，現地で水温，電気伝導度，水位，水深
の計測を複数回に実施した．図 29 に上田代 40 池溏と河
川水の電気伝導度（上図）と pH の関係と上田代 40 池
溏の pH の季節変化（下図）を示した．2018 年 8 月は
その前後に比べて pH が低くなっている池溏が多くあっ
た．この時期は特に降水量が少なく水位も低下していた
特徴があった．

4．考察

4． 1　UAVの植生解析
　UAV の 植 生 解 析 に つ い て は Kaneko and Nohara 

（2014）が景観植生図の作成についてその有効性につい
て述べている . また，第 4 次尾瀬総合学術調査では，尾
瀬ヶ原における UAV を用いた植生図を作成している

（鈴木，浅川，2022）．近年の写真測量ソフトウェアと地
理情報システム（GIS）の進歩によって，画像の歪曲を
取り除いたオルソ航空写真の作成が容易となり，航空写
真を用いた植生変化の把握が可能となった．尾瀬ヶ原に
近い平ヶ岳頂上部湿原が 1971 年からの 33 年間で湿原面
積は 10% 縮小した．ハイマツがまず湿原へ先駆的に侵

図 27：尾瀬ヶ原の池溏の田代毎の平均電気伝導度とｐ H の
関係．
下田代は未測定．

図 28：尾瀬ヶ原の田代毎の池溏の平均水深と最大水深の関
係．

図 29：上田代 40 池溏と河川水の電気伝導度（上図）とｐ H
の関係と上田代 40 池溏のｐ H の季節変化（下図）．
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入しその植生変化がきっかけとなり，その後チシマザサ
の侵入によって湿原面積が減少した．その植生の変化は
湿原の積雪量が減少したことが原因であると考えられた

（安田ほか，2007）．尾瀬ヶ原でも池溏の現地調査とドロー
ン画像から池溏の開水面が広がってきた（福原ほか，
2022）．このような長期にわたる詳細な航空写真の解析
で湿原の極わずかな変化もドローンによる画像解析が有
効であろう．

4．2　泥炭地質
　2012 年の EM 探査で研究見本園と上田代に高伝導率
構造が観測された（図 13，野原ほか，2021）．含水比の
高い粘性土層が地表層から 1 ｍ付近にあり，約 1,300 年
前の降水量の増大に起因した猫又川の河川堆積物である
粘土層である可能性が高く，湿原表層から約 1 m 程度
の場所に特に無機成分の多い層が見られ，過去約 1,300
年前の洪水履歴が明らかになった．調査で濁水の主因は
丸い数μ m の無機物粒子や放散虫の微化石様粒子が多
く含まれていること判明したが，その起源についてはま
だ未解明である（野原ほか，2021）．猫又川上流域の中
生代の泥岩や河床の土砂に含まれる放散虫の微化石の調
査や今後の泥炭の年代分析 , テフラ分析が必要である．
10 世紀頃の中世温暖期には，東北地方で融雪時期の早
期化による雪食凹地中心部への泥炭地拡大（Daimaru 
et al., 2002；大丸，安田，2009）や温暖湿潤化による新
たな湿原の形成（Sasaki and Sugai, 2018）があったと報
告がされている．今後ますます温暖化が続き大洪水が頻
繁になれば，中世温暖期に似た状況になることも危惧さ
れる．尾瀬ヶ原では近年，洪水の頻度が増し，池溏に氾
濫水が流入する状況が起こっている（福原ほか，2022；
野原ほか 2021）．尾瀬ヶ原上田代の池溏において，岸辺
水生無脊椎動物の時間単位採集を行い，洪水の影響を検
討した（福原ほか，2021）．各分類群の平均採集個体数
は洪水池溏で少なく，総採集個体数とハエ目採集個体数
で有意に少なく，ササラダニ類も洪水池溏で少ない傾向
を示した．ハエ目の中ではユスリカ科モンユスリカ亜科
の採集個体数が洪水池溏で少なく，洪水はこの亜科に大
きな影響を与えたと推定された．また洪水によって池溏
に侵入した魚類の捕食圧の増加も個体数の低下を引き起
こしている可能性があった（野原ほか，2021）．

4．3　池溏水温と湿原地温
　池溏の水がどう維持されているかを水位変化，水温，
電気伝導度で解析することができた．上田代の噴出池溏

（KA2-57）では水温・水位モニタリングから噴出した時

期を推定した．池溏がまだ積雪時期にも水位上昇ピーク
があり，長く高い水位（4 月末）を示し泥炭層内部で圧
力が高まり融雪時に解放されて水位が元に戻った（図
19）．雪解けが早い池溏（KA2-56）の水温・水位モニタ
リングから噴出した時期が推定され，水位上昇で融雪が
始まったと推定された．洪水時に白濁した池溏（KA3-62）
の湿原地温は日周変化がほとんど無く地下水の移動が無
いが，近隣の揺るぎの田代では 3 ～ 4 月の積雪期に急激
な地温の低下ピークが見られ，融雪に伴って融雪水が一
時的に流入したと推定した（図 21）．水温変化から水の
動きが読み取れ，同じ池溏でも場所によって泥炭層の透
水性が異なってることが分かった．中田代の池溏（NA4-
09，NA9-05，NA9-04）の 1 ｍ泥炭層は日周変化が大き
く比較的表層の温度を反映し，池溏（NA6-5701，NA5-
80，KA2-57）の 1 ｍ泥炭層では比較的日周変化が小さ
く流入が無いか地下水が水源と推定された．同じ高電気
伝導の池溏でも供給されている様子が異なったと推定さ
れた（図 22）． 

4．4　湿原の積雪と泥炭堆積
　積雪深計の埋雪により，積雪深計の測定範囲以上の積
雪がありながら測定値としては測定範囲上限値しか記録
できなかった年もあることから実際には平年値等はこれ
らよりも大きな値になると考えられる（西村，吉弘，
2008）．一方，積雪深計の測定として積雪圧を自動的に
測定した今回の方法は簡単で安価な設備で連続的に積雪
圧から積雪量を詳細にモニタリングする優れた方法であ
ると考えられる（野原ほか，2021）．積雪圧は地下水の
挙動にも影響する．積雪の多い多雪年（2014 ～ 2015 年）
には雪の圧力のために地下水位が冬季に上昇し，積雪の
少ない小雪年（2015 ～ 2016 年）には冬季に地下水は上
昇していない（野原ほか，2021）．研究見本園では積雪
は 2 ｍ程度であったが，中田代では 4 ｍに達して（図
15），地下水位に影響を与え近隣の池溏 NA5-43 の冬季
積雪下の水位（水圧）に影響を与えていた（図 17）．
　山岳湿地の気候応答性について，湿地の形成年代と気
候変動との関係は，これまで多くの報告がなされてきた．
小泉（1982）は，日本海側の多雪山地において，雪食凹
地内の山地貧養泥炭の堆積開始年代が 12,000 yBP ～
7,000 yBP と 4,100 yBP ～ 3,300 yBP に集中し，前者が
後氷期の多雪化によって生じたものであるとした．
Fujita et al.（2009）は，北海道の山岳湿地の形成年代
を整理し，溶岩台地上の湿地の形成年代が，晩氷期，中
期完新世（6500 cal BP ～ 4000 cal BP），3000 cal BP ～
2000 cal BP の 3 つに分けられることを指摘した．今回
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EM 探査で上田代の泥炭の堆積が約 5 ｍあり尾瀬ヶ原の
平均堆積速度が 0.7 mm y-1 とすると約 7,100 年前に泥炭
の堆積が始まったと想定される．研究見本園では山地斜
面に近いことから泥炭の堆積後にも土砂の流入があるこ
とが明かであり，それは場所によってかなり不均一で
あった（図 12）． 

4．5　泥炭地下水位
　研究見本園では冬に他より泥炭が低温になる．上田代
より中田代では 1.5 ｍ地温が約 3 ℃高い（図 17，野原
ほか，2021）．春先には，中田代は早く雪解けがおこる
のは地温が高いためであろう考えられた．今後地温の高
い理由について，地熱（燧ヶ岳など）により湿原の地温
が高いことも想定され，熱フラックスの測定，場所によっ
て湿原泥炭の透水性が異なることがある．また今後現場
の透水係数を計算し，湿原全体の地下水流動をモデル化
することが重要である．融雪時の大雨で，地下水ポテン
シャルが大きくなる．研究見本園の地下水ポテンシャル
は融雪前に他より早く上昇する．そのことから赤雪（ア
カシボ）の発生など，地下水の上昇が起こって高濃度の
鉄分や溶存有機炭素が表層で検出されている可能性があ
る（野原ほか，2012）．特に NN3-23 の池溏は降水があっ
ても池溏水位がほとんど変動しない水位の安定した池溏
であることが観察された（野原ほか，2021）．降水後に
すみやかに地下水位が上昇し透水性が比較的高く地下水
の流動が大きい池溏が存在することが明らかになった．

4．6　竜宮水路
　富士見小屋の創設者萩原武治氏によると，1912 年夏，
関東水電の測量の時，長沢の水が一つの穴の中に入って
沢がなくなってしまったのを見て，これは竜宮まで通じ
ているに違いないと仲間同士で語り合い，以来この穴を
竜宮というようになったという（阪口，1989）．これま
で詳しい調査は実施されてこなかったが，かつて NHK
が水中カメラの撮影したことがあった（NHK 画像アー
カイブ）．今回，第 4 次尾瀬総合学術調査で再び NHK
が我々と共同調査として水中 8K カメラの撮影を行い（E
テレ，サイエンス ZERO 放送），水中ドローン画像の解
析を行い竜宮の形状や生息している生物について明らか
にした．ほぼ水平に地下水路（縦約 0.5 m，幅約 1.5 m）
が T 字になっていることが発見された．地下水路上部
には泥炭の亀裂があり，地下水路の上部左右で泥炭堆積
層に約 20 cm の地層のずれが見つかった．後日の炭素
同位体分析から 6 世紀後半～ 7 世紀前半の軽石（町田，
新井，2003）様の無機物であることから，歴史的な榛名

山の火山噴出物とみられ，その堆積後に地層のずれをも
たらした泥炭地の地滑りがあり，それがきっかけで河川
水の水路が地下水路になったと推定した．近世の尾瀬で
も大きな地滑りがあり，地滑り地形が猫又川上流域の
カッパ山周辺でも見られる（防災科学技術研究所，
2021; 井上，2019）ことから，地滑りの起こった年代の
詳細は不明であるが同様の地滑りが原因である可能性が
ある．成因からみた山岳湿地の種類には，火口湖，構造
湖，雪田，氷河湖，地すべりを含む重力変形性地形によ
る湿地などがあり，積雪量の多い北アルプスには湖沼が
多く，火山地形と重力変形地形が主な形成場となってお
り（Takaoka, 2015），八幡平火山群では，湿地が主に火
山原面上と地すべり地内に分布している（Sasaki and 
Sugai, 2015）．山岳湿地のうち特に泥炭地は，中部から
東 北 の 多 雪 地 域 の 第 四 紀 火 山 に 多 く 分 布 し

（Sakaguchi,1978），東北地方の新期火山に雪田が多い理
由について緩斜面が広く残存しているためと指摘されて
いる（下川，1988）．雪田型湿地は数千～百年スケール
の気候変動に対応して出現と消滅を繰り返し，現在の湿
地は気候温暖期に成立し，涵養源は主に融雪水と降水で
あり，周辺からの融雪水の供給が 6 月下旬まで継続す
ることが湿潤環境の維持に大きく寄与していた（佐々木，
2019）．地すべり性湿地の形成と消滅には，地形変化の
影響を大きく受け，湿地の立地によって涵養パターンは
異なり，気候応答性にも影響している（佐々木，2019）．
今後，将来の気候変動に対する湿地の応答性を評価する
ために現地での地形や水文観測の継続が益々重要であろ
う．

5．まとめ

　写真測量と地理情報システムの進歩によってドローン
（UAV）航空写真の作成が容易となり，尾瀬ヶ原におけ
る UAV を用いて詳細な地形図を作成し航空写真を用い
た植生変化の把握が可能となった．2012 年の EM 探査
で研究見本園に高電導度層が観測された．含水比の高い
粘性土層が地表層から約 1 ｍ付近にあり，約 1,300 年前
の降水量の増大に起因した猫又川の河川堆積物である粘
土層である可能性が高い．表層から採取した泥炭の 1 m
程度の場所に無機成分の多い層が見られ，過去の洪水履
歴が明らかになった．2019 年 4 月末には，UAV による
湿原積雪を撮影した．KA1-04 では中央部に早い融雪が
見られ，池溏によっては地下水の流入が大きいものがあ
ると考えられた．魚探による測量調査から池溏北西部に
円形にくぼみが見られ，円形中央部は常に水温が 0.5 ℃
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程度高く，融雪時には温度の日周変化が早く出現し常に
湧水で涵養され融雪が早く起こることが示された．中田
代では積雪が 4 ｍに達して，地下水位に影響を与え近
隣の池溏 NA5-43 の冬季積雪下の水位（水圧）に影響を
与えていた．水中ドローン画像の解析を行い竜宮の形状
や生息している生物について明らかにした．ほぼ水平に
地下水路（縦約 0.5 m 幅約 1.5 m）が T 字になっている
ことが発見された．地下水路上部には泥炭の亀裂があり
泥炭堆積層に約 20 cm の地層のずれが見つかった． 6
世紀後半～ 7 世紀前半の榛名山の火山噴出物の堆積後に
地層のずれをもたらした泥炭地の地滑りがあり，それが
きっかけで河川水の水路が地下水路になったと推定し
た． 
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尾瀬ヶ原湿原の「動ぎの田代（ゆるぎのたしろ）」の 
地形的特徴について

永坂　正夫 1），福原　晴夫 2），高野　典礼 3），野原　精一 4）

2022 年 1 月 23 日受付， 2022 年 3 月 7 日受理

　尾瀬ヶ原湿原には，歩くと足元が揺れて地下に水体の存在が知覚される「動ぎの田代（ゆるぎのた
しろ）」と呼ばれる地形がある．2019-2020 年に上田代の 2 地点，中田代の 1 地点で，地下水，周辺池
溏および地表水の採取と水質分析，地下の構造を把握する各種調査を実施した．3地点の動ぎの田代は，
共通して地表面の泥炭層の下部に水体の層があり，面的な広がりを持つことが推定された．また，動
ぎの田代は，中田代の「竜宮」に似た構造の地下水の湧き出す小池溏や，地表流の吸込み口となって
いる小池溏を伴っていた．動ぎの田代の成因解明には，「竜宮」に似た構造相互が泥炭層内でどのよ
うにつながっているのか明らかにしてゆくことが必要である．

The geographical features of a quaking bog “Yuruginotashiro” in the 
Ozegahara mire.

Masao Nagasaka1, Haruo Fukuhara2, Morihiro Takano3, Seiichi Nohara4

A quaking bog “Yuruginotashiro” is a micro topography in the Ozegahara mire, which quakes and shakes 
when someone walks on it. Physicochemical properties of ground water, pond water and surface water from 
three quaking bogs were analyzed in 2019-2020 and the soil explorations were carried out to document the 
geographical features of “Yuruginotashiro”. The survey revealed that large water bodies existed under the 
ground of “Yuruginotashiro”. “Yuruginotashiro” had a spring-fed pond and an inlet pond to the underground that 
was similar to the soil pipe structure of “Ryugu” in Nakatashiro area of the Ozegahara mire. To clarify the cause 
of “Yuruginotashiro”, it is necessary to investigate how the underground structures are connected in the peat 
layer. 

キーワード：泥炭，地下構造，池溏，水みち，竜宮 
peat, underground structure, bog pool, soil pipe, Ryugu
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1．はじめに

　尾瀬ヶ原湿原は群馬県，福島県，新潟県の県境にまた
がり，至仏山や燧ヶ岳など標高 2,000 m 級の山々に囲ま
れた標高約 1,400 m の盆地状の地形にある（図 1）．そ
の広さは東西 6 km，南北 2 km，面積 7.6 km2に及ぶ本
州最大の高層泥炭湿原となっている（Sakaguchi, 2005）．
尾瀬ヶ原湿原には様々な大きさと形状を持つ池溏があ
り，その大半の 1,800 を超える池溏に固有番号が割り振
られ，長期モニタリングが可能となっている（Kanai, 
1982; 金井，1999）．一方，池溏のようには湛水してはい
ないが，歩くと上下に揺れ動き，ズブズブとぬかって危
険を感じる場所が尾瀬ヶ原には数多くみられ，このよう
な場所を地元では「ゆるぎのたしろ」と呼んできた．
　この「ゆるぎのたしろ」という呼称について，武田

（1930）は尾瀬踏査の記録の中で「歩毎にこの水蘚の床
が動揺する．いはゆる「動ぎの田代」の本體はかかるも
のをいふ」と述べ，末野（1933）は「原の各部には古名
を「動ぎの田代」と呼ぶ處ありて，歩めば蔓橋を行くが

如く，水に浮かべるものなるを知る」と述べている．川
崎（1953）も「動ぎの田代」を使っている．阪口（1989）
は「ゆるぎの田代」，「動ぎの田代」の両表記を用いてい
る．尾瀬ヶ原以外では，阪口（1978）は釧路泥炭地の記
述で「ゆるぎの田代」を用い，スコットランドの牛の埋
没を述べる際に「揺るぎの田代」を用いた．岡田（2012）
はダートムーアの解説で「揺るぎの田代」を用い，国内
の高位泥炭地の例として青森県八甲田山の高田谷地湿原
を挙げている．このように「ゆるぎのたしろ」の漢字表
記は定まっていない．本研究は尾瀬ヶ原における地形的
特徴を述べる事から，尾瀬ヶ原に限定した場合は「動ぎ
の田代」を，一般的な名称として用いる場合は「揺るぎ
の田代」を用いることとした．該当する外国での名称も
また quaking moss（阪口 1978），Schwingrasen（阪口，
1989），feather bed，quaker, quagmire, shaking bog（岡
田，2012）など多種あり，構造や成因の多様性を反映し
ているものと思われる．
　尾瀬ヶ原における動ぎの田代の分布は明らかではな
い．武田（1930）は「上の大堀を渡って上田代に入る前

図 1： 調査地点．a）尾瀬ヶ原湿原の位置，b）上田代地区と中田代地区の位置，c）上田代地区での「動ぎの田代」
の調査地 KA1-Y と KA2-Y，d）中田代地区での「動ぎの田代」の調査地 NN6-Y の位置．国土地理院地図および
Kanai（1982）の池溏図を一部改変して作成した．
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後」と記し，川崎（1953）は動ぎの田代の例として，中
田代から上田代に入る前後を挙げている．武田（1951）
は「中田代を西にゆくに従って，一歩ごとに振動を感じ
るほど」と述べ，中田代を挙げている．中田代に多いこ
とはうかがえるが場所は明記されていない．これまでの
3 回の総合学術調査においても調査例は無く，踏査に極
めて危険が伴うためと思われる．本研究においても中田
代で 2 ヶ所（1 ヵ所は本報告の NN6），上田代で 2 ヶ所

（KA1, KA2）を認めたが，全域調査は断念した．
岡田（2012）は高位泥炭地の高田谷地湿原の揺るぎの田
代を「ミズゴケでできた風船が水でパンパンに膨らんで
いて針でつつけば破裂する直前という感触」と例えたよ
うに，泥炭の下部に水が豊富に存在することを推測して
いるが，田代の範囲や泥炭の深さ，下部に推測される水
の深さなどの構造，底質の性状や水質については報告さ
れていない．尾瀬ヶ原湿原においてもこれまで構造など
に関する報告はなく，また，動ぎの田代の「揺れの程度」
は，これまで極めて感覚的であり，揺れの程度を数値化
する試みも行われてはいない．本研究は，尾瀬ヶ原湿原
の動ぎの田代の構造と水質に関する地形的特徴を述べる
最初の報告である．

2．方法

2．1　調査地の選定
　2019 年 9 月 20 日に上田代の KA1 地区と KA2 地区を
広く踏査することにより，立ち入った際に足元が極めて
不安定で揺れを感じる 2 地点（図 1c，KA1-Y，KA2-Y）
を「動ぎの田代」の調査地とした．2020 年 8 月 25 日に
中田代の NN6 地区と NA4 地区を踏査し，同じく足元
が不安定で揺れを感じる 1 地点（図 1d，NN6-Y）を調
査地に加えた．踏査に当たっては，安全に留意し必要に
応じて救命具を着用した．上田代や中田代ではこれらの
地点以外にも足元が不安定で揺れを感じる地点が複数
あったが，詳細な地形調査はこの 3 地点で実施した．

2．2　調査地の概要
　KA1-Y の地形の概略を図 2a に示した．この動ぎの田
代は北側で小さな拠水林に接しており，地表面はその拠
水林の手前で低くなっている（図 2a, 図 3b）．この地表
面 が 低 く な っ た 部 分 に は ヒ ツ ジ グ サ（Nymphaea 
te tragona Georgi）やミズバショウ（Lysichi ton 
camtschatcensis （L.） Schott）の生育する長径 2 m，短
径 1 m で水深 0.5 m の小池溏 P5（図 2a，図 3c）があり，
ここから地表流が生じて，拠水林の中を流れて直径 1.0 

m で水深 155 cm の小池溏 P6（図 2a，図 3d）へ流入し
ていた．この小池溏 P6 は，中田代の「竜宮」（阪口，
1989）と呼ばれる池溏と同様に，地表流が地下へと流れ
込む流入口となっていた．なお，P6 より地下へ流れ込
んだ地表水の行き先は不明である．図 2a の破線の範囲
には直径 1 m に満たないが水深 155 cm の小池溏 P4 が
あり（図 3e），他にもヒツジグサの生育する直径 0.8 m
で水深 138 cm の小池溏があった．
　KA2-Y の地形の概略を図 2b に示した．図 2b の破線
の範囲にはオゼコウホネ（Nuphar pumila （Timm） DC. 
var. ozeensis H. Hara）の生育する縦横 2 m，水深 135 
cm の 小 池 溏 KA2-56（ 図 3f; 以 下 池 溏 番 号 は 金 井，
1999）があった．地表面は北東方向が低く，染み出した
水が水深 40 cm の小池溏 KA2-57（図 3g）の手前から
地表流となり，縦横 3.5 m で水深 138 cm の池溏 KA2-
58（図 3h）へ流入していた．KA2-58 は地表流が地下へ
流れ込む流入口となっており，流れ込んだ地表水の行く
先は不明である．
　NN6-Y の地形の概略を図 2c に示した．この NN6-Y
の東端には長径 2.6 m，短径 1.9 m の小池溏 P10 があり

（図 3ij），ここから地表流が生じて幅 0.8 m の流れとなっ
て下ノ大堀川まで流下していた（図 3k）．この NN6-Y
の西側の上流方向には，ドローン撮影画像により湿地溝

（リュレ Rülle）と見られる地形が確認されている（図
3l）．

2．3　調査項目とその方法
　各調査地（KA1-Y，KA2-Y，NN6-Y）では，まず始
めに「動ぎの田代」に相当する範囲の特定をおこなった．
この「動ぎの田代」の範囲を厳密に特定することは難し
く，そのため簡便な方法であるが付近を注意深く踏査し，
明らかに揺れを知覚する範囲を GPS で記録し調査範囲
とした（図 2a，2b，2c の破線の範囲，図 3a）．調査範
囲内に生育する植物種を記録した．
　動ぎの田代に立ち入った際の足元の不安定さは，地表
の沈み込みと揺れの 2 つの要素が組合わさっていると考
えられるが，軟弱な地盤に力を加えた際の揺れを測定す
ることは難しく，本研究では簡便に測定できる地表面の
沈み込み量の測定を試みた．足元の不安定さを感じる範
囲を縦断するように，KA1-Y ではライン AB，KA2-Y
ではライン CD，および NN6-Y ではライン EF のトラ
ンセクトラインを設定した（図 2）．トランセクトライ
ンでは，レーザーレベル（RL-H5A, トプコン）と水平
に張った水糸を併用し，荷重のない状態で地表面の高さ
を測定した後，ラインに接して成人男性（体重 65 kg）
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図 2：調査地の概略と各種調査の実施地点．a） KA1-Y，b） KA2-Y，c）NN6-Y．ドロー
ン撮影画像は（株）ドキュメンタリーチャンネル，藤原英史氏の提供による．
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図 3：調査地と調査機材．a） 動ぎの範囲を歩いて特定，b） KA1-Y とそれに接する拠水林，c） KA1-Y の小
池溏 P5, d） KA1-Y の小池溏 P6，e） KA1-Y の小池溏 P4，f） KA2-Y の小池溏 KA2-56，g） KA2-Y の小池
溏 KA2-57, h） KA2-Y の吸込み口となっている小池溏 KA2-58，i） NN6-Y の全景，j） NN6-Y の小池溏 P10，
k） P10 から流れ出る流路，l） NN6-Y の左側（西方）に湿地溝が見える（画像は（株）ドキュメンタリーチャ
ンネル，藤原英史氏提供），m） NN6-Y のライン EF での計測，n） 簡易貫入試験機，o） ピートサンプラー，
p） パイプを押し込んで作成した井戸，q） 水深計を設置した NN-6Y の井戸 P9．
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図 3 の続き
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が直立し，その地表面が沈み込んだ深さを測定した（図
3m）．
　KA1-Y においては，簡易貫入試験機（地盤工学会基
準 JGS 1433 に準拠）を使用して，動ぎの田代の地下構
造の探索を実施した．これは質量 5 kg のハンマーを 50 
cm の高さから落下させ，その打撃によって先端に直径
25 mm のコーンのついたロッドが 10 cm 貫入するのに
要する打撃回数（Nd 値）により土層の状態，すなわち
硬さを把握するものである（図 3n）．この簡易貫入試験
は，足元の不安定さを感じない地点 P1 と明らかに不安
定さを感じる地点 P2 の 2 地点（図 2a）で実施した．こ
れら地形に関する調査は，KA1-Yでは2019年10月16日，
KA2-Y では 2019 年 10 月 17 日，NN6-Y では 2020 年 8
月 25 日に実施した．
　KA1-Y の P3（図 2a），KA2-Y の P7（図 2b），NN6-Y
の P9（図 2c）の地点で，次の手順で動ぎの田代の下に
存在していると思われる地下の水体からの採水と水質測
定をおこなった．まず，ピートサンプラー（DIK-105A，
大起理化工業）を用いてほぼ水体に達するまで地表面に
穴を掘削し（図 3o），そこから直径 4 cm のアクリルパ
イプを挿入し，固くて挿入できない深度まで手で押し込
むことで採水用の井戸とした（図 3p）．別日の測定と採
水には，同様の手順で旧井戸の付近に新たな井戸を掘っ
て採水した．
　水温（℃），pH，電気伝導度 （EC, mS m-1），溶存酸
素量（DO, mg l-1）は，アクリルパイプを静かに目的の
深度まで引き上げた状態で電気伝導率・pH 計（WM-
22EP，DKK-TOA）と溶存酸素計（ProODO, YSI）の
プローブを井戸内に挿入するか，各深度まで塩化ビニー
ルホースを挿入し，ハンドポンプを用いて採取した地下
水をジョッキに溜めて計測した．分析用の試水は現地で
ガラスフィルター（GF/C，Whatman）を用いて濾過し
た後，冷蔵して持ち帰り分析まで凍結保存した．ガラス
フィルター上の残渣は，105℃で 24 時間以上乾燥させた
後に秤量し，懸濁物質量（SS, mg l-1）とした．試水中
のイオン成分についてイオンクロマトグラフ（PIA-1000, 
島津）を用いて測定した．
　これらの水質測定と採水は，KA1-Y では 2019 年 9 月
21 日，10 月 16 日，KA2-Y で は 2019 年 10 月 17 日，
2020 年 8 月 26 日に，NN6-Y では 2020 年 8 月 25 日，10
月 12 日に実施した．なお，KA1-Y，KA2-Y，NN6-Y の
調査範囲内の地表水，周囲にある池溏や地表水について
も同様の水質測定と分析を実施した．
　2020 年 9 月 12 日から 10 月 12 日の 1 ヶ月間，NN6-Y
の P8 と P9 にパイプを埋め込んだ井戸を準備し，小池

溏 P10 を 加 え た 3 地 点 に 自 記 記 録 水 深・ 水 温 計
（HOBOU20, Onset）を設置し，水位と水温の連続測定
を実施した（図 3q）．水深・水温計は地表面から同じ深
度に設置することができず，井戸 P8 では約 1 m，井戸
P9 では約 2 m，小池溏 P10 では約 1.5 m とそれぞれ異
なった深度に設置した．
　また，2020 年 10 月 13 日に，井戸 P9 と小池溏 P10 の
内部構造を把握するため，ファイバースコープカメラ

（DS450, DEPSTECH 社）を用いて直接観察した．また，
P11 でハンディジオスライサー（口径 5 cm × 5 cm，
長さ 2 m，国立環境研究所の自作）を用いて地表の土壌
断面の観察を実施した．

2．4　中田代竜宮付近の踏査
　尾瀬ヶ原の微地形の一つである中田代の典型的な「竜
宮」（阪口，1989）の周囲において，2020 年 8 月 25 日
に「動ぎの田代」に相当する地形が存在するか踏査した．

3．結果

3．1　KA1-Y の構造
　KA1-Y に設定したライン AB における地表面の起伏，
沈み込み量および地下水の採水をおこなった井戸 P3 の
断面を図 4 に示した．ライン AB における地表面の起伏
は，P3 の地表面を基準として示している．
　P3 における泥炭層の厚さは，ピートサンプラーによ
る掘削から推定した深度であり，地表から 70 cm まで
の上部は植物根が多いがその下部には泥炭が出現した

（図 5abc）．泥炭の下の深度 112-244 cm の範囲は水体の
層となっており，その底は硬くパイプを押し込むことが
できない状態だった．
　ライン AB における沈み込み量は，足元の不安定さが
感じられない 0.0-5.0 m 付近の地点も，不安定さを感じ
る 6.0 m 以降も 5 cm 前後で顕著な違いは認められな
かったが，標高の低い 17.0 m 地点で 16 cm，18.0 m 地
点で 9 cm, 19.0 m 地点で 9 cm と沈み込み量は大きく
なった．
　足元の不安定さが感じられない地点 P1 と明らかに不
安定さを感じる地点 P2 において実施した簡易貫入試験
の結果を図 6 に示した．P1 での Nd 値は深度に応じて
漸増し，地表面から深度 70 cm で 3.0 を越えた．一方，
P2 では深度 100 cm までの Nd 値は 1.0 を下回り，1 回
の打撃でコーンが 10 cm 以上貫入する軟弱な層となっ
ていた．P2 の Nd 値が 3.0 を超えるのは深度 220 cm よ
り深い層からであった．この深度より急速に Nd 値は増
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加し，深度 250 cm 以深の Nd 値は 10.0 となり，おおむ
ねその深度は井戸 P3 の底の深さ 244 cm と一致した．
　井戸 P3，小池溏 P5，および P5 から流れ出した地表
流が吸い込まれる小池溏 P6 の水質測定結果を表 1 に示
した．井戸 P3 ではプローブを挿入して各種測定を実施
した後，ハンドポンプを使って採水したところ，はじめ
黒色に濁った水が出てきたが次第に透明な水に置き換
わっていった．井戸 P3 の深度 100 cm より浅い部分の
測定を除き，地下水は 2019 年 9 月 21 日，10 月 16 日の
両日ともに無酸素状態であった．井戸 P3 の地下水の電
気伝導度は 9.94-10.72 mS m-1 であり，参考値として 9 月
21 日に測定した KA1-Y より標高の高い地点にある池溏
KA1-04，KA1-05 の電気伝導度 0.72-0.75 mS m-1 と比べ
て高い値を示した．地下水の Na+，K+，Mg2+，Ca2+濃
度はいずれも 1.0 mg l-1 以上の値であり，同じく KA1-
04，KA1-05 のそれらの濃度が 1.0 mg l-1 以下であった
のと比べて高い値であった．小池溏 P5，地表流となっ
て流れ込む小池溏 P6 の電気伝導度は 1.63-3.42 mS m-1

で あ り，KA1-04，KA1-05 の 電 気 伝 導 度 0.72-0.75 mS 
m-1 よりも高い値を示した．小池溏 P5，P6 のカチオン
濃度は K+ を除いて 1.0 mg l-1 以上の値を示した．

　KA1-Y の破線の範囲に生育する主な植物種を表 2 に
示した．ミズゴケ類以外の植物としてはヌマガヤ

（Moliniopsis japonica （Hack.） Hayata）， ミ タ ケ ス ゲ
（Carex michauxiana Boeck. subsp. asiatica Hultén），ミ
ヤマイヌノハナヒゲ（Rhynchospora yasudana Makino）
が優占種であった．

3．2　KA2-Y の構造
　KA2-Y に設定したライン CD における地表面の起伏，
沈み込み量および地下水の採水をおこなった井戸 P7 の
断面を図 7 に示した．ライン CD における地表面の起伏
は，P7 の地表面を基準として示している．ライン CD
における沈み込み量は，足元の不安定さを感じない 3.0 
m 地点までは 5.0 cm 以下であったが，ラインの中央部
にある池溏 KA2-56 に向かって沈み込み量は大きくな
り，池溏の岸際では 17-22 cm となった．標高が若干高
くなっている 20.0 m 地点付近では沈み込み量は 5 cm
以下と小さく，その後 D 地点まで標高が低くなるとと
もに再び沈み込み量は大きくなった．井戸 P7 における
泥炭層の厚さは，ピートサンプラーによる掘削から推定
した深度であり，全体に植物根が多かった．泥炭下の深

図 4：KA1-Y のライン AB における地表面の起伏，沈み込み量および井戸 P3 の断面図．
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図 5：地下構造の調査時の写真．a，b，c） KA1-Y の P3 におけるピートサンプラーの掘り取り断面，d） 
泥炭層の厚さ測定に用いた自作器具，e） 自作器具を開いたところ，f） NN6-Y の井戸 P9 のパイプ（全長 3 
m）を静かに引き上げたところ底まで透明の水が採取される，g） NN6-Y の井戸 P9 のパイプの底に採取さ
れた底泥，軽石が見える，h） P9 の底のファイバースコープ映像，軽石が白く映っている，i） NN6-Y の小
池溏 P10 の流出点側の壁面に軽石が見える，jkl） NN6-Y の P11 における地表面断面．
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度 87-124 cm は水体の層となっていた．なお，井戸を作
成した際にアクリルパイプを引き抜いたところ，井戸か
ら水が 1 分間ほど自噴したことから，地下の水体は被圧
状態にあったと思われた．
　井戸 P7 および周辺の池溏の水質測定結果を表 1 に示
した．P7 から採取した地下水の 2019 年 10 月 17 日の電
気伝導度は 2.65 mS m-1，2020 年 8 月 26 日は 1.88 mS 
m-1 であった．2019 年 10 月 17 日の溶存酸素量は 2.97mg 
l-1 であったが，2020 年 8 月 26 日は無酸素状態であった．
この KA2-Y において標高の高い側にある池溏 KA2-53，
KA2-55，KA2-5501 の 2020 年 8 月 26 日の表層水の測定
では電気伝導度は 0.74-0.93 mS m-1 と低く，溶存酸素量
も 2.83-4.35 mg l-1 あり，井戸 P7 の地下水とは明らかに
異なる水質を示した．しかし，CD ラインの中央付近に
ある KA2-56 の電気伝導度は表層で 1.47 mS m-1，水深
120 cm で 2.01 mS m-1 と井戸 P7 の地下水に近い値を示
し，また無酸素状態であった．KA2-67 付近で染み出し
ている地表水，それらが地表水となって流入する KA2-
57，KA2-58 の電気伝導度も 2.10-4.00 mS m-1 と標高の
高い側にある池溏 KA2-53，KA2-55，KA2-5501 の表層
水より高い値であり，井戸 P7 の地下水に近い値であっ
た．
　KA2-Y の破線の範囲に生育する主な植物種を表 2 に
示した．ミズゴケ類以外の植物としてはヤチスゲ（Carex 

limosa L.）， ミ カ ヅ キ グ サ（Rhynchospora alba （L.） 
Vahl），ホロムイソウ（Scheuchzeria palustris L.）が優
占種となっていた．

3．3　NN6-Y の構造
　NN6-Y に設定したライン EF における地表面の起伏，
沈み込み量および地下の水体から採水をおこなった井戸
P9 の断面を図 8 に示した．ライン EF における地表面
の起伏は，P9 の地表面を基準点として示している．ラ
イン EF における沈み込み量は，井戸 P9 の手前の 2.0-4.0 
m 地点で 7-8 cm とやや大きかったが，その他の地点の
沈み込み量は小さかった．
　P9 における泥炭層の厚さは，傘の骨状の自作器具（図
5d，5e）を井戸に挿入して得た実測値である．泥炭層
の下には，厚さ 250 cm に及ぶ水体の層があった（図
5f）．アクリルパイプの挿入により，井戸の底からは白
色の軽石を含む泥炭コアが 10 cm 採取された（図 5g）．
この井戸の底をファイバースコープで観察したところ，
軽石と見られる多数の粒子が確認された（図 5h）．
　小池溏 P10 はライン方向の径が 1.9 m，直角方向の径
が 2.6 m の楕円形をしており，湖底は井戸 P9 側で水深
225 cm と深く，流出点側に向かって浅くなり，流出点
付近は水深 50 cm の棚状の形状をしていた（図 8）．こ
の流出点側の壁面は固く，ファイバースコープで観察し

図 6：KA1-Y の P1（左）と P2（右）における簡易貫入試験結果．
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表 1：KA1-Y，KA2-Y および NN6-Y における水質測定結果

水温 pH EC DO SS Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl-

調査地 地点
（最大水深・深度）

年月日 測定位置（測定法） ℃ mS m-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1 mg l-1

KA1-Y 井戸 P3
（深度 224 cm）

2019 年 9 月 21 日 深度 73 cm（プロー
ブ挿入）

14.1 － － 7.37 － － － － － －

深度 173 cm（プロー
ブ挿入）

13.4 － － 0.48 － － － － － －

深 度 223 cm （ プ
ローブ挿入）

12.5 － － 0.05 － － － － － －

深度 94 cm（ハンド
ポンプ採水）

11.9 6.12 9.94 1.33 － 5.0 1.0 7.7 5.3 2.2

井戸 P3
 （深度 229 cm）

2019 年 10 月 16 日 深度 165 cm（ハン
ドポンプ採水，DO
は挿入）

14.7 5.90 10.72 0.33 0.7 8.3 1.8 6.6 3.5 5.4

小池溏 P5
（水深 0.5 m）

2019 年 10 月 16 日 表層 14.8 6.72 2.02 4.56 － － － － － －

小池溏 P6
（水深 155 cm)

2019 年 9 月 21 日 表層 14.8 6.10 3.42 0.90 － 2.5 0.6 2.9 2.0 2.1

2019 年 10 月 16 日 表層 14.7 6.62 1.63 － － 1.8 0.3 1.4 1.2 2.4
KA2-Y 井戸 P7 

（深度 138 cm）
2019 年 10 月 17 日 深度 50 cm（ハンド

ポンプ採水，DO は
挿入）

15.2 5.47 2.65 2.97 2.4 2.9 0.6 1.6 1.6 3.1

井戸 P7
（深度 124 cm）

2020 年 8 月 26 日 深度 50 cm（ハンド
ポンプ採水）

17.6 4.97 1.88 0.06 30.5* － － － － －

井戸 P7
付近の地表水

2020 年 8 月 26 日 地表 27.0 4.89 1.81 4.54 － － － － － －

KA2-53 2020 年 8 月 26 日 表層 21.3 4.90 0.93 2.83 1.0 － － － － －
KA2-55 2020 年 8 月 26 日 表層 22.2 5.49 0.86 4.35 0.0 － － － － －
KA2-5501 2020 年 8 月 26 日 表層 22.9 4.91 0.74 3.82 0.0 － － － － －
KA2-56
（水深 135 cm）

2020 年 8 月 26 日 表層 20.2 5.72 1.47 0.84 － － － － － －

水深 120 cm 17.9 4.84 2.01 0.07 － － － － － －
KA2-67 2020 年 8 月 26 日 表層 21.7 6.36 1.28 3.92 2.5 － － － － －
KA2-67
付近の地表水

2020 年 8 月 26 日 地表 20.2 4.93 3.18 1.23 － － － － － －

KA2-57
（水深 40cm）

2020 年 8 月 26 日 表層 21.2 5.68 4.00 1.03 － － － － － －

KA2-58
（水深 138 cm）

2020 年 8 月 26 日 表層 20.7 5.07 2.10 0.67 － － － － － －

2020 年 8 月 26 日 水深 120 cm 19.6 5.23 2.95 0.05 － － － － － －
NN6-Y 井戸 P9 

（深度 291 cm）
2020 年 8 月 25 日 深度 50 cm 20.8 4.53 1.83 1.51 29.0* － － － － －

深度 150 cm 17.8 5.35 2.18 0.16 3.5 － － － － －
深度 290 cm 15.9 5.34 1.96 0.12 2.5 － － － － －

井戸 P9
（深度 270 cm）

2020 年 10 月 12 日 深度 50 cm 13.5 5.06 1.09 － － － － － － －

深度 150 cm 13.2 4.49 1.03 － － － － － － －
深度 225 cm 12.0 4.99 1.06 － － － － － － －

小池塘 P10 
（水深 225 cm）

2020 年 8 月 25 日 表層 19.4 5.32 2.02 1.56 － － － － － －

水深 180 cm 17.6 5.43 2.42 0.18 － － － － － －
2020 年 10 月 12 日 表層 12.9 3.78 1.03 － － － － － － －

水深 105 cm 12.9 4.29 1.03 － － － － － － －
下ノ大堀川 2020 年 10 月 12 日 表層 12.3 5.25 3.45 － － － － － － －

参考 KA1-04 2019 年 9 月 21 日 表層 18.4 5.71 0.72 － － 0.8 0.2 0.4 0.9 1.0
KA1-05 2019 年 9 月 21 日 表層 17.2 5.88 0.75 － － 0.2 0.1 0.4 0.7 0.0
KA4-02 2019 年 9 月 19 日 表層 20.3 6.47 0.46 － － 0.3 0.1 0.4 0.6 0.3
NA5-06 2019 年 9 月 19 日 表層 19.7 6.04 0.85 － － 0.4 0.1 0.2 1.6 1.0
NA5-08 2019 年 9 月 19 日 表層 19.4 5.09 1.08 － － 0.6 0.1 0.4 1.0 1.2

* ピートサンプラーによる表土掘削の影響を受けた可能性あり．表中の「－」は未測定を示す．
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表 2：KA1-Y，KA2-Y および NN6-Y に生育する植物

出現種 *
科名 種名 KA1-Y KA2-Y NN6-Y
スイレン科 Nymphaea tetragona Georgi　 ヒツジグサ 1

Nuphar pumila (Timm) DC. var. ozeensis H. Hara　 オゼコウホネ 1
サトイモ科 Lysichiton camtschatcensis (L.) Schott　 ミズバショウ 1
ホロムイソウ科 Scheuchzeria palustris L.　 ホロムイソウ　 1 1 1
アヤメ科 Iris laevigata Fisch.　カキツバタ 1
ホシクサ科 Eriocaulon decemflorum Maxim.　 イトイヌノヒゲ　 1
カヤツリグサ科 Carex limosa L.　 ヤチスゲ　 1

Carex middendorffii F. Schmidt　トマリスゲ（ホロムイスゲ）　 1
Carex michauxiana Boeck. subsp. asiatica Hultén　 ミタケスゲ　 1
Schoenoplectiella hondoensis (Ohwi) Hayas.　 ミヤマホタルイ　 1
Rhynchospora alba (L.) Vahl　 ミカヅキグサ 1 1 1
Rhynchospora yasudana Makino　 ミヤマイヌノハナヒゲ 1 1 1

イネ科 Moliniopsis japonica (Hack.) Hayata　 ヌマガヤ 1 1 1
バラ科 Sanguisorba longifolia Bertol.　ミヤマワレモコウ 1 1
ヤマモモ科 Myrica gale var. tomentosa C. DC.　ヤチヤナギ 1
オトギリソウ科 Hypericum crassifolium (Blume) Nakai　ミズオトギリ 1
ツツジ科 Vaccinium oxycoccos L.　 ツルコケモモ　 1

Andromeda polifolia L.　 ヒメシャクナゲ　 1
ヒカゲノカズラ科 Lycopodiella inundata (L.) Holub　ヤチスギラン 1
ミズゴケ科 Sphagnum spp.　ミズゴケ属複数種 1 1 1
* 数字は出現の確認された種

図 7：KA2-Y のライン CD における地表面の起伏，沈み込み量および井戸 P7 の断面図．
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たところ軽石を多く含んでいることが確認された（図
5i）．足元の不安定さが感じられる範囲から離れた地点
P11 においてジオスライサーにより地表断面を観察した
ところ，全体に渡って軽石の存在は認められなかった，

（図 5jkl）．
　井戸 P9，小池溏 P10 および下ノ大堀川の水質測定結
果を表 1 に示した．2020 年 8 月 25 日の井戸 P9 から採
水した地下水の電気伝導度は 1.83-2.18 mS m-1 を示し，
小池溏 P10 は 2.02-2.42 mS m-1 とほぼ同じ値を示した．
どちらも表層には酸素が存在していたが，下層は無酸素
状態であった．10 月 12 日の測定では井戸 P9 から採水
した水の電気伝導度は 1.03-1.09 mS m-1，小池溏 P10 は
1.03 mS m-1 とほぼ同じ値を示した
　図 9 に 2020 年 9 月 12 日から 1 ヶ月間測定した井戸

P8，井戸 P9，小池溏 P10 の水位変化（9 月 12 日を基準
水位とする），水温（各ロガーの設置された深度の水温），
および鳩待峠雨量観測所の日降水量（国土交通省 , 
2021）を示した．井戸 P9 と小池溏 P10 では，降雨イベ
ントのあった当日中（時間雨量のピークから数時間以内）
に水位上昇が見られ，水温変化もほぼ同期していた．一
方，井戸 P8 では水位変動は同期していたが，水温変化
には同期が認められなかった．NN6-Y の破線の範囲に
生育する主な植物種を表 2 に示した．ミズゴケ類以外の
植物としてはミカヅキグサ，ミヤマイヌノハナヒゲ，ト
マリスゲ（Carex middendorffii F. Schmidt），ヤチヤナ
ギ（Myrica gale var. tomentosa C. DC.）が優占種となっ
ていた．

図 8：NN6-Y のライン EF における地表面の起伏，沈み込み量および井戸 P9 の断面図．
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図 9：NN6-Y の井戸 P8，井戸 P9，小池溏 P10 の a） 水位変化，b） 水深・水温計を設置した深度の水温，およ
び c） 鳩待峠雨量観測所の日降水量（国土交通省 , 2021）．
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3．4　中田代竜宮付近の踏査
　木道の東側の竜宮の流入口，西側の流出口の周囲，推
定される流路の周囲を踏査したが，動ぎの田代と判断さ
れる地形は確認されなかった．

4．考察

4．1　「動ぎの田代」の構造
　調査をおこなった 3 ヶ所の動ぎの田代では，KA1-Y
ではヌマガヤやミタケスゲ，KA2-Y はヤチスゲやミカ
ヅキグサ，NN6-Y ではミカヅキグサ，ミヤマイヌノハ
ナヒゲ，ヤチヤナギが優占種となっており，それぞれ植
生に違いは認められるものの，足元の不安定さを感じる
範囲の内外でそれぞれ優占種が異なることはなく，動ぎ
の田代の範囲を景観から特定することはできなかった．
ただし，NN6-Y では動ぎの範囲を外れると，ミカヅキ
グサ，ヤチヤナギよりも地下水位が低く，やや乾燥した
場 所 に 生 育 す る 傾 向 の あ る ミ ヤ マ ワ レ モ コ ウ

（Sanguisorba longifolia Bertol.）や，地下水位や土壌水
分について広い条件下で生育できるヌマガヤ（岩熊ら， 
1999）が増加し，動ぎの内外で地下水位や表層の土壌水
分が異なっている可能性が示唆された．
　動ぎの程度を簡易に把握する方法として採用した沈み
込み量と，地下の水体を覆う泥炭層の厚さがどの程度の
相関を示すのかは，泥炭層の厚さを把握した地点が井戸
を作成した 3 地点（P3，P7，P9）に限られることから，
明らかにはできなかった．トランセクトライン（ライン
AB，ライン CD，ライン EF）において，標高の低い地
点（ライン AB の 17.0-19.0 m 地点，図 4； ライン CD
の 24.0-27.0 m 地点，図 7）や，池溏に近い地点（ライ
ン CD の 9.0-19.0 m 地点，図 7; ライン EF の 2.0-7.0 m
地点，図 8）で沈み込み量は大きく，地表面の泥炭層の
軟弱さを反映していると考えられる．動ぎの田代の分布
や規模を迅速に把握するためには，さらに調査手法の検
討が必要である．
　KA1-Y，KA2-Y および NN6-Y の動ぎの田代に共通す
る地形的構造として，次の 2 点が挙げられる．まず，地
表面の泥炭層（厚さ 40-112 cm）の下部には，軟弱な泥
炭などではなく，共通して水体の層（厚さ 37-251 cm）
が存在していた点である．KA1-Y で井戸を作成した地
点 P3 から 5 m ほど離れた地点 P2 でおこなった簡易貫
入試験結果は，地下の水体の層の存在を示唆しており（図
6），水体は水平方向にも広がりを持っていることが推定
される．KA1-Y の水体の層は厚さ 132 cm，NN6-Y は
厚さ 251 cm と，地下で洞窟ともいえる構造を呈してい

ると推定されるのに対して，KA2-Y の水体の層は厚さ
37 cmにとどまっていた．KA1-Yは小規模な拠水林に（図
2a），NN6-Y は下ノ大堀川（図 2c）に接しており，自然
堤防により排水の妨げられる後背湿地にあたる位置にあ
るのに対し，KA2-Y（図 2b）には自然堤防を形成する
地形は見当たらない．地下空洞の規模の違いには，地下
水の貯留されやすい地形であるかが関係しているものと
考えられた．
　次に，共通する構造として，動ぎの田代からみて標高
の低い側に湧出点としての小池溏があり，そこから地表
流が生じているという，一連の水の流れがあることが挙
げられる．KA1-Y では小池溏 P5，NN6-Y では小池溏
P10 があり，そこから地表流が流れ出していた．KA2-Y
では，KA2-56 および KA2-67 から染み出した水が地表
流となっていた．
　KA1-Y の小池溏 P5 や吸込み口となっている小池溏
P6 の電気伝導度やカチオン類の濃度は井戸 P3 の地下水
と類似しており，また KA2-Y で染み出した水の集まる
KA2-67 付近の地表水や KA2-57 および吸込口となって
いる KA2-58 の電気伝導度は井戸 P7 の地下水と類似し
ており，これらの地表水は動ぎの田代の地下水体からの
湧水に由来すると推定される．NN6-Y の井戸 P9 と小池
溏 P10 は，電気伝導度や溶存酸素量がほぼ同じ値を示
したことから（表 1），地下で連通した状態にあると考
えられる．また井戸 P9 と小池溏 P10 の水位変化はほぼ
同期しており，降雨イベントのあった当日中（時間雨量
のピークから数時間以内）に水位上昇が見られ，水温変
化もほぼ同期していることもまた（図 9），井戸 P9 の水
体と小池溏 P10 は地下で連通した一体の水体であるこ
とを示している．KA2-Y の動ぎの中央に位置する KA2-
56 は，井戸 P7 の深度 124 cm と最大水深 135 cm が類
似すること（図 7），電気伝導度や溶存酸素量（表 1）の
類似を考えると，同じく地下で連通した状態にあると推
定される．
　さらに，KA1-Y には小池溏 P6，KA2-Y には KA2-58
という，地表流の吸込み口となっている地形を共通して
有していた．このような湧水の湧き出し口や地表流の吸
込み口を尾瀬ヶ原では「竜宮」と呼んでおり（小谷，
1954），本研究の 3 ヶ所の動ぎの田代は尾瀬ヶ原の微地
形の一つである竜宮の一種と言える構造を伴っていた．
しかし，中田代にある典型的な竜宮は出水口に地下空間
をもたないパイプ状の地下流路となっており（野原ほか，
2022），踏査によっても周囲に動ぎの田代に相当する地
形は存在しなかった．
　野原ほか（2021）は上田代の KA4 地区の地下構造を
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電磁探査することで，表層から深度 1 m ほどの泥炭層
中に高電気伝導度を示す部分がいくつかあることを明ら
かにしている．井戸 P3 の地下水が高伝導度を示すこと
は，電磁探索で高伝導度を示した地層の存在と関連して
いるものと考えられる．近年は泥炭湿原を地中レーダー
で探査することで詳細な地下構造を把握することも可能
となっており（Comas et al. , 2005; Holden, 2005; 
Christoher et al., 2009），今後，こうした新たな手法を
適用することで，動ぎの田代の地下空洞が水平方向にど
の程度広がっているか，尾瀬ヶ原湿原の複雑な地下構造
を明らかにすることができるものと考えられる．
　北海道の湿原で知られる微地形の一つに「谷地マナコ，
谷地眼（やちまなこ）」がある（辻井，1987）．開口部は
下部が広く深さは 1.5-2 m 程度と記載があるが，正確な
構造についての記述は見当たらない．動ぎの田代と同様
に危険な場所であるために調査例がないと思われる．開
口部が円形であることや冬季になかなか凍結しないこと
から湧水の噴出口の可能性があるとみられており（辻井，
1987），この点は本研究の動ぎの田代に類似するもので
ある．また，岡田（2014, 2017）は低層湿原の水域が埋
積してゆく過程で植物の生育により閉塞していくことで
形成されるとしており，詳しい構造や水質の調査報告が
待たれる．

4．2　成因について
　動ぎの田代の成因として，川崎（1953）は「古尾瀬湖」

（尾瀬ヶ原の元となった燧ケ岳の噴出溶岩により只見川
河谷がせき止められて出来た仮説の湖）の名残りの湖水
に泥炭層が浮かんでできたとする「古尾瀬湖残存説」と
言うべき説を提唱した．「古尾瀬湖」の存在は，第 1 次
尾瀬総合調査（1950-1952）の仮説であったが，多くの
箇所の泥炭コアの分析から湖であった証拠は得られず，
現在では否定されている（阪口，1982，1989）．
　阪口（1989）は池溏の岸辺の棚が成長して広がり，池
溏の水が閉じ込められたとする「池溏閉塞説」を成因と
した．この説は，野反湖湿原でミズスギナ群落が揺るぎ
の田代を形成しているとの説（Hori, 1958; 堀，1961, 
1973）を想起したものと推定される．岡田（2012）はイ
ギリスのダートムーアの中のフォックストアマイアの揺
るぎの田代の発達段階として，水面にミズゴケが浮遊し
て増殖する浮遊期から蓋水期，結合期を経て固結期（地
中にある程度の量の水塊を残してミズゴケが固結）を想
定している．尾瀬ヶ原湿原では，池溏内でミズゴケ類が
浮遊したり，イネ科植物などが匍匐枝を伸ばして生育す

る状況や報告例はない．水面に浮漂する植物の成長は，
池溏水が貧栄養であること（Sakamoto, 1982； 林ら，
1999）からも困難と思われる．また，池溏の岸辺が棚状
に突出している例は多く観察されるが，ある程度突出す
ると切断又は切断途中となる場合が多く，岸辺の棚の形
成は岸辺植物の成長の結果ではなく，むしろ岸辺の泥炭
の侵食の結果と推定されている（福原ら，2022）．
　尾瀬ヶ原では通常 30 ～ 150 cm の深度に肉眼的に容
易に認められる径 2-4 mm の榛名山二ツ岳からの噴出物

（軽石）のテフラが存在している（Sakaguchi et al., 
1982）．NN6-Y の井戸 P9 の底や池溏 P10 の岸には軽石
が堆積していたが（図 5h，5i），これらの軽石は地下の
泥炭が侵食される過程で運搬堆積されたものではないか
と筆者らは推測している．現段階では植物の成長の検討
が不十分なことから「池溏閉塞説」は否定できないが，
今後，NN6-Y や KA1-Y, KA2-Y の動ぎの田代の内外を
テフラを指標に泥炭層位を精査することにより，水体上
部が閉塞されることで動ぎの田代の地下空洞が形成され
たのか，地下の泥炭層が失われたことで形成されたのか
検証可能と考えている．
　中田代にある竜宮は泥炭内に形成された地下流路であ
る．地表水の吸込み口となっている KA1-Y の小池溏 P6
や KA2-Y の池溏 KA2-58，地下水の湧き出し口となっ
ている NN6-Y の池溏 P10 もまた地下流路の一部を構成
していると考えられる．梅田・清水（1985）はサロベツ
泥炭地の湿地溝形態を調べ，場所によって地表が閉塞し
た地下流路となっていること，またそれらが泥炭の層構
造に沿って侵食されることで生じることを推測してい
る．その後，岡田（2009）は，サロベツ泥炭地の湿地溝
が地表流の侵食ではなく，主に過湿条件で植物の成長速
度が低下し，泥炭の堆積が妨げられることで形成される
ことをシミュレーションモデルにより示したが，泥炭層
中に透水係数が大きい箇所が存在すると，泥炭中を浸透
する地下水が特定の場所に集中すると述べている．
　本研究で取り上げた動ぎの田代は，拠水林の旧河道や
河川の自然堤防付近の低地に水が集まり，長年の間に地
下の泥炭層に地下流路が形成されることで生じるのでは
ないかと筆者らは推測している．今後，動ぎの田代の成
因を明らかにするには，動ぎの田代に付随する竜宮に似
た地表水を吸い込む池溏，地下水の湧き出す池溏が地下
の泥炭層内で相互にどのようにつながっているのか明ら
かにしてゆくことが必要である．
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尾瀬ヶ原における地溏の拡大とその速度の測定
福原　晴夫 1），永坂　正夫 2），藤原　英史 3），野原　精一 4）

2021 年 9 月 28 日受付，2021 年 11 月 4 日受理

　尾瀬ヶ原（標高；1,400 ｍ，長さ；6 km，幅；2 km，面積；7.6 km2）は本州最大の高層湿原で約 1,800
個の大小様々な池溏が分布している．高層湿原の多様な形態の池溏は，ケルミ－シュレンケ複合体（指
紋状パターン）の連合を通じて形成されてきたと推定されている．尾瀬ヶ原においても，同様な過程
が考えられる．岸辺の抉れ状態，池溏岸の開裂や離脱の状況，洪水による岸辺泥炭の攪乱や剥離，過
去の映像との比較，過去の池溏形態計測との比較，固定島の形成過程，水深と水生植物の分布，ヒツ
ジグサのへりなし型分布の成因などから池溏拡大に関する事象について検討した．次いで，二つの仮
定を基に池溏岸の拡大速度の推定を試みた．4 池溏の調査から平均 1.5 cm 年 -1 であると推定し，その
妥当性について検討した．

The expansion of pools and the estimation of its speed in the Ozegahara mire

Haruo Fukuhara1，Masao Nagasaka2，Eiji Fujiwara3，Seiichi Nohara4

The Ozegahara mire (alt. 1,400m，length 6 km，width 2 km，area 7.6 km2) is the biggest one in the 
Honshu in Japan，embracing about 1,800 pools. It has been estimated that morphological varieties of pools in 
peat mire are formed based on the conjugation of the bank and hollow complexes (fingerprint like pattern). We 
examined the various phenomenon expressing enlargement of pool shore such as depression under shore，
cleavage and separation of shoreline，disturbance and peeling of shore surface by flooding，comparison of past 
aero photographs，comparative morphological measurements of pools done in 1950 and 1997，formation process 
of fixed islands in pools，relationship between macrophyte distribution and bottom form and distribution of 
Nymphaea tetragona in pool margin. The rates of shoreline enlargement were estimated based on simple two 
hypotheses for four pools.

キーワード：高層湿原，池溏，池溏岸，拡大，ケルミ－シュレンケ複合体 
mire，pool，expansion speed，shoreline，bank and hollow complex
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1．はじめに

　最近の推定では尾瀬ヶ原のような泥炭地の面積（熱帯
泥炭を含む）は世界で 4.23 x106 km2 とされ，地球の陸
地の約 2.84% を占める（Xu et al.，2018）. 土壌炭素の
15-30% を埋蔵しており，炭素サイクルに関係する重要
な場所として知られている（Limpence,　2008）．
　本邦では多くの泥炭地は北海道に分布するが，本州に
おいては主に中央日本と北日本に分布し，第四紀火山地
域に分布するという特徴が知られている（阪口，1989）．
この中で尾瀬ヶ原は本州最大の高層湿原（高位泥炭地）
となっている．Sakaguchi（2005）は，尾瀬ヶ原は世界
的に見て大規模で複雑なケルミーシュレンケ複合体

（bank and hollow complex）（Sakaguchi and Sohma，
1982）が発達する最も南に位置する湿地としての重要性
を持つと指摘している．
　尾瀬ヶ原は，新潟県，群馬県，福島県にまたがる標高
約 1,400 m の小盆地をなしており，長さ 6 km，幅 2 
km，面積 7.6 km2 のブランケット型に近い高層湿原と
されている（阪口，1982； Sakaguchi，2005）（図 1）．
尾瀬ヶ原の主な微地形として，リュレ，竜宮，谷地坊主，
ブルテ，ケルミ－シュレンケ複合体，池溏が知られてい

る（小谷，1954；阪口，1989）．このうち池溏は湿原の
景観を最も代表する地形となっている．
　尾瀬ヶ原では第 3 次尾瀬総合学術調査終了時点で
1854 の池溏がリストアップされ，池溏番号が付されて
いる（金井，1999）．池溏の面積についての広範な報告
はないが，第 1 次尾瀬ヶ原総合学術調査で西條（1954）は，
中田代の 30 池溏について 80 ～ 1,240 m2 を報告し，永
坂ほか（2021）は上田代の 40 池溏について 21 ～ 4,842 
m2（固定島，浮島を除く開水面積）を報告している．
金井（1999）の池溏地図によると，最も広大な面積を有
する池溏は NN4-32 と推定され，その開水面積は 8,238 
m2 である．すなわち，尾瀬ヶ原には約1,800の「大小」様々
な池溏が分布していると言える．では，この「大小」様々
な池溏はどのように形成されてきたのであろうか．
　泥炭地における池溏の成因についての基本的な考えは
Bülow（1929）により 5 点にまとめられている．（1）湖
や沼から発達したもので元の水面が残る，（2）隣り合う
ミズゴケ群落の合体による堰き止め凹地に湛水，（3）ガ
スの逸出後の凹地に湛水，（4）シュレンケからの発達，（5）
火災（落雷など）による凹地に湛水．これらを基本に泥
炭地を形成する基盤の形態や斜度，泥炭の発達状況に
よって，池溏の成立年代や様々な成立過程が明らかにさ
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図 1：尾瀬ヶ原の位置と調査池溏．A；尾瀬ヶ原の位置，B；上田代，中田代の位置，C；上田代 KA1 の調査池溏（画像 2017 年
8 月，高度 150 m），D；上田代 KA3，KA4 の調査池溏（画像 2017 年 8 月，高度 150 m），E；中田代 NA5 の調査池溏（画像
2018 年 10 月，高度 130 m），F；調査池溏の番号．番号は金井（1999）による．図（C，D，E）中の黒棒はおよその距離 100 m.
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れてきている（Foster et al., 1983; Foster et. al., 1988; 
Foster and Wright，1990; Belyea and Lancaster，
2002）．
　尾瀬ヶ原における池溏の成因について，宝月ほか

（1954）と吉岡（1954）は平坦な湿原面では hollow（少
凹地）に水が堪水し，周囲の泥炭の堆積速度との差で次
第に深度が増して池溏が形成されるとした．Sakaguchi 
et al.（1982）は起源に関して，（1）河床の跡の三日月
湖を起源とするものと（2）シュレンケの拡大を起源と
する 2 つの仮説を提唱した．宝月ほか（1954）に上記
Bülowの（1）を加えたものである．Sakaguchi et al.（1982）
は池溏堆積物と周囲の泥炭の分析からこれらの仮説を実
証し，この説は村上ほか（1999）による柱状試料の珪藻
分析によっても裏づけられた．従って，尾瀬ヶ原の池溏
の大小は，これらの起源の違いも背景にしながら考察す
べきと考えられる．
　池溏が形成された後に様々に面積や形態が変化する過
程については，pool growth（Moor，1982），pool expansion 
and coalescence（Foster and Fritz，1987），enlarge 
and coalesce（Foster et. al, 1988），convoluted and 
elongated（Belyea and Lancaster，2002）などと表現さ
れ，「池溏の連合と拡大」が想定されている．Belyea and 
Lancaster（2002）は，池溏は成立以降現在のサイズま
で拡大し続けてきているに違いないとも述べている．し
かし，拡大の過程を実際に扱った報告は多くない．
　尾瀬ヶ原の池溏についても池溏が「明らかに拡大して
いる」という論考はこれまで見当たらないが，池溏の形
態報告，起源説では随所に関連の記述が見られる．西條
ほか（1954）は「池溏の融合」，小谷（1954）は「小池
溏相互の併合」，吉岡（1954）は「多数のものが相連合」，
阪口（1954）は「池溏が融合」，阪口（1982，1989）は「連
合」と述べ，相対する池溏の一方または両方の拡大を示
唆している．本稿では二つの池溏が一つになる場合を連
合と呼ぶ．
　池溏が水平方向に拡大し，場合によっては他の池溏と
連合し，大型化していくなら，その速度はどの程度であ
るかを推定することは，池溏の保全を考える上で重要で
ある．これまで，池溏の拡大速度を推定する試みは他の
高層湿原を含めて報告をみない．
　池溏の拡大には，面積が拡大する場合と深さが増して
容積が拡大する場合がある．主に容積の拡大に関する論
考は他日を期し，本稿では面積の拡大に限定して述べる．
池溏の面積の拡大は池溏の岸が徐々に浸食していくこと
による径の変化によって起こるであろう．本稿では，池
溏の岸が浸食されて拡大していく過程を池溏岸の拡大と

して扱う．拡大に関する具体的な事象を挙げ，いくつか
の仮定のもとに拡大速度の推定を試みた．

2．方法

2．1 　調査池溏
　尾瀬ヶ原の位置と調査池溏を図 1 に示す．田代名の区
分と池溏番号は金井（1999）による．
　尾瀬ヶ原の池溏は基本的には岸が直立しているか，湖
岸が突出している（西條・阪口，1954）．池溏の岸は下
部が抉り取られ，棚状に突き出ている池溏も数多く知ら
れ，壷沼と言われる（阪口，1989）．上田代の KA1-05，
KA1-18，KA1-25，KA1-30 において池溏岸の抉れ状態
の調査を行った．KA1-13 では観察のみを行った．
　岸辺の開裂や離脱の調査を上田代の KA4-05 及び中田
代の NA5-04，NA5-83 で行った．
　洪水後の岸辺の状況の観察を上田代の KA1-18，KA1-
13，KA1-14 において行った．
　過去に行われた形態計測の比較のために，上田代の
KA1-04, 中田代の NA5-74，NA5-81，NA5-86 で池溏形
態の計測を行った． 
　上田代の KA1-05，KA1-12，KA1-25，KA1-30 におい
て池溏岸拡大速度を推定した． 
　上記池溏を含み本稿で扱った池溏の諸元を表1に示す．

表 1：調査及び観察池溏の諸元，－は未測定．
池溏 標高 1） 水深 2） 周囲長 3） 開水面 3） 肢節量

（m） （cm） （m） （m2）
KA1-044） 1408.3 170 236 921 2.19
KA1-05 1408.2 96 210 335 3.24
KA1-13 1407.4 110 22 25 1.22
KA1-14 1406.7 39 41 70 1.40
KA1-18 1406.9 41 28 28 1.49
KA1-12 1407.6 115 141 338 2.16
KA1-25 1407.3 62 141 302 2.29
KA1-30 1406.5 82 44 102 1.23
KA3-10 1404.4 101 189 765 1.93
KA4-05 1402.9 113 676 4842 2.74
KA4-25 1402.4 83 35 86 1.06
KA4-26 1402.4 93 25 34 1.22
KA4-37 1402.8 147 311 1569 2.21
NA5-04 1401.4 160 189 765 1.93
NA5-74 1401.9 - 38 98 1.08
NA5-83 1401.9 213 79 436 1.06
NA5-81 1401.8 - 74 278 1.26
NA5-86 1401.8 - 61 251 1.09
1）； GSI Maps の基盤地図情報数値標高モデル（DEM5A）により求めた

（国土地理院，2021），
2）；水深は 3-3.5 m 沖の値 ,　3）；測定法は永坂ほか（2022）による，
4）；イタリック体の池塘番号の各値は福原ほか（2021）による．
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2．2　池溏の拡大につながる事象の調査

2．2．1　池溏岸の抉れ状態
　岸の抉れ状態を図 2 に示した器具を用いて測定した．
A 部は a，b，c からなりコ字型となっている．抉れの
深さを b の目盛りで読みとることで，迅速に現場で測
定可能である．a を押すことにより b，c が同時にスラ
イドして動く．A は B と連結しており，C-C’ の支柱を
上下に移動できる．測定にあたっては，岸において C-C’
を固定し，岸の最上部に A をスライドして c の先端部
を当て，b に刻んであるメモリを読む．B を順次 10 cm 
下げ，同様に c の先端を岸の壁に当てて，b のメモリを
読む．本計測器では約1 mまで10 cmごとに測定できる．
　測定は 2018 年 8 月 29 日に行った．

B

C’

C

A

c

b

a

50 cm

図 2：池溏岸の抉れ状態を測定する計測器

2．2．2　池溏岸の開裂，離脱
　池溏の岸辺には，ある範囲で細く線状に溝が形成され
開裂している状態や一端が岸に接続し岸から島状に離脱
している状態が観察される．これらの例について写真で
記録し，開裂の幅，開裂の長さ，離脱部分の長さと幅，
離脱・開裂部分の厚さ，周囲の水深を測定した．測定は
2021 年 9 月 15，16 日に行った．

2．2．3　洪水による池溏岸辺の攪乱・剥離
　2019 年 5 月 20-21 日に大規模な洪水が尾瀬ヶ原を襲っ
た（福原ほか，2021；野原ほか，2022）．22 日に洪水が
池溏岸を攪乱している状態が多くの池溏で観察された．
これらを写真で記録した．また，2018 年の夏季の洪水
後と思われる岸についても記録した．

2．2．4　過去の池溏映像の比較
　1948 年 8 月 16 日に米軍によって撮影された尾瀬ヶ原
の空中写真が公開されている．ある程度判読が可能で大
規模な池溏である KA4-05（図 1）について，1948 年，
1961 年，2005 年の空中写真，2019 年のドローン画像を
比較した．

2．2．5　過去の池溏の形態測定値との比較
　過去に行われた調査によって，池溏の形態は必ずしも
詳しく計測されていなく，比較できる例は多くない．西
條・阪口（1954）は中田代の 4 池溏の平面図を記し，3
池溏について断面の計測を行っている．これらの池溏を
特定し 70 年後の計測を試みた．西條・阪口（1954）の
測 定 し た 池 溏，b，c，d は 西 條 ほ か（1954） と
Kurasawa et al.（1982）を参考に，金井（1999）の池溏
図 よ り 割 り 出 し て 特 定 出 来 た．Pond b は NA5-74，
Pond　c は NA1-81，Pond d は NA5-86 と特定された（図
1）．西條・阪口（1954）には平面図を作成した日時が記
されていないが，水質の測定日が 1950 年 7 月 30 日から
8 月 1 日と記されているため，1950 年と推定した．西條・
阪口（1954）に記された池溏の平面図と現地の池溏を詳
細に観察すると，比較的岸辺の凹凸が保存されている場
所も多かったため，全く同一場所とは言えないが，長径
や短径の測定位置をほぼ特定できたと考えた（附図 1）．
　村山ほか（1999）は 1997 年に KA1-04 において 22.25 
m のトランセクト調査を行っている．計測場所を特定
し再度の計測を試みた．
　これらに加えて，新たに KA1-04，NA5-74，NA5-86
において池溏岸の測定箇所を増やし，GPS（GARMIN，
Oregon　550TC）により位置を特定して計測し，将来
の再測定に備えた．計測にはグラスファイバアー製巻尺
を用いた．
　西條・阪口（1954）の図上の断面距離推定は pdf ファ
イルを jpg ファイルに変換し，Image J（1.49）により行っ
た．現地での計測は 2021 年 9 月 15 日に行った．
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2．2．6　尾瀬ヶ原池溏で行われた調査報告からの池溏拡
大につながる事例の抽出
　永坂ほか（2022）による KA4-05 における水生植物の
水深分布の調査，永坂ほか（2021）によるヒツジグサ

（Nymphaea tetragona Georgi）のへりなし型分布の要因
調査，阪口（1982）による固定島（固定浮島）の形成過
程から，池溏の拡大にかかわる事例を抽出した．

2．3　池溏岸の水平方向への拡大速度の推定
　池溏岸の拡大速度の推定は仮定 1 及び仮定 2 のもとに
次のように行った（図 3）． 
　池溏岸が地点 1 から地点 2 に拡大したとする .
　　L；  池溏内の中央から岸辺に向かう 2 地点の

距離（mm）,
　　S； 水面からの岸表面までの高さ（mm），
　　D1，D2；  2 地点での水深（mm），
　　G1，G2；  コアー試料から判定した 2 地点の池溏堆

積物の厚さ（mm），
　　P； 池溏周囲の泥炭の堆積速度（mm 年 -1），
　とすると，

PA1（地点 1 における現在から換算した当時の堆積年代）
 ＝（S+D1+G1）/P　（年），
PA2（地点 2 における現在から換算した当時の堆積年代）
 ＝（S+D2+G2）/P　（年），

　　PS を 2 地点での池溏の堆積年数の差とすると，
　　PS ＝ PA1-PA2 ＝｛（D1+G1）－（D2 ＋ G2）｝/P，
　　従って拡大速度（PES）は，
　　PES ＝ L/PS，
　　と推定できる．

仮定 1：池溏底の泥炭の直上面は池溏が形成された時代
を維持している． 
仮定 2：池溏の周囲の泥炭の堆積速度は一定である．本
研究では通常尾瀬ヶ原で用いられている 1 mm 年 -1 を
採用した．
　これらの仮定の妥当性については 4.2 で検討する．

（例）KA1-30 の一例を示す．
　L ＝ 650 x10 mm，D1=82 x10 mm，G1 ＝ 30 x10 
mm，S=25 x10 mm，D2=71 x10 mm，G2=7 x10 mm，
　P=1 mm 年 -1

　PA1=1370（年），PA2 ＝ 1030（年）
　PES ＝ 6500/340 ＝ 19.1 mm 年 -1　

KA1-21 主 湖 盆 の 3 地 点，KA1-25 副 湖 盆 の 2 地 点，
KA1-04 副湖盆 4 地点，KA1-30 主湖盆の 3 地点で調査
を行った．

D1D2

L
S

G1G2

地点２ 地点１

図 3：池溏の拡大速度を推定する模式図．図中の文字は方法
の項参照．

図 4：池溏の岸辺の抉れ状態の例（KA1-13，2019 年 8 月 17
日撮影，2021 年 9 月 14 日の測定では，水深 80 cm で表面よ
り約 40 cm 以下が括れている）．
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3．結果

3．1　池溏の拡大につながる例証

3．1．1　池溏岸辺のくぼみ状態
　池溏岸辺が窪んでいる状態は，多くの池溏で観察でき
た（図 4）．計測結果（図 5）では抉れの程度は一つの池
溏で同じ状態を示していない．池溏岸辺の抉れは，明ら
かに抉れ状態を示す場所も認められたが，上部がほとん
ど抉れていない場所もある．本調査では表層から 1 m
以下については測定できなったが，50-60 cm 以下で大
きく抉れ始める場合が多かった．KA1-30，KA1-25，
KA1-05 では場所の深さは特定できなかったが，最深測
定場所のさらに下部に空所部分があることが探り棒で感
知された．

3．1．2　池溏岸の開裂，離脱
　岸辺がある範囲で開裂や離脱している状態が此処に見

られた（図 6）．開裂し，線状に溝が形成されている例（図
6A，B）や一端が接続している状態で岸から半島状に離
脱している例（図 6 C，D）も観察された．A の例では
約 7 m，B では約 6 m にわたって開裂しており，C，D

A B C

D

図 6：池溏岸に見られる開裂や離脱の例．A；KA4-05（2021 年 9 月 14 日），B；NA5-83（2021 年 9 月 15 日）C；KA4-05（2021
年 9 月 14 日），D; NA5-04　（2021 年 9 月 15 日）．

表 2：図 6 に示された池溏岸の開裂や離脱の計測結果．　- は測定されていない．
池塘番号 開裂又は離脱部

分の長さ（cm）
開裂部分の幅

（cm）
島状部分の
幅 （cm）

島状部分の
厚さ（cm）

開裂部分の
水深（cm）

備考 位置

KA4-05 530 35-80 35-80 30-77 53-90 両端は離脱していない
部分的に泥炭が露出している

N36°55′12.72″
E139°12′35.55″

NA5-83 670 15-35 100-110 55-60 60-115 両端は離脱していない　　 N36°56′02.49″
E139°13′49.98″

KA4-05 530 - 25-60 50-55 102-165 手前側は泥炭が露出 N36°55′12.80″
E139°12′34.99″

NA5-04 390 - 70-110 30-60 54-87 島状部分は泥炭が露出 N36°55′50.95″
E139°13′48.90″

A B

C D
(74)(66) )17()27(

(70)

(61)

(75)

(65)

(71) (109)

40 cm

50
 c

m

図 5：池溏の岸辺の抉れ状態．A; KA1-18，B; KA1-30，C; 
KA1-25，D; KA1-05．（　　）内は水深（cm）．

福原　晴夫，永坂　正夫，藤原　英史，野原　精一84



の例ではそれぞれ約 5 m，4 m 沖側にせり出した状態で
あった（表 2）．C，D の場合には周囲の状況から，明ら
かに湖岸に離脱した元の場所が特定でき，岸からの離脱
は明らかであった．開裂部分や離脱部分の厚さと水深か
ら，底層から浮き上がった状態で開裂や離脱が行われて
いた（表 2）．図 A では表層の一部がすでに分解して植
物を失っており，図 D では表層の植物が全くなく，泥
炭が露出した状態であった．

3．1．3　洪水による池溏岸辺の攪乱・剥離
　2019 年 5 月 20-21 日の洪水時（福原ほか，2021）には，
池溏に氾濫水が流れ込み，池溏の判別が不可能なほどに
浸水していた（図 7A，B）．池溏岸が攪乱され，表層が
剥離し，泥炭部分が露出している様子が各所の池溏で観
察できた（図 7D，E）．また，過去の調査時においても
洪水によって攪乱された例も観察された（図 7C）．

3．1．4　過去の池溏映像の比較
　KA4-05 について，1948 年，1961 年，2005 年の空中
写真，2019 年のドローン映像で比較を行った（図 8）．
解像度の問題があり，細部についての比較は行えないが，
これらの比較を行う限り，池溏の大まかな形態には差は
認められない．

3．1．5　過去の池溏の形態測定値との比較
　比較結果を表 3 に示す．測定地点を附図 1 に示す．70
年間の変化では NA5-74（附図 1B）の長径（A-B）と短
径部分（C-D）で距離の増加が測定された．池溏の観察
では北東側に明らかに岸が離脱した部分（長さ 3.6 m）
や南東側にも岸辺が長さ 2.9 m に渡って剥離し，水中に
0.9 m の泥炭部分が棚状に突出している状態が観察され
た . 西條・阪口（1954）の平面図と比較すると，一見し
て形状が異なっていた．新たな測定地点 E-F を設定し
た（附図 1B）．
　NA5-81（ 附 図 1A） は 周 囲 が ヤ マ ド リ ゼ ン マ イ

（Osmundastrum cinnamomeum var. fokeiense （Copel）
Tagawa）に囲まれており，表層は乾燥気味である．西條・
阪口（1954）と比較して形状にほとんど変化は見られな
かった．特に岸の離脱などは観察されなかった．長径

（A-B）に距離の増加が測定されたが，短径では顕著な
変化はなかった．
　NA5-86（附図 1C）も西條・阪口（1954）と形状は異なっ
ていなかったが，細部では B 地点の岸に長さ 2 m に渡っ
て約 50 cm の凹みが観察された．また，B 地点沖に約
長さ 2 m ，幅 0.5 m の泥炭の塊が浮遊していた．南東
部分の岸は約長さ 2 m，幅 0.9 m に渡って表層部分が剥
離していた．C-D 部分では約 1 m 程度の減少が計測さ
れた．新たに南東部分に D から三角形状の湿地部分中

A B

C ED

図 7：洪水による池溏岸の攪乱や剥離を受けた例．A;　上田代 KA1 の池溏群への浸水，池溏の区別がつかなくなっている，B;　
KA1-18 に流入する氾濫水，C;　岸辺の攪乱（KA1 池溏），D;　岸の表層の剥離と流出（KA1-14），E; 岸の表層が剥離され露出し
た泥炭（写真上部が泥炭の表面）（KA1-14）．A，B，D，E は 2019 年 5 月 20-21 日の洪水による影響（撮影は 5 月 22 日），C は
2018 年 10 月 11 日撮影．
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央に E を設定した．
　KA1-04（附図 1A）においても，岸が剥離離脱した現
象は認められなかった．24 年前に比して a-a’ で 1.4 m
増加の計測値を得た．新たに b-b’ を設定した．

3．1．6　池溏拡大を示唆する事例　
　永坂ほか（2022）は，ヒツジグサの分布を規定する要
因の調査で，いくつかの池溏において池溏の深度と分布
の関係を報告している．KA4-05 では約 35 m の区間に
少なくても 3 セットのケルミ（K1 ～ K3）－シュレンケ

（S1 ～ S3）の連合とみられる痕跡が明らかに現れてい
る（図 9）．3 ヵ所の旧ケルミと思われる部分も水面下約
60 cm とほぼ同じである．水深とヒツジグサの分布の関
係も明瞭で，旧ケルミ上には本種が分布していない．こ
の点については次にも述べる．
　尾瀬ヶ原池溏の水生植物の優占種であるヒツジグサの
分布状況は第 1 次尾瀬ヶ原総合学術調査時から注目さ
れ，（西條・阪口，1954），金井（1999）は池溏全面に分
布するが周縁部にない形をへりなし型とした．へりなし
型は極めて多くの池溏で観察される（図 10）．本型の分

A B C D

図 8：KA4-05 の航空写真による比較．A; 1948 年 8 月 16 日（U1142_CA_0015，高度 7,620 m，国土地理院），B; 1961 年 10 月 21
日（KT7110Y-C11AH-11，高度 6,000 m，国土地理院），C；2005 年 9 月 17 日（CB20054X-C1-7，高度 5,100 m，国土地理院），D；
2019 年 5 月 22 日（高度 150 m）のドローン映像），図中の黒棒はおよそ 30 m の距離を示す．

表 3：西條・阪口（1954）による 70 年前及び村山ほか（1999）による 24 年前の池溏の形態測定結果との比較．
新たに設定した場所（附図 1）についても記した．詳細は方法の項参照．
西條・阪口（1954）

による測定時の
池溏番号

金井（1999）
による池塘

番号

西條・阪口
（1954）に

よる測定部位

村山ほか（1999）
による測定部位

本報による
新たな設定

部位

図上の推定値　　
（m）

2021 年 9 月
14-15 日の

実測値（ｍ）

過去の推定値
からの変化

　（m）
b NA5-74 A-B 13.26 14.70 1.44

C-D 8.62 10.00 1.38
E-F 13.14

c NA5-81 A-B 29.98 30.98 1.00
C-D 9.62 10.06 0.44
E-F 9.86 9.99 0.13
G-H 9.86 9.46 -0.40

d NA5-86 A-B 15.69 15.97 0.28
C-D 17.28 16.38 -0.90

D-E 9.10
KA1-04 a-a' 　22.25 １） 23.65 1.40

b-b' 42.45
1）は村山ほか（1999）による実測値
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布の要因として，永坂ほか（2022）はいくつかの池溏で
底質の栄養分と分布の関係を詳細に検討し，岸辺でヒツ
ジグサが分布していない部分の底質には，泥炭が露出ま
たは池溏堆積物が極めて薄く，貧栄養的であることが原
因であると報告した．これらの場所では池溏底での泥炭
の露出が近年の岸の拡大によって行われたことを推定さ
せ，岸は形成されてからの時間経過が短いことを示唆し
た．図 9 に示したヒツジグサの分布しない K1，K2，K3
の部分も近年浸食された貧栄養の底質と推定される．
　尾瀬ヶ原の多くの池溏の中に湿地植物の生育している
島状のスポットが見られる（図 11）．これらには風など

によって池溏内を移動するいわゆる浮島と移動しない固
定島（吉岡，1954）がある．Sakaguchi（2005）は，島
は池溏内で一様分布する場合と線状に配列する場合があ

G 地点からの距離 (m)

K1 K2 K3
S1 S2 S3

水
深

(c
m

)

ヒツジクサ
シズイ

図 9：KA4-05 の水深と水生植物の分布．永坂ほか（2022）
の図6の一部を改変.断面は図2に示したKA4-05のGからH．
K1 ～ K3 は推定された過去のケルミ，S1 ～ S3 は同シュレ
ンケ．

KA4-25

KA4-26

図 10：ヒツジグサのへりなし型分布の例（上が KA4-25，下
が KA4-26，2018 年 8 月）．岸辺近くの暗い部分にはヒツジ
グサが分布していない．この幅は 45-65 cm 程度である．図
中の黒棒はおよそ 25 m の距離を示す．

KA2-10

A

KA4-37

B

S-1S-2

A B

図 11：尾瀬ヶ原の池溏内に見られる固定島の例．A；KA3-10 の固定島（2017 年 8 月 28 日，高度 120 m）．　次年の映像と比較
して，個々の島の位置は移動しておらず，固定島とした．B；KA4-37 の固定島（2018 年 7 月，高度 100 m）．KA4-37 の一部が
撮影されている．図中の S-1 と S-2 は，20018 年 10 月 5 日の映像と比較して，位置を変えており，いわゆる浮島である．点線は
水中に観察される橋状の構造物．図中の黒棒はおよそ 25 m の距離を示す．
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るとしている． 図 11A の固定島の並びは池溏岸に対し
てほぼ 2 列の孤状をなしている．固定島の周囲にはヘリ
なし型と同様にヒツジグサが分布していない． 
　また，図 11B では水中に固定島と固定島をつなぐ泥
炭の橋状の構造を明らかに読み取ることができる．

3．2　池溏岸の拡大速度
　池溏岸の拡大速度の推定結果を表 4 に示す．4 池溏で
は 3-50 mm 年 -1 の拡大速度が得られ，全体の平均では
15 mm 年 -1 であった． KA1-30 で最も速い速度を示し，
KA1-04 で最も遅い速度を示した．

4．考察

4．1　池溏の拡大
　尾瀬ヶ原において，池溏の面積の拡大につながる現象
は各所に認められた．池溏岸は西條ほか（1954）が観察
したよりも，直立的ではなく，測定ではいくつかの抉れ
を有し（図 5），岸が棚状に突出する例も観察された（図
4）．これらの棚状の部分は，図 6 に見られるように，長
年の間に開裂し，岸辺から離脱し，径の拡大につながる
ことが容易に推定される．第 1 次尾瀬ヶ原総合学術調査
で宝月ほか（1954）も「現在切れかかった岸はかなり多
くで見られ，，，，浮島が岸のかけているところの形とよ
く一致し，，，」と述べているが，尾瀬ヶ原の池溏で広く
見られる拡大現象の一つと思われる．同様に岸辺が離脱
して拡大し，浮島となる現象を空中写真の 60 年間の比
較で Kowalewski（2011）がポーランドの泥炭池溏で明
らかにしている．
　本研究調査期間中に遭遇した大規模な洪水後には，池
溏の岸辺が攪乱されたり泥炭が露出している状態が観察
された（図 7）．洪水の遭遇は，周辺河川からの距離や
池溏の標高などにより影響され，影響の強度は池溏によ
り異なると予想されるが，池溏の拡大の一因になってい
る可能性が考えられる．特に図 7E のように泥炭が露出
した湖岸は，後述するように酸化的となり分解・破壊さ
れやすくなっている可能性がある．

　このようにして池溏壁の拡大が起これば，特殊な湖流
による堆積物の集積（sediment focussing）や流出がな
ければ，通常その直下の池溏底には池溏堆積物は浅く，
その下部に最も新しい泥炭面が存在することになる．拡
大速度の推定を行った KA1-30 においても池溏堆積物の
厚さは中央部の 30 cm に対し岸辺では 7 cm となってい
た（2.3）．永坂ほか（2021）もヒツジグサのへりなし型
の分布する池溏 KA1-25 において沖の池溏堆積物の厚さ
が 19 cm から岸では 3 cm になっていることを報告して
いる．ヒツジグサの分布がへりなし型を示す池溏は，岸
の底の泥炭が新しく，池溏拡大の過程を示している可能
性が高い．
　シュレンケあるいは浅い池溏の連合によって，より規
模の大きな池溏が成立するという想定は世界の様々な泥
炭湿地の池溏で行われてきた（Moor, 1982；Foster and 
Fritz, 1987；Foster et. al, 1988；Belyea and Lancaster, 
2002）．しかし，これらを実証的に示した例は多くない．
Foster et al.（1988）はカナダの Gilbert bog で二つの池
溏の断面を測定し，水中の高まりは二つに池溏に連合で
あると述べている．阪口（1989）は第 2 次尾瀬総合学術
調査において，連合が行われたと思われる証拠は得られ
なかったとしている．図 9 は永坂ほか（2022）による
KA4-05 の湖底断面図である．3 個のケルミ（K1 ～ K3）
シュレンケ（S1 ～ S3）の複合体とみることができる．
ケルミ部分が水没しているため，局地的な陥没によると
の推定も可能であるが，（1）永坂ほか（2022）の図 6 に
は泥炭面が記載されているが，ケルミと推定される部分
に不連続面は確認されないこと，（2）もし沈降であるな
らケルミの岸がかなりシャープに切り立った状態で残存
していると予想されるが，本稿図 9 ではなだらかになっ
ており，浸食が進んだと予想されること，図 11B の点
線部分にも同様な構造が見られるが，この成因が極めて
小規模な範囲の沈降によるとする物理的な力は想定され
ないことから，ケルミシュレンケ複合体の連合によると
した． KA4-05 の調査地点では，ケルミの部分を侵食し
ながら，複数のシュレンケが次第に拡大し，分解途上の
ケルミ部分が水中に残存していると推定される．これは
明らかにケルミ－シュレンケ複合体の連合により池塘が
拡大し，現在の池溏が形成されたとみることができる．
　固定島の成因として，吉岡（1954）は小池溏の相連合
により池溏中に取り残された湿地部分が中島となるとし
た．阪口（1954）は固定島（固定浮島）をケルミの残体
としたが，その後 hollow の中のブルテ状叢草が残った
ものとした（阪口，1982；Sakaguchi，2005）．このよう
に固定島の成因は現在においても確定していない．しか

表 4：尾瀬ヶ原池溏における池溏岸の拡大速度の推定値
池溏番号 測定年月日 速度測定地点 拡大速度（mm 年 -1）

最小 - 最大 平均
KA1-30 2018.8.28 3 11-50 27
KA1-25 2018.8.29 2 12 12
KA1-12 2019.8.16 3 10-25 16
KA1-04 2019.8.15, 9.20 4 3-14 6
平均 15
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し，図 9 で述べた例は明らかに シュレンケ部分の拡大
によりケルミが残っていると解釈され，以前は固定島と
して水上に出ていた可能性が高い．図 11A の固定島の
並びは池溏岸に対して孤状をなしており，島間にヒツジ
グサの分布していない部分が続いていることからも，図
9 にみられるように近年露出した泥炭が分布していると
推定され，池溏の連合の残体と考えられる．図 11B の
水中にみられる島間の橋状の構造物は明らかに旧ケルミ
の残体であると推定できる．池溏中に分布する固定島は
Sakaguchi（2005）の主張する hollow 中のブルテの成長
したものも混在する可能性もあるが，明らかに池溏の拡
大によるシュレンケの連合時のケルミの残存物も含まれ
るのではないだろうか．岡田（2013）も雨竜沼湿原のお
いて固定浮島（泥炭小島という名称を与えている）はケ
ルミ・シュレンケ複合体の発達過程から生じているとし
ている．
　池溏の拡大に伴う連合を促す力にはいくつかの仮説が
提出されている．物理的な力として，風や波浪（e.g，
Bülow，1928； 阪 口，1978；Foster and Fritz，1987），
水 圧や冠 水による溢 れ（Boatman，1983；Koutaniemi，
1999），雪や氷（阪口，1978；Boatman，1983；Koutaniemi，
1999），霜（阪口，1978；Boatman，1983）など単独に
又は複数の力によるとされている．これらの力の働き具
合は泥炭地の傾斜や緯度などによっても異なると推定さ
れる．いずれも実際の証明が困難な課題となっている．
　尾瀬ヶ原では，阪口（1978）は積雪下の池溏内には
snow jam が形成されており，融雪時に岸の泥炭を浸食
するのが原因ではないかと述べている．尾瀬ヶ原山ノ鼻
地区では平年並みの積雪の範囲は 318 ～ 378 cm とされ
る（野原，2012）．従って積雪下で池溏内が氷塊となって，
体積増や移動によって浸食される可能性は低いと考えら
れる．しかし，積雪前や融雪期の低温時に一時的に氷塊
が形成され，池溏内を移動することによって岸を侵食す
る可能性は高い．春の融雪時，池溏内に氷塊が浮遊して
いる状態で岸に近い水中のセストン量が平均 2.6（2.0-2.9） 
mgL-1 で氷の接岸していない岸の 1.5 倍という例もある

（福原，未発表 2019.5.22，12:20 採水，KA3-32）．池溏の
各所で観察される岸の開裂や離脱（3.1.2）には積雪量が
関係するかもしれない．秋に池溏の岸に設置した園芸用
ポールが融雪後に内側に大きく湾曲したことが観察され
ている（野原，未発表）．3.1.1 で述べた池溏岸辺の開裂
は岸の積雪重に大きく関係すると推定されるが，その実
態についての解明は出来なかった．
　生物化学的な力としては，池溏形成後に池溏壁の泥炭
が好気的な分解を受けて浸食される可能性が考えられ

る．尾瀬ヶ原の池溏水の大部分は飽和以下であるが，底
層まで酸素が分布し，好気的である（西條・阪口，
1954；Kurasawa et al.，1982；林ほか，1999）．泥炭は
好気的な環境での分解が早いことが多くの文献で知られ
ている（e.g. Clymo，1984；Ellis et al.，2008; Philben et 
al.，2015）．従って，好気的な水体に常に接している池
溏岸の壁面は常時分解と浸食をうけていることになる．
泥 炭 層 は 垂 直 的 に 活 性 層（acrotelm） と 不 活 性 層

（catotelm）に分けられるが，特に不活性層での分解が
著しいと推定される．Belyea and Lankaster（2002）が
推測したように池溏壁の化学的分解の過程が不活性層で
連続的に起こっている可能性が高い．しかし，3.1.1 で
述べた池溏壁の凹凸の抉れはこれらの物理的・化学的な
過程が壁に一様に働いていないことを示していると考え
られる．本調査ではこれらの力の及ぶ過程を明らかにで
きなかったが将来の課題となる．

4．2　池溏の拡大速度
　本研究では，2 つの仮定の基に極めて簡易的な方法で
拡大速度を求めた．仮定 1 では，池溏底の泥炭の直上面
は池溏が形成された時代を維持しているものとした．厳
密にはこの仮定は満足されないと思われる．池溏が形成
され，池溏堆積物の堆積が続く間も泥炭の最表層におい
て分解が進んでいる可能性がある．その速度は補正され
ることなく，本仮定に基づいて池溏の年代が推定されて
いる場合が一般的である（Foster et al.，1988; Foster 
and Wright，1990）．しかし，Foster et al.（1988）は
スエーデンの Hammarmossen 湿原の 3 池溏において池
溏底の泥炭最上部とその直上に堆積した骸泥（gyttja）
の年代測定を行い，その差が 350-1430 年あることを示
し，さらに同様な測定を Foster and Wright（1990）が
スエーデンの Hammarmossen に加えて Nittenmossen
の池溏においても行い，その差が 240-1470 年，平均約
812 年異なっていることを報告している（上記 2 論文で
重複した 2 測定値は除外した）．このことは，池溏の底
にある泥炭表層とその直上は極めて不連続で泥炭表層の
分解の進行が極めて遅いことを示唆し，仮定 1 をある程
度満たすと解釈できる．将来的には泥炭表層の分解速度
を加味した修正が必要であろう．
　仮定 2 では池溏の周囲の泥炭の堆積速度は一定である
とした．泥炭の堆積速度は気候，地形，植物の種類，圧
密などによって異なることが知られているが（阪口，
1978；阪口，1989），通常火山灰の位置や泥炭の年代測
定から平均堆積速度が算出されることが多い．尾瀬ヶ原
で測定された泥炭の堆積速度（Sakaguchi et al.，1982）は，
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中田代池溏（NA6-33）の下部の泥炭の堆積速度が 0.52 
mm 年 -1，脇の泥炭層の FP/FA（榛名山二ツ岳降下軽
石層／榛名山二ツ岳降下火山灰層）以後の堆積速度が 0.8 
mm 年 -1，KA4-04 周囲の FP/FA 以後の堆積速度が 0.9 
mm 年 -1 である．また南下田代で 0.52-0.60 mm 年 -1（阪
口・相馬，1999），北下田代で 0.6 mm 年 -1（瀬川ほか，
1999）も報告されている．本研究で採用した 1 mm 年 -1

は通常尾瀬ヶ原で用いられている堆積速度であるが，こ
れらの値と比較すると大きな値となっている．従って本
報で求めた拡大速度は過大評価となる可能性がある．厳
密な計算には局部的な堆積速度の採用が必要であろう． 
　本研究で拡大速度は平均 15（3 ～ 50）mm 年 -1 と推
定された．試みに先に述べた堆積速度の平均値 0.7 mm
年 -1 を採用すると，平均拡大速度は 10.5 mm 年 -1 となる．
KA1-30 の拡大速度は KA1-04 の約 5 倍であった．KA1-
04 は KA1 内でも最も標高が高く洪水の影響を受けにく
い位置にあるのに対し，KA1-30 は洪水の影響を受けて
いる（表 1）（福原ほか，2022）．拡大速度に洪水が影響
している可能性がある．
　池溏の拡大速度を推定した例は見当たらないが，自然
条 件 下 で 湿 原 の 一 部 分 が 移 動 す る こ と を 示 し た
Koutaniemi（1999）の string（Strang）の移動速度と同
レベルであった． String は永久凍土の南に発達する高
位泥炭地の畝状構造で（阪口，1978），ケルミ－シュレ
ンケ複合体に極めて似た String and Pool（flark）複合
体を作っている．String はケルミに相当すると推定され
る．Koutaniemi（1999）は 21 年間の観察と定点測定で
string が 2 ～ 5 cm 年 -1 移動したと報告している．結果
として string が移動し，池溏が膨脹（swelling）したと
しているが，池溏についての値は示されていない．
string の移動速度を池溏岸の拡大速度と同じと仮定する
と，本稿で求めた拡大速度と同レベルとなる． 
　本推定は，池溏岸側壁の拡大速度の推定である．従っ
て連合等による面積の拡大速度の推定ではなく，あくま
で池溏径の拡大速度の推定であるため，応用にあっては，
断面図などにより残存ケルミを含んでいないかなど池溏
底の構造を確認する必要がある．また，泥炭の堆積以後
に形成された池溏にのみ応用が可能で，三日月湖を起源
とする池溏には応用できない．さらに，池溏底の浮上（阪
口，1989；Karofeld and Tõnisson，2014）により池溏
底が攪乱されている場合にも応用できない．
　本研究で求めた池溏の拡大速度の推定値の妥当性を過
去の写真との比較，過去の計測値との比較により評価し
た．過去の空中写真と比較して，池溏の変化を推定する
例は知られている．Kowalewski（2011）は 60 年間の比

較では泥炭池溏の岸の変化は顕著ではなく，その原因と
しで過去の空中写真の解像度に問題があるとしている． 
図 6 で示した映像比較では，解像度の関係で必ずしも明
確な変化を認めることは出来なかった．本推定値がある
程度妥当であっても，極めて小さいため，これらの年月
では映像では検出不可能なためかもしれない．この点で，
最近発達が著しいドローン映像は今後の池溏岸辺の変化
を記録する極めて有効な手段となるであろう．
　西條・阪口（1954）の過去の計測値との比較では，わ
ずかながらも増加が認められ，池溏の拡大が推定された
部分が見られた（表 2）．西條・阪口（1954）では，論
文中の断面図からの距離の推定のため，ある程度の誤差
と，現地では岸の凹凸の状態から測定地点を決定してい
るため，これによる誤差は避けられない．従って，推定
の精度は不明という難点があるが，仮に 70 年間で 1.00
～ 1.44 m の拡大があった場合，その拡大速度は 7-10 
mm 年 -1 という値が得られる（片側の岸として）．この
値は堆積速度を 1 mm 年 -1 とした 15 mm 年 -1 より小さ
いが，前述の堆積速度の平均を 0.7 mm 年 -1 とした場合
の 10.5 mm 年 -1 と近い値となった．NA5-81 の長径の場
合は 7 mm 年 -1 となった．しかし，NA5-86 の場合は短
径（C-D）で縮小が測定された．西條・阪口（1954）の
断面図では C 地点は表面が薄く岸側に凹んでいる．こ
の部分が現在は植物に覆われた可能性がある．
　村山ほか（1999）の KA1-05 の a-a’ では 24 年間での
増加が見られた．当時の測定値は 22.25 m とされている
が断面図（図 2）ではこの値を超えたデータがプロット
されており，再検討の余地がある．
　本報告の値がどの程度妥当な値であるかの判定は，
GPS などにより地点記載を高精度化するなど，将来の
課題となる．附図 1 に示した地点が参考になることを期
待したい．

5．おわりに

　尾瀬ヶ原の池溏群に関しては，第 1 次尾瀬ヶ原総合学
術調査より，起源，形態，深さ，水質，浮島，固定島，
遷移，堆積速度，水生植物の分布など様々な面から注目
され，取り組まれてきた．しかし，その形態の多様性や
連続性について十分な説明が加えられてきたとは言えな
い．固定島の起源についても未だ未解明な部分が多く，
定説がない．本稿で取り上げた，池溏の拡大現象につい
ても，解明すべき点が多々残っている．本稿の拡大速度
の推定は極めて単純な仮定に基づいたものである．ド
ローン技術の発展等による，ケルミ－シュレンケ複合体
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を含めた池溏の形態面の複雑性の解明が期待される．

謝辞

 　本調査研究は，関係機関の許可のもとに，第 4 次尾瀬
総合学術調査の一環として行われた．調査器具の保管等
でお世話になった東京パワーテクノロジー株式会社運営
の至仏山荘に感謝致します．本稿の作成に当たっては，
池溏の起源や発達過程について様々なご意見をいただい
た亀山　哲博士（国立環境研究所），航空測量の専門家
として，ドローンで撮影した画像からオルソ画像の作成
にご協力いただいた小玉哲大氏（株式会社フォテク）に
感謝致します．

引用文献
Belyer，L. R.，and J. Lankaster（2002）Inferring 

landscape dynamics of bog pools from scaling 
relationships and spatial patterns. Journal of Ecology，
90，223–234.

Boatman，D. J.（1983）The Silver Flowe National 
Nature Reserve，Galloway，Scotland. Journal of 
Biogeography，10，163-274.

Bülow，K.（1929）Allgemeine Moorgeolog ie  : 
Einführung in das Gesamtgebiet der Moorkunde．
Gebrüder Borntraeger, Berlin.

Clymo，R. S.（1984）The limits to peat bog grow．
The Philosophical Transactions of the Royal Society 
of London. Series B，Biological Sciences，303（1117），
605-654.

Ellis，T.，P. W. Hill，N. Fenner，G. G. Williams，D. 
Godbold，and C. Freemana（2008）　The interactive 
effects of elevated carbon dioxide and water table 
draw -down on  carbon  cyc l i ng  i n  a  We l sh 
ombrotrophic bog. Ecological Engineering，35，978–
986．

Foster，D.  R .，and S .  C .  Fr i t z（1987）Mire 
development，pool formation and landscape 
processes on patterned fens in Dalarna，central 
Sweden. Journal of Ecology ，75，409-437.

Foster，D. R，and H. E. Wright Jr.（1990）Role of 
ecosystem development and climate change in bog 
formation in central Sweden. Ecology，71，450-463.

Foster，D. R.，G. A. King，P. H. Glaser，and H. E. 
Wright Jr.（1983）Origin of strig patterns in boreal 
peatlands. Nature，306，256-258.

Foster，D. R.，H. E. Wright Jr., M. Thelaus，and G. A. 
King（1988）Bog development and landform 
dynamics in central Sweden and south-eastern 
Labrador，Canada. Journal of Ecology，76，1164-

1185.
福原晴夫，木村直哉，永坂正夫，野原精一（2021）尾瀬ヶ

原上田代池溏群の岸辺水生無脊椎動物に与える洪水の
影響．陸水学雑誌，82，169-186．

福原晴夫，永坂正夫，高野典礼，村田智吉，千賀有希子，
藤原英史，野原精一（2022）尾瀬ヶ原上田代池溏群の
底質に対する洪水の影響．低温科学，80，25-42．

林　秀剛，味沢伸輔，李　鎬慶，川村一孝，村上雅文，
坂井　周，村上哲生，平林公男，野原精一（1999）尾
瀬ヶ原池溏の水質と藻類．尾瀬の総合研究，（尾瀬総
合学術調査団編）：831-843.　尾瀬総合学術調査団，前
橋市 .

宝月欣二，市村俊英，堀　正一，大島康行，笠永博美，
小野　和，高田和男（1954）尾淵ヶ原湿原の植物生態
学的研究．尾瀬ヶ原，（尾瀬ヶ原総合学術調査団編）：
313-400．日本学術振興会，東京．

金井弘夫（1999）尾瀬ヶ原の池溏地図と水生植物 5 種の
分布消長．尾瀬の総合研究，（尾瀬総合学術調査団編）：
377-471.　尾瀬総合学術調査団，前橋市 .

Karofeld，E.，and H. Tõnisson（2014）Spatio-temporal 
changes  in  bog poo l  bot tom topography –
temperature effect and its influence on pool 
development: an example from a raised bog in 
Estonia. Hydrological. Processes，28，958–968.

国 土 地 理 院（2021）：GSImap. https://www.gsi.go.jp/　
（2021 年 9 月 23 日時点）．

Koutaniemi，L.（1999）Twenty-one years of string 
movements on the Liippasuo aapa mire,　Finland. 
Boreas，28，d521-530.　

Kowalewski，G.（2011）Shoreline and surface area 
changes induced by floating islands in peatland lakes

（Tuchola Pinewood Forest，Poland）. Limnological 
Review，11，151-162.

Kurasawa H.，H. Hayashi，T. Okino，Y. Watanabe, M. 
Ogawa，T. Morita，Y. Isobe，H. Fukuhara，and A. 
Ohtaka（1982）Ecological studies on zooplankton 
and zoobenthos in the pools of the Ozegahara moor. 
In: Hara，H. et al.（eds.），Ozegahara: Scientific 
Researches on the Highmoor in Central Japan: 277-
298. Japan Society for the Promotion of Science，
Tokyo.

Limpens，F. Berendse，C. Blodau，J. G. Canadell，C. 
Freeman，J. Holden，N. Roulet，H. Rydin，and G. 
Schaepman-Strub（2008）Peatlands and the carbon 
cycle: from local processes to global implications ? a 
synthesis. Biogeosciences Discussions，European 
Geosciences Union，5，1379-1419.

Moor，P. D.（1982）Pool and ridge patterns in peat 
mires. Nature，300，110.

村上哲生，河村一孝，瀬川朋和，林　秀剛（1999）珪藻
分析に基づいた池溏の起源の検討．尾瀬の総合研究．

（尾瀬総合学術調査団編）：473-492，尾瀬総合学術調
査団，前橋市．

池溏岸の拡大 91



村山恵子，福原晴夫，角野康郎（1999）尾源ヶ原におけ
るオゼコウホネとヒツジグサ（スイレン科）の遺伝的
変異．尾瀬の総合研究．（尾瀬総合学術調査団編）：
274-289，尾瀬総合学術調査団，前橋市．

永坂正夫，福原晴夫，高野典礼，藤原英史（2021）尾瀬ヶ
原湿原におけるヒツジグサ（Nymphaea tetragona 
Georgi）の特徴的な池溏内分布の分析．陸水学雑誌，
82，189-201．

永坂正夫，福原晴夫，高野典礼（2022）尾瀬ヶ原湿原に
おける底泥環境に関連した水生植物の池溏内分布．低
温科学，80，329-341．

野原精一（2012）尾瀬の自然環境の概要．低温科学，
70，9-20．

小谷　昌（1954）尾瀬ヶ原中田代の微地形．尾瀬ヶ原，（尾
瀬ヶ原総合学術調査団編）：30-40．日本学術振興会，
東京．

岡田　操（2013）高層湿原池沼における固定浮島（泥炭
小島）の形成過程．地形，34，269-292．

Philben, M.，J. Holmquist，G. MacDonald，D. Duan，K. 
Kaiser，and R. Benner（2015）Temperature，
oxygen，and vegetation controls on decomposition in 
a James Bay peatland. Global Biogeochem. Cycles，
29，729–743.

西條八束（1954）尾瀬の陸水（Ⅳ）中田代池溏の湖沼学
的調査．尾瀬ヶ原，（尾瀬ヶ原総合学術調査団編）：
122-127．日本学術振興会，東京．

西條八束，阪口　豊（1954）尾瀬の陸水（Ⅲ）代表的池
溏の理化学的性状．尾瀬ヶ原，（尾瀬ヶ原総合学術調
査団編）：118-121．日本学術振興会，東京．

西條八束，市村俊英，阪口　豊（1954）尾瀬の陸水（Ⅱ）
池溏の形態．尾瀬ヶ原，（尾瀬ヶ原総合学術調査団編）：
110-117．日本学術振興会，東京．

阪口　豊（1954）尾瀬ヶ原地形発達史－モールの形成を
中心に－．尾瀬ヶ原，（尾瀬ヶ原総合学術調査団編）：

45-67．日本学術振興会，東京．
阪口　豊（1978）泥炭地の地学．東京大学出版，東京．
阪口　豊（1982）尾瀬ヶ原盆地の成因と湿原の発達．生

物科学，34，36-43.
阪口　豊（1989）尾瀬ヶ原の自然史．中公新書，東京．
Sakaguchi，Y.（2005）The Ozegaharamire - The 

striking features and genesis of a natural historical 
heritage of Japan. Self-publishing，Tokyo.

Sakaguchi，Y.，and H. Sohma（1982）Characteritics 
of bank and hollow complexes in the Ozegahara 
moor. In: Hara，H. et al.（eds.）Ozegahara: Scientific 
Researches on the Highmoor in Central Japan: 31-46. 
Japan Society for the Promotion of Science，Tokyo.

阪口　豊，相馬秀廣（1999）尾瀬ヶ原に分布する孤立林
の成立とその年代．尾瀬の総合研究，（尾瀬総合学術
調査団編）：13-28.　尾瀬総合学術調査団，前橋市 .

Sakaguchi，Y.，Y. Saijyo，A. Yagi, M. Hibino，and H. 
Sohma（1982）Charachteristics of deposits and 
genesis of pools. In: Hara，H. et al.（eds.），Ozegahara: 
Scientific Researches on the Highmoor in Central 
Japan: 75-90. Japan Society for the Promotion of 
Science，Tokyo. 

瀬川朋和，福島和夫，公文富士夫（1999）尾瀬ヶ原・北
下田代堆積物の柱状試料について．尾瀬の総合研究，

（尾瀬総合学術調査団編）：41-48．尾瀬総合学術調査団，
前橋市 .

吉岡邦二（1954）尾瀬ヶ原湿原植物群落の構造と発達．
尾瀬ヶ原，（尾瀬ヶ原総合学術調査団編）：170-204．
日本学術振興会，東京．

Xu，J.，P. J. Morris，J. Liu, and J. Holden（2018）
PEATMAP: Refining estimates of global peatland 
distribution based on a meta-analysis. Catena，160，
134–140.

福原　晴夫，永坂　正夫，藤原　英史，野原　精一92



E

池溏
番号

(A) (B) (C) 地点 位置 地点 位置

NA5-74 A-B A N36°56′02.39″ E139°13′43.07″ B N36°56′02.08″ E139°13′43.46″

C-D C N36°56′02.16″ E139°13′43.06″ D N36°56′02.27″ E139°13′43.37″

E-F E N36°56′02.13″ E139°13′43.52″ F N36°56′02.31″ E139°13′43.03″

NA5-81 A-B A N36°56′03.69″ E139°13′47.72″ B N36°56′03.09″ E139°13′46.75″

C-D C N36°56′03.65″ E139°13′47.28″ D N36°56′03.39″ E139°13′47.52″

E-F E N36°56′03.51″ E139°13′47.12″ F N36°56′03.27″ E139°13′47.31″

G-H G N36°56′03.32″ E139°13′46.80″ H N36°56′03.10″ E139°13′47.04″

NA5-86 A-B A N36°56′03.74″ E139°13′49.00″ B N36°56′03.95″ E139°13′49.59″

C-D C N36°56′04.08″ E139°13′49.17″ D N36°56′03.60″ E139°13′49.44″

D-E D N36°56′03.60″ E139°13′49.44″ E N36°56′03.77″ E139°13′49.61″

KA1-04 a-a'  a' N36°55′00.21″ E139°12′09.51″ a’ N36°54′59.69″ E139°12′08.83″

b-b' ｄ N36°54′59.47″ E139°12′10.10″ d' N36°54′59.97″ E139°12′08.58″

(A); 西條・阪口（1954）による測定部位, (B); 村山ほか（1999）による測定部位,
(C); 本報による設定.

a a'
b’

b

D

D

C

A B

CA

D

B

C

B

E

F

AB

D

CEG

FH

A

附図 1：西條・阪口（1954）及び村山ほか（1999）から推定した池溏の形態測定位置及び新たに設定した位置（B; E-F，C; 
D-E,　D; b-b’）．A；NA5-81,　B; NA5-74，C; NA5-86，D; KA1-04，図中の表は GPS（GARMIN，Oregon 550TC）によ
る位置（値は Google Earth により微調整されている）．図中の黒棒はおよその距離を示す，A; 30 m，B; 10 m，C; 20 m，
D; 30 m．
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尾瀬ヶ原における河川と池溏の水文地形学
野原　精一 1），村田　智吉 1），藤原　英史 2），福原　晴夫 3），

萩原　富司 4），千賀　有希子 5）

2021 年 12 月 20 日受付，2022 年 2 月 11 日受理

　尾瀬ヶ原は面積約 7.6 km2 の本州最大の泥炭地・山岳湿原である．気候変動の湿原への影響を探る
ため湿原における洪水の影響を明らかにすることを目的に研究を実施した．2019 年 5 月に融雪による
洪水が発生し，上田代の池溏は滝のような流れを受け，池溏底質の洗堀や湿原への流出が観察された．
洪水前後に粒度分析を行った結果，洪水後の池溏には数μ m の非常に小さな球形無機粒子や無機粒
子があり，水深約 1 ｍより深い池溏はしばらく濁った．直後に UAV の空撮によって詳細な濁りの分
布が明らかになった．研究見本園の表層から約 1 m 深に無機成分の多い層が見られ，過去約 1,300 年
前の洪水履歴とみられた．

Hydrogeological studies of rivers and bog pools in Ozegahara mire ecosystems

Seiichi Nohara1, Tomoyoshi Murata1, Eiji Fujiwara2, Haruo Fukuhara3,  
Tomiji Hagiwara4, Yukiko Senga5

Ozegahara mire is the largest peatland （7.6 km2） in the mainland of Japan. The mire is located on the 
amphitheater-shaped basin surrounded by high mountains of 2,000 m. The heavy snow flooding in torrents was 
happened in May 2019 at Kamitashiro area. The turbidity of bog pools in Kamitashiro increased in May 2019, by 
surface water and ground water inflow. After the flooding, distribution of the muddy water in bog pool was 
taken by air photography of UAV. The high content of inorganic particle was detected from peatland sediment 
of about 1 m depth layer and estimated by historical flooding about 1,300 years ago. The bog pool KA1-04 had 
early snowmelt by ground water inflow from middle bog pool.
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bog pools, environmental change, hydrogeomorphology, Ozegahara mire, rivers
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1．はじめに

　尾瀬地域は福島県，群馬県，新潟県の 3 県に位置し，
標高 2,000 m 級の山々に囲まれた盆地を形成している

（図 1）．尾瀬とその周辺地域は国立公園の特別保護地区，
国の特別天然記念物で，有数の美しい景観の貴重な自然
を有する（原 , 1980; Hara and Mizushima, 1954; 群馬県
尾瀬保護専門委員会 , 2008; 福島県 , 2007, 2008）．その
中にある尾瀬ヶ原は東西 6 km，南北 2 km，面積約 7.6 
km2 の日本有数の山岳湿原である．
　北東にそびえる尾瀬最高峰の成層火山である燧ヶ岳

（約 15 万年前～現在に噴火した安山岩・玄武岩の火山）
の北山麓にはいくつかの湿原が分布している（産総研地
質調査総合センター , 2021）．古生代の蛇紋岩からなる
至仏山，尾瀬ヶ原の北には景鶴山 , 東に与作岳，西に大
白沢山を連ね，西南面に古生代の海成層泥岩の八海山が
ある（図 2）．南東方向に伸びる尾根は鳩待峠，横田代，
傾斜の緩い楯状火山のアヤメ平，富士見峠，白尾山，皿
伏山，三平峠と続き，この尾根は太平洋側と日本海側の
分水嶺となっている．これらの尾根に囲まれた地域に
降った水は，大白沢山から新生代の地すべり堆積物の
カッパ山地域へ流れてきた猫又川と上田代で川上川と合
流し，さらに上ノ大堀川と合流しヨッピ川となる．さら
に尾瀬沼から流れてきた沼尻川と合流し只見川となる．
その水は平滑滝，三条ノ滝を経て日本海に流れる（図 3）．

尾瀬ヶ原には周囲の山から流れ出した河川が平坦な湿原
に入ると蛇行して，拠水林とよばれる湿地林を作る．新
生代第四紀の更新世にススケ峰火山の噴火があり，続い
てアヤメ平，皿伏山，荷鞍山の火山が噴火した．これら
の溶岩や火山噴出物は，古只見川の上流部まで多量に堆
積しそのほとんどが侵食され，尾瀬ヶ原，尾瀬沼の盆地
の原形ができた．燧ヶ岳は何度も噴火を繰り返し，溶岩
や火山灰を大量に噴出して現在の成層火山に成長した．
噴火の始まりは更新世の末期で，今から 500 年程度前に
も噴火があった．湿原堆積物である泥炭の堆積時期は，
約 9,000 年前～ 6,000 年前から始まり，尾瀬ヶ原では，
泥炭の厚さは最大で 5 m に達している（阪口，相馬，
1998）．尾瀬ヶ原のドーム状高まりや緩やかに傾く田代
はすべて泥炭層基底の地形を反映し，ブランケット泥炭
地に類似の泥炭地である（阪口 , 1983，1985，1989）．
約 6,000 年前から河川堆積物の上にミズコケや維管束植
物が生育し始め，枯れた植物が長年堆積して泥炭地の湿
原が形成された（阪口，1989; 相馬，阪口，1998）．湿原
の下には，河川から運ばれた砂礫層が約 5 m のところ
にあり，まずヨシが生育してやがてミズゴケの湿原に変
化し，約2,000年前からはイネ科のヌマガヤの植生になっ
ていた．泥炭の成長は年間約 0.6 ～ 0.7 ㎜である（阪口，
1989）．
　阪口，相馬（1998）は，第 3 次尾瀬総合学術調査の調
査中に洪水を体験し，その後の尾瀬ヶ原における河川由

  

N 
2ｋｍ 

図 1：尾瀬地区の地すべり地形図 .（https://gbank.gsj.jp/geonavi/geonavi.php#13,36.93423,139.23096 から作図）．
黄緑：湿原地域，水色：開水面．
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来の堆積物粒子を詳細に観測し，洪水による氾濫水運搬
微粒子を湿原内の泥炭から抽出して，氾濫水の及んだ範
囲を示し，懸濁物質の湿原への沈積による富栄養化や新
たな生物（魚類）の侵入による生態系の変化の可能性を
指摘している．過去に高地・寒冷地の尾瀬ヶ原ではダム
化事業計画のために水位，流量観測が観測されたことが
あった（尾瀬地区水文気象調査綜合報告 1953 ～ 1957 年 
第 1 部）がこれまで水位観測は稀である（浅田 , 1957; 
野原ほか , 2021）．またこれまで尾瀬ヶ原の池溏の水位
連続観測データは殆ど例が無く，池溏への洪水の程度や
頻度についてほとんど不明であった（野原ほか , 2021）．
　尾瀬ヶ原では近年洪水の頻度が増し池溏に氾濫水が流
入する状況が起こっている（福原ほか , 2021；野原ほか，
2021）．そこで，尾瀬ヶ原上田代の池溏において岸辺水
生無脊椎動物の時間単位採集を行い洪水の影響を検討し
た（福原ほか，2021）．各分類群の平均採集個体数は洪
水池溏で少なく，総採集個体数とハエ目採集個体数で有
意に少なく，ササラダニ類も洪水池溏で少ない傾向を示
した．ハエ目の中ではユスリカ科モンユスリカ亜科の採
集個体数が洪水池溏で少なく，洪水はこの亜科に大きな
影響を与えたと推定された．また洪水によって池溏に侵
入した魚類の捕食圧の増加も個体数の低下を引き起こし
ている可能性があった．
　第 4 回尾瀬総合学術調査として引き続き尾瀬湿原への

気候変動の影響を探るため池溏水位・水質などの水文環
境情報と地形・地質情報から尾瀬ヶ原の池溏における洪
水の水質・水文影響を明らかにすることにした．特に
2011 年 7 月末の新潟福島集中豪雨と 2019 年 5 月中旬の
融雪時の洪水後に池溏水に白濁が見られたことについて
原因解明を目的に研究を実施した．

2．方法

2．1　調査地点
　尾瀬ヶ原は，標高 1,400 m の盆地にある面積 7.6 km2

の湿原で，その形成過程としてはブランケット型の本州
最大の山岳湿原（高位泥炭地）である（阪口，1982；
Sakaguchi，2005）．約 1,800 の池溏が分布し，識別番号
が付され継続的研究が可能となっている（金井，1998）．
尾瀬の水系図を公開されているレーザープロファイラー
のデータによる立体地図とシームレス地質図（産総研地
質調査総合センター , 2021）の表記を行った（図 2）．
　上田代は尾瀬ヶ原の西南端に位置し標高 1,402 ～ 1,408 
m で，西端から東端までの比高は約 6 m である（国土
地理院，2021）．北に猫又川が流れ，西の川上川が猫又
川に流入し，南から上ノ大堀川が東でヨッピ川に流入す
る（図 3）．
　尾瀬地域で定点気象観測を長年，継続的にデータを蓄

図 2：尾瀬の地質 .
シームレス地質図（2021）から作図．
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図 3：観測地点図 .
（KA3-01, 62, 64, 65, KA4-38, NN2-27, NN3-23, NA4-14, NA3-35, NN3-09）．白濁した池溏の水位と湿原地下水位（赤●），きれい
な池溏の水位と湿原地下水位（黒〇）地理院地図に作図．
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図 4：鳩待峠観測所における降水量の年変化と月変化（2011 ～ 2020 年）.
*: データ欠損 . 国土交通省　鳩待峠の河川水文データ（2020）から作図．

野原　精一，村田　智吉，藤原　英史，福原　晴夫，萩原　富司，千賀　有希子98



積している所は 3 箇所（尾瀬沼，温泉小屋，山の鼻ビジ
ターセンター）あり，更に 1982 年から檎枝岐村にアメ
ダス気象観測所が設置されている．また国土交通省

（2021）の河川データベースの雨量測定が鳩待峠で行な
われている（図 4）．尾瀬ヶ原の水位のデータは最も近
い鳩待峠の降水量と最もよく連動しており，尾瀬ヶ原の
降水量として扱った． 

2．2　現地調査
　野原，安類らは環境省モニタリング 1000（環境省 , 
2021）の調査時の 2011 年 7 月の新潟福島集中豪雨に尾
瀬ヶ原で遭遇し，これまでにない湿原の大洪水を体験し
た．その後の 8 月には環境学習のために尾瀬ヶ原の池溏
の水質調査を実施し，特定の池溏水が白濁していること
を観察した．野原，福原らはその後年の尾瀬ヶ原に調査
に入っていた 2019 年 5 月 20 日夜半から 21 日かけて，
融雪時に洪水が発生し，川上川とヨッピ川が氾濫して湿
原内を濁流が流れ，数多くの池溏に河川水が流入する事
態に遭遇した．調査地域に最も近い鳩待峠観測所での累
加雨量（図 5）は，84 mm であった（国土交通省 , 
2021）．22 日，23 日に踏査し池溏の状態を観察し池溏水
や河川水を採取した．
　湿原と池溏において地下水位及び池溏水位の連続測定
を行った．さらに，洪水区，非洪水区を含む尾瀬ヶ原上
田代の池溏 40 箇所（図 6）を選び池溏生態系の地形や

環境測定，水温・水位観測を連続的に行った（図 3）．
微地形と河川水位・泥炭地地下水位，植生変化予測や池
溏の環境変遷の解明を目指した．UAV（無人航空機，
ドローン）による航空写真データ等から湿原地形のより
詳細な地図を作製し池溏水位，泥炭地の地下水位の変動
を調査した．
　池溏環境を一般化するため，気候水文と関連する池溏
水位，泥炭地の地下水位の変動パターンを明らかにした．
特に 2011 年 7 月の大洪水における河川由来の粘土鉱物
等の堆積物について特徴を把握した．洪水時における冠
水場所，流路の把握を行い 10 cm 間隔の詳細な流路の
検証を行うため，2017 年初夏と 2018 年，2019 年融雪時
に UAV で撮影した．上田代と中田代では詳細な地形図
を作成した．地形の詳細なデータセットを用いて降雨流
出時の木道の冠水状況を把握するため，雨量計，積雪圧
計を設置し現地観測も実施した．また，自動撮影カメラ
でいくつかの池溏の状態を定期的に撮影し，降水イベン
トを観察できるようにインターバル撮影を行った．木道
によって遮られた水路，新たにできた流路などの地形情
報を整備した．

2．3　分析法
　EM（electromagnetic- method）探査は，電流と磁気
との相互作用を利用した電気探査法で大地内の電流に
よって生ずる磁場または電磁場を観測する（野原ほか，
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図 5：鳩待峠観測所における降水量の日変化（2017 ～ 2020 年）.
*: データ欠損 . 国土交通省　鳩待峠の河川水文データ（2020 年）から作図．
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2021）．山ノ鼻地区の研究見本園において，アオモリト
ドマツ立木を基点として川に直交する調査ライン 300 
ｍを設定して，大小 3 種類のコイルを用いてスリングラ
ム式 EM 探査を積雪上から 2011 年夏季の大洪水の翌年
の 2012 年 5 月に実施し，非破壊で泥炭地の地下構造を
観測した．
　 水 深， 水 温， 電 気 伝 導 度 は CTD 計 測 器（Cast 
Away，YSI ナノテック社 , USA）で測定した．水面と
湿原との高さは比較的平坦な湿原面に水平に置いた 2 ｍ
の測深ポールから垂直に伸ばしたメジャーで測定した．
池溏水は表層から 2 Ｌのポリエチレン製の給油ジャーで
採水して懸濁物質量，粒度分析を行った．粒度はレーザー
回折の原理を基に水中における懸濁物質の粒径スペクト
ルの観測を可能にした粒径・粒度分布計（LISST-100x，
Sequoia Scientific 社 , USA）で粒径分布を小アングル前
方散乱（ベース : Mie Theory）法で観測した．池溏水
と河川水は GF/F フィルターでろ過後の栄養塩（亜硝酸，
硝 酸， ア ン モ ニ ア， リ ン 酸 態 リ ン ） を 比 色 分 析

（TRAACS2000, ブラン・ルーべ）で分析した．濁度は
携帯式濁度計（TN-100, Eutech Instruments）にて，原
水および GF/F フィルターでろ過したろ過水を測定し，
差し引きして懸濁態濁度を計算した．GF/F フィルター
上の懸濁粒子を乾燥後，炭素でコ―ティングした後，走

査型電子顕微鏡（JSM-6510LA，日本電子（株））で観
察を行なった．EDS 装置（JED-2300，日本電子（株））
によって微小な領域に含まれる元素の定性及びその元素
の存在比を計測した．
　池溏の水温・水位は池溏の底に沈めた水位センサーに
より連続測定した．地下水位計は塩ビパイプ（内径 26 
mm，長さ 150 cm）を両端開放したピエゾメータにし
て地表から 1 m の地下水位を水位計データロガー（± 0.5 
cm 精度，Onset 社）で 1 時間間隔の測定を行った．雨
量は尾瀬ヶ原に最も近い鳩待峠（国土交通省，2021）の
観測値を参照した．
　現地の標高は国土地理院地図基盤地図情報数値標高モ
デル（DEM5A）から地形特徴点の位置と標高を読み取
り使用した（国土地理院，2021）．詳細な微地形はローテー
ティングレーザー（RL-H5A, トプコン社）を設置し水
平にレーザーを発射し，レベルセンサでレーザー光を受
光した．ポール高によりローテーティングレーザーとの
高低差を求め，その場の高度を測定した．さらに，水平
距離はレーザー距離計で測定した．
　 航 空 写 真 は 主 に UAV（Phantom 4 Pro V2.0，DJI 
JAPAN 社）を活用して 2019 年 8 月中旬に尾瀬ヶ原全
域で高度約 150 m から 4K 画像（4096 × 2160 ピクセル）
を 60 ％オーバーラップで撮影した．航空写真のデジタ

図 6：尾瀬ヶ原上田代の調査地点図 .
40 池溏（KA1-01, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 18, 21, 25, 29, 30, KA-32, 44, 53, 54, 55, 62, 69, 67, 75, 77, KA3-39, 41, 
46, 48, KA4-03, 05, 06, 09, 16, 19, 25, 34, 39, 37, 40, 47），噴水池溏（青〇），群大井戸（水色〇）河川水（青●）．
金井（1998）の池溏地図をもとに作図．
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ル画像の写真測量処理と 3D 空間データ生成は Photo 
Scan（Agisoft 社 , Russia）を用いた．また高度 50 ｍか
らの詳細な画像から池溏の濁度分布等の詳細な把握を可
能にした．
　上田代 KA1-04 の池溏について，GPS 付き魚群探知機

（Hook Reveal 5，Lowrance 社 , USA）を用いて測深し，
Reef master v.2.0 のソフトを用いて水深図を作成した．

3．結果

3．1　降水量の年変化と季節変化
　尾瀬ヶ原の気候解析（尾瀬山ノ鼻）は西村 , 吉弘（2008）
により，2006 年までの 30 年間について，変動傾向も含
めて詳しく行われて，夏期平均気温の上昇，年降水量の
増加，1 時間降水量の年最大値の増加，最深積雪深の増
加が挙げられ，気温，降水量ともに
近年の傾向（気象庁，2020）に一致
する．
　鳩待峠の河川水文データ（国土交
通省，2020）から作図した鳩待峠観
測所における降水量の年変化と月変
化（2011 ～ 2020 年）を示した（図 4）．
一部の時期はデータ欠損（*）してい
る．2011 年は 7 月末に新潟・福島集
中豪雨があり，記録的な雨量となっ
た．国土交通省　鳩待峠の河川水文
データ（2021）から鳩待峠観測所に
おける降水量の日変化（2017 ～ 2020
年）を作図した（図 5）．一部の時期
はデータ欠損（*）している．

3．2　2011 年新潟福島集中豪雨によ
る大洪水
　筆者らは 2011 年 7 月の新潟福島集
中豪雨に尾瀬ヶ原で遭遇し，これま
でにない湿原の大洪水を体験した．
洪水後約 2 週間してモータパラグラ
イダーで観察した富士見小屋の方が
撮影した GoPro の空中写真（図 7）
から 2011 年 8 月の上田代の洪水後の
尾瀬ヶ原全体での池溏の白茶色の濁
度程度を図化した（図 8）．赤線で囲
まれた池溏は 2011 年 8 月中旬にも
濁っていたことを示し，金井（1998）
の池溏図に追加して作図した．白茶

の濁りは猫又川，上ノ大堀川やヨッピ川近辺に白茶色の
地域が限定され，沼尻川の周辺には白茶に濁った池溏は

図 7：2011 年 8 月の上田代の洪水後の空中写真 .

 

 

B 

A 

図 8：2011 年 8 月の上田代（A）と中田代（B）；洪水後の池溏の白濁状況 .
赤線で囲まれた池溏は 2011 年 8 月に濁っていたことを示す．金井（1998）の池溏図
に追加して作図．
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見られなかった． 
　その後，千葉県国府台高校の生徒の環境学習の際に木
道に沿って洪水中と洪水直後に採水した．2011 年 7, 8
月の上田代と中田代の洪水中，後の池溏水と河川水の濁
度とろ過濁度を示した（図 9）. 環境省モニタリング
1000 事業（環境省，2021）の調査の際に洪水になった
集中豪雨（約 200 mm 日 -1）のさなか中田代で採取した
池溏水はほとんど濁っておらず，濁度は 5 NTU より小
さかった．洪水後に採取した研究見本園の池溏水や河川

水もほとんど濁っておらず，濁度は 5 NTU より小さかっ
た．一方で洪水に見舞われた池溏の濁度は 20 NTU を
超えていた．その池溏水を GF/F フィルターでろ過後
に測定した濁度も普通より高く，5～10 NTUと高くなっ
ていた．2018 年 9 月には上田代 40 箇所の池溏と河川で
採水し栄養塩の分析を行った．池溏水には窒素やリンは
極わずかしか含まれておらず貧栄養であったが，河川水
には硝酸態窒素が 110 μ g l-1 程度含まれていた（図
10）．湿原からの水位が低い 3 つの池溏（KA3-48, 49, 
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図 9：2011 年 7, 8 月の上田代と中田代の洪水中，後の池溏水と河川水の濁度とろ過濁度 .
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図 10：40 池溏（A），水位低下した池溏（B : KA3-48, 49, 50）と河川水（C）の栄養塩類（2018 年 9 月 13 日）.
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50）では，アンモニア態窒素が比較的高かった．

3．3　研究見本園の泥炭地下構造
　新潟・福島集中豪雨のあった翌年の 2012 年 5 月に
EM 電磁探査による推定した尾瀬ヶ原研究見本園の 300 
ｍ調査ライン（図 11，上図）と地下構造解釈図（図 11，
下図）を示した（野原ほか，2022）．上の図は，UAV
で撮影した 2018 年の航空写真，下図が電磁探査の結果
の解釈の図である．特に中央部や湿原の斜面の 1.5 m に
は強い反応があり高電気構造，良導電帯が観測された．
当時約 1 ｍの積雪の下には，約 4 ｍの泥炭層があり，
更にその下には，砂交じりの泥炭層があった．10 ｍよ
り深い層には砂や砂礫層が 14 ｍの深さまで存在してい
た．

3．4　40 池溏の濁度と水深
　洪水の影響のない時期に池溏の水質の変化をモニタリ

ングした．2017 ～ 2018 年に上田代 KA1 ～ KA4 の 40
箇所の池溏（図 6）において採水を行い，現地で水温，
電気伝導度，水位，水深の計測を複数回にわたり実施し
た．図 12 には原水の濁度（2017 年 8 月 13 日と 29 日）
ろ過濁度と水深の関係や懸濁態濁度と水深の関係を示し
た．8 月 13 日と 29 日の原水の濁度は一定の傾向が見ら
れ，きれいな池溏はいつも澄んでいる傾向にあった．懸
濁態濁度もろ過濁度も池溏の水深とは特に関係は無かっ
た．
　池溏の水深と地表からの水位差の関係や 2017 年 8 月
と 9 月の水深の関係を示した（図 13）．水位は 0.9 ｍ下
がったものから湿原面とほぼ同じ水位のものがあった．
水深の深い池溏は水位が比較的安定していたが，浅い水
深の池溏は水位（湿原面と池溏水面との差）の低下の著
しいものがあった．2018 年 6 ～ 7 月は暑く降水量の少
ない時期が長く続いたため，水位の低下が目立った．
2018 年 8 ～ 10 月には大型の台風が来襲して洪水をもた

図 11：尾瀬ヶ原研究見本園の 2017 年 6 月の UAV 画像（上図）と電磁探査による推定した地下構造解釈図（下図）.
上図：ピンク色ラインは観測線．野原ほか（2022）より引用．
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らし，その後水位は回復した．
　図 14 には水温と pH との関係（2017 年 8 月と 2018

年 10 月）を示した．平均 pH は，2017 年 8 月 14 日（pH 
6.02），8 月 29 日（pH 6.38）であり弱酸性傾向にあった
ものが，2018 年 8 月 1 日（pH 5.28），8 月 18 日（pH 5.39）
と更に酸性に傾いたが，9 月 13 日には（pH 6.98）とほ
ぼ中性へ変化した．電気伝導度は変化が少ないが，乾燥
や降水によって池溏の pH は変化した（野原ほか , 
2022）．

3．5　2019 年 5 月融雪洪水
　筆者ほかが調査に入った 2019 年 5 月 21 日には雪解け
時に大雨になり融雪洪水が起こり，上田代の池溏は滝の
ような流れを生じ，池溏底質の洗堀や湿原への流出が調
査中に観察された．図 15 には 2019 年 5 月 23 日の洪水
後の UAV による空中写真を示した . 洪水後に濁った池
溏（赤色の池溏番号 , 緑〇）きれいな池溏（白色の池溏
番号）の上田代の分布図で示した． （A）KA1, （B）
KA1, （C）KA2, （D）KA3 の池溏の濁りには緑の丸を付
けた．これらの池溏の標高にはほとんど違いが無く，隣
り合う池溏でも濁度は明らかに異なっていた．KA3-62, 
65 は白濁したが，隣接の KA3-64 は変化があまり無かっ
た．特に上田代には 1 箇月以上に白濁した池溏が見られ

 
図 12：（A）原水の濁度，（B）ろ過濁度と水深の関係，（C）
懸濁態濁度と水深の関係（2017 年 8 月 13 日と 29 日）．
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図14：水温とｐ H との関係（A: 2017 年 8 月と B: 2018 年 10 月）.
〇：池溏水，■：川上川河川水．
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図 13：（A）池溏の水深と地表からの水位差の関係，（B）
2017 年 8 月と 9 月の水深の関係 .
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た（松場氏観察）．
　融雪洪水の雨上がり後の 5 月 22 日にはモニタリング
していた 40 箇所の池溏水と河川水を表層採水して懸濁
物質量測定，粒度分析を行った．粒度はレーザー回折の
原理を基に水中における懸濁物質の粒径スペクトルの観
測を可能にした粒径・粒度分布計（LISST-100x）で粒
径分布を観測した（図 16）．洪水前後の支流の川上川の
河川水や湿原表層水は，洪水後には数 μ m の非常に小
さな粒子が河川と湿原泥炭を通過する途中でも生成さ
れ，池溏の水深 1 ｍより深い池溏はしばらく濁った．
これらの濁りは平水時の池溏の濁りより白く色調が異
なっていた．図 17 には上田代 KA1 地区の 16 池溏の洪
水後の 2019 年 5 月 22 日の池溏水の懸濁粒子の体積濃度

（μ l l-1）を示した．特に白濁している池溏水には，微細
な粒子（1 μ m 程度）が検出され，洪水後にも白濁し
ていない池溏水にはその微細な粒子は含まれていなかっ
た．注目したのは 1 μ m 程度の小さなサイズの粒子の
分布である．現地調査から比較的濁っているのは小さな
サイズの粒子の分布する池溏と一致していた．そこで，
UAV の航空写真の色調と採水によって分析した微細な
粒子の有無から白濁したと判定する池溏を類型化した

（表 1）．航空写真の色調判断には個人差が出る可能性が

あるため 3 名の試験者による判断で決定した．また微細
な粒子の有無や現場の池溏水の色調から 4 段階に類型化
した．それらの類型化した結果を洪水後に濁った池溏（赤
丸）ときれいな池溏（青丸）の上田代の分布図を示した

（図 18）. 洪水後に濁った池溏（赤丸）は特に猫又由来
の河川水が強く影響するヨッピ川の近くに集中して分布
していた．一方きれいな池溏はそれらよりもやや高い地
形に位置しているか，ヨッピ川から離れている特徴が
あった．
　上田代の池溏の洪水後の 2019 年 5 月 22 日の池溏水の
平均粒度と懸濁物の体積濃度を示した（図 19）．原ノ川
上川の河川水は，洪水前には合計の懸濁粒子体積濃度は
小さかったが，洪水後には大きくなっていた．一方，洪
水前（5 月 20 日）には平均粒径は大きかったが，洪水
後（5 月 21 日）には小さくなっていた．池溏水は洪水
後には，懸濁粒子の体積合計は大きく，平均粒径は小さ
かった．
　図 20 には上田代の 40 池溏の洪水後の 2019 年 5 月 22
日の池溏水の水温（℃）と電気伝導度（ｍ S m-1）の関
係を示した．1 μ m の粒子と現地濁度の関係を 4 つ（A
～ D）と河川（E）にまとまりそれを類型化して 40 池
溏の各値，その類型化したクラスの水温と電気伝導度と

  

A B 

C D

図 15：2019 年 5 月 23 日の洪水後の UAV による空中写真 .
洪水後に濁った池溏（赤色の池溏番号 , 緑〇）ときれいな池溏（白色の池溏番号）の上田代の分布図．（A）
KA1, （B）KA1, （C）KA2, （D）KA3.
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表 1：上田代 40 池溏における水質（2017 年 8 月 13-14 日）と洪水後の濁り状況（2019 年 5 月 22 日）.

池溏番号 電気伝導
度 水温 水深 原水の濁

度
UAV 画 像 に

よる判定 4 段階 魚類侵入 総合有無判定

（mSm-1） （℃） （cm） （NTU）
○：濁りあり
× : 濁りなし
-：画像外

現地観察
（22 - 2 3
日）

2019 年 7 月 8 日
-：未調査

○：濁りあり
（26）
×：濁り無し
（14）

KA1-01 8.1 25.7 83 1.09 × 1 - ×
KA1-04 6.0 25.4 198 0.82 × 1 無 ×
KA1-05 6.2 25.2 133 1.83 × 1 無 ×
KA1-06 8.3 24.5 92 1.05 × 1 無 ×
KA1-08 10.2 22.0 97 0.97 ○ 3 アブラハヤ ○
KA1-10 13.4 24.7 69 1.30 × 3 - ○
KA1-12 4.6 25.7 106 1.45 ○ 3 無 ○
KA1-18 10.7 23.1 77 1.23 ○ 4 - ○
KA1-21 4.8 25.2 81 0.92 ○ 4 無 ○
KA1-25 4.3 25.0 66 2.03 ○ 4 ドジョウ ○
KA1-28 4.9 26.4 64 3.18 ○ 4 - ○
KA1-29 - - 49 2.62 - 3 - ○
KA1-30 4.78 25.1 59 3.78 ○ 4 無 ○
KA2-32 6.14 26.4 102 0.61 × 1 無 ×
KA2-44 6.56 26.2 121 0.94 × 1 無 ×
KA2-53 5.86 24.9 56 1.79 × 3 ギンブナ、アブラハヤ ○
KA2-55 5.49 24.0 78 0.70 ○ 3 - ○
KA2-59 8.20 25.0 162 1.30 × 1 - ×
KA2-62 6.06 26.2 96 0.89 × 1 - ×
KA2-67 - - 82 1.58 ○ 3 - ○
KA2-69 5.07 24.1 91 1.15 ○ 3 ドジョウ ○
KA2-75 6.41 24.5 88 1.56 ○ 3 無 ○
KA2-77 7.04 25.1 88 1.63 × 3 ギンブナ ○
KA3-39 5.90 24.0 140 0.55 × 1 無 ×
KA3-41 3.37 24.4 144 1.52 × 1 フナ群れ ○
KA3-46 3.78 23.4 80 0.91 × 1 - ×
KA3-48 - - 28 1.31 × 1 - ×
KA4-02 - - - - ○うす濁り - ○
KA4-03 4.43 24.2 105 0.63 ○うす濁り 2 - ○
KA4-05 4.83 24.2 138 3.45 ○うす濁り 2 跳ね上がり観察（福原） ○
KA4-06 3.13 24.6 146 3.19 ○うす濁り 2 フナ群れ ○
KA4-09 4.61 23.0 88 0.64 × 1 - ×
KA4-16 3.72 24.0 124 0.79 ○ 3 - ○
KA4-19 3.10 24.3 171 3.32 ○ 3 - ○
KA4-25 5.85 23.1 154 0.63 × 1 - ×
KA4-34 4.97 23.4 95 0.78 × 1 - ×
KA4-37 4.04 24.2 127 0.40 ○ 3 フナ群れ ○
KA4-39 4.08 24.4 192 4.56 ○ 3 無 ○
KA4-40 4.41 24.7 160 0.45 ○ 3 無 ○
KA4-47 4.85 24.4 105 0.70 ○ 3 無 ○
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図 16：上田代の 40 池溏の洪水後の 2019 年 5 月 22 日の池溏水の粒度分布 .
各図の左の縦軸は体積濃度（μ l l-1），横軸は粒径（μ m），右の縦軸は累計の体積濃度（μ l l-1），横軸は粒径（μ m）．
各図の赤字（日付，池溏番号）は白濁した池溏を示す．
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図 17：上田代 16 池溏（40 池溏のうち）の洪水後（2019 年 5 月 22 日）の
池溏水の懸濁粒子の濃度（μ l l-1）.
横軸は調査した池溏番号．懸濁物質粒径を 3 つのクラス毎にまとめた．

 

 

A 

B 

図 18：（A）洪水後に濁った池溏（赤丸）ときれいな池溏（青丸）の上田代の分布図， 
（B） 洪水後に 1 μ m 粒子のある池溏（赤丸）と無い池溏（青丸）の上田代の分布図 .
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の関係を表した．洪水の影響を受けない池溏 A タイプ
から水温と電気伝導度が上昇した池溏 D タイプに分け

られた．池溏タイプBは水温の影響はないが，洪水で濁っ
た．池溏タイプ C の水温は上昇したが，濁りは無かった．
　表 2 には調査池溏の濁度と 1 μ m 粒子の有無（白濁
した原因）によった 7 つ（a ～ g）の池溏クラス分けと
水深との関係を示した．濁りがなくきれい，やや濁り，
濁り，濁り大，青白い濁りに，粒子の有無を加えて 7 つ
にした．洪水の影響の程度は河川の距離や高低差によっ
て段階的に影響があった．表 2 で類型化したクラスの水
温と pH との関係を示した（図 21）．洪水の影響を受け
ない a タイプに比べると水温や電気伝導度が上昇した g
タイプのように洪水の影響を受けると pH はやや上昇し
ていた．また池溏ｄタイプの濁りは青白かった．

3．6　ピエゾメータ地下水位と池溏水位
　上田代と中田代 9 箇所の池溏（白濁した池溏ときれい
な池溏を含む）で水位観測を行った（図 22）．観測地点
は（KA3-01, 62, 64, 65, KA4-38, NN2-27, NN3-23, NA4-
14, NA3-35）である．白濁した池溏の水位と湿原地下水
位，きれいな池溏の水位と湿原地下水位を連続観測した．
図 23 に尾瀬ヶ原の池溏近辺におけるピエゾメータ地下
水位と水温の季節変化（48 日間；2020 年 8 月 26 日～
10 月 13 日）を示した．速やかに地下水位が上昇した透
水性の高い池溏（NN3-23，KA3-62，NN2-27, KA3-65）
はその後に降水量に合わせて地下水位が上昇した．一方
透水性の悪い池溏（NA3-35, NA4-14, KA3-01, KA4-38）
はゆっくり水位上昇して，降水量の変化に影響をほとん
ど受けなかった．また NN3-09 は速やかに水位上昇し，
降水量に左右されず常に一定であった．深度 1 ｍの地
下水温は池溏によって約 5 ℃の違いがあった．
　尾瀬ヶ原上田代と中田代の観測池溏の水位と水温の季
節変化を示した（図 24）. NN3-09 は地下水位と同様に
常に一定であった．他の池溏は皆降水量の変化に反応し
て水位が上昇した．多くの池溏では水温に日変化を示し
たが，NN3-09 は降水量の変化に反応していた．
　 池 溏 10 箇 所（KA3-01, KA3-62, KA3-64, KA3-65, 
KA4-38, NN2-27, NN3-23, NA4-14, NA3-35, NN3-09）に
ついて池溏水位，池溏底の水温，周辺のピエゾメータ地
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図 19：上田代の池溏の洪水後の池溏水の平均粒度と懸濁物
の体積濃度 .
2019 年 5 月 22 日．図（A）の縦軸は体積濃度（μ l l-1），横
軸は粒径（μ m），図（B）の縦軸は平均粒径（μ m）．
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図 20：上田代 40 池溏の洪水後の池溏水の水温（℃）と電気
伝導度（mS m-1）の関係 .
2019 年 5 月 22 日．（上図）40 池溏の各値，（下図）類型化し
たクラスの水温と電気伝導度との関係．

表 2：調査池溏の濁度と 1 μ m 粒子の有無によ
るクラス分けと水深 .
クラス 水深 (m) 濁りの様子 1 μ m 粒子の有無

a 1.40 きれい 無し
b 1.22 きれい 有り
c 1.16 やや濁り 有り
d 1.26 青白い 有り
e 1.33 濁り 無し
f 1.09 濁り 有り
g 0.69 濁り大 有り
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図 21：類型化したクラスの水温と pH との関係 .
濁りの程度（きれい，やや濁り，青白い，濁り，濁り大）と 1 μ m 粒子
の有無によって類型化した．表 2 参照．

図 22：尾瀬ヶ原の池溏近辺におけるピエゾメータ地下水位計，池溏水位計の設置の様子（2020 年 8 月 26 日及び 10 月 13 日）．
2019 年 5 月に濁った池溏は KA3-01, KA3-65, KA3-62, KA4-38, NN2-27.　2019 年 5 月にきれいな池溏は KA3-64, NN3-23, NA4-14, 
NA3-35, NN3-09．
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図 23：尾瀬ヶ原の池溏近辺におけるピエゾメータ地下水位と水温の季
節変化 .
48 日間：2020 年 8 月 26 日～ 10 月 13 日．

図 24：尾瀬ヶ原上田代と中田代の観測池溏の水位と水温の季節変化 .
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図 26：上田代 KA3-62 と 65 の池溏水温，池溏水位，地下水位の季節変化（2019 ～ 2020 年）.

図 25：尾瀬ヶ原上田代と中田代の観測池溏の水位と近傍湿原の井戸水位の
季節変化 .
2019 年 5 月に濁った池溏（アンダーライン）は KA3-01, KA3-65, KA3-62, 
KA4-38, NN2-27.　2019 年 5 月にきれいな池溏は KA3-64, NN3-23, NA4-14, 
NA3-35, NN3-09．
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下水位（1 ｍ深），1 ｍ地下水温を連続測定し，降水量（鳩
待峠観測所）との関係を示した（図 25）．予想に反し白
濁した池溏と地下水位や池溏水位の関連性は特に見られ
なかった．
　KA3-62 と 65 の濁った池溏に水位計，近傍に地下水
計を設置して 2020 年の融雪期にモニタリングを行った

（図 26）．2 つの池溏ともに地下水位は設置後に緩やかに
上昇して透水性は比較的高かった．1 ｍ地下水温は 9 月
17 日にピークに達し 4 月 8 日に最低になった．一方池
溏水位は隣り合う 2 つの池溏で変動が異なっていた．
　図 27 に尾瀬ヶ原上田代（KA4 地区）の湿原の井戸水
位と鳩待峠観測所の日降水量の季節変化を示した．日降

水量に連動して湿原地下水位は速やかに上昇し透水性が
高い場所であった．この地点は EM 探査した場所で特
に地下に電気伝導度が高い場所であった（野原ほか , 
2022）．

3．7　池溏KA1-04 の構造と湧水
　魚探による測量調査によって，池溏北西部には円形の
くぼみが見られた．そのくぼみは NHK テレビのダイ
バーが水中カメラで撮影（E テレ，サイエンス ZERO
放送）した無植生の円形部と場所がほぼ一致した（図
28）．自記式水温計を湖底に設置して秋から春先の水温
変化をライン上にモニタリングした．円形中央部（T3, 
T5, T6）は常に水温が約 0.5 ℃程度高く，融雪時には温
度の日周変化が岸付近（T1, T7）より早く出現した（図
29）．この池溏は常に湧水で涵養され融雪が早く起こる
ことが示された．

3．8　採水調査と顕微鏡観察
　白濁の正体を探るため，粒度分析，電子顕微鏡等の観
察を行なった（図 30）．その結果，数μ m の球形粒子
が多く浮遊していることが判明した．完全な球形のもの
から生物的な模様を示したものまで多様であった．電子
顕微鏡の EDS 分析により主成分は酸素とケイ素と推定
された．割れた粒子の画像から判断するとその粒子の中
は空洞であったと考えられた．またその他にも珪藻の殻
や微細な鉱物，土砂粒子などやサイズの大きな懸濁粒子
も含まれていた．

図 27：尾瀬ヶ原上田代の湿原の井戸水位と鳩待峠観測所
の日降水量の季節変化 .

図 28：上田代の池溏 KA1-04 の水深図 .
赤丸は池溏底の水温計．野原ほか（2022）より引用．
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図 29： 上田代の池溏 KA1-04 の水温（A） ，水位（B）変化と池溏底最深部
の水温変化（C）.
A, B の赤矢印は積雪に完全に覆われた時期（2019 年 11 月 30 日）と融解し
た時期（2020 年 5 月 11 日）を示す．T1, 3, 5, 6, 7 は 2 ｍ毎に離れた水温計，
T5 は円形くぼ地に最も近い場所に設置した．
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図 30（1）：河川及び池溏水の GF/F ろ過フィルター上の粒子の走査電子顕微鏡写真 .
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図 30（2）：河川及び池溏水の GF/F ろ過フィルター上の粒子の走査電子顕微鏡写真 .
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図 30（3）：河川及び池溏水の GF/F ろ過フィルター上の粒子の走査電子顕微鏡写真 .
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3．9　魚類の池溏への侵入
　2018 年 7，8 月の捕獲調査（対象は 29 池溏，2 河川） で，
KA1-48, KA1-53, KA2-77, KA3-41，KA4-6, KA4-37 でギ
ンブナ（Carassius sp.）の侵入が確認された（図 31）．
同年 8 月に福原ほか（2021）は KA4-05 において魚のと
び 跳 ね を 観 察 し て い る．KA1-04，KA1-05，KA2-32，
KA2-44，KA1-12，KA1-21，KA4-39，KA4-47 では魚類
は捕獲できなかった．もんどり法と釣りにより魚類の確
認された池溏を示した（図 31）．魚類は白濁の分布には
限定されず比較的大きな池溏で広範囲に生息が確認さ
れ， ア ブ ラ ハ ヤ（Phoxinus lagowskii steindachneri 
Sauvage）， ギ ン ブ ナ， ド ジ ョ ウ（Misgurnus 
anguillicaudatus Cantor）が生息していたが，イワナ

（Salvelinus leucomaeni Pallas）は河川のみに生息して
いた．

4．考察

4．1　泥炭地質
　今回 2012 年の EM 探査で山ノ鼻地区の研究見本園に
高電気構造，良導電帯が観測された．含水比の高い粘性
土層が地表層から約 1 ｍ付近にあり，堆積速度を仮に
年間 0.7 mm とすると約 1,300 年前の降水量の増大に起
因した猫又川の河川堆積物の無機質層である可能性が高
い．上田代でも湿原表層から約 1 m 程度の場所に特に
無機成分の多い層がみられた（野原ほか , 2021）ことは，
同じく過去約1,300年前の土砂流入の履歴と考えられる．
相馬，阪口（1998）は竜宮南や背中アブリの等高線方向
の測線沿いでテフラ浅間 B 降下以降の 1240 年の土砂流
入によって泥炭地が拡大したと判断している．同様に山
ノ鼻地区の研究見本園にも土砂流入があったのではない
かと考えられる．この時期の斜面の不安定化は北関東の
かなり広い範囲で発生したとみられた（相馬，阪口，
1998）．尾瀬ヶ原の基盤の一部は礫質堆積物であり扇状
地末端部もしくは蛇行河川の堆積物である（瀬川ほか，
1998）. 今回の EM 探査は，深い地層の砂礫の状態が，
ライン下で非破壊的に，比較的短期間に，面的に観測し，
解析できた優れた調査手法であった．
　2011 年 7 月末の大洪水後に発生した高濁度水の原因
の一つはこの広域に発生した土砂の流入による堆積物と
同様のものであろうと考えられる．2019 年 5 月の融雪
洪水には再び池溏の水が長く濁った．今回の調査で濁水
の主因は数 μ m の球形の無機物粒子や放散虫の微化石
様粒子（Armstrong and Brasier, 1980）が多く含まれ
ていること判明したが，種の同定やその起源についての

詳細はまだ不明である．

4．2　尾瀬の気象
　平均年間降水量（1990 ～ 1997 年）は，尾瀬沼で 1,485.9 
mm，山ノ鼻で 1,781.1 mm と山ノ鼻の方が尾瀬沼より
300 mm 近く多い．季節的には，夏（6 ～ 9 月）と冬（12
～ 2 月）に多く，春（4 ～ 5 月）と秋（11 月）には少な
い．一方，檜枝岐での年平均降雨量（1990 ～ 1997 年） は，
尾瀬沼の年平均降雨量とほぼ同じ 1,426 mm で，季節的
にも尾瀬地域と同じ傾向を示す．鳩待峠観測所における
月別降水量の年変化（2011 ～ 2020 年）を見ると，新潟・
福島集中豪雨の 2011 年 7 月の降水量は異常に高く，平
均の約 2 倍もあった．2011 年 7 月 27 ～ 30 日にかけて
の新潟・福島集中豪雨に遭遇し，極めて貴重な記録を残
した吉井ほか（2014）は，1977 ～ 2011 年の降水量等を
解析し，猫又川や川上川が氾濫し，尾瀬ヶ原が冠水する
頻度は特定の場所では高いと推定している．どの程度の
降水量で尾瀬ヶ原のどの部分が冠水しているかの特定は
不明であるが，野原ほか（2021）による河川水位観測と
UAV による微地形解析からの推定は有効な方法であろ
う．河川の氾濫により，尾瀬ヶ原の特定地域が冠水し，
池溏生態系の水質等にも大きな影響を与えていることが
予想された．
　尾瀬ヶ原山ノ鼻地区の気象データから 1982 ～ 2007 年
度の 25 年間の平均的な積雪量を解析したところ，積雪
は 11 月から始まり最大の積雪深に達するのは 3 月の中
旬で，平均の雪解け日は 5 月 25 日であった（野原ほか , 
2012）．

4．3　湿原の積雪
　湿原は台地状の平坦地や池沼の周囲など排水条件の悪
い場所に出来る．地下水涵養型湿原は平坦な地形や火山
性の不透水層，そして周囲の斜面から供給される豊富な
融雪水によって，高い地下水位が維持されるために湿性
草原となった場所である．このタイプには尾瀬ヶ原のよ
うに大面積のものも多く，中には中央部のミズゴケ泥炭
がドーム状に盛り上がった高層湿原が発達する場合もあ
る（大丸，安田，2009）．この尾瀬ヶ原のような地下水
涵養型の湿原は温暖化の影響を受けにくいと予想されて
いるが，本当に変化は見られないのかなど湿原の変動に
ついて様々な角度から検証していく必要がある（大丸，
安田，2009）．積雪圧は地下水の挙動にも影響する．積
雪の多い多雪年（2014 ～ 2015 年）には雪の圧力のため
に地下水位が冬季に上昇し，積雪の少ない小雪年（2015
～ 2016 年）には冬季に地下水は上昇していない（野原ら，
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図 31：（A）魚類捕獲数（B）水生生物捕獲数 （C）もんどり法と釣りにより魚類の確認された池溏と
河川（調査対象 29 池溏，2 河川）.
金井（1998）に追加して作図．
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2021）．積雪深計の測定範囲以上の積雪がありながら，
測定値としては測定範囲上限値しか記録できなかった年
もあることから，平年値等はこれらよりも大きな値にな
ると考えられる（西村，吉弘，2008）． 
　第 4 次尾瀬総合学術調査では，20 年に一度程度の大
洪水について河川の水位や湿原地下水，池溏水などがど
う反応したかを解明するため水文環境の連続モニタリン
グを実施した．その結果，尾瀬ヶ原の河川は，融雪時に
頻繁に上昇する（野原ら , 2021）．猫又川，下ノ大堀川，
只見川（尾瀬東電橋）では，真冬にかかわらず水位の上
昇があった．特に下ノ大堀川では，秋の大雨で水位が 3.5
や 7 m にまで上昇した（野原ら , 2021）．

4．4　泥炭地下水位
　研究見本園では冬に他より泥炭が低温になった．上田
代より中田代では 1.0 ｍ地温が約 3 ℃高かった．春先に
は，中田代で早く雪解けがおこるのはその地温が高いた
めであろう考えられた（野原ほか，2021）．今後ピエゾメー
タの変化から現場の透水係数を計算し，湿原全体の地下
水流動をモデル化することも必要である．融雪時の大雨
で，地下水ポテンシャルが大きくなった．研究見本園の
地下水ポテンシャルは融雪前に他より早く上昇した．そ
のことから赤雪（アカシボ）の発生など，地下水の上昇
が起こって，高濃度の二価鉄や溶存有機炭素が表層で検
出されている可能性がある（野原ほか，2012）．また一方，
NN3-23 の池溏は降水があっても池溏水位がほとんど変
動しない水位の安定した池溏であることも観察された．
降水後にすみやかに地下水位が上昇し，透水性が比較的
高く，地下水の流動が大きい池溏も存在することが明ら
かになった．

4．5　多様な池溏水位
　池溏 KA1-08 は常時水温が低く地下水の流入が予想さ
れた．尾瀬ヶ原の池溏 KA1-08，KA2-62 は，融雪期の
大雨で急激な水位上昇をした．一方で，その他の池溏は
安定した水位を維持していた．池溏 KA1-08 では夏季の
大雨による地下水の流入増加と考えられる水温の低下が
認められた．深い池溏 KA4-40 は，積雪が底に到達する
まで日数がかかった．池溏によって水位変化が異なるも
のがあった．常に水位が他より低い，いわゆる排水池溏，
洪水時に水が噴出するいわゆる噴出池溏があった．その
噴出池溏は，融雪期や大雨の洪水時に急激な水位増加が
おこった．地下水の流出により水温は上昇する．いわゆ
る自然排水池溏は，時期によって排水溝が詰まり水位が
一定になることがあることも水位観測で観察された．池

溏によっては，地下水を経由した水の流れがあり，洪水
時に特に顕著になった．水深の深い池溏は水位が比較的
安定していたが，列を成して窪んで分布している浅い水
深の池溏では水位低下の著しかった．この池溏水のアン
モニア態窒素は比較的高い濃度（図 10）であったこと
から他の池溏とは性質が異なる可能性がある．その池溏
の地下に亀裂や水路があり池溏水位が低下して酸化分解
が進みつつあるなどの可能性も推定される．9 ～ 10 月
には大型台風が多く洪水をもたらし，低下した池溏の水
位は回復した．

4．6　池溏の懸濁粒子
　河川の洪水時には，河川由来の懸濁粒子が池溏に流れ
込み濁水となった．上流域の無機粒子と泥炭にあった無
機成分がともに洪水によって押し出され微粒子を形成し
たと考えられた．約 1 ｍより浅い池溏（KA2-64）では
洪水後に濁りは無くなったことから，約 1 ｍ付近の底
泥堆積物からの濁り成分の再懸濁も原因の一つとして想
定された．また，猫又川上流には中生代の付加体の泥岩
地層があり土砂崩れを起こしている（図 1）．池溏水の
粒子の成分組成や走査電子顕微鏡の観察による解析を
行った結果，その土砂が浸食されたと考えられる微小成
分，放散虫（Armstrong and Brasier, 1980）様の微化
石様粒子も多く含まれていた．中生代の付加体の泥岩地
層 に あ る 放 散 虫 微 化 石 と 推 定 さ れ る 微 化 石

（Striatojaponocapsa conexa）に似ているものも存在する
（松岡，八尾，2011）．含水非晶質シリカからなる珪藻殻
の圧力誘起結晶化の研究で球形の微粒子にした実験例

（Kyono et al., 2017）もあることから，古生代の海成層
泥岩の隆起の過程で景鶴山の火山の貫入で泥岩の一部が
高温高圧の熱変成を受け泥岩中のシリカの微化石が球形
の微粒子になったとも推定される . また 250 ～ 450 ℃の
高温の地下環境を再現し花崗岩を溶かした水のフラッシ
ング実験で高温高圧の流体が大気圧まで一気に減圧する
と水が蒸気化し 100 nm ～ 5 μ m のアモルファスシリ
カ粒子が大量に生成する（Amagai et al., 2019）．このよ
うに生成したシリカ粒子は地殻環境では準安定で高温流
体の存在する環境下に保持すると安定な石英の微結晶に
変化するという．このように生成されたシリカであるか
どうかも今後検討する余地がある．
　この2019年5月の濁りは2011年7月に起こった尾瀬ヶ
原全域に起こった特異的な池溏の白茶色の濁りと類似し
ていた．大気中の雲のように数～数 10 μ m の粒子が起
こすミー散乱では波長依存性が低下して可視領域の光は
ほぼ同程度の強度で散乱されるため白く見える．この数 
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μ m の微化石様粒子によって洪水後の池溏が白濁した
と考えられる．今回，直後に UAV による空撮によって
詳細な濁り池溏の分布が明らかになったことから地形，
地質，洪水の相互の関係が個々の池溏の濁りには重要で
あると考えられる．また洪水池溏の堆積物の微化石様粒
子を詳細に調べることにより過去 1,300 年程度の洪水履
歴が判明すると期待される．今後，微化石様粒子の物理
化学的生成メカニズムと地質，テフラとの関係について
解析が重要である．

4．7　魚類の侵入
　魚類は白濁の分布には限定されず比較的大きな池溏で
広範囲に生息が確認され，アブラハヤ，ギンブナが生息
していた．大洪水によって魚類は河川と池溏間を移動で
きたものと考えられた．池溏は河川と直接には連結して
いないため，魚類の確認は確実に洪水の影響を受けてい
る池溏と判断可能である．一時的な魚類の拡散は底生動
物に影響があると考えられる（福原ほか , 2021）. しかし，
雨水涵養型の高層湿原では栄養塩類に乏しく（図 10），
藻類は少なく一次生産は低く，魚類が長期に生存してい
るのは KA4-05, 37 に限られていたとみられる．今後洪
水頻度が高まり，藻類の一次生産や底生動物が増加した
場合には魚類の生息域（斎藤，1993）も増加する事も予
想される．

5．まとめ

　2012 年 5 月初めの EM 探査で研究見本園に高電気構
造，良導電帯が観測された．含水比の高い粘性土層が地
表層から約 1 ｍ付近にあり，約 1,300 年前の降水量の増
大に起因した猫又川の河川堆積物である無機質層である
可能性が高い．KA1-04 では中央部に早い融雪が見られ，
池溏によっては地下水の流入が大きいものがあると考え
られた．2019 年 5 月にも融雪による洪水が発生し，上
田代の池溏は滝のような流れを受け，池溏底質の洗堀や
湿原への流出が観察された．洪水前後に支流の川上川の
河川水や湿原表層水の粒度分析を行った．その結果，洪
水後には数 μ m の非常に小さな球形無機粒子や微化石
様の粒子が見いだされ，約 1 ｍより浅い池溏では洪水
後に濁りは無くなったことから，約 1 ｍ付近の底泥堆
積物からの濁り成分の出現も原因の一つとして推定され
た．また，猫又川上流には中生代の付加体泥岩の地層が
あり土砂くずれを起こしている．そこからの浸食された
土砂の中の微小成分，微化石様粒子が含まれていた．こ
の濁りは 2011 年 7 月に起こった洪水後に尾瀬ヶ原全域

に局在した池溏の茶色の濁りと類似していた．
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衛星レーダーを用いた尾瀬ヶ原湿原の観測と環境変化
の推定

久田　泰広 1），小川　佳子 1），出村　裕英 1）

2022 年 1 月 25 日受付，2022 年 3 月 3 日受理

　尾瀬ヶ原は本州最大の湿原であり，東西 6 キロ，南北 2 キロにわたる広大な地域で，かつ環境保護
のため木道以外の立ち入りが厳しく制限されている．そのため，立ち入ることのできない領域の動植
物相，水文・水質などを把握することが困難である．本稿では，人工衛星に搭載された合成開口レーダー

（SAR: Synthetic Aperture Radar）による観測に基づいて，木道付近に制限されることがない湿原の
環境について推定する．尾瀬ヶ原全域に対する夏季，冬季の SAR 画像から，湿原域・非湿原域の推
測が可能だった．また，背中アブリ田代と泉水田代の SAR 画像とドローンによる空撮画像との詳細
な比較から．湿原域の識別を追認し，ドローン画像では識別が困難な土砂堆積領域を識別できた．また，
植生に対応した調査地点の 3 衛星に亘る後方散乱係数の時系列変化から，各衛星レーダーのセンサー
感度が異なっている可能性が高く，全期間にわたって比較することは困難であった．しかしながら，
後方散乱係数の取る値は植生によって異なり，ミズゴケクラス＜ヌマガヤオーダー＜拠水林という関
係になっている．いくつかの調査地点において後方散乱係数の上昇傾向が認められたが，その要因の
一つとして考えられる降水量との関係性は明らかにできなかった．

Observation of Ozegahara mire and estimation of environmental changes using 
satellite radar

Yasuhiro Hisada1, Yoshiko Ogawa1, Hirohide Demura1

Ozegahara mire is the largest wetland in Honshu, Japan, covering a vast area of 6 km from east to west 
and 2 km from north to south, and access to this area is strictly restricted except by wooden roads for 
environmental protection. Therefore, it is difficult to grasp the flora, fauna, hydrology, and water quality in the 
inaccessible areas. In this paper, we estimate the environment of the wetland based on observations using 
Synthetic Aperture Radar （SAR） onboard the satellite. 

From the SAR images of the entire Ozegahara area in summer and winter, it was possible to discriminate 
between mire and non-mire areas. By comparing the SAR images of Senaka-aburi tashiro and Sensui tashiro 
with the aerial images taken by a drone, we were able to reconfirm the identification of mire areas and to 
identify the area where sediment was deposited, which was difficult to identify in the drone images. 

Based on the results of the time series of backscatter coefficients across the three satellites（JERS-1, ALOS-
1, 2）, it was difficult to direct compare the results over the entire period because the sensor sensitivity of each 
satellite radar was likely to be different.
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1．はじめに

　尾瀬ヶ原は福島県，群馬県，新潟県にまたがる本州最
大の湿原である．観光用に木道が整備されており，春か
ら秋に掛けての景観は季節ごとに人々の目を楽しませて
いる．しかしながら東西 6 キロ，南北 2 キロにわたる広
大な地域で，かつ環境保護のため木道以外の立ち入りが
厳しく制限されている．そのため，立ち入ることのでき
ない領域の動植物相，水文・水質などの把握が難しい．
衛星レーダーを利用した観測は湿原全体を含む広範囲で
定期的に行われていることから，都合がよい．また，通
常の光学的衛星観測とは異なり，天候の影響を受けにく
く，昼夜問わず観測ができるため，観測機会の喪失が少
ないことも利点である．本稿では，人工衛星に搭載され
た合成開口レーダーの観測により湿原を利用した観測を
基軸とし，SAR 画像による識別や状態の推測，観測日
と同時期のドローン画像との比較検証を行う．また，後
方散乱係数の時系列変化を通して，湿原の環境について
推定・考察を行う．

1．1　衛星レーダー

1．1．1　衛星レーダーについて
　合成開口レーダー（SAR）は航空機や衛星に搭載さ
れた小さなアンテナを使って仮想の大きなアンテナを合
成し，高分解能のレーダー画像を生成する能動型のレー
ダーである（日本リモートセンシング学会編 , 2011）．
本稿で使用している衛星レーダーは，日本の地球資源衛
星 JERS-1（ふよう 1 号，1992 - 1998）に搭載の L バン
ド合成開口レーダー（JERS-1 SAR），陸域観測技術衛星
ALOS-1（だいち 1 号，2006 - 2011），ALOS-2（だいち
2 号，2014 -）に搭載されているフェーズドアレイ L バ
ンド合成開口レーダ（PALSAR-1，2）である．これら
のレーダーは，天候の影響を受けにくく，昼夜を問わな
い観測が可能といった特徴を持ち，合成開口技術を使用
することで，空間分解能の高い画像を得る事ができる

（JERS-1 SAR の最高分解能は 18 m，PALSAR-1は 3 m，
PALSAR-2 は 1 m）．

1．1．2　観測時期
　JERS-1 および ALOS-1, 2 は高度 6 - 700 km を約 100
分かけて南北方向に地球を 1 周している．衛星が南から
北に向かう軌道を上昇軌道（Ascending），北から南に
向かう軌道を下降軌道（Descending）と呼ぶ．JERS-1,  
ALOS-1 は衛星の移動方向に対して，右側にだけ放射可
能だが，ALOS-2 は左右にマイクロ波を放射することが
で き る．JERS-1 は 44 日 回 帰，ALOS-1 は 46 日 回 帰，
ALOS-2 は 14 日回帰で衛星自体は同じ場所に戻ってく
るが，複数の偏波やオフ・ナディア角，観測モード（観
測幅や解像度）を変えて観測されるため，対象地域が観
測されるのは，おおむね年に数回となる．

1．1．3　SAR画像の特徴
　マイクロ波の反射信号は，開水面，土地形状，表面粗
さ，土壌水分，植生などによって影響を受ける．開水面
は一般的に滑らかであるため，斜めから入射するマイク
ロ波が水面上で鏡面反射を起こし，衛星（受信機）に信
号が戻ってこない．一方，山や建物のように斜面あるい
は壁面がビーム方向に対して垂直に近いと反射強度は高
くなり，平行に近い場合は低く，ビーム方向の影になっ
ている場合はその物体（その面）からの反射は無いこと
になる．また，地面・開水面と物体の間の 2 回反射によっ
て反射強度が高くなる場合もある．マイクロ波の性質に
より土壌水分が多いと電波の吸収が起こり，反射強度が
低くなる．植生に関しては一般的にマイクロ波の周波数
バンドにより異なり，L バンドでは木の幹に対して直接
あるいは地面との間で 2 回反射が起こるため反射強度は
高くなり，枝葉や草本では透過するという性質を持つ．

However, it was shown that the value range of the backscatter coefficient varied depending on the 
vegetation. Although there was an upward trend in the backscatter coefficient at some of the investigation sites, 
the relationship with precipitation, which could be one of the factors, could not be clarified.

キーワード：衛星観測，合成開口レーダ（SAR），ドローン，後方散乱係数，尾瀬ヶ原湿原 
satellite observation, synthetic aperture radar （SAR）, drones, backscatter coefficient, Ozegahara 
mire
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2．方法

2．1　SARデータの前処理
　本稿で使用している PALSAR-1, 2 データはレベル 1.1

（複素数）およびレベル 1.5（振幅）形式，JERS-1 SAR

はレベル 2.1（振幅）形式である．これらは，照射面積
等によって変化するため，単位面積当たりの後方散乱係
数として，以下の式（1）（2）より規格化レーダー断面
積（NRCS: Normalized Radar Cross Section）に変換し，
使用する．

NRCS[dB]=10 ＊ log10 (DN2)+CF （1）
NRCS[dB]=10 ＊ log10 (<I2+Q2>)+CF － 32.0 （2）

ここで，DN: レベル 1.5（or 2.1）形式のピクセル値である Digital Number
I,Q: レベル 1.1 形式のピクセル値である I 成分値，Q 成分値
CF: 校正係数

　また，これらのデータには，レーダー画像特有の幾何
的な歪が生じるため，オルソ補正を行う．表示用 SAR
画像については，SAR 画像特有のスペックルノイズを
低減するために平滑化フィルタ処理も行う．これらの
データ処理にはソフトウェアとして，SNAP（ヨーロッ
パ 宇 宙 機 関：ESA） お よ び ENVI（Harris Geospatial 
Solutions 社）を使用した．

2．2　SAR画像の識別およびドローン画像との比較
　先に述べたように SAR 画像は複数の要因によって影
響を受けるため，一般的な光学的画像とは見え方が異な
る．したがって，観測日に現地の状態を把握し，比較検
証することが必要である．ここでは，（A）尾瀬ヶ原全
域の夏季および冬季の SAR 画像より識別できる内容に
ついて調べ，（B）背中アブリ田代，（C）泉水田代の
SAR 画像と同時期に撮影したドローン画像とを比較し，
対応関係や状態等を考える．

2．3　後方散乱係数の時系列変化および降水量との関係
　2．2 では，SAR 画像およびドローン画像での定性的
な識別や変化を捉えることになるが，ここでは，湿原の
変化を定量的に捉えるために，後方散乱係数の時系列変
化について調べる．また，後方散乱係数は開水面の面積
や土壌水分の影響も受けるため，降水量の関係について
も考える．

2．3．1　データと解析方法
　具体的な解析として，以下 3 点について行う．
（A） 3 衛星に亘る 1992 年から 2020 年までの後方散乱

係数の時系列変化
（B） ALOS-2/PALSAR-2 の観測期間 2014 年から 2020

年までの後方散乱係数の時系列変化
（C） 2014 年から 2020 年までの後方散乱係数と降水量

との関係
　調査地点は環境省生物多様性センターの植生図（1/2.5
万）（環境省，2017）を基に，図 1 のようにツルコケモ
モ－ミズゴケクラス（以下ミズゴケクラス）3 地点 M1-
M3，ヌマガヤオーダー 3 地点 N1-N3，拠水林（植生は
ハルニレ群集）2 地点 G1-G2，湿原外（植生はチシマザ
サ－ブナ軍団）1 地点 O1 とした．
　SAR データは式（1）または式（2）によって規格化
後方散乱係数に変換した後，ノイズ低減のために，一番
分解能の低いデータにおいて，十分な点（100 ピクセル
以上）を確保するよう 125 m 四方の平均値を各調査地
点の後方散乱係数の代表値とした．
　 調 査 期 間 は 1992 - 1998（JERS-1），2006 - 2010

（ALOS-1），2014 - 2020（ALOS-2）とし，表 1 に示す観
測日のデータを使用した．また，冬期間（積雪期）の湿
原域の後方散乱係数は，それ以外の期間と比較して低い
値を示すため（Ito，2013；豊崎ほか，2015），積雪のな
い 6 月下旬から 10 月下旬までの時期のデータを採用す
る．
　降水量との比較において，衛星での観測時刻と気象庁
アメダスの日毎降水量データの間には最大 24 時間分の
ズレが生じる可能性があるため，観測日の 2 日前から当
日までの総降水量を観測日直近の降水量とする．尾瀬ヶ
原の降水量として，桧枝岐村と片品村の総降水量の平均
を採用し，（B）での後方散乱係数との相関を取る．

3．結果と考察

3．1　�SAR画像から見た尾瀬ヶ原とドローン画像の比
較

（A）尾瀬ヶ原の SAR 画像について
　図 2 に（a）夏季 2015 年 7 月 16 日，（b）冬季 2017 年
2 月 14 日の尾瀬ヶ原の SAR 画像を示す．共に同じ観測
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図 １：　時系列変化の解析用調査地点．植生図は（環境省，2017）を引用・加工し，調査地点・凡
例を追記，植生調査は 2009 年．

表 1：時系列変化に使用した SAR データ一覧．（1
行目：衛星レーダー名，2 行目以降観測日）．

JERS-1 SAR PALSAR-1 PALSAR-2
1992/7/20 2006/7/10 2014/10/9
1992/9/2 2006/8/25 2015/7/16

1992/10/16 2006/10/10 2015/9/1
1993/7/7 2007/7/13 2015/9/11
1993/8/20 2007/8/17 2015/10/22
1993/10/3 2007/8/28 2016/7/14
1994/6/24 2007/10/13 2016/10/25
1994/8/7 2008/7/15 2017/7/13
1994/9/20 2008/8/19 2017/9/21
1995/7/25 2008/10/15 2017/9/24
1995/9/7 2009/7/18 2017/10/24

1995/10/21 2009/8/22 2018/7/12
1996/7/11 2009/9/2 2018/9/20
1996/8/24 2009/10/7 2018/9/23
1996/10/7 2010/7/21 2018/10/23
1997/6/28 2010/8/25 2019/6/2
1997/8/11 2010/9/5 2019/9/19
1997/9/24 2010/10/21 2019/10/22
1998/7/16 2020/9/17
1998/7/29 2020/10/20
1998/8/29
1998/9/11
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モードで下降軌道，衛星進行方向に対して右側方向にマ
イクロ波を照射して観測されたものである．SAR 画像
は，図 2（a）のように，反射強度が高い箇所は白く，
低い箇所は黒く表示される．開水面および土壌水分が多
く，樹木がない湿原域は，反射強度が低くなるため，黒
い領域として表わされる．尾瀬ヶ原周囲の山谷では，電
波照射方向に正対しているところはより白く，そうでな
いところは暗くなる．拠水林や比較的平坦な森林域では
中程度の灰色になっている．適度に幅のある河川は両岸
の木々に覆われることなく開水面と捉えられるため，
ヨッピ橋下流側の只見川は河川として明瞭に識別でき
る．（b）の観測日は，桧枝岐村での積雪量が273 cmとなっ
ており，尾瀬ヶ原でも相当の積雪があると推測される．
冬季画像（b）の湿原域は夏季に比較し，全体に輝度変
化がやや乏しく靄が掛かるように見えている．これは積
雪表面での反射あるいは内部での体積散乱による反射が
増えることにより生じている可能性が考えられる．しか
し，拠水林やその他森林域に対して，湿原域境界は十分
に識別できる．源五郎掘から下ノ大堀川および池溏
NN4-32 付近は反射強度が周辺と比較して非常に低く
なっており，開水面になっている可能性が高いと思われ
る．
（B） 背中アブリ田代の SAR 画像とドローン画像の比

較
　先に述べたように SAR 画像は複数の要因によって影
響を受けるため，観測日に現地の状態を把握し，比較検
証することが必要である．
　2017 年 6 月 4 日，2017 年 9 月 21 日の観測日程に合わ
せ，現地観測として 2017 年 6 月 5 - 6 日，2017 年 9 月
24 - 25 日に尾瀬ヶ原にてドローン（DJI 社 Mavic Pro）
により撮影した画像とを比較する．図 3（a）， （b）は背
中アブリ田代の SAR 画像で，（a）が 2017 年 6 月 4 日，（b）
が 2017 年 9 月 21 日に観測されたものである．（a）の緑
枠内がおおむね（c），（d）のドローン画像撮影範囲になっ
ている．SAR 画像において背中アブリ田代の湿原域は
周辺の森林域，拠水林に囲まれた暗い領域として識別で
きる．（a），（b）の赤丸部分は湿原域中の後方散乱係数
の高い部分であるが，（c），（d）の赤丸部分のように小
規模の林になっている事が確認できる．（c）の猫又川支
流（猫又川の北側）に沿って樹木が比較的まばらに点在
しており，川の両岸にあるオレンジ枠内の木々が，（a）
の SAR 画像では，対応する地点（オレンジ枠内）で反
射の強い点となって現れている．（c）のドローン画像で
は支流周辺で木々がまばらにあるようにしか見えていな
いが，（a）の SAR 画像では拠水林と同程度の後方散乱

係数になっている．これは，川によって運ばれ堆積した
土砂による反射が増していると考えられる．実際，（d）
秋季（2017 年 9 月 24 日）のドローン画像では，その部
分が草地になっている事が分かる．ドローン画像上の黄
色いラインは草地の南側の縁をトレースしたものである
が，（a），（b）の SAR 画像でのラインと一致している
ことから，SAR 画像を利用し，湿原域とそれ以外の境
界を識別する事が可能であることが分かる．
（a），（b）の SAR 画像同士での比較では，（a）9 月の
湿原域は（b）6 月よりもやや後方散乱係数が増している．
6 月は，雪解け期のため開水面や地表付近に水が染み出
ているものと考えられ，湿原域での後方散乱係数は低い．
一方，9 月には開水面の減少や草花の成長により，6 月
に比較すると後方散乱係数は高くなると考えられる．
（C）　泉水田代とドローン画像
　図 4 には，泉水田代の 2015 年春秋（（a）2015 年 6 月
21 日，（b）2015 年 9 月 11 日），2017 年春秋（（c）2017
年 6 月 4 日，（d）2017 年 9 月 11 日 ） の SAR 画 像 と
2017 年の同時期のドローンでの空撮画像（e），（f）を
示す．（c），（d）の緑枠は空撮で撮影された（e），（f）
のおおよその範囲を表している．
　（a）の泉水田代湿原域は周囲の森林域から比較してか
なり低い反射強度になっており，開水面およびそれに準
じた水が多い環境であったと考えられる．特に泉水田代
北部は泉水池よりも広範囲に水があふれていたように見
える．
　一方，（b）9 月には，泉水田代の北東部の一画を除く
と北部側は反射強度が高くなっているが，南部に関して
は若干増加した程度でそれほど大きな変化は見せていな
い．
　（c）は（a）のおよそ 2 年後の春の SAR 画像であるが，
泉水池周辺はやや広く開水面になっていたと推察され，
その東部の川周辺は反射が強いことがわかる．泉水田代
中央付近の小規模な拠水林（オレンジ丸枠内）は 5，6
月の SAR 画像では明瞭になっているが，9 月の SAR 画
像では周辺と見分けがつかない．なお，（c）は上昇軌道
の右側観測のため，泉水田代の西側斜面からの反射が弱
く，湿原との境界部分が識別しにくくなっている．（b），

（d）は 9 月の SAR 画像であるが，北側の反射が比較的
強く，泉水池もはっきりと写っていない．南側は反射強
度が春より僅かに強い程度である．
　図 5（b）は 2017 年 6 月について図 4（c）を拡大し，
緑枠内に対応するドローン画像を（a）, オレンジ枠内に
対応する画像を（c）としたものである．（a）の泉水池
①に対して SAR 画像（b）の泉水池付近の低輝度領域
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下ノ大堀川 

池溏 NN4-32 付近 

図２：尾瀬ヶ原全体 SAR 画像．（a） 夏季 SAR 画像（2015 年 7 月 16 日，下降軌道，右側観測），（b） 冬季 SAR 画像（2017
年 2 月 14 日，下降軌道，右側観測），緑枠：背中アブリ田代（図３（a）-（b）対象領域），水色枠：泉水田代（図４（a）
-（d）対象領域）．SAR 画像は明度 +20% とした．
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図 ３：背中アブリ田代 SAR 画像，ドローン画像．（a） SAR 画像（2017 年 6 月 4 日，上昇軌道，右側観測），（b） SAR 画像（2017
年 9 月 21 日，下降軌道，右側観測），（c）ドローン画像（2017 年 6 月 5 日 , 高度 67 m），（d）ドローン画像（2017 年 9 月 24 日，
高度 59 m），緑枠はドローン画像対象領域，オレンジ円，赤円，黄曲線は SAR 画像とドローン画像上の同一箇所を示す．
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は範囲が広くなっているように見受けられるが，泉水田
代北東部のやや低輝度領域②は，（a）を見るとケルミ
‐ シュレンケを形成しており，シュレンケ部分の開水
面による反射強度の低下と考えられる．（c）の右側（東
側）には比較的大きな池溏群③があり，SAR 画像上で
も視認する事ができる．また，（c）の下部（南側）U 字
領域④は，池溏といった開水面は存在しておらず，ドロー
ン画像での色彩からは乾燥しているように見えている
が，（b）では低輝度になっている．このような現象が
起こる可能性としては，雪解け間もないころということ
を考慮すると，表面直下の水分が非常に多いか，あるい
は植生が積雪で圧迫されたゆえに表面祖度が低下したと
考えられる．

3．2　後方散乱係数の時系列変化
（A） 3 衛星に亘る後方散乱係数の時系列変化（1992 - 

2020）
　図 6 に衛星ごとの時系列変化を折れ線グラフとして示
す（期間 1992/7/20 - 2018/10/23 の後方散乱係数データ
は（Hirayama，2018；Ishizawa，2020）より引用）．縦
軸は規格化された後方散乱係数（NRCS：単位 dB）で
あり，横軸は観測日となっている．また，各衛星につい
てそれぞれ稼動期間があり，それらがオーバーラップし
ていないため，観測されていない期間が生じている．拠
水林 G1-2・湿原外 O1 は後方散乱係数が比較的高く -10 
dB 以上 -5.5 dB 以下，湿原域 N1-N3 および M1-M3 は
-12 dB 以下と低くなっている．また，中層湿原の代表
的植生であるヌマガヤオーダー N1-N3 は，低層湿原の
代表的植生のミズゴケクラス M1-M3 より高い後方散乱
係数を持っている．
　G1-G2, O1については衛星間で大きな違いはないが，N, 
M 群では衛星毎に取る値の範囲が異なっており，これ
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図 ４：泉水田代の SAR 画像（a-d）とドローン画像（e-f）．（a）SAR 画像（2015 年 5 月 21 日，下
降軌道，右側観測），（b）SAR 画像（2015 年 9 月 11 日，上昇軌道，左側観測），（c）SAR 画像（2017
年 6 月 4 日，上昇軌道，右側観測），（d）SAR 画像（2017 年 9 月 21 日，下降軌道，右側観測），（e）
ドローン画像（2017 年 6 月 5 日，高度 50 m），（f）ドローン画像（2017 年 9 月 24 日 , 高度 56 m），
緑枠はドローン画像対象領域，オレンジ円は SAR 画像とドローン画像上の同一箇所を示す．
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図 ５：泉水田代 SAR 画像（b），ドローン画像（a,c）．（a）泉水田代北側ドローン画像（2017 年 6 月 5 日 , 
高度 148 m），（b）SAR 画像（2017 年 6 月 4 日，上昇軌道，右側観測），（c）泉水田代ドローン画像（2017
年 6 月 5 日，高度 148 m），（b）の緑枠は（a）のおおよその撮影範囲，オレンジ枠は（c）の撮影範囲
を示す．また，①－④はそれぞれの対応関係を示している．
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は受信信号の感度が衛星によって差があるためと考えら
れる．
（B）  PALSAR-2 での後方散乱係数の時系列変化（2014 

- 2020）
　（A）で述べたように，湿原域の後方散乱係数の数値
範囲には衛星間で差異があるため，それらを単純に比較
するのは困難である．したがって，ここでは ALOS-2/
PALSAR-2 による 2014 年以降の時系列変化について分
析した．
　図 7 は ALOS-2/PALSAR-2 の観測による 2014 年から
2020 年の 6 年間の後方散乱係数の時系列変化である（期
間 2014/10/9 か ら 2018/10/23 の デ ー タ は（Ishizawa，
2020）より引用）． 直線は各調査地点の後方散乱係数の
最小二乗法による回帰直線であり，直線の傾きと平均値
を表 2 に示す．
　ミズゴケクラス M1-M3 の平均値は -15.5 dB 以下，ヌ
マガヤオーダー N1-N3 は -14 dB 前後，森林 G1-G2, O1
は -9 dB 以上となっている．一方，傾きについてみると，
O1, N2 はあまり変動がないが，N1, M2, M3 は年当たり
0.1 dB 以上上昇している．N1 は西中田代東南部のヌマ
ガヤオーダー，M2 は南下田代南部のミズゴケクラス，
M3 は北下田代東部のミズゴケクラスになっている．こ
れらの結果は，土地形状，植生は数年程度の期間では大
きく変わらないと仮定すると，開水面の減少や土壌水分

の減少により後方散乱係数が増大している可能性が考え
られる．しかし，土壌水分条件については，降雨等によ
り変動が大きいと予想されるため，降水量との関係につ
いて示す．
（C） 後方散乱係数と降水量
　図 8 に調査地点 N2, M3 について，（B）で使用した後
方散乱係数と観測日を含む直近 3 日間の総降水量との相
関図を示す．回帰直線からは降水量の増加に伴い，後方
散乱係数の増大を示している．表 3 に全調査地点の相関
係数 r と［2 変数間は無相関である］とした帰無仮説に
対する有意確率 p を示す．調査地点 N2 において r が 0.5
以上，p 値が 0.02 で有意確率 5% としたとき相関ありと
解釈できるが，M3 は r が 0.17, p 値は 0.48 で相関があ
るとは解釈できない．結果的に相関ありと十分に見なせ
るのは N2, N3 だけで，時系列変化が上昇傾向にあった
N1, M2, M3 に関して降水量に対する相関は認められな
かった．

4．まとめ

　SAR 画像とドローン画像を比較する事で，湿原域と
それ以外を識別可能である事がわかった．しかしながら，
衛星観測において融雪期やそれ以外といった観測時期や
軌道，観測方向，観測モードといった観測条件により，

図 ６：後方散乱係数の時系列変化（1992 - 2020）．N1-N3, M1-M3, G1, G2, O1 は時系列変化の調査地点．
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図 ７：後方散乱係数の時系列変化 （PALSAR-2 : 2014 - 2020）．N1-N3, M1-M3, G1, G2, O1 は時系列変化の調査地点．

表 ２：後方散乱係数に対する回帰直線の傾きと平均値（PALSAR-2 
: 2014 - 2020）．
調査
地点

N1 N2 N3 M1 M2 M3 G1 G2 O1

傾き 0.19 0.05 0.08 0.07 0.13 0.14 0.19 0.11 0.05 
平均 -13.70 -14.12 -15.06 -15.55 -15.85 -16.78 -6.75 -7.21 -8.79 

単位：傾き [dB 年 -1]，平均 [dB]

図 8：後方散乱係数と 3 日間総降水量との相関．調査地点 N2，M3 のみについて表示した．
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境界の明瞭度は変化する事から，湿原域の面積変化を捉
えるような場合には適切な SAR データを選択する必要
がある．逆に適切な SAR データを選ぶことで，ドロー
ン画像では識別できない，河川付近の土砂が堆積したと
思われる領域を抽出することが可能であることも分かっ
た．
　一方，後方散乱係数については，植生毎に反射強度が
異なり，ミズゴケクラス＜ヌマガヤオーダー＜湿原外・
拠水林となった．時系列変化で見ると，下田代のミズゴ
ケクラス，中田代南側のヌマガヤオーダーにおいて，上
昇傾向にあることが分かったが，その要因について明ら
かにする事はできなかった．
　今後は，尾瀬ヶ原全域での後方散乱係数の分布や時系
列変化から，植生，池溏，微地形，土壌水分等の影響や
変化について詳細な調査が必要である．また，今までの
衛星では，年に数回の観測しか行われてこなかったが，
2022 年打ち上げ予定の ALOS-4/PALSAR-3 は回帰周期
が ALOS-2 と 同 じ 14 日 で あ る も の の， 観 測 幅 が
PALSAR-2（50 km）の 4 倍（200 km）になるため，よ
り頻繁な観測が期待される．そのため，季節ごとの変動
をより詳しく調査する事が可能となる．
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尾瀬ヶ原上田代池溏における 
溶存有機物と水系腐植物質の動態 

−洪水影響の考察−
千賀　有希子 1），清水　崇広 1），成岡　知佳 1），柴木　叶 1）， 

福原　晴夫 2），永坂　正夫 3），野原　精一 4）

2022 年 1 月 7 日受付， 2022 年 2 月 15 日受理

　2017 年 8 月に尾瀬ヶ原の 39 池溏の表層水を採水し，水系腐植物質（AHS）の質と量を測定した．
また頻発化している洪水の影響について考察を行なった．溶存有機物（DOM）濃度は平均 6.6 mg C 
L-1，AHS 濃度は平均 4.5 mg C L-1 であった．DOM に占める AHS の割合は平均 66.5% と高く，DOM
の多くを AHS が占めることがわかった．三次元励起蛍光スペクトル− PARAFAC 法により 3 つの
AHS 様成分を検出した；Oze-2（励起波長（Ex）/ 蛍光波長（Em） = <252, 321/435 nm），Oze-1（Ex/
Em = <252, 339/494 nm），Oze-3（Ex/Em = <252/396）．重回帰分析により，AHS の量と質に関す
る値は pH および平均水深と負の相関，浮葉植物被度と正の相関を示した．また，洪水の影響につい
ては，洪水影響が大きい池溏で AHS の割合が減少し，成分 Oze-3 の割合が増加することが示された．
このような洪水による AHS の量と質の変化は湿原生態系にとって重要であり，今後さらにモニタリ
ングを続け検討する必要がある．

Dynamics of dissolved organic matter and aquatic humic substances in the bog 
pools of Kamitashiro, Ozegahara mire − Effects of flooding −

Yukiko Senga1, Takahiro Shimizu1, Chika Naruoka1, Kanae Shibaki1,  
Haruo Fukuhara2, Masao Nagasaka3, Seiichi Nohara4

To measure the quantity and quality of aquatic humic substances（AHS） in 39 bog pools in Ozegahara mire, 
the surface waters were collected in August 2017. Additionally, we discussed the impacts of frequently flooding 
in the quantity and quality of AHS. Dissolved organic matter（DOM） and AHS concentrations were mean 6.6 mg 
C L-1 and 4.5 mg C L-1, respectively. AHS accounted for mean 66.5% of DOM, indicating that the waters in bog 
pools was rich in AHS. Three AHS-like components were detected using a three-dimensional excitation-emission 
matrix combined with parallel factor analysis（EEM-PARAFAC）: Oze-2（excitation wavelength（Ex）/emission 
wavelength（Em）= <252, 321/435 nm），Oze-1（Ex/Em = <252, 339/494 nm），Oze-3（Ex/Em = <252/396）. 
Multiple linear regression analysis revealed that the quantity and quality of AHS were significantly negative 
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1．はじめに

　北半球に発達する泥炭湿原は，地球の表面積のわずか
3% しか占めていないが，ミズゴケなど湿性植物由来の
泥炭が厚く堆積しており，地球の土壌炭素量の 3 分の 1
を蓄えていると報告されている（Frolking et al., 2011）．
泥炭湿原に発達する池溏には，泥炭から直接的に溶存有
機炭素（DOM）が浸出し，DOM の中でも特に構造の
特定できない高分子有機物である水系腐植物質（AHS）
が多く含まれている（Senga et al., 2017；千賀ほか，
2021）．AHS は，多様な構造および官能基を持つため，
水中で金属と錯生成し金属の化学特性に影響を及ぼす，
太陽光の紫外線領域をよく吸収し水棲生物を保護するな
どさまざまな機能を持つ（McKnight and Aiken, 1998；
Bergamaschi et al., 2012；Kieber et al., 1990；Mopper 
et al., 1991；De Haan, 1993）．また，一般的な湖沼では
藻類など独立栄養生物を起点とするエネルギーフローが
みられるが，池溏のような AHS 含有率の高い腐植栄養
湖では，AHS がバクテリアなど従属栄養生物に代謝さ
れることでエネルギーフローが駆動する独特の生態系を
形成している（Hessen et al., 1990；Tranvik, 1992）．こ
のように，AHS はさまざまな重要な機能を持つことが
知られていながら，その動態，特に質に関する理解は進
んでいない．
　尾瀬ヶ原は，群馬県，福島県，新潟県の県境に位置し，
標高約 1,400 m, 面積約 7.6 km2 の泥炭湿原である（阪口，
1982；Sakaguchi, 1982；福原ほか，2021）．尾瀬ヶ原には，
池溏が約 1,800 も点在しているといわれている（Kanai, 
1982）．本研究では，尾瀬ヶ原において 39 池溏を選択し，
DOM 炭素（DOC）濃度および AHS 炭素濃度を測定す
るとともに，三次元励起蛍光スペクトル（EEM）−
PARAFAC 法により AHS 様成分を検出し，AHS の量
と質について統計的に検討した．また，本研究で得られ
た AHS の量と質のデータは，2015, 2016 年に得た上田

代および中田代の木道沿いの 39 池溏のデータ（千賀ほ
か（2021），以下，先行研究と記載）と比較した．さらに，
さまざまな生態系において気候変動に伴う洪水の頻発化
が問題となっているが（Erwin, 2009），尾瀬ヶ原も例外
でなく特定の場所での洪水の頻度が増加している（吉井
ほか，2014）．したがって，本研究で対象とした 39 池溏
を洪水影響小池溏（Occasionally Flooded Pool: OFPool）
と洪水影響大池溏（Frequently Flooded Pool: FFPool）
に分け，洪水が AHS の量と質に与える影響について検
証を行なった．

2．方法

2．1　調査池溏とサンプリング
　2017 年 8 月 28 〜 29 日において上田代と中田代に位
置する 39 ヶ所の池溏を対象に表層水の環境測定と採水
を行なった（附表 1）．化学分析用の表層水は，ゴム手
袋をした手で直接ポリカーボネートボトルに採水した． 
　pH, 電気伝導度（EC），溶存酸素（DO），水温の測定
については，福原ほか（2022）に記載されている．39
池溏ごとの面積，平均水深，体積，周囲長，ヒツジクサ

（Nymphaea tetragona Georgi）を優占種とする浮葉植物
群落の被度（浮葉植物被度）については，永坂ほか（2021）
に記載されている．
　洪水が AHS の量と質に与える影響を明らかにするた
めに，福原ほか（2022）にしたがって，洪水影響小池溏

（Occasionally Flooded Pool: OFPool）として 12 池溏，
洪水影響大池溏（Frequently Flooded Pool: FFPool）と
して 27 池溏に分け，統計的に検証を行なった．

2．2　化学分析
　クロロフィル a（Chl. a）濃度は，強熱したガラス繊
維 ろ 紙（0.7 µm, Whatman GF/F, GE Healthcare Bio-
Sciences）を用いて池溏水をろ過し，ろ紙上の色素を

correlation with pH and mean water depth, and positive correlation with coverage of floating-leaved plants. 
Moreover, in frequently flooded pool, decrease of AHS ratio to DOM and increase of Oze-3 ratio to AHS were 
found. Such alterations of AHS quantity and quality were very important for peatland ecosystems, and need to 
monitor and investigate further in bog pools of Ozegahara mire.

キーワード：水系腐植物質（AHS），溶存有機物（DOM），池溏，洪水，気候変動 
aquatic humic substances（AHS）, dissolved organic matter（DOM）, bog pools, flooding, climate 
changes
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99.9% メ タ ノ ー ル で 抽 出 し， 蛍 光 光 度 計（TD-700, 
Turner Designs）によって測定を行なった．
　溶存有機炭素（DOC）濃度の測定は，全有機炭素測
定装置（TOC-2300, Hiranuma Sangyo）によって行った．
水系腐植物質炭素濃度（AHS 濃度）は，DAX-8 樹脂に
吸着する前後のDOC濃度を測定し，差し引くことによっ
て求めた（バッチ式 DAX-8 樹脂吸着−炭素量測定法，
Tsuda et al., 2012）．
　AHS 様 成 分 は，3 次 元 励 起 蛍 光 ス ペ ク ト ル

（Excitation-emission matrix; EEM）–PARAFAC
（Parallel factor analysis）法を用いて測定を行った．こ
の方法は，EEM 法によってある範囲の励起波長（Ex）
および蛍光波長（Em）における蛍光強度を連続的に測
定し，その後集積した EEM データセットを多変量解析
PARAFAC により解析し，複雑に重なり合った成分ピー
クを統計的に分離するというものである．EEM の測定
に は， 水 中 溶 存 有 機 物 蛍 光 測 定 装 置（Aqualog, 
HORIBA Scientific）を用いた．試料水中の懸濁物によ
る光の散乱を防ぐため，試料水を孔径 0.22 µm のフィル
ター（Millex GV Filter Unit, Millipore）でろ過後測定
に 用 い た．EEM の 測 定 条 件 は，Ex /Em = 220 〜
600/210 〜 620 nm，バンド幅 3 nm，積分時間 0.5 秒と
した．蛍光値は，セルや試料水による吸光を補正するイ
ンナーフィルター補正を行い，その後レイリー散乱の影
響を軽減するレーリーマスキング補正を行った．DOM
の個々の成分のピークの検出には，PARAFAC（Solo＋
Mia，Eigenvector Research）を用いた．解析範囲を Ex/
Em = 252〜573/252〜620 nm とし，Core Consistency が
60 以上となったモデルを採用した．試料と同様の条件
で測定と補正をした 10 µg L-1 硫酸キニーネ溶液の Ex/
Em = 350/450 nm 付近のピークにおける蛍光強度を 10 
QSU（Quinine Sulfate Unit）として試料水の蛍光強度
を規格化した（眞家，2009）．

2．3　統計解析
　DOC 濃度，AHS 濃度，DOM に占める AHS の割合

（AHS/DOC），蛍光成分 Oze-2, -1, -3 の蛍光強度と環境
因子との関係を明らかにするために，スッテップワイズ
法による重回帰分析を行なった．説明変数として pH，
EC，DO 濃度，水温，Chl. a 濃度，面積，平均水深，体
積，周囲長，浮葉植物被度，周囲長を面積で割った値を
用いた（永坂ほか，2021; 福原ほか，2022）．AIC（Akaike 
information criterion）が最も低いモデルをベストモデ
ルとした．また，AHS の量と質に関する値を OFPool
と FFPool に分け，スチューデントの t 検定を行なって

これらの値に対する洪水影響を検討した．これらの統計
解 析 は， 統 計 解 析 ソ フ ト R（R Development Core 
Team 2016）を使用した．

3．結果と考察

　池溏表層水における pH（6.22 ± 0.31），EC（1.12 ± 0.70 
mS m-1），DO 濃度（6.53 ± 0.64 mg O2 L-1, 89 ± 9.0%），
Chl. a 濃度（2.8 ± 1.9 mg L-1）は低かった．このことか
ら，池溏水は溶存酸素が不飽和な酸性を示す貧栄養性で
あるといえ，一般的な腐植栄養湖と同じ特徴を示した．
池溏ごとの表層水における水温，pH，EC，DO 濃度，
Chl. a 濃度については，福原ほか（2022）に詳しく述べ
られている． 
　DOC 濃度は 2.5 〜 16.6 mg C L-1 であり，平均 6.6 ± 2.7 
mg C L-1 であった（図 1a）． AHS 炭素濃度は 1.1 〜
12.8 mg C L-1 であり，平均 4.5 ± 2.3 mg C L-1 であった．
DOM に 占 め る AHS の 割 合（AHS/DOC） は 44.4 〜
79.6% であり，平均 66.5 ± 8.5% であった．本研究の
AHS/DOC は，これまでに報告した他の池溏で測定さ
れた値とほぼ一致し（41.3 ~ 82.6%，平均 68.9 ± 9.0%；
千賀ほか，2021），本研究と先行研究の値を総合すると，
DOC 濃度は平均 6.8 ± 2.8 mg C L-1，AHS 濃度は平均 4.8 
± 2.5 mg C L-1，AHS/DOC は平均 67.9 ± 8.9% となっ
た．これらの値は，尾瀬ヶ原池溏では DOM の大部分を
AHS が占めることを示唆している．
　EEM-PARAFAC により解析した結果（n ＝ 239），3
種類の AHS 成分が検出された；成分 1（励起波長（Ex）
/ 蛍光波長（Em） = <252, 321/435 nm，図 2a），成分 2

（Ex/Em = <252, 339/494 nm，図 2b），成分 3（Ex/Em 
= <252/396，図 2c）．成分 1 のピーク位置は先行研究で
報告した池溏（2015, 2016 年において上田代および中田
代の木道沿いで採水を行なった 39 池溏）で検出された
Oze-2 のピーク位置（Ex/Em = <252, 309/406 nm）に，
成分 2 は Oze-1（Ex/Em = <252, 336/485 nm）にそれ
ぞれ近かった（千賀ほか，2021）．したがって，これ以
降は成分 1 を Oze-2 とし，成分 2 を Oze-1 とする．また，
成分 3 は尾瀬ヶ原池溏において新たに検出された成分で
あり，Oze-3 とする．
　Oze-1とOze-2の化学特性に関しては，千賀ほか（2021）
に 詳 細 に 述 べ ら れ て い る．Oze-3 ピ ー ク 位 置 は，
Stubbins et al. （2014） が報告した P5 のピーク位置（Ex/
Em = 300/390 nm）や Stedmon and Markager （2005） 
が報告した C3 のピーク位置（Ex/Em = 295/398 nm）
に近かった．P5 と C3 はともに陸域由来の AHS 様成分

池溏における水系腐植物質の動態と洪水影響 137



図 2：尾瀬ヶ原池溏から検出された AHS 様成分 Oze-2（A），Oze-1（B），Oze-3（C）の三次元励起蛍光スペクトル．

図 1：尾瀬ヶ原池溏における DOC 濃度と AHS 濃度（A），AHS 様成分 Oze-2，Oze-1，Oze-3 の相対蛍光強度（B）．
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と報告されている．したがって，Oze-3 も Oze-1, Oze-2
と同様に AHS 様成分の 1 つと考えられる．また，釧路
湿原赤沼の湖水を用いた DOM 光分解実験において検出
された AHS-3 のピーク位置（Ex/Em = 276/403 nm, 
Senga et al., 2017; Ex/Em = 288/413 nm, Senga et al., 
2018a）も，Oze-3 と近かった．AHS-3 は，太陽光下に
おいて他の AHS 様成分が光分解する際に生成する光分
解性に乏しい成分と推察された（Senga et al., 2017）．
さらに，紫外線領域において AHS-3 は，一部は凝集沈
澱するが，そのほとんどが特に紫外線 B 下において大
きく分解する成分であることも示されている（Senga et 
al., 2018a）．この様な光分解特性は，P5 と C3 について
も 同 様 な 結 果 が 報 告 さ れ て い る（Stedmon and 
Markager, 2005；Stubbins et al., 2014）．
　Oze-2 の相対蛍光強度は 5.4~59.1 QSU であり平均
21.1 ± 12.8 QSU，Oze-1 の相対蛍光強度は 3.0 〜 40.6 
QSU であり平均 12.7 ± 8.3 QSU，Oze-3 の相対蛍光強
度は 4.9 〜 29.0 QSU であり平均 11.4 ± 5.0 QSU であっ
た（図 1b）．Oze-1 および Oze-2 の相対蛍光強度におい
ても先行研究で報告した池溏で測定された値と大きな差
はなかった（千賀ほか，2021）．
　DOC 濃度 , AHS 濃度，AHS/DOC, Oze-2, -1, -3 の蛍
光強度の間には，良い正の相関がみられた（表 1）．こ
れらの相関や高い AHS/DOC 値は，尾瀬ヶ原池溏水に
おける AHS が DOM 動態を支配していることを示唆し
ている．

　尾瀬ヶ原池溏における DOM および AHS の量と質が
どのような環境因子と関係しているかみるために，
DOC 濃度，AHS 濃度，AHS/DOC，Oze-1, -2, 3 の相対
蛍光強度を目的変数，環境因子（永坂ほか，2021；福原
ほか，2022）を説明変数として重回帰分析を行なった（表
2）．その結果，DOC 濃度と AHS 濃度には，pH，DO
濃度 , 平均水深，浮葉植物被度が説明変数として残った．
AHS/DOC では，pH，Chl. a，浮葉植物被度が残った．
Oze-1, -2, -3 の相対蛍光強度には，pH，平均水深，浮葉
植物被度が残った．

　pH は，全ての目的変数と負の相関が見られた（表 2）．
一般に腐植物質は多くの酸性官能基を有していると言わ
れ て お り（McKnight et al., 1985; Kortelainen, 1999），
この腐植物質の構造特性が池溏の pH を特徴付けている

（千賀ほか，2021）．また DO 濃度は，DOC 濃度と AHS
濃度に正の相関を示した（表 2）．これまでに報告した
尾瀬ヶ原池溏の DOC 濃度，AHS 濃度，SUVA（AHS
含有率の指標），Oze-1 および Oze-2 の相対蛍光強度と
DO 濃度を単回帰分析したところ，全てにおいて負の相
関を示した（千賀ほか，2021）．この結果は，AHS が多
い池溏ほど AHS が太陽光によって活発に酸化分解し
DO が消費されるためと結論づけた．本研究において何
故先行研究と逆の相関が検出されたか詳細は不明である
が，本研究で対象にした池溏の採水を行なった日は曇り
であり，AHS の太陽光分解がそれほど進行しなかった
と考えられる．単回帰分析により DO 濃度は，浮葉植物
被度とは有意な相関を示さなかったものの，Chl.a とは
正の相関を示した（福原ほか，2022）．したがって，本
研究の DO 濃度は植物プランクトンの光合成による酸素
の放出を反映しており，植物プランクトンの光合成生産
する AHS が影響している可能性が考えられた．植物プ
ランクトンの AHS 生産については下記に示す． 
　池溏の形状を示す環境因子の 1 つである平均水深は，
全ての目的変数と負の相関を示した（表 2）．この平均
水深との逆相関については，2 つの要因が考えられた；1） 
北アメリカおよびカナダにおける湖沼やポーランドの湖
においても，水深が DOC 濃度や AHS 濃度の指標とな
る水色と負の相関関係にあることが報告されている

（Rasmussen et al., 1989；Pęczuła, 2015）．これらの湖沼
において，DOC 濃度や水色は水の滞留時間とも負の相
関関係が見られており，これは滞留時間が長くなること
で，主に AHS が微生物あるいは光による分解，希釈，
凝集沈澱などの作用によって湖沼水から除去されるため
と考えられている（Rasmussen et al., 1989）．一般的に
深くて広い湖沼ほど滞留時間が長くなることから，水深
についても DOC 濃度や水色と逆相関が検出されたと報
告されている．尾瀬ヶ原の池溏の場合，単回帰分析によっ
て平均水深は池溏の面積（p = 4.52 × 10-2, r = 0.32），周
囲長（p = 5.39 × 10-3, r = 0.44），体積（p = 1.47 × 10-3, 
r = 0.49）と正の相関を示した．したがって水深が深い
ほど，大きな池溏であるといえる．尾瀬ヶ原池溏におい
ても，大きくて深い池溏は池溏水の滞留時間が長くなる
傾向にあり，AHS は分解，希釈，凝集沈澱などの作用
を受け濃度や割合が減少すると考えられた．2） 尾瀬ヶ
原池溏の平均水深と浮葉植物被度は負の相関関係にあっ

表 1：DOC 濃度，AHS 濃度，AHS%，Oze-2,-1,-3 蛍光強度
の相関係数（r）

AHS AHS% Oze-2 Oze-1 Oze-3
DOC 0.98 0.60 0.82 0.85 0.80
AHS 0.71 0.87 0.90 0.84

AHS% 0.72 0.70 0.66
Oze-2 0.99 0.96
Oze-1 0.95

 p 値は全て 0.001 以下
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たことから（p = 2.38 × 10-2, r = 0.36），平均水深が深い
池溏では浮葉植物が少ないことが示された．したがって，
水深が深い池溏では浮葉植物から生成される AHS が少
ないと考えられる．下記に示すように，浮葉植物由来の
AHS は大きく池溏内の AHS 動態に影響する．
　浮葉植物被度は，DOC 濃度，AHS 濃度，AHS/DOC，
3 つの蛍光成分の蛍光強度と強い正の相関を示した（表
2）．この結果は浮葉植物に由来する AHS が池溏水中の
AHS 濃度および割合に大きく関与していることを示唆
している．現在，尾瀬ヶ原の多くの池溏における浮葉植
物群落はヒツジグサが優占している（永坂ほか，2021）．
成長したヒツジグサは，他の浮葉植物よりその浮葉を高
密度に展開させ，さらに浮葉の平均ターンオーバーは速
く，約 30 日と報告されている（Kunii and Aramaki, 
1992；永坂ほか，2021）．そのため，尾瀬ヶ原池溏にお
いてヒツジグサ由来の AHS の寄与は大きいと考えられ
る．尾瀬ヶ原池溏と同様に，湖沼や沿岸域などの水域に
おいて水生植物の分布や生長が水中の AHS の量や質に
大きな影響を与えることが報告されている（Ren et al., 
2021; Duplá, 2022）．一方で，植物プランクトン量の指

標となる Chl. a 濃度は AHS/DOC と正の相関を示した
（表 2）．植物プランクトンが産生する DOM は主に多糖
類やアミノ酸であるとされてきたが，近年 AHS 様物質
も産生することが確認されており，水域の AHS の重要
な画分を占めると考えられている（Romera-Castillo et 
al., 2010；Senga et al., 2018b）．尾瀬ヶ原池溏に存在す
る植物プランクトンも AHS の起源となっている可能性
が考えられた．しかしながら，池溏の Chl. a 濃度は比較
的低い濃度であったことから，その寄与は浮葉植物と比
べるとわずかであると推察された．
　洪水が AHS 動態に与える影響を検討するために，本
研究で対象とした池溏を OFPool と FFPool にわけ，
DOC 濃度，AHS 濃度，AHS/DOC，AHS 成分の相対
蛍光強度，各 AHS 成分と DOC 濃度の比，各 AHS 成分
とAHS濃度の比についてスチューデントのt検定を行っ
た．その結果 AHS/DOC，Oze-3 と AHS 濃度の比（Oze-
3/AHS）について池溏間で有意差が得られた．AHS/
DOC は，FFPool の方が OFPool より有意に低かった（p 
< 0.05）．福原ほか（2022）で報告したように，FFPool
の pH は OFPool より有意に高かった．FFPool で pH が

表 2：重回帰分析によるベストモデル
Adj. R2 p AIC 説明変数 推定値 p

DOC 0.66 7.05 × 10-8 43.34 切片 43.19 3.52 × 10-5

pH -5.15 1.17 × 10-6

DO 1.25 7.88 × 10-3

WT -0.51 0.06
WD -0.03 2.35 × 10-3

COV 0.03 3.42 × 10-3

AHS 0.69 1.21 × 10-8 24.70 切片 36.30 1.36 × 10-5

pH -4.40 2.66 × 10-7

DO 0.82 0.02
WT -0.40 0.06
WD -0.02 3.39 × 10-3

COV 0.03 5.16 × 10-4

AHS% 0.59 1.05 × 10-6 138.69 切片 139.80 5.19 × 10-7

pH -10.85 1.38 × 10-3

EC 2.19 0.13
DO -2.78 0.09

Chl. a 1.46 6.41 × 10-3

COV 0.14 7.44 × 10-5

Oze-2 0.66 5.39 × 10-9 160.61 切片 99.10 3.35 × 10-4

pH -11.96 4.22 × 10-3

WD -0.13 6.83 × 10-4

COV 0.21 9.04 × 10-6

Oze-1 0.62 4.64 × 10-8 130.95 切片 73.43 1.27 × 10-4

pH -9.38 1.25 × 10-3

WD -0.08 2.37 × 10-3

COV 0.12 8.75 × 10-5

Oze-3 0.68 6.63 × 10-9 85.51 切片 57.18 5.87 × 10-4

pH -4.02 0.01
WT -0.89 0.06
WD -0.04 2.84 × 10-3

COV 0.09 2.44 × 10-6

DO，溶存酸素濃度；WT，水温；Chl. a，クロロフィル a 濃度；WD，水深；COV，浮葉植物被度
相関があった説明変数を太字で表記（p<0.05）
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高い理由として，pH の高い池溏では堆積物中の全灰分
量や Fe 含量も高いことから，洪水にともなって池溏内
に運搬されてきた土砂によって pH が上昇したためと考
察されている．AHS の一部は，鉄やアルミニウムなど
の水酸化物と共沈することが知られている（秋山・半谷，
1966；Kaiser and Guggenberger, 2000；Du et al., 
2018）．湖水や海水中の DOM の 30 〜 50% が水酸化鉄

（Ⅲ）との共沈現象により懸濁有機物に変化すると報告
されている（秋山・半谷，1966）．また，AHS のように
芳香性が高い DOM ほど鉄と共沈しやすいとの報告もあ
る（Kaiser and Guggenberger, 2000）．洪水の頻発化に
よる池溏への土砂の負荷は，池溏の pH を上昇させ，
AHS の沈澱化を促し，池溏水中の AHS を減少させると
考えられた．今後尾瀬ヶ原において洪水の頻度が増加し
た場合，エネルギーフローの起点となる AHS 割合がさ
らに減少し，池溏のエネルギー代謝は従属栄養性から独
立栄養性へと移行すると推察される．独立栄養代謝への
急激な移行は，富栄養化などの水質問題を触発する可能
性がある．
　AHS 様 成 分 に 関 し て は Oze-3/AHS に OFPool と
FFPool 間に有意差がみられ，FFPool の Oze-3/AHS は
OFPool よりも高かった（図 3）．Oze-3/AHS は，AHS
に占める Oze-3 の割合の指標となる．FFPool の pH お

よび Fe 含量は OFPool より高かったことから，Oze-3
はより高い pH で，あるいは鉄錯体を形成することに
よって水中で安定に存在する成分かもしれない．また，
Oze-3 のピーク位置と近い釧路湿原赤沼で検出された
AHS-3 は，太陽光下では光反応性に乏しく，唯一 DOC
濃度と正の相関を示した成分であることが示されている

（Senga et al., 2017）．なぜ洪水影響の大きい池溏で Oze-
3/AHS が高かったのか明確な理由はわからなかったが，
Oze-3 は環境の変化に影響を受けにくく，池溏に留まり
やすい成分である可能性が考えられた．洪水影響に伴う
AHS 様成分の変化は，さまざまな生物地球化学的過程
にも影響を及ぼす可能性がある．したがって，今後もモ
ニタリングを続け，洪水が AHS の量と質に与える影響
について詳細に検討する必要がある．
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附表 1：尾瀬ヶ原 39 池溏における池溏番号と位置
番号 池溏番号 1） 北緯 東経 洪水影響 2）

1 KA1-01 36°54′93″ 139°12′18″ OF
2 KA1-04 36°54′94″ 139°12′14″ OF
3 KA1-05 36°54′98″ 139°12′08″ OF
4 KA1-06 36°55′00″ 139°12′09″ OF
5 KA1-08 36°55′06″ 139°12′11″ FF
6 KA1-10 36°55′03″ 139°12′10″ FF
7 KA1-12 36°55′06″ 139°12′15″ FF
8 KA1-18 36°55′05″ 139°12′10″ FF
9 KA1-21 36°55′07″ 139°12′04″ FF
10 KA1-25 36°55′11″ 139°12′03″ FF
11 KA1-28 36°55′11″ 139°12′11″ FF
12 KA1-29 36°55′13″ 139°12′08″ FF
13 KA1-30 36°55′12″ 139°12′12″ FF
14 KA2-32 36°55′17″ 139°12′18″ OF
15 KA2-44 36°55′14″ 139°12′25″ OF
16 KA2-53 36°55′19″ 139°12′22″ FF
17 KA2-55 36°55′21″ 139°12′19″ FF
18 KA2-59 36°55′18″ 139°12′28″ OF
19 KA2-62 36°55′21″ 139°12′32″ OF
20 KA2-67 36°55′24″ 139°12′24″ FF
21 KA2-69 36°55′23″ 139°12′22″ FF
22 KA2-75 36°55′25″ 139°12′29″ FF
23 KA2-77 36°55′27″ 139°12′34″ FF
24 KA3-39 36°55′37″ 139°12′61″ OF
25 KA3-41 36°55′48″ 139°12′58″ FF
26 KA3-46 36°55′36″ 139°12′74″ FF
27 KA3-48 36°55′35″ 139°12′77″ FF
28 KA4-03 36°55′34″ 139°12′80″ FF
29 KA4-05 36°55′34″ 139°12′86″ FF
30 KA4-06 36°55′34″ 139°12′86″ FF
31 KA4-09 36°55′42″ 139°12′84″ OF
32 KA4-16 36°55′93″ 139°12′84″ FF
33 KA4-19 36°55′88″ 139°12′89″ FF
34 KA4-25 36°55′45″ 139°12′86″ OF
35 KA4-34 36°55′45″ 139°12′93″ OF
36 KA4-37 36°55′59″ 139°12′96″ FF
37 KA4-39 36°55′58″ 139°12′89″ FF
38 KA4-40 36°55′61″ 139°12′91″ FF
39 KA4-47 36°55′60″ 139°13′02″ FF

OF: 洪水影響小池溏（Occasionally Flooded Pool）
FF: 洪水影響大池溏（Frequently Flooded Pool）

1）金井（1999），2）福原ほか（2022）

千賀　有希子，清水　崇広，成岡　知佳，柴木　叶，福原　晴夫，永坂　正夫，野原　精一144



尾瀬の赤褐色雪をつくるアカシボ粒子の顕微鏡観察
藤原　英史 1），福原　晴夫２），大高　明史３）， 

小島　久弥４），福井　学４），野原　精一５）

2021 年 12 月 29 日受付，2022 年 2 月 14 日受理

　融雪期の尾瀬において積雪が赤褐色に呈することが観察され，これはアカシボと呼ばれている．ア
カシボの実体を捉えるため，尾瀬ヶ原で採集後，現地ですみやかにアカシボ粒子の内容物を光学顕微
鏡で観察し，アカシボの形成過程を調べた．また過去に尾瀬沼，および青森県の多雪地域で採集され
た赤褐色雪についても，尾瀬ヶ原との比較観察を行った．その結果，多雪地帯の融雪時に現れる，酸
化鉄の赤褐色雪の原因として，アカシボ粒子の中心に含まれる細菌が深く関与していることが示唆さ
れた．この結果は，アカシボ粒子は細菌群集であるとの先行研究結果を支持する．

Optical microscopic observations of the Akashibo particle of reddish-brown 
snow in Oze region

Eiji Fujiwara1, Haruo Fukuhara2, Akifumi Ohtaka3,  
Hisaya Kojima4, Manabu Fukui4, Seiichi Nohara5

This article outlines optical structural characteristics of microbial communities associated with red snow 
and Akashibo with a focus on bacteria. Observations by optical microscope of the Akashibo particle of snow in 
Oze region has been suggested that bacterial community in red snow tends to be dominated in organisms.
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Akashibo, bacteria, optical microscope, red snow

責任著者
藤原英史
連絡先
株式会社ドキュメンタリーチャンネル
〒 350-2204　埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘 851-1
Tel：049-299-4081
e-mail：fuji@documentary-ch.com
1）株式会社ドキュメンタリーチャンネル
2）河北潟湖沼研究所
3）弘前大学教育学部
4）北海道大学低温科学研究所
5）国立環境研究所

1 Documentary Channel Co., Ltd.，851-1 Tsurugaoka, 
Tsurugashima, Saitama 350-2204, Japan
2 Kahokugata Lake Research Institute, Tsubata-machi, 
Kahoku-gun, Ishikawa 929-0342, Japan
3 Faculty of Education, Hirosaki University, Bunkyo-cho 1, 
Hirosaki 036-8560, Japan
4 The Institute of Low Temperature Science, Hokkaido 
University, Sapporo 060-0819, Japan
5 National Institute for Environmental Studies, Onogawa 
16-2, Tsukuba, Ibaraki 305-8506, Japan

145-154
145doi: 10.14943/lowtemsci. 80.

低温科学 80　（2022）



１．はじめに

　尾瀬では，融雪期に湿原や湖沼で大規模に現れる彩雪
現象をとくに「アカシボ」と呼んでいる（図１）．山本

（2012）によると，尾瀬の彩雪現象については，「早田文
蔵（1903），武田久吉（1920），渡辺千吉郎（1884）の紀
行文のなかに記載され」，またアカシボの呼び名は，「初
代長蔵小屋の主人平野長蔵（1943）は和歌の中で雪の赤
くなる現象をアカシボとよび約 80 年前に記している」
とされている．小林・福島（1952）の学術的調査がなさ
れるまでは登山者あるいは植物学者たちの紀行文に記さ
れているに過ぎなかった（山本，2012）．
　アカシボの匂いを嗅ぎ，舌で味わってみれば，そこに
さびた鉄，すなわち酸化鉄が含まれていることは，その
場で感じることができ，その色合いの正体が酸化鉄であ
ることは，容易に推測できる．しかし，なぜ，融雪の一
時期に雪中や表面に大量の酸化鉄が現れるのか，長年の
謎であった．
　これまでに，尾瀬のアカシボ現象を生み出す要因とし
て，藻類，細菌などの微生物や，鉱物の結晶化による作
用など，様々な仮説が立てられ，その実体を探る研究が
行 わ れ て き た（ 山 本 ほ か，2004； 福 原 ほ か，2006；
Kojima et al.，2009；山本ほか，2012）．その過程で，
赤褐色雪には多種多様な生物，藻類（山本，2012）や鉄
酸化細菌（横山ほか，2012），好気的メタン酸化細菌や
嫌気的鉄還元菌（Kojima et al., 2009；小島，2012）な
どの微生物から貧毛類や水生昆虫を中心とした無脊椎動
物（Fukuhara et al., 2002，2010；福原ほか，2006；福
原ほか，2012，大高，2012；鳥居，2012，中村，2012））

が生息することが示されてきた．このようにアカシボ雪
では低温ながらも生命活動が行われ，一つの複雑な生態
系が存在していると考えられ，アカシボの形成には，こ
うした生物の生命活動が関与していると推察されてきた

（ 山 本 ほ か，2004； 福 原 ほ か，2006；Kojima et al.，
2009；小島，2012；横山ほか，2012；山本ほか，2012）．
　赤褐色に着色した雪全体は，アカシボ物質（落合ほか，
2012）と呼ばれる（図２）．Fukuhara et al.（2002）によっ
て，尾瀬ヶ原の研究見本園で採取したアカシボ物質の中
に，特異的に数多く含まれる赤褐色の粒子（長径 14.8
± 3.0 µm，短径 9 ± 1.4 µm）が見いだされ，のちに「ア
カシボ粒子」と名付けられた．この粒子は当時同定を依
頼した藻類分類学者によって緑藻綱 Chlorophyceae の
クラミドモナス目 Phacotaceae の一種 Hemitoma sp．
の休眠胞子とされ（Fukuhara et al., 2002），その後山本
ほか（2004），Yamamoto et al. （2006），山本ほか（2006），
福原ほか（2006），山本ほか（2012）などで用いられて
きた．世界の寒冷地域で見られる赤雪の主な成因として
藻類が関与していることが報告されている（山本，
2012）．しかし，アカシボ雪中は当初から鉄濃度が高い
ことが知られ（Fukuhara et al, 2002），また，「Hemitoma 
sp.」の密度と鉄の相関が認められたこと（山本ほか，
2004），通常雪中藻類に含まれるカロチノイドが検出さ
れないこと（山本ほか，2004）から，赤色の原因は粒子
の表面を構成する酸化鉄とされた．しかし，鉄代謝と
Hemitoma sp．との関係は不明であり，さらに，尾瀬の
赤雪に含まれるクロロフィル a 量がわずかで量子収率も
低いこと（野原ほか，2012）などから，世界の他地域の
赤雪のように，藻類が関与しているのかどうかを疑う見
方もあった．
　日本において，アカシボが出現する現象は，尾瀬だけ
でなく，積雪の多い青森県や長野県などでも起こること
が知られている（山本ほか，2012；大高ほか，2008）．
山本ほか（2004）が，東北地方の水田や休耕田では，ア
カシボ粒子として，直径約 10 µm と約 5 µm の異なる
大きさの粒子を写真で示しているほか，大高・菊池（2012）

図 1：2021 年 5 月 1 日にドローンから撮影した至仏山の麓に
ある尾瀬ヶ原研究見本園（中央部の雪面の上に現れた赤褐色
の部分がアカシボ），3 枚の横長写真を縦に連結した合成画
像．

図 2：2014 年 4 月 26 日に尾瀬ヶ原の研究見本園で採集した
積雪コア．矢印の位置が地面と雪面の境界（矢印の左側は泥
炭，右側はアカシボ層）．
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は青森県の水田で長径 6.3 ± 1.6 µm，短径 6.0 ± 1.5 µm
の粒子を報告している．また尾瀬ヶ原と同様にアカシボ
雪の中に無脊椎動物の存在も報告している（大高ほか，
2008; 大高，2012a）． 
　3 月の尾瀬ヶ原では，3 m の積雪は全層で真白である
ことが野原らによる雪掘調査によって確認されている

（NHK，2012）．融雪が近づく春頃になると，アカシボ
粒子は雪中深くに出現する赤褐色雪の底層に現れ（図
２），雪解けとともに表層付近で多くなり，毎年，ゴー
ルデンウィークの頃にはその色彩がピークになる（福原
ほか，2012）．尾瀬ヶ原と尾瀬沼におけるアカシボの分
布については，航空写真による解析も行われてきた（野
原ほか，2012; 野原ほか，2021）．近年では，第４次尾瀬
総合学術調査において，著者らによって小型のドローン
を用いた低空からの画像記録も進められている（図 1）．
　アカシボ物質及びアカシボ粒子の化学的な研究はあま
り多くない．落合ほか（2012）は尾瀬ヶ原のアカシボ物
質の金属組成として Fe が 95％以上を占め，他に Al，
Mn，Ca，Mg，Si が 5％ほど含まれているとした．こ
の Fe の存在状態としては，Fe3+（酸化鉄（Ⅲ））とと
もに Fe2+（酸化鉄（Ⅱ））が共存していることを示して
いる．Yamamoto et al（2006）もアカシボ粒子の組成
として原子吸光分析法や X 線蛍光分析の測定により
Fe，Al，Si，Ca を検出している．
　これまでの研究では，アカシボ雪を採集後，現地から
研究室へ持ち帰り，光学顕微鏡や電子顕微鏡で形態を観
察する手法が用いられてきた（山本ほか，2012；福原ほ
か，2012）．しかし，アカシボ粒子が深い積雪の下で，
どのように形成されるのかについては，決定的な形態的
証拠が見つかっていなかった．
　そこで本研究では，尾瀬ヶ原で採集した積雪コアのア
カシボ粒子について，採集後に現地で直ちに光学顕微鏡
観察を行い，アカシボ粒子の中に含まれる内容物を観察
し，アカシボ粒子の形成過程を探ることを目的とした．
また，過去に尾瀬ヶ原，尾瀬沼，および青森県の多雪地
域で採集され，保存されていたアカシボ粒子について，
同様の顕微鏡観察を行い，尾瀬ヶ原のアカシボ粒子との
比較を行った．　

２．方法

2．1　現地における顕微鏡観察
　2012 年 4 月末の融雪期に，尾瀬ヶ原の研究見本園で
アカシボ粒子を含む積雪コアを採集した．山の鼻ビジ
ターセンターの展示室において，大型の正立顕微鏡

（Nikon 製 Eclipse E600，対物レンズ Plan Fluor x10，
x20，x40，x100） と ハ イ ビ ジ ョ ン カ メ ラ（Canon 製 
XLH1）およびハイビジョンテレビ（20 インチ）を設置
し，サンプルを採集後，すみやかに微分干渉（DIC）法
による顕微鏡観察とビデオ撮影を行った．アカシボの観
察は，少量の融解した赤褐色雪の溶液を厚さ 1.5 mm の
スライドグラスに滴下し，厚さ 0.17 µm のカバーグラス
をかけてマウントし，試料が薄く広がった状態で行った．
ハイビジョンテレビに，顕微鏡で観察しているアカシボ
粒子を映し出した状態で，録画をしながら，スライドグ
ラスとカバーグラスの間に，シュウ酸溶液（Lovley et 
al. （1988）の 1/2 濃度；1.4% シュウ酸アンモニウム
+0.75% シュウ酸：pH 2.72）を滴下して，アカシボ粒子
の変化を観察した．また，アカシボ粒子を含む赤褐色雪
のサンプルを研究室へ持ち帰り，室温にて，シュウ酸溶
液で同様に処理を行い，アカシボ粒子の内容物の撮影を
行った．また，シュウ酸溶液で処理したアカシボ粒子サ
ンプルについて，DAPI 染色を行い，蛍光顕微鏡（Nikon
製 TE2000U，水銀灯光源，蛍光フィルターキューブ
UV-1A） に よ る 撮 影 を 行 っ た． ま た，2012 年 5 月，
2014 年 4 月末にも，サンプル採集直後に，現地で積雪
コアの層別にアカシボ粒子の観察と撮影を行った．2014
年 4 月末の撮影は，至仏山荘の宿泊室で顕微鏡による観
察，及びハイビジョンカメラ（SONY 製 PDW-EX3）に
よる撮影を行った．

2．2　保存試料の顕微鏡観察
　尾瀬沼（2013 年 5 月 9 日）で採集され，冷凍庫で保
管されていたアカシボ粒子について，2.1 と同様の顕微
鏡観察とハイビジョンカメラ（SONY 製 PDW-EX3）に
よるビデオ撮影を行った．また，青森県の弘前市坂本だ
んぶり池，2012 年 9 月 30 日；大高ほか（2008）の弘前
市坂本休耕田と同一，八甲田山猿倉川上流湿原，2012 年
5 月 26 日；山本ほか（2004）の Hakkoda, upper River 
Sarukura と同一，弘前市稔町水田，2011 年 11 月 14 日；
大高・菊池（2012）の調査地と同一で採集され，ホルマ
リン固定されたアカシボ粒子について，同様の顕微鏡観
察と撮影を行った．

３．結果

　2012 年４月末に尾瀬ヶ原見本園において積雪コアを
採集し，深さ 1.5 m の赤褐色に呈した試料には，これま
でに報告されていなかった，黄褐色の酸化鉄でうすく覆
われた球状の塊「アカシボ内部粒（AKP4，8，16）」（仮
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称，以下，アカシボ内部粒（AKP4，8，16）と呼ぶ）
が多数見られ，その中に，4 個，8 個，16 個などの透明
な厚い層をまとった細菌様球体（以下，細菌様粒子）を
観察した（図 3）．アカシボ内部粒（AKP4，8，16）を
含む黄褐色の球状の塊の外長径は，26.6 ± 6.7 µm（n=52）
であった（表１）．対照的に，これまで観察されてきた

球形あるいは楕円体形をした粒状のアカシボ粒子の数
は，わずかであった．この粒子の大きさは長径 11.2 ± 1.4 
µm（n=6）であった（表１）．
　2012 年 5 月，2014 年 4 月末にも，積雪コアのサンプ
ル採集直後に，アカシボ粒子およびアカシボ内部粒

（AKP4，8，16）を含む黄褐色の球状の塊の観察と撮影

図 3：2012 年 4 月 28 ～ 29 日に尾瀬ヶ原（研究見本園）で採集した積雪コアの赤褐色雪層（表面から 1.5 m 深）を，現地
で速やかに撮影した顕微鏡写真．A は細菌様粒子（アカシボ内部粒に透明な厚い層をまとった塊）が 16 個ある ; B は細
菌様粒子が 4 個ある；C は細菌様粒子が 4 個もしくは 8 個ある；D はアカシボ内部粒（AKP4，8，16）とアカシボ粒子（赤
矢印）の比較；E は酸化鉄の層が厚いアカシボ内部粒（AKP4，8，16）を含む球状の塊；F はアカシボ内部粒（AKP4，8，
16）を含む球状の塊が密につまった状態．白色のバーは 10 µm の長さを示す．

表 1：現地で観察したアカシボ内部粒とアカシボ粒子との特徴

採集時期と
採集場所

雪面からの深さ
（採集位置）

アカシボ内部粒（AKP4，8，16）
を含む球状の塊

（長径平均± SD，n は計測数）
アカシボ粒子

（長径平均± SD，n は計測数）

2012.4 末
尾瀬ヶ原

深さ 1.5 m
（アカシボ層の中心）

多い
（26.6 ± 6.7 µm，n=52）

ほとんどない
（11.2 ± 1.4 µm，n=6）

2012.5
尾瀬ヶ原

深さ 0.5 m
（地面との境界）

比較的少ない
（25.4 ± 8.3 µm，n=39）

比較的多い
（9.5 ± 2.6 µm，n=56）

2012.5
尾瀬ヶ原

深さ 0.4 m
（アカシボ層の中心） ない 多い

（10.0 ± 2.1 µm，n=51）
2014.4 末
尾瀬ヶ原

深さ 1.5 m
（アカシボ層の中心）

多い
（22.0 ± 7.6 µm，n=19）

ほとんどない
（7.3 ± 1.0 µm，n=11）
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を行った結果を表 1 にまとめた．2014 年 4 月末には，
2012 年 4 月末と同じように，多数のアカシボ内部粒

（AKP4，8，16）と，少数の粒状のアカシボ粒子を確認
することができた．また，2012 年 5 月には，少数のア
カシボ内部粒（AKP4，8，16）と，多数の粒状のアカ
シボ粒子を観察した．アカシボ内部粒（AKP4，8，16）
を含む球状の塊と，アカシボ粒子の大きさの変動係数（平
均に対する標準偏差の百分率）は表１より，アカシボ内
部粒（AKP4，8，16）を含む球状の塊の平均 30.8（25.2
－34.5）％，アカシボ粒平均 18.6（12.5－27.4）％で，内
部粒（AKP4，8，16）を含む球状の塊の方が，変異が
大きかった．
　スライドグラスとカバーグラスの間にマウントされた
アカシボ内部粒（AKP4，8，16）を含んだ溶液に，滴
下したシュウ酸溶液が浸透し，アカシボ内部粒（AKP4，
8，16）に到達すると，周囲の酸化鉄が溶解されて徐々
に透明になり，内容物が現れる様子を撮影することがで
きた（図 4）．シュウ酸溶液を添加してから変化が終了
するまでの時間は、30 秒～ 3 分程度であった．
　尾瀬ヶ原で採集し，氷温保存しながら持ち帰った赤褐
色雪の中には，アカシボ粒子が含まれていた．シュウ酸
溶液で酸化鉄を溶かした多くのアカシボ粒子の
中心付近には，対になって並んだ楕円体形の細
菌様の物体が残った（図 5）．これらの長径は 1.8
± 0.5 µm（n=19）で，その形や大きさは様々だっ
た．
　シュウ酸溶液処理をして，最後に残った細菌
様の形態のアカシボ内部粒（AKP4，8，16）を
DAPI 染色して，蛍光顕微鏡で観察すると，内
部の対になった球体は，青色の蛍光を発したが

（図 6），クロロフィル a などの光合成色素由来
の自家蛍光は観察できなかった．
　尾瀬と青森の各地で採集し，保存した赤褐色
雪のサンプル（図 7）について，中に含まれる
アカシボ粒子をシュウ酸溶液で処理すると，粒
子の中心付近には，対になって並んだ楕円体の
細菌様の物体が残った（図 8，9，10，11）．尾
瀬沼サンプルの長径は 1.8 ± 0.4 µm（n=16），
青森のサンプルの長径は，それぞれ，弘前市坂
本だんぶり池では，長径は 1.3 ± 0.2 µm（n=11），
弘前市休耕田では，長径は 1.0 ± 0.1 µm（n=6），
八甲田山では，長径は 1.9 ± 0.4 µm（n=11）で
あった．

図 4：マウントしたアカシボ内部粒（AKP4，8，16）を含む
球状の塊を含んだ溶液にシュウ酸溶液（1.4% シュウ酸アンモ
ニウム +0.75% シュウ酸：pH 2.72）滴下後の連続写真（2012
年 4 月 28 ～ 29 日に尾瀬ヶ原で採集，同日撮影）．A1 ～ A3，
B1 ～ B3 は，それぞれ左から右へ，シュウ酸溶液添加後の変
化を示す．白色のバーは 10 µm の長さを示す．

図 5：マウントしたアカシボ粒子を含んだ溶液にシュウ酸溶液（1.4% シュ
ウ酸アンモニウム +0.75% シュウ酸：pH 2.72）滴下後の連続写真（2012
年 4 月 28 ～ 29 日に尾瀬ヶ原（研究見本園）で採集し，氷温保存した試料，
2012 年 6 月 20 日撮影）．A1 ～ A7，B1 ～ B6，C1 ～ C5 は，それぞれ左
から右へ，シュウ酸溶液添加後の変化を示す．白色のバーは 10 µm の長
さを示す．
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図 7：2014 年 5 月 8 ～ 9 日に尾瀬沼（長蔵小屋付近）で採集した積雪コアの赤褐色雪層（表面から約 1 m 深）に含まれるアカシ
ボ粒子およびアカシボ内部粒（AKP4，8，16）を速やかに現地で撮影した顕微鏡写真．A，B，C はアカシボ粒子；D ～ E はア
カシボ内部粒（AKP4，8，16）を含む球状の塊．白色のバーは 10 µm の長さを示す．

図 6：シュウ酸溶液（1.4% シュウ酸アンモニウム +0.75% シュ
ウ酸：pH 2.72）処理した後に DAPI 染色したアカシボ内部粒

（AKP4，8，16）を含む球状の塊の落斜蛍光顕微鏡像．A1，B1
は微分干渉像；A2，B2 はフィルターキューブ UV-1A による
蛍光像．2012 年 5 月 10 日に尾瀬ヶ原（研究見本園）で採集し，
氷温保存した試料を 2012 年 6 月 10 日に撮影．白色のバーは
10 µm の長さを示す．
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４．考察

　これまで，尾瀬の赤褐色雪の主因となるアカシボ粒子
は， 藻 類 で あ る と の 説 が 論 じ ら れ て き た（e.g.　
Fukuhara et al., 2002；山本ほか，2006）．本研究におい
て，尾瀬ヶ原の研究見本園で，アカシボ初期に雪の下 1.5 
m 付近からアカシボ物質を採集して，すみやかに現地
で顕微鏡観察を行った時に多く出現した細菌様粒子を含
む黄褐色の球状の塊は，これまでに報告されていなかっ
た形状であった（図 3，4）．シュウ酸溶液処理で周囲の
酸化鉄を溶かし，アカシボ内部粒（AKP4，8，16）を
DAPI 染色した観察では，透明な膜におおわれた中心付
近の粒状の複数の物体全体が青い蛍光を放っており，細
菌様粒子全体に DNA が存在することが示された（図 6）．
この時，クロロフィル a などが持つ自家蛍光は観察でき

なかった．これまでに，光合成に関与するルビスコ遺伝
子はアカシボ粒子から見つかっておらず（Kojima et al., 
2009），雪中藻類に含まれるカロチノイドは検出されて
いない（山本ほか，2006）．これらの点から，アカシボ
粒子は，藻類ではないことが示唆された．
　本研究において，アカシボ粒子をシュウ酸溶液で処理
すると，内部には，対になって並んだ楕円体の粒子が含
まれていた（図 5）．その大きさや形態，および DAPI
染色による顕微鏡観察から，この内部の粒子は，細菌で
あると考えられた．これまでに，横山ほか（2012）によっ
て，アカシボ雪の中に代表的な鉄酸化細菌である
Gallionera sp. や Leptothrix sp. が観察されおり，０℃
という低温環境下においても，鉄の酸化と細菌の増殖が
可能であることが報告されている．Kol and Flint （1968） 
は雪のなかの微生物 466 種を検索し，カビ 77，細菌 35，
残りは藻類に寄生していることを示している（山本，
2012）．積雪中の細菌群集の分類群構成は，他の淡水低
温環境と類似した特性を有している（小島，2012）．こ
れに対し赤雪では，紫外線に対する防御機構を有する細
菌の存在比が特に高くなることが示唆されている（小島，
2012）．一方アカシボでは，好気的なメタン酸化細菌と
嫌気的な鉄還元菌がともに多く含まれるという独自の微
生物群集が成立している（小島，2012）．アカシボの微
生物群集については，尾瀬沼における研究が報告されて
いる（Kojima et al., 2009）．積雪表面に見出されたアカ
シボ粒子の凝集体，およびコア試料の解析からアカシボ
の細菌群集が他に類を見ない特徴を有していることが明
らかとなっている（小島，2012）．
　2012 年，2014 年ともに，４月末に雪の下の深い層（1.5 
m）から採集したアカシボ物質では，アカシボ内部粒

（AKP4，8，16）を含む黄褐色の球状の塊が多く観察さ
れた一方で，赤褐色で粒径がそろったアカシボ粒子が少
なかった（表１）．融雪がさらに進んだ５月に入り，雪
の下の浅い層（１m 以下）から採集したアカシボ物質
では，アカシボ粒子の割合が増えた（表 1）．これに対
して，雪の下の 0.4 m にあったアカシボ層の中心付近で
は，アカシボ内部粒（AKP4，8，16）を含む黄褐色の
球状の塊は観察できなくなり，アカシボ粒子の割合が大
部分を占めた（表１）．これは，雪解けが進むにつれて，
アカシボ層のアカシボ内部粒（AKP4，8，16）と粒状
のアカシボ粒子の構成割合が変化する，つまり，アカシ
ボが発達する段階を示すものと考えられた．毎年春にア
カシボが発達する雪原では，雪解けの季節になると，周
辺部の雪解けによって，積雪内部の間隙水・地下水が上
昇してくると考えられている（野原ほか，2012）．こう

図 8：2013 年 5 月 9 日に尾瀬沼で採集し，冷凍保存した試料．
マウントしたアカシボ粒子を含む溶液にシュウ酸溶液（1.4% 
シュウ酸アンモニウム +0.75% シュウ酸：pH 2.72）滴下後の
連続写真．A1 ～ A4，B1 ～ B4，C1 ～ C4，D1 ～ D4 は，そ
れぞれ左から右へ，シュウ酸溶液添加後の変化を示す．白色
のバーは 10 µm の長さを示す．
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図 9：2012 年 5 月 26 日に八甲田山の湿原で採集した試料．マウントしたアカシボ粒子を含む溶液にシュウ酸溶液（1.4% シュウ
酸アンモニウム +0.75% シュウ酸：pH 2.72）滴下後の連続写真．A1 ～ A4，B1 ～ B4，C1 ～ C4 は，それぞれ左から右へ，シュ
ウ酸溶液添加後の変化を示す．白色のバーは 10 µm の長さを示す．

図 10：2012 年 9 月 30 日に弘前市坂本だんぶり池で採集した
試料．マウントしたアカシボ粒子を含む溶液にシュウ酸溶液

（1.4% シュウ酸アンモニウム +0.75% シュウ酸：pH 2.72）滴
下後の連続写真．シュウ酸溶液添加後の変化を左から右へ示
す．白色のバーは 10 µm の長さを示す．

図 11：2012 年 9 月 30 日に弘前市稔町水田で採集した試料．
マウントしたアカシボ粒子を含む溶液にシュウ酸溶液（1.4% 
シュウ酸アンモニウム +0.75% シュウ酸：pH 2.72）滴下後の
連続写真．シュウ酸溶液添加後の変化を左から右へ示す．白
色のバーは 10 µm の長さを示す．
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したことから，雪解けの季節に，雪の深いところで，泥
炭の中から供給された鉄と，雪解け水に含まれる酸素か
ら，細菌の活動によって酸化鉄が作られ，雪が赤褐色に
染まることが示唆された．
　2014 年 4 月末の観察において，採集直後に顕微鏡観
察し，アカシボ粒子をなかなか見つけることができな
かったサンプルを，翌日に観察すると，アカシボ粒子を
簡単に見つけることができた（藤原ほか，未発表）．こ
れは，積雪の下層からサンプリングを行ったことによっ
て，低酸素状態の雪の中（福原ほか，2012b）にあった
何らかのアカシボ粒子前駆物質が，空気中の酸素と反応
して，一晩の間に急激に酸化が進み，赤褐色の粒状のア
カシボ粒子が形成された可能性がある． 
　おわりに，今回の光学顕微鏡での観察結果は，多雪地
帯の融雪時に現れる，酸化鉄が多く含まれる赤褐色雪の
原因として，アカシボ粒子の中心に含まれる細菌が深く
関与していることを示していた．今後，内部の細菌様粒
子だけを採取して PCR 分析を行い，その遺伝子解析か
ら，種が特定されることが期待される．
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　尾瀬において氷雪藻の調査を実施した．その結果，以前に尾瀬から報告されていた緑藻 4 種 
［Chlainomonas sp. （= Chlamydomonas bolyaiana in Fukushima 1963），Chodatella brevispina F. E. 
Fritsch，Oocystis lacustris f. nivalis Chodat sensu Fukushima，および Scotiella nivalis （Chodat） F.E. 
Fritsch］ に加え，新たに緑藻 Chloromonas spp.，緑藻 Sanguina nivaloides Procházková et al.，およ
び黄金色藻 Ochromonas smithii Fukushima を確認した．分子系統解析の結果，Oocystis lacustris f. 
nivalis はクロロモナス系統群 （緑藻綱 , ボルボックス目） の新規系統であることが明らかとなった．
Chloromonas spp. と Ochromonas smithii の分子解析は実施しなかった．

Snow algae in Oze

Ryo Matsuzaki1,2, Seiichi Nohara1, Iwane Suzuki2, Masanobu Kawachi1

We carried out the field survey for snow-inhabiting microalgae in Oze. We found the four species of green 
algae which were previously reported from Oze ［Chlainomonas sp. （= Chlamydomonas bolyaiana in Fukushima 
1963）, Chodatella brevispina F. E. Fritsch, Oocystis lacustris f. nivalis sensu Fukushima, and Scotiella nivalis 

（Chodat） F. E. Fritsch］. In addition, we recognized Chloromonas spp., Sanguina nivaloides Procházková et al., 
and Ochromonas smithii Fukushima as new additions to the flora of Oze. Our molecular phylogenetic analysis 
revealed that Oocystis lacustris f. nivalis sensu Fukushima represents a novel lineage within the Chloromonas 
lineage （Volvocales, Chlorophyceae）. Molecular analyses for Chloromonas spp. and Ochromonas smithii were 
not conducted in this study.
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1．はじめに

　氷雪藻（snow algae; 雪氷藻，雪上藻とも呼ぶ）とは，
寒冷適応した結果，残雪や氷河上で繁殖するようになっ
た微細藻類の総称である．氷雪藻が高密度に繁殖してブ
ルームを形成すると，優占する藻類の光合成関連色素に
よって残雪や氷河が赤色や緑色，茶色などに色付いたよ
うに見える（図 1）．この現象は彩雪や色雪などと呼ばれ，
古くから研究者の興味を惹きつけてきた．例えばダー
ウィンの「ビーグル号航海記」にも，アンデス山脈で氷
雪藻による赤色の彩雪を観察したとの記述がある（第
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15 章 コルディエラの峠）．氷雪藻には，寒冷環境での
み増殖可能で，残雪や氷河上で生活環が完結する好冷性
の種と，寒冷環境でも増殖できるが，中温環境に至適増
殖温度をもつ耐冷性の種が含まれる（図 2）．氷雪藻が
増殖すると，やがて氷雪藻を捕食する原生生物（繊毛虫
など）や微小動物（ワムシ，クマムシなど）が集まり，
それらの分泌物や死骸などを分解する菌類やバクテリア
とともに食物網が形成される．残雪や氷河は寒冷かつ貧
栄養であり，表面は強い太陽光にも晒されるため，生物
には厳しい環境である．そのような寒冷氷雪環境におけ
る生態系（雪氷生態系）は生物学的に非常に興味深く，
また，寒冷地での有用物質生産といった応用研究への利
用可能性も相まって，近年，多くの研究者が氷雪藻や雪
氷生態系の研究を進めている ．
　氷雪藻は 19 世紀には既に知られていたが（Bauer, 
1819），日本における氷雪藻の学術研究は，第 1 次尾瀬ヶ
原総合学術調査（1950–1952）において，菌学者の小林

義雄博士と藻類学者の福島博博士によって開始された
（小林・福島 , 1952a; Kobayashi and Fukushima, 1954）．
彼らは日本の山岳地域を精力的に調査し，その成果は

「Studies on cryophytes in Japan（Fukushima, 1963）」
としてまとめられた．尾瀬の彩雪からは，シアノバクテ
リア，珪藻，緑藻など 30 種の微細藻類が報告された（小
林・ 福 島 , 1952a; Kobayashi and Fukushima, 1954; 
Fukushima, 1963）（電子資料 表 S1）．なお，尾瀬ヶ原
や尾瀬沼において，融雪期に残雪が茶色く変色する「ア
カシボ」現象が知られているが，これは藻類ではなく鉄
分によるものである（小林・福島 , 1952b; Kojima et al., 
2009; 横山ほか , 2012）．その後，氷雪藻の分類学および
生態学は，米国の Ronald W. Hoham 博士らが実施した
継続的な野外調査によって，不動性の氷雪性緑藻として
記載された複数の種が，実は遊泳性緑藻のシストである
ことが明らかとなるなど（図 2），大きく進展した（e.g., 
Hoham, 1975; Hoham and Mullet, 1977; Hoham et al., 

図 2：野外調査から推定される氷雪藻の生活史．Hoham and Duval （2001）に基づいて作図．実線の矢印は物理的な移動を，破
線の矢印は生活環のステージの移動をそれぞれ表す．シストは栄養細胞（単相）が有性生殖を行って形成する接合子（複相），
または栄養細胞が無性的に形成する胞子で，細胞内に蓄積される赤系のカロテノイド色素は強光から DNA や光合成系などを保
護する役割をもつと考えられている（Bidigare et al., 1993）．

図 1：尾瀬で観察された氷雪藻による彩雪．A：赤色の彩雪［2019 年 5 月 26 日．尾瀬沼東岸 （36°55'27.15'' N, 139°18'48.43'' E）］．
B：緑色の彩雪［2018 年 5 月 13 日．三平峠－尾瀬沼休憩所間（36°55'05.53'' N, 139°18'24.39'' E）］．C：茶色の彩雪［2017 年 5 月
14 日．大清水休憩所－一ノ瀬休憩所間 （36°53'40.26'' N, 139°17'53.63'' E）］．D：実験室に持ち帰った赤色と緑色の彩雪．
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1979）．21 世紀になると，培養法と分子データを駆使し
た氷雪藻の分類学的研究が進められた（e.g., Hoham et 
al., 2002, 2006; Muramoto et al., 2008, 2010; Matsuzaki et 
al. 2014, 2018; Procházková et al., 2019a）．一方，尾瀬の
氷雪藻については，山本（2012）による報告はあるもの
の，フロラ調査を目的とした研究は第 1 次尾瀬ヶ原総合
学術調査以降，長らく実施されなかった．今回，筆者ら
は第 4 次尾瀬総合学術調査の一環として，尾瀬の彩雪中
にみられる主要な氷雪藻（緑藻および黄金色藻）を調査
したので，その成果をここに報告する．

2．材料と方法

2．1　彩雪試料の採集
　2017 年から 2021 年の融雪期（4 月中旬～ 5 月下旬）に，
鳩待峠から尾瀬ヶ原にかけて，および大清水休憩所から
長蔵小屋周辺にかけて残雪を調査した．Fukushima

（1963）が報告しているように，林床などの日差しが遮
られるような箇所や残雪表面から数十ミリメートルほど
下では緑色の彩雪が多くみられ，尾瀬沼周辺のように開
けた場所の残雪表面には赤色や茶色の彩雪が多くみられ
た（図 1）．一方，黄色い彩雪は非常に稀だった．また，
藻類ではなく花粉や樹皮片によって，それぞれ黄緑色や
茶色に色付いたように見える残雪も認められた．彩雪試
料は滅菌済みスプーンで 15 mL または 50 mL のプラス
チック製遠心管に集められ，保冷のために周囲の残雪と
ともにステンレス製魔法瓶に詰められて研究室に運ばれ
た．研究室において，彩雪試料は 5℃，明期：暗期 = 14 h：
10 h，光量子束密度 35–90 μmol m-2 s-1（昼白色 LED）
の条件で保存された．

2．2　光学顕微鏡観察
　彩雪試料の光学顕微鏡観察は，5℃に維持された実験
室 内 に お い て， 倒 立 顕 微 鏡（Primovert, Carl Zeiss, 
Oberkochen, Germany）を用いて行われた．試料中の氷
雪藻は，Fukushima（1953, 1963），Remias et al.（2016），
Matsuzaki et al.（2018, 2019），および Procházková et 
al.（2019b）に基づいて同定された．氷雪藻の詳細な観
察は，微分干渉顕微鏡（BX51, Olympus, Tokyo, Japan）
を用いて室温下で実施された．ステージを低温に維持す
る必要が生じた場合は，顕微鏡用温度調節システム

（ThermoPlate MATS-500S, Tokai Hit, Shizuoka, Japan）
を使用した．

2．3　分子解析
　難培養性の Chlainomonas や氷雪性緑藻のシストから
塩基配列データを得るために，Matsuzaki et al.（2021）
による手法を用いた．まず，形態的に同一種と推定され
る細胞を，キャピラリーピペットを用いて単一の彩雪試
料から単離，洗浄し（電子資料 図 S1–S5），DNA を抽
出した．続いて，PCR とダイレクトシーケンス法により，
それぞれの DNA サンプルから核 18S ribosomal RNA
遺伝子および ITS-2 領域の配列データを得た．なお，サ
ンガーシーケンスの波形データが明瞭だったため，PCR
産物のクローニングは行われなかった．得られた核 18S 
ribosomal RNA 遺伝子配列を用いて，ベイズ法および
最尤法による分子系統解析を実施した．

3．結果と考察

3．1　尾瀬の彩雪中にみられた氷雪藻 

3．1．1　Chlainomonas sp.（緑藻）（図 3A）
　細胞は卵形または楕円形で，肥厚した細胞壁をもつ．
4 鞭毛性だが，鞭毛を失って不動となった個体も多く観
察された．細胞長は 40–82 μm，細胞幅は 30–53 μm だっ
た．細胞内にアスタキサンチンと思われる赤系の色素
を高密度に蓄積していたため，細胞内構造は不明であ
る．本種は，尾瀬沼の南岸から東岸の残雪表面で採集
した，ピンク色または赤色の彩雪中に優占していた．
Fukushima（1963） が Chlamydomonas bolyaiana の 不
動細胞として報告したものは，鞭毛が脱落した本種と思
われる．氷雪性の Chlainomonas は 2 種が知られている
が（Hoham, 1974a, 1974b），本種とは細胞壁の形態が異
なる．一方で，本種と形態の類似する未同定種がオー
ストリアの彩雪から報告されている（Remias et al., 
2016）．なお，Chlainomonas の分離培養は，現時点で
は筆者らも含めて誰も成功していない．

3．1．2　Chodatella brevispina （緑藻）（図 3B）
　細胞は楕円形で鞭毛を欠き，細胞壁上に太い棘が多数
みられる．細胞長は 19–25 μm，細胞幅は 9–12 μm（棘
含まず）だった．細胞内には核と葉緑体が認められ，細
胞内にオレンジ色の色素を蓄積した個体も観察された．
本種は一ノ瀬休憩所から尾瀬沼周辺の黄緑色や淡い緑色
の彩雪中に優占していた．本種は世界各地の彩雪から報
告されていたが，北米産試料の継続的な観察の結果，単
細胞遊泳性の緑藻 Chloromonas（Cr.）の 1 種が本種と
形態的に一致する接合子を形成したため，新組み合わせ
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Cr. brevispina が提唱された（Hoham et al., 1979）．一方，
筆者らが青森県の八甲田山や山形県の月山で採集した 
“Chodatella brevispina” の分子解析を行った結果，それら
は Cr. krienitzii に帰属することが示唆された（Matsuzaki 
et al., 2015）．残念ながら Cr. brevispina の培養株や分子
データは利用できず，両種の系統関係は不明である．

3．1．3　 Oocystis lacustris f. nivalisのシスト（緑藻）  
（図 3C）

　細胞は樽状で鞭毛を欠き，両極には数個の突起が見ら
れる．細胞長は 14–21 μm，細胞幅は 10–15 μm だった．
細胞内には核と葉緑体が認められ，時折オレンジ色の色
素を蓄積した個体もみられた．一ノ瀬休憩所から長蔵小
屋の間にみられる黄緑色，緑色，茶色，および赤色の彩
雪中からみつかったが，優占することはなかった．本細
胞の形態は，Fukushima（1953）が Oocystis lacustris f. 
nivalis のシストとして報告したものと一致する．本種
の栄養細胞と同定できるような細胞は，本調査ではみつ
か ら な か っ た．Hoham et al.（1979） は Oocystis 
lacustris f. nivalis を Cr. brevispina （= Chodatella 
brevispina）の生活環の一部とみなしたが，彼らが観察
した試料中には Fukushima（1953）が報告したシスト
様の細胞はみられなかった．そのため，Fukushima（1953）
が報告したシストと Cr. brevispina の関係は不明とされ
ている．

3．1．4　Scotiella nivalis （緑藻） （図 3D）
　細胞はラグビーボール状で鞭毛を欠き，細胞壁上には
8 本前後の翼（flange）と呼ばれる隆起がみられる．細
胞長は 19–51 μm，細胞幅は 14–28 μm だった．細胞内
には核と葉緑体が認められるが，オレンジ色の色素に

よって細胞内構造が不明瞭な個体も多かった．本種は鳩
待峠から尾瀬ヶ原，および大清水休憩所から長蔵小屋周
辺までの間の複数の地点で，黄緑色，緑色，および茶色
の彩雪中からみつかった．本種は世界各地の彩雪から報
告されていたが，Chodatella brevispina と同様，北米産
試料の観察によって Chloromonas の接合子と判明し，
新組み合わせ Cr. nivalis が提唱された（Hoham and 
Mullet, 1977, 1978）．近年の分子解析の結果，彩雪中の 
“Scotiella nivalis” には複数の種が含まれていることが明
らかとなり，少なくとも Cr. miwae，Cr. muramotoi，
および Cr. hindakii は Scotiella nivalis と同定可能なシ
ストを形成すると推定されている（Matsuzaki et al., 
2015, 2019; Procházková et al., 2019a）．一方，筆者らが
米国の微細藻類培養株保存施設から再発見した Cr. 
nivalis の培養株（栄養細胞）は，分子系統の結果，彩
雪中の “Scotiella nivalis” とは系統が一致しなかった

（Matsuzaki et al., 2018）．従って，先行研究において提
唱された Cr. nivalis の生活環を検証する必要がある．

3．1．5　Chloromonas spp. （緑藻）（図 3E–G）
　Chloromonas は 2 鞭毛性の単細胞性緑藻で，淡水性
の種だけでなく氷雪性の種も 20 種ほど知られている．
尾瀬で採集した緑色の彩雪中には，一般的に本属の栄養
細胞が優占していた．本属の氷雪性の種の栄養細胞は，
葉緑体中にピレノイドと呼ばれる構造を欠く点以外は伝
統的な Chlamydomonas のものと類似する．従って，小
林・福島（1952a）や Fukushima（1963）が尾瀬の彩雪
から報告した Chlamydomonas の未同定種の栄養細胞

（の少なくとも一部）は，本属のものと思われる．培養
株を確立して比較形態観察と分子解析を実施したとこ
ろ，尾瀬産 Chloromonas は予想以上に多様であり，未

図 3：尾瀬の彩雪中にみられた氷雪藻の光学顕微鏡写真．A：Chlainomonas sp. の栄養細胞．挿入図は 1% ルゴール液で固定した
別個体で，4 本の鞭毛を示している．B：Chodatella brevispina （Chloromonas のシスト）．C：Oocystis lacustris f. nivalis のシスト．
D：Scotiella nivalis （Chloromonas のシスト）．E–G： Chloromonas spp. の栄養細胞．2 鞭毛性だが鞭毛は観察時に脱落した．H：
Sanguina nivaloides のシスト．I–J：Ochromonas smithii の栄養細胞．矢尻，前鞭毛．
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記載種も複数含まれていると考えられたが，原稿執筆ま
でに種同定を完遂することができなかった．現時点で識
別できた既知種は，Cr. fukushimae（Matsuzaki et al., 
2020）と Cr. muramotoi のみである．その他の種につ
いては続報を発表する予定である．

3．1．6　Sanguina nivaloides （緑藻）（図 3H）
　細胞は球形で鞭毛を欠く．直径は 15–23 μm だった．
細胞内にアスタキサンチンと思われる赤系の色素を高密
度に蓄積しており，細胞内構造を確認することはできな
かった．本種は尾瀬沼周辺の開けた場所にみられる赤い
彩雪中に優占しており，しばしば Chlainomonas sp. と
混在していた．本種は長い間 Chlamydomonas nivalis
のシストとされてきたが，実験的な発芽誘導ができず，
栄養細胞などの実体は不明だった．野外サンプルを用い
た分子系統によって，Chlamydomonas とは系統が異な
ることが明らかとなったため，新属新種 Sanguina 
nivaloides のシストとして扱うことがヨーロッパの研究
グループによって最近提唱された（Procházková et al., 
2019b）．本種は極域や世界各地の山岳地域から報告さ
れており，分子データからもコスモポリタン種であるこ
とが支持されている．ただし，依然として栄養細胞など
は分かっておらず，培養も成功していない．なお，
Fukushima（1963）は日本の彩雪サンプルの観察結果に
基づいて Chlamydomonas nivalis var. kobayasii を記載
したが，本変種の培養株や分子データは利用できず，今
回の調査で本変種の栄養細胞を再発見することもできな
かったため，Sanguina nivaloidesとの関係は不明である．

3．1．7　Ochromonas smithii （黄金色藻）（図 3I–J）
　細胞は通常，頂点の尖った逆テトラポッド状を示すが，
細胞壁を欠くため容易に変形する．細胞後端のみに突起
をもつ逆水滴形の個体や，観察中に突起を失って球形に
なる個体もみられた．不等長の鞭毛を 2 本もち，細胞長
は 7–11 μm，細胞幅は 8–12 μm（突起含む）だった．
本種は尾瀬沼周辺で採集された，Scotiella nivalis が優
占する緑色の彩雪中に混在していた．本種は日本各地の
彩雪から報告されたが（Fukushima, 1963），筆者らの知
る限り尾瀬からの報告は初である．本種の栄養細胞は，
寒冷な渓流にみられる群体性黄金色藻ミズオ（Hydrurus 
foetidus）の遊走子と似ている（Fukushima, 1963）．また，
本種によく似た氷雪藻が北極域と南極域の黄色い彩雪か
ら報告されている（Remias et al., 2013）．しかしながら，
Ochromonas smithii の培養株や分子データは現時点で
は利用できず，それらとの関係性は分かっていない．

3．2　尾瀬の氷雪性緑藻の分子解析
　尾瀬の彩雪中にみられた氷雪藻のうち，Chlainomonas 
sp. の 栄 養 細 胞（図 3A），“Chodatella brevispina”（= 
Chloromonas のシスト）（図 3B），Oocystis lacustris f. nivalis
のシスト（図 3C），“Scotiella nivalis”（= Chloromonas
のシスト）（図 3D），および Sanguina nivaloides のシス
ト（図 3H）と推定される細胞（電子資料 図 S1–S5）か
ら得た核 18S ribosomal RNA 遺伝子の配列データを用
いて，分子系統解析を行った．その結果，Sanguina 
nivaloides 以外はクロロモナス系統群（緑藻綱，ボルボッ
クス目）内に位置する，氷雪性の種のみで構成されるク
レード（氷雪藻クレード）に位置した（図 4）．尾瀬産
の “Scotiella nivalis” および “Chodatella brevispina” は，
筆者らが以前に山形県の月山と青森県の八甲田山で採
集したものとそれぞれ配列が 100% 一致した．一方，
Oocystis lacustris f. nivalis のシストは，氷雪藻クレード
内で独立した系統となった．従って，本種もChloromonas
のシストであると考えられるが，同一種もしくは非常に
近縁と考えられる配列は現時点ではみつからず，生活環
の実体は不明である．また，尾瀬産の Chlainomonas 
sp. はヨーロッパ産の Chlainomonas sp. の姉妹系統と
なった．尾瀬産の Sanguina nivaloides は，高進化速度
領域である ITS-2 の配列（accession no., LC648245）が
スバールバル産のホロタイプのものと 100% 一致した．
なお，本種はクロロモナス系統群とは異なる系統に位置
するため（Procházková et al., 2019b），分子系統解析は
実施しなかった．

4．おわりに

　尾瀬の彩雪からはこれまでに 30 種もの藻類が報告さ
れたが（電子資料 表 S1），今回の調査ではそれらのほ
とんどは確認できなかった．確認できなかった種の中に
は 雪 上 で は 稀 と さ れ て い る も の も 含 ま れ て お り

（Kobayashi and Fukushima, 1954; Fukushima, 1963），
今回の調査では見落としてしまった可能性が高い．サン
プル中の種を網羅的に検出するにはアンプリコンシーケ
ンス解析が有効だが，氷雪藻を含む雪氷中の微生物では，
検出力を左右するリファレンス配列のデータベースが不
十分であることが指摘されている（Lutz et al., 2019）．
例えば，北極域と南極域の複数地点で採集した赤色の彩
雪試料に対して，ITS-2 領域を用いて高解像度のアンプ
リコンシーケンス解析を行った研究では，未記載種の可
能性がある新規性の高い配列が複数の系統で認められた

（Segawa et al., 2018）．また，尾瀬を含む北半球の彩雪
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から繰り返し報告されたにもかかわらず，分類学的位置
が長らく不明だった雪氷微生物 Chionaster nivalis は，
2021 年にようやく配列データが報告され，担子菌門の
ハラタケ亜門に属することが強く示唆された（Irwin et 
al., 2021; Matsuzaki et al., 2021）．一方で筆者らは，本
種の配列自体は Brown et al.（2015）が報告した米国産
彩雪試料のアンプリコンシーケンスデータ中に既に含ま
れていたことを指摘した（Matsuzaki et al., 2021）．従っ
て，氷雪藻や他の雪氷微生物の分類学的研究を進め，正
確な分類学的情報を伴う配列データを蓄積していくこと
が，雪氷生態系の理解を深める上での喫緊の課題である．
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1950～1953年の尾瀬ヶ原総合学術調査研究以後の 
尾瀬における植物相研究史
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　1950 ～ 1953 年の尾瀬ヶ原総合学術調査研究以後の尾瀬における植物相研究の歴史について解説し
た．1955 年以降に，2 種 1 変種 1 雑種 4 品種の維管束植物が尾瀬を基準産地として新たに記載された．
尾瀬とそれに関連する地名が和名につけられた植物 21 分類群について紹介した．1955 年以降に発表
された尾瀬の維管束植物目録について解説し，ほとんどのもので引用標本や文献などの根拠が明確で
はない，調査対象の範囲が異なり比較ができない，多くの目録で分類体系や分類群の取り扱いが古い
などの問題点があることを指摘した．

History of studies on flora of Oze, central Japan,  
after the Scientific Researches of the Ozegahara Moor（1950-1953）

Takehiro Ohmori1, Takahide Kurosawa2

Studies on the flora of Oze, central Japan, conducted after the Scientific Researches of the Ozegahara Moor
（1950-1953）were reviewed. After 1955, two species, one variety, one hybrid, and four formae have been newly 
described from Oze. In addition, 21 plants with Japanese names referencing either Oze or Mt. Shibutsu-san have 
been described. Upon reviewing lists of vascular plants from the Oze region that were published after 1955, it 
was found that neither voucher specimens nor references were available for most of these plants. As a result, 
comparisons between the collection sites of these specimens are not possible. In addition, it is considered that 
the treatment of taxa that followed the taxonomy used in the original lists require taxonomic revision.

キーワード：維管束植物目録，基準産地，至仏山，和名 
Japanese name, list of vascular plant, Mt. Shibutsu-san, type locality
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1．はじめに

　尾瀬の植物相に関する研究は，探検隊が 1894 年の利
根水源探検の帰路に偶然尾瀬を通りがかった際に見かけ
た植物を記したことから始まる（渡邊 , 1895）．牧野

（1900）によるナガバノモウセンゴケの報告を端緒とし
て，尾瀬は珍奇な植物が生育する場として知られ，1910
年代より植物の調査や報告が盛んに行われるようになっ
た（黒沢，大森 , 2010）．特に，Nakai（1930a）による
オゼソウの発表により植物研究者の注目を集めることに
なった．現在準固有種や隔離分布種として貴重な種類と
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して知られるホソバヒナウスユキソウ，オゼコウホネ，
オゼヌマアザミなど，多くの分類群が 1920 ～ 1940 年代
に新たに記載された（黒沢，大森 , 2010）．植物相とい
う観点でも，1950 年までに酒井・酒井（1937, 1937-
1938），奥山（1949）により植物目録が発表された（黒沢・
大森 , 2010）．尾瀬の水力発電事業に伴う貯水池化計画
への危惧により始まった 1950 ～ 1953 年の尾瀬ヶ原総合
学術調査研究（以下第 1 次尾瀬総合学術調査；1952 年
までとされることが多いが，尾瀬ヶ原総合学術調査団　
編（1954）の巻頭には 1953 年までと記されている．現
地調査は 1952 年まで実施された．）により，尾瀬の植物
に関する精力的な現地調査と標本採集がなされた．これ
らの成果や過去の文献記録を精査した結果から維管束植
物目録が発表された（Hara and Mizushima, 1954）．693
種類（676 種 2 亜種 11 変種 4 雑種）を掲載したこの目
録は，基本的に標本に基づいており，出典を示した上で，
一部文献や私信による情報も記録されている．その後第
2 次尾瀬学術調査の際に，Hara（1982）により 31 種類
の生育が追加され，これらの調査により合計 724 種類

（698 種 3 亜種 14 変種 3 品種 6 雑種）が報告された．こ
の Hara and Mizushima（1954） お よ び Hara（1982）
により尾瀬の植物相の全体像が明らかとなったと言え
る．尾瀬は高山植物や山地生の植物の研究が進んだ奥日
光や北アルプス，白山などに比べて，研究者の入山が遅
くまで限定されたため，新種記載された植物や，和名に
尾瀬の名を持つ植物は比較的少ない（黒沢，大森 , 
2010）．
　尾瀬の植物相の特徴として，1）規模が大きい尾瀬ヶ
原の泥炭地に北方系湿原植物が多数存在する，2）尾瀬ヶ
原に多数の隔離分布種が存在する，3）至仏山に寒地性
の本州では稀な種が存在する，4）尾瀬地方に多雪地特
有の植物が多く，古い時代の残存種も見られるなどの点
があげられる．これらの点は原，水島（1954）や Hara

（1982）で既に指摘されている．ナガバノモウセンゴケ
やオゼコウホネのような周北極分布をし，南限となる植
物，オゼソウやカトウハコベなどの超塩基性岩地に依存
し隔離分布する高山植物，ジョウシュウオニアザミやナ
エバキスミレなどの越後山脈とその周辺の多雪地に固有
な山地生植物は，尾瀬の植物相の特徴をよく表している．
高層湿原や森林限界より高標高域の超塩基性岩地を有す
る尾瀬は，本州中部で 1400 ～ 2300 m という立地条件
にもかかわらず，北方系・山地系の植物の占める割合が
高く，温暖化や極端な気象現象に対して脆弱な植物相を
もつと考えられる．これらの特徴により，日本の植物相
に関する解説の中で，Hara（1959）は尾瀬を特色のあ

る植物相を持つ地域の 1 つとして取り上げている．
　第 1 次尾瀬総合学術調査から 50 年以上経過し，その
間に尾瀬をとりまく環境は大きく変化した．1960 年代
以降，入山者の急増に伴い尾瀬の湿原や登山道周辺では
裸地化が深刻化した（群馬県教育委員会　編 , 1968；吉
岡ほか , 1970）．その頃以降，施設の改修や人の往来な
どに伴って，多くの外来植物が記録されるようになった

（ 宮 前 , 1972； 須 藤， 片 野 , 1984； 馬 場 , 1984； 大 森 
1991）．また，1990 年代に尾瀬にニホンジカが侵入し，
その採食や泥浴びによって裸地化や植物群落の変化が目
立ってきた（内藤，木村 , 2002；内藤ほか , 2007）．
　加えて，この 50 年間に，新たな知見を取り入れた一
般向けの図鑑や，尾瀬周辺の地域植物誌（戸部ほか , 
1968, 1987；福島県植物誌編さん委員会　編 , 1987）が
発行され，一般の人が植物分類学や，地域の植物相に関
するより高度な知識を得られるようになった．また，近
年の分子系統学の発展は，APG 分類に代表される植物
分類体系を大きく変えるとともに，尾瀬に分布する種に
ついての生物地理学的知見の増大や，個々の種の分類学
的見解の変化にも大きな影響を与えてきた（たとえば
Kawase et al., 2007; Fujii et al., 2013）．さらに，従来分
類が難しいといわれた特定の分類群の分類が整理され，
分かりやすい図鑑も出版された（角野 , 1994, 2014；勝山 , 
2005）．プロ・アマ合同の組織的な研究の結果，新たな
見解を取り組んだ分布資料も発表されている（たとえば
海老原 , 2016, 2017；すげの会 , 2018）．これらの研究の
進展は尾瀬の植物相に対しても新たな知見を与え続けて
きた．
　本稿では第 1 次尾瀬総合学術調査以降の尾瀬における
植物相研究の流れと，それに伴う新たな知見の例を紹介
するとともに，現在まで作成されてきた植物目録とその
問題点について触れる．

2．第 1次尾瀬総合学術調査以降の尾瀬の植物相
研究

2．1　尾瀬における植物相調査の進展
　第 1 次尾瀬総合学術調査以降，約 20 年間隔で 3 回（第
2 次：1977 － 1979 年；第 3 次：1995 － 1998 年；第 4 次：
2017 － 2019 年）の尾瀬総合学術調査（以降，調査と略す）
が実施され，そのうち第 2 次と第 3 次調査に関する報告
書は既に出版された（Hara et al. eds, 1982；尾瀬総合学
術調査団　編 , 1999）．これらのうち植物相の調査が行
われたのは第 2 次調査と第 4 次調査である．第 2 次調査
において Hara and Mizushima（1954）による植物目録
の追加が行われ，まず科研費の報告書の形で 1980 年に
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発表された後（原 , 1980），『生物科学』の尾瀬総合学術
調査研究特集号（原 , 1981），そして学術調査報告書の

『Ozegahara』 に掲載された（Hara, 1982）．第 4 次調査
では，公開された標本庫の標本に基づいた尾瀬の植物相
の調査が行われ，現在の分類学的な知見に合わせた同定
の 見 直 し が 行 わ れ，Hara and Mizushima（1954） や
Hara（1982）に対する追加や，尾瀬からの報告に疑問
がある種類，標本が確認できない種類などがリストアッ
プされた（大森ほか，2022a, b）．ただし，移動を伴う
標本調査は，2020 年からの新型コロナウイルス感染症
による移動制限により完了しておらず，また，尾瀬国立
公園全体の植物相解明を目標としていたため，証拠標本
に対応した目録作成も未完成である．このため，第 4 次
調査では全種類の和名・学名を掲載した仮目録だけが電
子資料として公表された（大森ほか , 2022a）．なお，こ
の仮目録には Hara and Mizushima（1954）および原

（1981）で用いられた和名や，それ以降に報告された植
物の初出文献も含まれている．
　尾瀬は 1956 年に天然記念物，1960 年に特別天然記念
物に指定された（清水 , 1995）．しかし，当時増加した
入山者による裸地化が深刻で，自然保護のための対策と
植生回復が求められていた（群馬県教育委員会 , 1968；
吉岡ほか , 1970；菊地，須藤 , 1991）．このため地元の福
島県と群馬県は，1960 年代半ばから福島県尾瀬保護指
導委員会と群馬県尾瀬保護専門委員会を設立した（群馬
県教育委員会 , 1968；尾瀬の保護と復元（特別号）編集
委員会 , 2007）．これらの研究成果は福島県では 1970 年
より『尾瀬の保護と復元』，群馬県では 1978 年より『尾
瀬の保護と復元』として逐次刊行されている．ただし，
群馬県でもそれ以前にも『文化財調査報告書』として調
査報告が刊行されたものもあり，1974 年の報告には尾
瀬沼の水草の分布についての報告もある（栗田ほか , 
1974）．群馬県は 1966 年「尾瀬管理事務所」を開設し，
同事務所は 1967 年に「群馬県尾瀬保護管理センター」
と改称された．その開設初期には尾瀬全域の植物の分布
調査を行い，標本作成を行ってきた（大森， 2021）．後に，
その資料収集の中心となった宮前俊男により，尾瀬の植
物相全体に対する一般向けの解説書が，和名の目録付き
で出版された（宮前 , 1981）．同センターの標本は，調
査者の宮前俊男らが私蔵するか同センター内に保管され
ていたが，1995 年の同センターから群馬県尾瀬山の鼻
ビジターセンターへの建替後，群馬県立自然史博物館

（GMNHJ）に移管になり，これらとは別に宮前が所蔵
していた標本も 2010 年に GMNHJ に寄贈された（大森 , 
2021）．1960 年代から 1980 年代の福島県尾瀬保護指導

委員・群馬県尾瀬保護専門委員の主な活動は，尾瀬の保
全活動に重点を置いた．そのため，植物相に関する研究
ついては，移入植物（帰化植物および在来の平地性植物）
の記録と駆除に重点が置かれ，両県において移入植物の
記録とその目録化が行われてきた（馬場 , 1976, 1977, 
1980, 1984, 1986；須藤，片野 , 1982, 1983, 1984）．湿原
内に侵入した移入植物には特に注意が払われ，方形区調
査などによって詳細に調査された（大須賀，馬場 , 
1982；大須賀 , 1983；馬場，五十嵐 , 1987）．その後は福
島県尾瀬保護指導委員によって，尾瀬の植物相の研究史
の研究や，問題のある分類群についての検討が行われる
とともに，外来種とその駆除についての調査も行われて
いる（黒沢，大森 , 2010；黒沢ほか , 2014, 2016；黒沢 , 
2020）．群馬県尾瀬保護専門委員も，1987 年以降尾瀬の
各地域の植生や植物相の調査を継続的に行っている（た
だし，1987 ～ 1988 年は国立公園外に位置する至仏山・
笠ヶ岳西面のものである：片野ほか , 1989）．その調査
は植生に重点が置かれているが，目録を伴う植物相の記
録もある（須藤ほか , 1992；吉井ほか , 2004；鈴木ほか , 
2005, 2007, 2008）．さらに，2008 年に，尾瀬の植物目録
が出され，2010 年にその補訂がなされた（吉井 , 2008；
吉井ほか , 2010）．この間，一連の総合研究に加え，須
藤志成幸による，植物相の情報や見解も発表された（須
藤, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006）．2010年代以降も，
群馬県尾瀬保護専門委員会では，網羅的な植物相や植生
の調査研究に加えて，絶滅危惧種やニホンジカの増加に
伴う増加種など特定の種群を対象とした分布調査（大森 , 
2012, 2013, 2014）や，情報が不足していた種の記録（大
森 , 2015, 2017），分類学的に問題のある種群についての
検討（大森 , 2018）が続けられている．
　群馬県，福島県では 1950 年代後半から，植物誌に向
けた調査が行われ，その成果は各県の委員による調査の
結果と共に植物誌としてまとめられた（戸部ほか , 1968, 
1987；福島県植物誌編さん委員会 編 , 1987）．福島県では，
福島県植物研究会が発足し，会誌の『フロラ福島』に新
知見が蓄積されてきた．たとえば尾瀬ヶ原におけるネム
ロコウホネは，『フロラ福島』に最初に報告された（馬場 , 
1987）．群馬県では全県的な植物研究会は存在しないが，
新旧の群馬県植物誌（戸部ほか , 1968, 1987）発行の母体
となった群馬県高等学校教育研究会生物部会が発行する

『群馬生物』の中で尾瀬の植物相に関する報告が発表さ
れてきた例もある（大森 , 1991, 1992, 1995； 吉井 , 2001；
須藤 , 2005）．また，群馬県には，県が行う自然環境調
査を受託する群馬県自然環境調査研究会があり，『良好
な自然環境を有する地域学術調査報告書』の中で尾瀬に
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関する調査の報告もなされている（群馬県 編 , 1979；
鈴木ほか , 1999；大森ほか , 2002）．

2．2　�尾瀬産標本をタイプに 1955 年以降新たに発表さ
れた植物

　尾瀬産標本をもとにした新たな種や変種等の発表は，
第 1 次尾瀬総合学術調査が始まる 1950 年代までに盛んに
行われていた（黒沢，大森 , 2010）．Hara and Mizushima

（1954）による尾瀬の植物目録が出版された後の 1950 年
代後半からは，植物相が一通り明らかになったこともあ
り，尾瀬を基準産地とする新たな種類の発表は少なくな
る．尾瀬が 1953 年に国立公園特別保護地区，1956 年に
天然記念物に指定され，植物の採取に対する規制が厳し
くなったことも影響したかもしれない．それでも，この
時期以降に 2 種 1 変種 1 雑種 4 品種が発表された．小山鉄
夫は，尾瀬ヶ原下田代産の標本を基準標本としてホシクサ
科のハライヌノヒゲ Eriocaulon ozense を，赤田代産の標
本を基準標本としてユキイヌノヒゲ E. dimorphoelytrum
を新種として記載した（Koyama, 1957；いずれの基準標本
産地も福島県内で，「Kozuke」（群馬県）は誤り）．ハライ
ヌノヒゲは現在イヌノヒゲの変種，ユキイヌノヒゲはイヌノ
ヒゲのシノニムとして扱われる（宮本 , 2015）．また小山は
ヒラギシスゲとトマリスゲの雑種としてオゼクロスゲ
Carex x xenostachya を新雑種として発表している（小山 , 
1956）．杉本順一は長藏小屋付近の群馬県尾瀬沼産の標
本を基準標本としてツルニガナの変種オゼニガナ Ixeris 
dentata subsp. stolonifera var. ozensis を発表した（杉本 , 
1957）．なお，オゼニガナは現在は独立した亜種として
扱われる（門田ほか , 2017）．ジョウエツキバナノコマ
ノツメ（基準産地：至仏山）は Viola biflora var. vegeta f. 
glabrifolia の学名で新品種として発表された（高橋 , 
1974）．ジョウエツキバナノコマノツメは現在キバナノ
コマノツメの変異内とされている（門田 , 2016）．オゼ
トウヒ Picea jezoensis var. hondoensis f. ozeensis（基準
産地：福島県尾瀬）は福島県尾瀬産の標本をもとに，林
弥栄によってトウヒの品種として発表された（林 , 
1960）．オゼトウヒは現在トウヒから区別されていない

（大橋 , 2015）．倉田悟は，尾瀬産の標本を基準標本とし
て， サ ト メ シ ダ の 品 種 オ ゼ サ ト メ シ ダ Athyrium 
deltoidofrons f. ohmurae（基準産地：群馬県尾瀬三平峠）
とヤマイヌワラビの品種ケヤマイヌワラビ Athyrium 
vidalii f. pulvigerum（基準産地：福島県尾瀬燧ヶ岳麓）
を発表した（倉田 , 1961a）．これらは，海老原（2017）
ではそれぞれサトメシダ，ヤマイヌワラビの変異の範囲
内として扱われている．

2．3　尾瀬やそれに関する地名がついた植物の現在の扱い
　オゼソウをはじめとして，和名に尾瀬やそれに関する
地名がついた植物は数多い．しかし，現在別の植物と同
一の種類と考えられてシノニムとなったものも多い．和
名に尾瀬の名をもつ植物の分類学的取り扱いを分類順
に，以下に述べる．学名は初発表時のものを使用した（た
だし，学名の著者の表記は最近の慣例に従った）．

オゼサトメシダ（メシダ科）Athyrium deltoidofrons 
Makino f. ohmurae Sa. Kurata
　　 サトメシダの有毛型で，海老原（2017）ではサトメ

シダの変異の範囲内として扱われている（2.2 尾瀬
産標本をもとに新たに記載された植物参照）．

オゼオオサトメシダ（メシダ科）Athyrium multifidum 
Rosenst. var. sakuraii Rosenst.
　　 Rosenstock によってオオサトメシダの変種として

記載された（Rosenstock, 1914）．倉田（1961b）は，
オオサトメシダを，サトメシダとヤマイヌワラビの
雑種と推定し，オゼサトメシダはその品種に位置づ
けた．そのため，オゼオオサトメシダはオゼサトメ
シダを品種として認めた場合のこの品種とヤマイヌ
ワラビの雑種，すなわちオオサトメシダの雑種品種
Athyrium x multifidum Rosenst. nothof. sakuraii

（Rosenst.）Sa.Kurata として扱われる．
オゼトウヒ（マツ科）Picea jezoensis（Siebold et Zucc.）
Carrière var. hondoensis（Mayr）Rehder f. ozeensis 
Hayashi
　　 オゼトウヒは，トウヒの品種として新たに記載され

たが，現在はトウヒに含められる（林 , 1960；大橋 , 
2015）． 

オゼコウホネ（スイレン科）Nuphar pumila（Timm）
DC. var. ozeensis H.Hara
　　 オゼコウホネは三木（1937）によって和名が与えら

れ , Nuphar ozeensis の学名が提唱された．しかし
この学名はラテン語の記載や基準標本の指定がない
ため，正式な発表とは見なされていない．その後オ
ゼコウホネは，雌蕊の柱頭盤が赤いことを特徴とし
て，ネムロコウホネの変種として記載された（Hara, 
1951）．現在も変種として扱われているが（志賀 , 
2015），尾瀬では尾瀬ヶ原で同所的に生育している
ため（大森ほか , 2022b），集団内変異か隔離が確立
した別種の可能性がある．

オゼソウ（サクライソウ科）Japonolirion osense Nakai
　　 オゼソウは Nakai（1930a）によって，ユリ科の新

属新種の植物として発表された．近年になって，オ
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ゼソウは DNA 解析や形態から，独立性の高いサク
ライソウ目に属する，サクライソウ科に含められた

（Cameron, 2003; Tamura et al., 2004; Chase et al., 
2006; Tobe, 2008；田村 , 2012）．

オゼノサワトンボ（ラン科）
　　 オゼノサワトンボと ”Habenaria ozensis Makino” の

名は大井（1953）などに出てくるが，今のところ出
典が明らかでない．オゼノサワトンボは，ヒメミズ
トンボ Habenaria yezoensis H. Hara の変種として
記載されたチシマミズトンボ Habenaria yezoensis 
H. Hara. var. longicalcarata Miyab. et Tatew. と同
じ植物と考えられており，一般に和名としてオゼノ
サワトンボの方が用いられる．この植物の分類学的
位置づけは，ヒメミズトンボの変種のほかに，ヒメ
ミズトンボのシノニム（加藤，海老原 編 , 2011；
遊川 , 2015），オオミズトンボの変種（Inoue, 2016）
など一致を見ない．

シブツアサツキ（ヒガンバナ科）Allium schoenoprasum 
L. var. shibutuense Kitam.
　　 シブツアサツキは，エゾネギの変種として記載され

た（北村 , 1946）．『改訂新版 日本の野生植物』（布施 , 
2015）では独立した分類群として認めている．一方
でシロウマアサツキ Allium schoenoprasum L. var. 
orientale Regel に含める見解もある（原，水島 , 
1954；米倉 , 2012）． 

オゼイヌノヒゲ（ホシクサ科）Eriocaulon atroides Satake 
f. nanum Satake
　　 オゼイヌノヒゲはクロイヌノヒゲモドキの品種とし

て記載された（佐竹 , 1940）．クロイヌノヒゲモド
キは現在イヌノヒゲに含められている（宮本 , 2015; 
Miyamoto, 2016）．それに伴ってオゼイヌノヒゲも
イヌノヒゲのシノニムとして扱われる． 

ホソバオゼヌマスゲ（カヤツリグサ科）Carex nemurensis 
Franch.
　　 Ohwi（1932） は，Kükenthal（1909） に よ っ て

Carex traiziscana（オセヌマスゲ osenumasuge）の
シノニムとされた C. nemurensis が独立種であると
して，ホソバオゼヌマスゲの和名を提唱した．ホソ
バオゼヌマスゲの和名，学名とも近年の図鑑（たと
えば勝山 , 2005；勝山，早坂 , 2015）でもそのまま
採用されている．なお，本種の基準産地は北海道（釧
路・根室）であって，尾瀬ではない．

ヒロハオゼヌマスゲ（カヤツリグサ科）Carex traiziscana 
F.Schmidt
　　 Kükenthal（1909）は， Carex traiziscana（オセヌマス

ゲ osenumasuge）を記載したが，Carex nemurensis
もそのシノニムとして扱った．その後 Ohwi（1932）が
Carex nemurensis を別種として扱い，ホソバオゼヌマ
スゲの和名を与えた際に，混同を避けるために Carex 
traiziscana に対してヒロハオゼヌマスゲの和名を提唱
した．なお，ヒロハオゼヌマスゲの基準産地はサハリ
ンであり，尾瀬沼は標本が引用された産地の 1 つであ
る（Kükenthal, 1909）．本種の和名，学名は，共に近
年の図鑑（たとえば勝山 , 2005；勝山，早坂 , 2015）
でもそのまま採用されている．

オゼクロスゲ（カヤツリグサ科）Carex x xenostachya 
Koyama
　　 ヒラギシスゲとトマリスゲの雑種として記載された

（小山 , 1956）．雑種のため，勝山（2005）や勝山・
早坂（2015）には収録されていないが，米倉（2012）
には本雑種は収載されており，雑種名としては現在
も受け入れられている． 

シブツノガリヤス（イネ科）Calamagrostis grandiseta 
Takeda var. brevi-aristata Honda
　　 シブツノガリヤスは，オオヒゲガリヤス Calamagrostis 

grandiseta Takeda の変種として記載された（Honda, 
1935）．長田（1989）はオオヒゲガリヤスのシノニ
ムとした．その後も『改訂新版　日本の野生植物』（茨
木ほか , 2016）や『日本維管束植物目録』（米倉 , 
2012）でもシブツノガリヤスは取り上げられていな
い．

オゼムギ（イネ科）Elymus osensis Ohwi
　　 大井次三郎により 1937 年に新種として記載された

が，1941 年にはヤマムギのシノニムとされた（Ohwi, 
1937；大井 , 1941）．長田（1989）もオゼムギをヤ
マ ム ギ Elymus dahuricus Turcz. ex Griseb. var. 
villosulus（Ohwi）Ohwi のシノニムとした．その
後の『改訂新版　日本の野生植物』（茨木ほか , 
2016）や『日本維管束植物目録』（米倉 , 2012）で
はオゼムギは取り上げられていない． 

オゼザサ（イネ科）Sasa paniculata Makino et Shibata 
var. oseana Makino
　　 オゼザサは，当初 Sasa oseana の裸名で発表された

（Makino, 1931）．その後，クマイザサの変種 Sasa 
paniculata Makino et Shibata var. oseana Makino
として発表された（Makino, 1933）．Nakai（1935）
はオゼザサを独立種として扱ったが，後に Suzuki

（1965） は ヤ ヒ コ ザ サ の 変 種 Sasa yahikoensis 
Makino var. oseana（Makino）Sad.Suzuki に位置づ
けた（Suzuki, 1965）．オゼザサは現在もヤヒコザサ
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の変種として扱われている（米倉 , 2012）が，鈴木
（1996）はヤヒコザサの項に葉が広い型として記述
するのみにとどめた．

オ ゼ ト リ カ ブ ト（ キ ン ポ ウ ゲ 科 ）Aconitum ozense 
Nakai
　　 オゼトリカブトは，最初独立種として記載された（Nakai, 

1950）．後に A. deflexum Nakai var. ozense（Nakai）
Tamura et Namba に組み換えられた（Tamura and 
Namba, 1960）．オゼトリカブトは後にオクトリカブト
Aconitum japonicum Thunb. subsp. subcuneatum

（Nakai）Kadota のシノニムとする見解が出された
（Kadota, 1987）．現在，オゼトリカブトはオクトリカブ
トに含められている．なお，Tamura and Namba

（1960）がオゼトリカブトとして扱った植物は，オ
クトリカブトのほか，キタザワブシやヤマトリカブ
トも含んでいると考えられる（Kadota, 1987）．

オゼキンポウゲ（キンポウゲ科）Ranunculus grandis 
Honda var. ozensis H.Hara
　　 オゼキンポウゲは当初オオウマノアシガタの変種と

して記載された（原 , 1943）．後に，カムチャツカ
半 島 か ら 記 載 さ れ た Ranunculus subcorymbosus 
Kom. subsp. subcorymbosus の変種とされたり（田
村 , 1970），シコタンキンポウゲに含めるという見
解も出された（大井 , 1953；北川 , 1966）．現在，オ
オウマノアシガタは別種とされ，『改訂新版　日本
の 野 生 植 物 』（ 門 田， 西 川 , 2016） で は， R. 
subcorymbosus Kom. の変種 var. ozensis（H.Hara）
Tamura の学名が用いられている．

オゼノクロウメモドキ（クロウメモドキ）Rhamnus 
senanenis Koidz. var. parvifolia Honda
　　 Honda（1937）は，シナノクロウメモドキの変種と

してオゼノクロウメモドキを発表した．杉本（1961）
はクロウメモドキの変種Rhamnus japonica Maxim. 
var. parvifolia（Honda）Sugim. として扱った．現在，
オゼノクロウメモドキは，クロウメモドキの品種で
あ る シ ナ ノ ク ロ ウ メ モ ド キ Rhamnus japonica 
Maxim. var. decipiens Maxim. f. senanensis（Koidz.）
H.Hara に含められる（米倉 , 2012；五百川 , 2016）．

オ ゼ ヌ マ タ イ ゲ キ（ ト ウ ダ イ グ サ 科 ）Euphorbia 
togakusensis Hayata var. ozensis Hurus.
　　 オゼヌマタイゲキは尾瀬ヶ原でハクサンタイゲキの

変種として記載された（Hurusawa, 1947）．旧版の
『日本の野生植物 草本Ⅱ』（古澤 , 1982）は和名を
オゼタイゲキとした．現在はハクサンタイゲキに含
められる（Kurosawa, 1999；黒沢 , 2016）．

オゼヌマアザミ（キク科）Cirsium homolepis Nakai
　　 オゼヌマアザミは，当初新種として記載された（Nakai, 

1930b）が，後にタチアザミの亜種に組み換えられ，
Cirsium inundatum Makino subsp. homolepis（Nakai）
Kitam.の学名が用いられた（Kitamura, 1937）．しかし，
オゼヌマアザミの染色体数は 2n=34 で，タチアザ
ミの染色体数 2n=102 とは異なり，タチアザミが尾
瀬ヶ原で隔離・分化した植物と考えるには無理があ
るとされた（Aishima, 1934；黒沢 , 1981）．このため，
オゼヌマアザミは再び独立種として扱われるように
なり，現在もそのように扱われている（米倉 , 
2012；門田ほか , 2017）．

オゼミズギク（キク科）Inula ciliaris（Miq.）Maxim. 
var. glandulosa Kitam.
　　 オゼミズギクは，ミズギクの変種として記載された

（Kitamura, 1937）．現在も『日本維管束植物目録』（米
倉 , 2012）など，多くの図鑑類や植物目録では，こ
の見解を踏襲している．しかし，少なくとも尾瀬で
は集団内変異と思われる（大森ほか , 2022b）．

オゼニガナ（キク科）Ixeris dentata（Thunb.）Nakai 
subsp. stolonifera Kitam. var. ozensis Sugim.
　　 杉本順一によってツルニガナの変種として記載さ

れ，いったん裸名のままハナニガナの品種に変更さ
れた後に（杉本 , 1957；大井（北川改訂）, 1983），
独立した亜種に組み変えられた（Yonekura, 2005）．
DNA 解析からもオゼニガナは独立した系統である
ことが支持され（田中 , 2014），現在は独立した亜
種とする見解が受け入れられている（門田ほか , 
2017）．

3．尾瀬における植物目録とその問題点

　Hara and Mizushima（1954）および Hara（1982）以
降の尾瀬の総合的な植物目録としては国立公園協会

（1975, 1982），宮前（1981），菊地，須藤（1991），河内
（1991），黒沢（2007），福島県（2008），吉井（2008），
吉井ほか（2010）などがある．また，シダ植物に限定す
ると，河内（1978）の目録がある．尾瀬の特定地域のも
のでは，尾瀬沼で継続的な水生植物の分布調査が行われ，
栗田ほか（1974），大森，生嶋（1988），野原，矢部（2000），
野原（2006）などによって尾瀬沼の水生植物の目録が発
表され，今回の第 4 次尾瀬総合学術調査によっても車軸
藻類や水生蘚苔類を含めた目録が発表された（薄葉ほか，
2022）．国立公園協会（1975, 1982）の目録は，第 1 次尾
瀬総合学術調査以降に発表された維管束植物全科を網羅
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し た 最 初 の も の と 言 え る． こ の 目 録 は，Hara and 
Mizushima（1954）を基本にしながら環境庁管理員や補
助管理員の情報を追加したものであり，国立公園協会

（1982）は原（1980）の結果も反映している．ただし，
これらの目録が収載された印刷物は，環境庁管理官・補
助管理官向けのマニュアル冊子で，部外者の目に触れる
ことは稀であった．宮前（1981）の目録は，一般向けと
して出版された書籍に附されたもので，和名のみで，科
名や学名の記述はない．菊地，須藤（1991）は著者らの
尾瀬での調査研究の集大成として地元の出版社から出版
されたもので，同書に含まれる目録は，地元植物誌（戸
部ほか , 1987）や著者らの調査報告が基本となっていて，
Hara and Mizushima（1954）や Hara（1982）を基本に
はしていなかったようである．そのため，Hara and 
Mizushima（1954）および Hara（1982）に記録がある
にもかかわらず目録に掲載のない植物は，分類学的な見
解の違いにより掲載がなかったと考えられるものを除い
ても，タチヒメワラビ，バイケイソウ，ニリンソウ，コ
ケオトギリ，ツリフネソウ，ミゾホオズキなど 26 種類
に及ぶ．河内（1991）の目録は一般向けの自然観察ガイ
ドブックに附されたもので，科名・和名のみからなる．
黒沢（2007）および福島県（2008）は，尾瀬国立公園発
足後に公園管理上の基礎資料として発表されたもので，
主に文献による情報から植物目録をまとめたものであ
る．吉井（2008），吉井ほか（2010）は，群馬県尾瀬保
護専門委員会の活動の成果として発表されたもので，菊
地，須藤（1991）の目録をもとにして，群馬県での新知
見や分類群の取り扱いの変更があったものを加えたもの
である．
　尾瀬全体の植物目録のうち，証拠標本を伴ったものは
宮前（1981，ただし発表当時公開された標本庫に収蔵さ
れた状態ではなかった：2.1 章参照）と黒沢（2007）の
一部のみ，種類名と引用文献の対応が表記されたものは
黒沢（2007）のみである．それ以外は種類ごとの文献情
報や証拠標本の引用がなく，目視などによる確認を加え
たものであるため，必ずしも根拠が明確ではない情報が
多く含まれる．また，採用した種類名や分類に対する見
解が目録によって異なり，それらに記載された種類名は
1 対 1 に対応するものとは限らない．加えて記載対象と
した地理的な範囲は目録によって異なることも注意が必
要である．すなわち，国立公園協会（1982）以前はおお
むね尾瀬沼・尾瀬ヶ原を取り囲む稜線に三条ノ滝や燧ヶ
岳の北面の一部を加えた，従来の日光国立公園尾瀬地域
の範囲を加えたものであることに対して，菊地，須藤

（1991）や，それを基礎とした吉井（2008），吉井ほか（2010）

はこれに笠ヶ岳を加えた範囲とした．さらに，黒沢（2007）
や福島県（2008）は，尾瀬国立公園を対象としたため，
従来の日光国立公園尾瀬地域に加えて会津駒ヶ岳や田代
山を含めた帝釈山地も扱っている．そのため，尾瀬の植
物目録に記載された種類数や，種類が示すものは，単純
に比較できない状態が続いていたと言える．さらに
Hara and Mizushima（1954）の分類体系や科は旧エン
グラー，それ以降の植物目録も新エングラーのものに
従っており，現在日本で広く用いられるようになった，
APG 分類体系を基本としたもの（たとえば大橋ほか　
編 , 2015 － 2017）と乖離する結果になっている．これ
らの理由により，現在の分類学の知見を採用し，証拠標
本や出典根拠が明確な植物目録の作成が必要な状況で
あった．そのため，第 4 次尾瀬学術調査では標本に基づ
く植物目録の作成を試み，主要な種類についてこれまで
の研究史や分類学的な課題についての説明も付した（大
森ほか , 2022a, b）．標本調査が完了していないため，発
表されたものは完成した目録ではないが，今後の尾瀬の
植物相研究の新たな基盤となるものと思われる．
　今後作成される植物目録は，分類群の取り扱いに対す
る疑問や誤同定，分類見直しに対応できるよう，分類群
ごとに引用した証拠標本を記述することが求められる．
なお，現在の尾瀬国立公園は，日光国立公園から独立し
た際，従来の尾瀬地域に加えて会津駒ヶ岳，帝釈山地が
編入された．現在，尾瀬国立公園全体を網羅した標本に
基づく植物目録はなく，今後作成される目録は国立公園
全体を対象とすることが望まれる．また，尾瀬の植物に
は，ヒメミズトンボ（オゼノサワトンボ），シブツアサ
ツキ，オゼキンポウゲなど分類学的な取り扱いが必ずし
も一定していないものも存在する．これらの分類群の位
置づけを分子系統学的な手法で解明することは，分類学
的な問題の解決とともに，それらの分類群の起源や生物
地理学的な位置づけの解明 , さらには保全にも有益な情
報を与えると考えられる．
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　標本にもとづく尾瀬の自生維管束植物は，893 種類（834 種 7 亜種 34 変種 18 雑種）であった．こ
のうち，31 種類は環境省により絶滅危惧種に指定されており，群馬県，福島県，新潟県により指定さ
れているものも含めると，絶滅危惧種は 160 種類に達する．尾瀬の植物相は日本海要素を多く含むこ
とに特徴がある．一方で尾瀬には，隔離分布種する稀産種も多い．尾瀬固有の分類群（種・亜種・変種）
はキンポウゲ科のオゼキンポウゲ Ranunculus subcorymbosus var. ozensis のみで，オゼヌマアザミな
ど数種は尾瀬とその周辺のみに分布が限られる準固有種である．尾瀬の帰化植物は 25 種類で，他に
平地性植物の侵入も報告されている．
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1．はじめに

　尾瀬における最初の総合的な維管束植物（以下植物と
記す）目録は，1950 年〜 1952 年に行われた第 1 次尾瀬
総 合 学 術 調 査 の も の で あ る（Hara and Mizushima, 
1954）．その後もこれを補足する部分的なリストや独自
性の高い調査に基づいて目録が作成され続けてきた（た
とえば宮前，1981；Hara, 1982；国立公園協会，1982；
河内，1991；菊地・須藤，1991）．しかし，大森・黒沢（2022）
は 1） これらの目録には必ずしも証拠標本に基づくもの
ではなく，目録収載の根拠となった標本の検索が困難で
あること，2） 目録によって分類群の取り扱いの基準が
異なり，かつ過去の引用が不明確なために分類群の集約
が困難で，正確な分類群の数がわかりづらいこと，3） 
目録が作成されて時間が経過し，その間に分類群の取り
扱いが変わった植物が存在するという問題がある，と指
摘した．
　また，1960 年代以降の入山者の増加や，2000 年以降
の尾瀬へのニホンジカの侵入とそれに伴う裸地化や忌避
植物の繁茂など，第 1 次尾瀬総合学術調査以降尾瀬の植
物を取り巻く環境の変化もみられる．その結果，コカナ
ダモ，コテングクワガタのような帰化植物やクサイ，タ
ニソバのような人里の植物が相次いで尾瀬で記録される
ようになってきた（馬場，1984；大須賀ほか，2007）．
分子系統学の発展などを背景とした植物分類学の進歩に
より，これまで受け入れられてきた植物の分類体系は近
年大幅に変化し，また，形態や分布とあわせて個々の植
物の分類学的見解も見直され続けてきた（たとえば
Fujii et al., 2013）．
　今回の調査では，まずデータベース化された標本目録
をもつ植物標本庫の標本と，過去の尾瀬総合学術調査の
標本が収蔵されている可能性の高い植物標本庫の標本調
査を行った．さらに，過去に尾瀬での標本点数が少ない
地域，過去の植物目録に記録されながら，証拠標本がみ
つからなかった植物が多い地域，分類学的に疑問がある
種や分子系統学的研究が優先される種が存在する地域を
選定して現地調査を行い，標本採集を行った．これらの
情報をもとに，過去の植物目録と現時点での和名を照合
し，現在受け入れられる分類体系と分類学的取り扱いに
基づいて再検討を行った．このうち本稿では調査の結果

判明した尾瀬の植物相の特徴や保全上重要な種（移入種
を含む）についての解説を行う．具体的な過去の尾瀬総
合学術調査以降の植物目録への追加・変更と疑問種につ
いては，大森ほか （2022）に一括して記した．

2．調査方法

2．1　扱う尾瀬の範囲
　尾瀬国立公園のうち，従来から一般に尾瀬と認識され
た地域は，南西側から時計回りに鳩待峠，至仏山，景鶴
山，燧ヶ岳，沼山峠，三平峠，アヤメ平の各稜線及び三
条ノ滝に囲まれた範囲に該当する（図 1）．これは旧日
光国立公園の特別保護地区にほぼ一致し，尾瀬ヶ原と尾
瀬沼を中心とした地域と言える．過去の尾瀬総合学術調
査の植物目録にみられる産地もこれにほぼ一致している

（Hara and Mizushima, 1954; Hara, 1982）．本研究の標
本調査では，ラベルにこれらの産地情報があるものと，
単に「尾瀬，Oze」と記載されたものを含めて対象とした．

2．2　リストの作成方法
　植物リストは標本に基づき作成した．群馬県立自然史
博物館（GMNHJ），福島大学貴重資料保管室植物標本
室（FKSE），千葉県立中央博物館（CBM），神奈川県立
生命の星・地球博物館（KPM），国立科学博物館（TNS）
の維管束植物標本データベースより，尾瀬の範囲内の地
名（例えば尾瀬 Oze，燧 Hiuchi，山ノ鼻 Yamanohana）
を含む尾瀬国立公園の主要地名で検索し，候補となる標
本を抽出した．GMNHJ，FKSE，CBM，KPM では保
管されている全標本が基本的にデータベース化されてお
り，TNS では日本固有種，絶滅危惧種，シダ植物など
一部がデータベース化されている．また，東京大学理学
系研究科附属植物園（TI）にあった未整理標本のうち，
尾瀬で採集された標本を整理し，これらも候補となる標
本に加えた．候補となる標本の地名情報を精査し，尾瀬
国立公園内の植物に関する仮標本リスト，およびそれに
基づく仮植物リストを作成した．
　この仮植物リストと Hara and Mizushima（1954）お
よび Hara（1982）を照合し，仮植物リストから抜けて
いる植物の種類について東京大学総合研究博物館および
理学系研究科附属植物園（TI）で標本を探索した．また，

キーワード：外来植物，隔離分布，固有変種，絶滅危惧植物，日本海要素  
distinct distribution, endemic variety, Japan sea elements, naturalized foreign plants, threatened 
plants
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尾瀬の植物に関する過去の文献に出てくる植物の種類を
まとめ，文献に基づく植物リストを作成した．仮植物リ
ストにあって文献に基づく植物リストに含まれない種類
な ど， 同 定 を 確 認 す べ き 標 本 を リ ス ト ア ッ プ し，
GMNHJ，FKSE，CBM，KPM，TNS でそれらの標本
の同定を再検討した．逆に，文献に基づく植物リストに
あって仮植物リストにない種類について，TI，TNS，
東京都立大学牧野標本館 MAK，東北大学植物園 TUS
で標本を探索した．この標本の探索は 2020 年からの新
型コロナウイルス感染拡大を受けて未完了である．
　仮標本リストを，標本の探索および同定再検討結果を
反映させると共に，現地調査で採集された標本，リスト
作成後に GMNHJ および FKSE で整理された標本，著
者等が各自別途行った標本調査の結果も加えて，改訂し
た仮標本リストを作成した．仮標本リストから，尾瀬の
範囲であるものを抽出し，尾瀬の植物標本リストを作成
した（以下，標本リスト）．標本リストを作る際には，
採集場所が「鳩待峠」「三平峠」など扱う尾瀬の範囲の
境界に位置する標本や，単に「尾瀬」「燧ヶ岳」など人
によっては範囲外も含む可能性のある標本については，
その種類が確実に範囲内の標本があるか，文献で範囲内
から報告があるか，多くの標本があるか，その種類が生
育するような環境が範囲内にあるかなどを基準に，リス
トに含めるかどうかを判断した．結果，9,375 件からな

る標本リストが作成された．この標本リストに基づき，
尾瀬の植物リストを作成した（以下，植物リスト）．前
述のように，TI，TNS，MAK，TUS での標本探索が終
わっておらず，植物リストは未完成であり，完成後に改
めてリストを公表する予定である．そのため，本稿は植
物リスト未完成段階のものであることに留意が必要であ
る．
　植物リストを含む本稿における分類群の扱い，和名お
よび学名は海老原（2016, 2017），大橋ほか　編（2015-
2017）に従った．ただし，ササ類は鈴木（1996）に従っ
た．複数の種内分類群が尾瀬で認められるが，混生して
区別点とされる形質が連続的であるなど，集団内変異と
思われる場合は一つの分類群として扱った．帰化植物か
どうかは基本的に YList（http://ylist.info/）に従ったが，
一般に史前帰化とされている植物（清水，2003）は在来
植物として扱った．また，環境省レッドリスト 2020（以
下環境省 RL2020）（環境省，2020），群馬県植物レッド
リスト（2018 年部分改訂版）（以下群馬県 RL2018）（群
馬県，2018），ふくしまレッドリスト（2019 年版）（以
下福島県 RL2020）（福島県，2020），新潟県第 2 次レッ
ドリスト 植物（維管束植物及びコケ植物）編（以下新
潟県 RL2014）（新潟県，2014）に掲載されている種類（た
だし，新潟県 RL2014 で地域個体群とされた植物を除く）
を保護上重要な植物，「我が国の生態系等に被害を及ぼ

図 1：本論文で扱う尾瀬の範囲．灰色の線内を対象地域とした．図は尾瀬の保護と復元（特別号）編集
委員会　編（2007）を改変．
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すおそれのある外来種リスト」（生態系被害防止外来種
リスト）（環境省，農林水産省，2015）に掲載されてい
る種類を侵略的外来植物とした．角野（2014）に掲載さ
れているものを水生植物とした．

2．3　現地調査
　非開花状態で同定が困難な状態の水生植物や，過去の
誤同定が多いホシクサ科が大量に生育する尾瀬ヶ原の池
溏及びその周辺で 2017 年 8 月 27 日〜 29 日に採集を行っ
た．また，2018 年 8 月 16 日〜 18 日には過去の標本の
同定に混乱がみられた尾瀬沼と周辺の湿原群と標本点数
が少ない燧ヶ岳，三平峠で採集を行った．2019 年は，
標本点数の少ない地域及び過去の目録に記録がありなが
ら標本が確認できなかった植物が集中する地域で現地調
査を行った．6 月 20 日と 9 月 11 日には泉水田代から景
鶴山麓，7 月 26 日〜 27 日には尾瀬ヶ原ヨシッポリ田代，
下田代と景鶴山麓8月6日に鳩待峠－アヤメ平－三平峠，
8 月 31 日〜 9 月 2 日には沼山峠－尾瀬ヶ原間と温泉小
屋－三条ノ滝－御池間（シボ沢含む），9 月 13 日には尾
瀬沼周辺の湿原で採集を行った． 
　なお，福島県と群馬県では今回の調査期間中も県独自
の尾瀬保護のための調査が行われており，これらの証拠
標本はそれぞれ FKSE，GMNHJ, NGU（新潟大学教育
学部）に収蔵されたので，その結果は標本調査に反映し
た．

3．結果と考察

3．1　植物相の概要

3．1．1　種数と帰化率
　今回の標本調査および現地調査により，栽培植物を除
いて尾瀬の範囲から 893 種類（834 種 7 亜種 34 変種 18

雑種）の維管束植物の生育が確認された（電子資料 1．）．
帰化植物は 25 種類で（附表 1），帰化率（帰化植物およ
び逸出種類数÷全種類数）は 2.8% となった．Hara and 
Mizushima （1954）および Hara（1982）の尾瀬の植物
リストとの比較は，大森ほか（2022）を参照のこと．

3．1．2　特殊な生態の植物
　尾瀬の植物相の顕著な特徴としては，食虫植物の種類
や量が豊富であることが挙げられる．尾瀬には 9 種類の
食虫植物が生育し，湿原に生育する種類が顕著で，特に
尾瀬ヶ原には全種類が生育している（表 1）．捕虫の方
法は，モウセンゴケ科の 3 種類とタヌキモ科のムシトリ
スミレが葉の表面にある腺毛から粘着する物質を出して
接触した昆虫を貼り付けるタイプで，ヤチコタヌキモな
どタヌキモ科の 5 種類が地面や水中に広げる糸状の葉に
ある捕虫嚢に微生物を吸い込んでとらえるタイプであ
る．
　尾瀬に生育する寄生植物については，完全寄生植物は
ミヤマハンノキに寄生するハマウツボ科のオニクのみ
で，半寄生植物はビャクダン科，オオバヤドリギ科，ハ
マウツボ科の 11 種類がある（表 2）．このうちヤドリギ
とホザキヤドリギはブナ林やオオシラビソ林の落葉広葉
樹に着生している．シオガマギクなどその他のハマウツ
ボ科の地生の半寄生植物に関しては，至仏山の草地に多
くの種類が見られる．今回の調査で確認されたオニクの
標本は 1910 年に燧ヶ岳で採集されたもののみである．
この他，1924 年に舘脇操（武田，1930）が，1934 年〜
1936 年に燧ヶ岳で酒井・酒井（1937a，b）が確認して
いるが，それ以降は確認されていない．ただし，明治時
代には燧ヶ岳に産する薬草の中に「オニク草」の名があ
るため，かつては山麓の檜枝岐の人々が認識するほど発
生していた可能性が高い（平野・川崎，1940）．
　尾瀬に生育する菌従属栄養植物はツツジ科やラン科な

表 1：尾瀬に生育する食虫植物
科名 / 種名 捕虫の方法 尾瀬での生育環境 尾瀬での生育場所
モウセンゴケ科
　ナガバノモウセンゴケ 粘りつけ 湿原 白砂湿原＊，大清水平，沼尻，尾瀬ヶ原，外田代

　モウセンゴケ 粘りつけ 湿原，裸地，岩場 大江湿原，浅湖湿原，大清水平，タソガレ田代，沼尻，アヤメ平，尾瀬ヶ
原，至仏山

　サジバモウセンゴケ 粘りつけ 湿原 白砂湿原，大清水平，沼尻，尾瀬ヶ原，外田代
タヌキモ科
　ムシトリスミレ 粘りつけ 湿原，裸地，岩場 アヤメ平，尾瀬ヶ原，至仏山
　イヌタヌキモ 吸い込み 湿原池溏 尾瀬沼，尾瀬ヶ原
　ミミカキグサ 吸い込み 湿原 尾瀬ヶ原
　ヒメタヌキモ 吸い込み 湖沼，湿原池溏，湿原 尾瀬沼，大清水平，尾瀬ヶ原，柳平

　ヤチコタヌキモ 吸い込み 湖沼，湿原池溏，湿原 尾瀬沼，浅湖湿原，大清水平，沼尻，八木沢湿原，尾瀬ヶ原，柳平，
裏燧湿原群

　ムラサキミミカキグサ 吸い込み 湿原 尾瀬ヶ原
　＊ 目視による確認

大森 威宏，黒沢 高秀，志賀 隆，薄葉 満，根本 秀一，吉井 広始，海老原 淳，田中 徳久，天野 誠178



ど多数の種類が確認されているが，その多くはベニバナ
イチヤクソウなどのように部分的菌従属栄養植物であ
る．絶対菌従属栄養植物は，ツツジ科のシャクジョウソ
ウ，ギンリョウソウ，ラン科のトラキチラン，オニノヤ
ガラ，ショウキランの 5 種類のみである（表 3）．この
5 種類の絶対菌従属栄養植物はいずれも林床に生育して
いる．

3．1．3　植物区系と日本海要素
　尾瀬の植物相の顕著な特徴として，尾瀬固有種・準固
有種および隔離分布種が挙げられる．これらの存在は，
尾瀬の植物相とより北方の植物相との関連や，温暖期の
尾瀬の北方系の種類のリフュジアの役割を示唆するもの
であり，尾瀬の植物地理を考える上で重要である．これ
らの多くは至仏山の蛇紋岩地あるいは尾瀬ヶ原に代表さ
れる湿原に生育している（原・水島，1954; Hara, 1982）．
これらは大森・黒沢（2022）で解説しているので，ここ
ではそれらの存在を指摘するにとどめる．
　大橋（1987）による東北地方の植物区系区分に従うと，
尾瀬は日本海区系の範囲に含まれる．実際，大橋（1987）
が日本海区系を特徴づける日本海要素として挙げた植物
のうち 52 種類が尾瀬で確認されている（附表 2．）．一

方で，主に太平洋側を北上する暖地系の種類や，日本海・
太平洋の両側を北上する暖地系の種類は確認されなかっ
た．尾瀬で確認されている日本海要素の過半を占める
37 種類は，亜高山帯の低木林を含む森林で，ブナ林，
オオシラビソ林やその林縁などが主である．次いで湿原
が 10 種類で，岩場（1 種類），河岸を含む河川（2 種類），
湖岸を含む湖（1 種類）は少ない．
　常緑木本の一部では，種内で樹形が大きく異なり，太
平洋側に直立型，日本海側に匍匐型が分布するものがあ
り，後者は多雪環境への適応とされる（Kume et al., 
1998; Kume and Ino, 2001）．尾瀬ではいずれも匍匐型の
ハイイヌガヤ，エゾユズリハ，ハイイヌツゲが生育する．
　大橋（1987）にはほとんど取り上げられていないが，
ササ属も植物区系を特徴付ける植物で，関東地方や東北
地方ではチマキザサ類が日本海側の多雪環境，ミヤコザ
サ類やスズタケ類が太平洋側の少雪環境の指標とされて
いる（Suzuki, 1961；鈴木，1978）．尾瀬には多雪環境の
指標であるチマキザサ類のフゲシザサ，クテガワザサ，
チマキザサ，ケザサ，クマイザサ，オゼザサが生育する
一方，ミヤコザサ類やスズタケ類は生育していない．
　このように，湿原や至仏山の蛇紋岩地では北方の植物
の影響が見られ，この中には固有種・準固有種や北海道・

表 2：尾瀬に生育する寄生植物

科名 / 種名 完全寄生
・半寄生 寄主植物 尾瀬での

生育環境 尾瀬での生育場所

ビャクダン科
　ヤドリギ 半寄生 ケヤキ，エノキ，ミズナラ，ブナ，サクラ，シ

ナノキ，ヤナギなど落葉広葉樹（米倉 2017a）
ブナ林 見晴，東電尾瀬橋

オオバヤドリギ科
　ホザキヤドリギ 半寄生 ミズナラ，クリ，ハンノキなど落葉広葉樹（米

倉 2017b）
オオシラビソ林 尾瀬沼周辺

ハマウツボ科
　オニク 完全寄生 ミヤマハンノキ（藤井 2017） 不明 燧ヶ岳
　ホソバコゴメグサ 半寄生 草地 アヤメ平，至仏山
　ミヤマママコナ 半寄生 イネ科，カヤツリグサ科（清水 1994） 林縁 三条ノ滝
　エゾヨツバシオガマ 半寄生 草地 至仏山
　ヨツバシオガマ 半寄生 草地 至仏山
　オニシオガマ 半寄生 草地 尾瀬ヶ原，柳平，御池田代
　シオガマギク 半寄生 草地 尾瀬ヶ原，至仏山
　トモエシオガマ 半寄生 草地 治右衛門池，見晴，景鶴山，至仏山
　タカネシオガマ 半寄生 草地 至仏山
　エゾシオガマ 半寄生 　 草地 燧ヶ岳，外田代，至仏山

表 3：尾瀬に生育する絶対菌従属栄養植物
科名 / 種名 尾瀬での生育環境 尾瀬での生育場所
ツツジ科
　シャクジョウソウ 林床 鳩待峠
　ギンリョウソウ 林床 燧ヶ岳山麓，皿伏山，至仏山，三条ノ滝
ラン科
　トラキチラン 林床 尾瀬ヶ原周辺
　オニノヤガラ 林床，草地 尾瀬沼，尾瀬ヶ原
　ショウキラン 広葉樹林床 尾瀬ヶ原周辺，鳩待峠
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東北地方北部との隔離分布種を含んでいる．その一方で，
亜高山帯の低木林を含む森林や林縁の種類構成は新潟県
の山地などと共通な日本海区系としての特徴が強く表れ
ている．尾瀬の植物相はこのような多面的な特徴を持っ
ている．

3．2　保護上重要な種
　尾瀬に自生する維管束植物のうち，31 種類が環境省
RL2020 で絶滅危惧植物に指定されており，これらを含
む 48 種類がこのレッドリストに掲載されている保護上
重要な植物である（附表 3．）．これは，尾瀬に生育する
維管束植物のそれぞれ 3.5％および 5.4％にあたる．また，
160 種類が尾瀬を含む各県のレッドリスト，すなわち福
島県 RL2019，群馬県 RL2018，新潟県 RL2014（ただし，
新潟県 RL2014 で地域個体群とされた植物を除く）で絶
滅危惧植物に指定されており，209 種類が保護上重要な
植物である．これは，尾瀬に生育する維管束植物のそれ
ぞれ 17.9％および 23.4％にあたる．このように，全国の
視点，各県の視点のいずれにおいても，尾瀬は極めて多
くの絶滅危惧植物あるいは保護上重要な植物が生育して
いる場所であると言える．
　尾瀬に生育する維管束植物で，最も絶滅のおそれが高
く保護上重要な植物は，環境省 RL2020 で絶滅危惧 IB
類に指定されているトラキチランと考えられる．環境省
により 2007 年に行われた調査でも，全国で 11 箇所，数
百個体しか確認されていない（環境省自然環境局野生生
物課希少種保全推進室，2015）．針葉樹林の林床に生育
する絶対菌従属栄養の多年草で，生育地が元々少ない上
に，植生の遷移や登山者の踏みつけなどが要因で減少し
ているとされる（環境省自然環境局野生生物課希少種保
全推進室，2015）．発見が困難な植物であることもあり（群
馬県環境森林部自然環境課，2012），尾瀬でも 1952 年に
標本が採集されて以降，確認されていない．この時観察
したと思われる，トラキチランの生育状況や生時の形態
が Hara and Mizushima（1954）に記されている．
　ヤチランは，環境省により 2007 年に行われた調査で
は，全国で 7 箇所，数百個体しか確認されていない（環
境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室，2015）．
尾瀬では沼尻，尾瀬ヶ原，至仏山などのミズゴケ湿原で
広く確認されている．植物体が小型であることから発見
や個体数の把握は容易ではないが，尾瀬ヶ原などでは生
育に適した環境が広い面積にわたることから，比較的多
数が生育している可能性があると思われる．
　キリガミネアサヒランは確認例の極めて少ない植物で
あるが，尾瀬では沼尻などで確認されたことがある（里

見，1951）．サワランとは花が上を向くこと，唇弁は全
縁で 3 裂せず隆起線もないことで区別される（Maekawa, 
1935；遊川，2015）．しかし，サワランと混生している
こと（里見，1951），唇弁の形態が他の花被片とほぼ同
じ形であることから，サワランのペロリア（整斉変態現
象 ） に よ る 集 団 内 変 異 の 可 能 性 が あ る と 思 わ れ，
Suetsugu（2013）でも日本のペロリア化したランの一
つとして挙げている．詳細な検討が望まれる．
　ハライヌノヒゲはイヌノヒゲに似るが雌花萼外側に長
毛を密生するもので（宮本，2015），尾瀨と秋田県の 1
地点のみで知られている（佐竹，1981）．環境省により
2007 年に行われた調査では，1 箇所で 50 以上 100 株未
満が報告されただけであったために絶滅危惧 IB 類に指
定された（環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進
室，2015）．尾瀬では沼尻，尾瀬ヶ原，外田代，裏燧な
どの湿原に生育し，小集団を作って生育する場合が多く，
人の立ち入りがない場所にも多いため（群馬県環境森林
部自然環境課，2012），比較的多数が生育しているもの
と思われる．そのため，株数の過小評価により環境省
RL2020 でのレッドリストカテゴリーは過大評価されて
いるものと考えられる．
　オクタマツリスゲは，環境省により 2012 年に行われ
た調査で確実な自生地が確認されなかったことなどから
絶滅危惧 IA 類に指定されている（環境省自然環境局野
生生物課希少種保全推進室，2015）．その後尾瀬の他，
岩手県北上山地，福島県檜枝岐村，栃木県日光市，岐阜
県高山市で生育が確認された（沼宮内，2017；大森，
2019a）．特に尾瀬では，景鶴山麓の複合扇状地に 5 集団
100 株以上の成熟株，土石流跡地でも多数の若い株が確
認されており，本種類の現在確認されている最大級の生
育地である．尾瀬の産地は 1960 年代より立入禁止区域
にある上に，ツキノワグマの生息密度が非常に高く，現
地での調査は従来困難な場所であったため，発見が遅れ
たと考えられる．現在，東北南部以南の産地が複数知ら
れ，尾瀬だけで 2012 年以前に知られた個体数を大幅に
上回っているため，環境省レッドリストの評価はリスク
を過大評価している．しかし，県単位でみると尾瀬の大
集団がある群馬県（絶滅危惧Ⅰ B 類相当）を除くと残
りは絶滅危惧Ⅰ A 類に相当すると考えられる． 
　ヤマオオウシノケグサは，環境省により 2007 年に行
われた調査では，全国で 3 箇所，数百個体しか確認され
ていない（環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進
室，2015）．尾瀬は数少ない生育地の一つである．尾瀬
では至仏山塊の 2 地点に生育し，広い面積に分布してい
るが分布密度はやや低い（群馬県環境森林部自然環境課，
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2012）．
　ツルケマンは，尾瀬では東電小屋脇の草地に生育が確
認され，移入種の可能性もある．本種は亜高山帯の渓流
沿いや湧水地の植物で，尾瀬周辺にも自然分布するが，
どこでも個体数は数 10 個体を超えることはない．
　尾瀬に生育する保護上重要な植物のうち，尾瀬ヶ原，
至仏山，湖岸の湿原や森林を含む尾瀬沼で生育が確認さ
れているものは，それぞれ 102 種類，83 種類，69 種類
に及び，尾瀬のホットスポット（絶滅危惧植物の集中場
所）となっている．この他，燧ヶ岳（40 種類），外田代（27
種類），景鶴山（24 種類），鳩待峠（23 種類），アヤメ平

（19 種類）などにも保護上重要な植物が多く生育してい
る．
　保護上重要な植物の生育環境としては，低木林を含む
森林が最も多く 72 種類で，ブナ林やオオシラビソ林の
他に，至仏山や燧ヶ岳の亜高山帯低木林や尾瀬ヶ原の拠
水林などが主なものである．次いで尾瀬ヶ原やアヤメ平
などの湿原が 66 種類，至仏山や燧ヶ岳の岩礫地や岩隙
などの岩場が 25 種類，草原・草地が 18 種類，湖畔を含
む尾瀬沼や小沼などの湖沼が 15 種類，河畔を含む河川
が 15 種類で，これらの環境にも多くの保護上重要な植
物が生育している．本州で最大の湿原である尾瀬ヶ原と
蛇紋岩という特殊な地質の至仏山があることのほか，こ
のような環境の多様性も，尾瀬に多数の保護上重要な種
類が生育している理由であると考えられる．

3．3　固有種・準固有種
　過去，尾瀬固有として扱われた植物は多いが（例えば
原・水島，1954），今回作成した尾瀬の植物目録の中で，
固有と考えられる分類群は尾瀬ヶ原（沼尻川）の拠水林
に分布が限られるオゼキンポウゲ（キンポウゲ科：図 2）
のみとなった．これは，他地域に分布する分類群と同一
とみなされるようになったことや，尾瀬周辺の植物分布
調査の進展によって他地域でも生育が確認されたことな
どによる．なお，オゼキンポウゲはかつて尾瀬に隣接す
る群馬県の武尊山にも分布すると考えられていたが，武
尊山の高次倍数体キンポウゲは現在グンナイキンポウゲ
として扱われるようになったため，尾瀬固有となった（戸
部ほか，1987；群馬県環境森林部自然環境課，2012）．
オゼキンポウゲに関しても，変種であるシコタンキンポ
ウゲに含めるという見解もある（北川，1966）．
　ユキイヌノヒゲ Eriocaulon dimoriphoelytrum（ホシ
クサ科：図 3）は，Koyama（1957）により尾瀬ヶ原の
赤田代で記載され（ただし，産地の群馬県は福島県の誤
り），尾瀬の固有種と考えられてきた（佐竹，1981）が，
現在はイヌノヒゲとして扱われている（宮本，2015；高
田，2017；瀬沼，2021）．ユキイヌノヒゲは尾瀬の中で
もミズゴケのマットが発達する湿原や，攪乱地のみから
記録されている．また，イヌノヒゲは生育環境が多様で
サイズや形態の変化が多様な種である（高田，2017）．
これらのことからイヌノヒゲが多雪地の泥炭湿原の環境
に適応し，極端に小型化した生態型と考えられる．

図 3：ユキイヌノヒゲとされてきたイヌノヒゲ（尾瀬ヶ原赤
田代．2014 年 8 月 23 日）．図 2：オゼキンポウゲ（沼尻川，2020 年 7 月 2 日）．
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　尾瀬のほか近隣地域（おおむね三国山脈東部・武尊山
〜奥鬼怒地域）にしか分布しない植物としてオゼヌマア
ザミ（キク科），シブツアサツキ（ヒガンバナ科），クモ
イイカリソウ（メギ科），ホソバヒナウスユキソウ（キ
ク科）がある．オゼヌマアザミは，低層湿原に生育する
アザミで，尾瀬のほか，谷川連峰の東縁や武尊山にも分
布する（戸部ほか，1987；吉井ほか，2020）．シブツア
サツキ，クモイイカリソウ，ホソバヒナウスユキソウは，
尾瀬・至仏山塊と谷川連峰に分布し，蛇紋岩地に特異的
に分布する（戸部ほか，1987；菊地・須藤，1991）．シ
ブツアサツキは，『改訂新版 日本の野生植物』（布施，
2015）では独立した分類群として認めているが，一方で
シロウマアサツキに含める見解もある（原・水島，
1954；米倉，2012）．シブツアサツキの分布域はシロウ
マアサツキの分布範囲内にある（たとえば原・水島，
1954；清水　編，2014）．
　このほか，至仏山塊と谷川連峰のミヤマアズマギク

（キク科）は，変種のジョウシュウアズマギク var. 
heterotrichus として分けられることがある（門田ほか，
2017）．尾瀬のフロラを扱う文献では，従来ジョウシュ
ウアズマギクの名称が用いられることが多かったが，近
年の DNA を用いた分析によると，ジョウシュウアズマ
ギクは，ミヤマアズマギクの 1 系統であるとされる

（Kawase et al. 2007）．オゼタイゲキ（オゼヌマタイゲキ）
Euphorbia togakusensis var. ozense は尾瀬ヶ原でハクサ
ンタイゲキの変種として記載され（Hurusawa, 1947），
その後武尊山に属する湿原からも記録された（戸部ほか，
1987）が，現在はハクサンタイゲキのシノニムとして扱
われている（Kurosawa, 1999）．

3．4　隔離分布種
　尾瀬の植物相は，緯度や標高のわりに，北方系の種や
高山植物の占める割合が高い点に特徴付けられる．これ
らの中で，特にナガバノモウセンゴケやネムロコウホネ

（変種のオゼコウホネを含む），ヒメミズトンボ（オゼノ
サワトンボ）などのように，北海道に分布するが本州で
は尾瀬が唯一，あるいは東北地方でもごく稀に生育する
だけの種類も存在する（原・水島，1954）．北方系の種
や高山植物の多くは尾瀬やその周辺を南限とするが，タ
カネトウウチソウのように，東北地方で分布を欠き，尾
瀬のほかに本州中部の高山に分布するものもある（原・
水島，1954）．尾瀬の隔離分布種には次のようなものが
ある．

3．4．1　尾瀬を南限とし，本州には尾瀬以外に分布しな

いか東北地方北部のみに分布する植物
　ヒロハオゼヌマスゲ，ナガバノモウセンゴケ（とモウ
センゴケの種間雑種のサジバモウセンゴケ）はそれぞれ
尾瀬が本州唯一の生育地である（原・水島，1954；勝山，
2005；清水　編，2014）．また，ヒメミズトンボ（オゼ
ノサワトンボは，北海道と本州最北端以外では，尾瀬の
みに分布する．

3．4．2　北海道のごく限られた地点に分布し，本州では
尾瀬と隣接地域にしか分布しない植物
　オゼソウ（北海道天塩山地，尾瀬，谷川連峰）がその
例である（原・水島，1954；大橋，2015）．なお，オゼ
ソウは，かつてユリ科に含められていたが，現在の分類
では，2 属 3 種のみからなるサクライソウ目のサクライ
ソウ科に含められている（米倉，2019）

3．4．3　東北・北海道の限られた地点に分布し，尾瀬や
近隣地域を南限とする種
　オゼコウホネは本州では尾瀬以外に月山に分布し，基
準変種のネムロコウホネは尾瀬の他に八幡平と栗駒山か
ら知られている．オゼコウホネは，ネムロコウホネに比
べて柱頭盤が赤く，その変種として扱われる．また，オ
ゼコウホネには子房や果実が赤く着色する品種のウリュ
ウコウホネ f. rubro-ovaria があり，これも今回の調査に
おいて記録された（志賀ほか，2018）．コウホネ属では
柱頭盤が赤く着色する変異は広く知られており，それら
は変種や品種レベルで区別されることが多い．尾瀬はオ
ゼコウホネとネムロコウホネが同所的に生育する特異な
場所である．尾瀬ではオゼコウホネは尾瀬ヶ原の池溏に
広く分布するのに対し，ネムロコウホネは 1 池溏のみで
確認されているに過ぎない（大森，2014）．尾瀬のオゼ
コウホネとネムロコウホネの遺伝的変異の差異・程度や
集団内変異か否かは興味が持たれる．
　カトウハコベは，本州では早池峰山，至仏山塊，谷川
山系の蛇紋岩地に限って分布する（清水　編，2014）．
タカネハリスゲは，本州では山頂域にミズゴケ湿原があ
る吾妻山，尾瀬，苗場山に分布し（勝山，2005），尾瀬
では尾瀬ヶ原南縁の湿原群（白尾山－至仏山）の標本が
見いだされた．湿原性のオオバタチツボスミレは，本州
では尾瀬の他に青森県，岩手県，福島県，長野県に稀産
するにすぎない（浜，1975）．

3．4．4　本州の限られた地点に分布する種
　ハライヌノヒゲは，尾瀬固有とされてきたが，秋田県
南部の湿原に分布することが判明している（佐竹，
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1981；高田，2017）．

3．4．5　東北地方に分布を欠き尾瀬周辺と中部地方の高
山に分布する種
　ヒメツルコケモモと本州では尾瀬と長野県の限られた
場所のみに分布する（横内，1997）．また，イトキンポ
ウゲも東北地方で分布を欠き，本州では現在尾瀬と奥日
光を結ぶ地域の湖沼畔のみに分布する（戸部ほか，
1987；杉田，2005；門田，2016）．なお，本種の南限は
群馬県北部の野反池であったが，1950 年代のダム建設
により絶滅したと推定される（戸部ほか，1987）．クシ
ロホシクサも北海道と尾瀬，野反に分布する植物で，本
州のものはノソリホシクサとして扱われてきた（佐竹，
1981; Miyamoto, 2016）．
　景鶴山で記録があるキタダケデンダ（ヒメデンダ）は，
北海道，南アルプス，八ヶ岳に分布し，東北地方には分
布しない（海老原，2016）．ヤマオオウシノケグサは本
州では，至仏山，八ヶ岳，南アルプスから知られていた
が（館岡，1985），後に白山と戸隠山系でも記録された（白
井ほか，1997）．タカネトウウチソウは，北海道と至仏
山塊・谷川山系，北アルプス（白馬山系）と極端な隔離
分布をし，東北地方の分布欠落域では近縁種のシロバナ
トウウチソウが分布する（清水　編，2014）．本州では
蛇紋岩地に分布が限定される傾向にある．タカネシオガ
マも至仏山塊・谷川連峰や本州中部の高山に分布域をも
ち，浅間山系から群馬県以外の関東地方の山岳と東北地
方で分布が欠落し，代わりにミヤマシオガマが分布する

（清水　編，2014）． 

3．4．6　本州や北海道の限られた地点に分布する植物
　ヤチヤナギは，本州では極端な隔離分布を示し，青森
県にまとまって分布する以外は，尾瀬と伊勢湾周辺の 2
つの湿地に分布する（愛知県内に他に 2 地点知られてい
たが絶滅）のみである（井波，1978；清水　編，2014；
愛知県環境調査センター　編，2020）．ヤマムギは尾瀬
以外の本州では岩手県，長野県，山梨県のごく限られた
地点から記録があり，近年奈良県から記録された（白井
ほか，1997；奈良県くらし創造部景観・環境局自然環境
課，2016）．なお，尾瀬のヤマムギは当初オゼムギ
Elymus osensis として新種記載されたが，近年記録はな
く，絶滅した可能性もある．チシマガリヤスは，本州で
は蔵王，尾瀬と長野県の蓼科山，霧ヶ峰から記録がある
のみである（白井ほか，1997）．
　なお，チシマウスバスミレは東北・中部の湿原に隔離
的に分布すると考えられていたが，尾瀬周辺でも福島県

駒止湿原，守門岳，谷川連峰，利根川源流部に生育地が
現在確認され，尾瀬・越後山脈・奥会津にはまとまった
分布域が形成されていると考えられる（浜，1975；池上・
石沢，1983；吉井ほか，2002）．また，ホソバオゼヌマ
スゲは従来本州では青森県以外では，尾瀬と長野県・霧ヶ
峰のみに知られていた．しかし，栃木県や岐阜県でも記
録され，さらに群馬県や長野県でも新たな産地がみつ
かったことが判明し，必ずしも著しい隔離分布をする種
とは言えなくなった（すげの会，2018）．

3．5　帰化植物，侵略的外来植物，「平地性侵入種」
　今回の調査で，尾瀬から 25 種類の帰化植物が確認さ
れ，その中で，生態系被害防止外来種リストに掲載され
た侵略的外来植物は 13 種類であった（附表 1．）．これ
らの中で，最も尾瀬の生態系に悪影響を与えていると考
えられているのは，沈水植物のコカナダモと考えられる．
コカナダモは定着すると密集した集団を形成し，在来の
水生植物を減少させるなどの悪影響が知られているが

（黒沢，2008；自然環境研究センター，2008），この知見
には尾瀬沼での事例が反映されている．1981 年に大江
川河口で初めて確認され（星，1982），その後急速に分
布を拡大し，現在は尾瀬沼全域に生育して尾瀬沼で量的
に主要な水生植物の一つとなっている（野原，2007）．
コカナダモについては，生態系への影響把握の観点から，
モニタリングが継続的に行われている（例えば野原，
2007）．この他，沈水植物・抽水植物のオランダガラシも，
水温が低く水質の良い水域でも繁茂するため（自然環境
研究センター，2008），尾瀬の生態系への悪影響が懸念
される．オランダガラシはこれまでに尾瀬ヶ原の下田代，
赤田代などで確認されており（橘ほか，1978），現在も
竜宮周辺で繁茂が見られる（志賀ほか，未発表）．この
2 種については，計画的・組織的な駆除活動や，生態系
への影響の軽減策の実施が望まれる．ただし，オランダ
ガラシについては，沈水状態が似ているとされるオオバ
タネツケバナ（自然環境研究センター，2008）の他，全
体的によく似たオクヤマガラシも生育しており，駆除の
際は種類をよく確認する必要がある．この他，コンフリー
やヒメジョオンなどの湿原への侵入が報告されたことが
ある（馬場，1976, 1986）．これらの他は，帰化植物も侵
略的外来種も，ほとんどは尾瀬沼東畔や見晴，山ノ鼻，
鳩待峠の施設周辺などの，開墾跡地で踏みつけなどの人
為的な圧力が強い場所で確認されている．
　コテングクワガタは生態系被害防止外来種リストに掲
載されていない帰化植物で，湿原などにはほとんど侵入
せずに主に施設周辺で見られる．しかし，テングクワガ
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タと同種の種内分類群であること，生育地では両者の中
間型と思われる個体も確認されることから，交雑の可能
性が心配される（大森，2019b）．集団遺伝学的研究な
どによる早急な現状の把握と，もし交雑が生じている場
合は対策が求められる．
　尾瀬では，「平地性植物」とされる，歩道や施設周辺
に分布が限られ，尾瀬より低地の人里に普通に見られる
植物が，尾瀬の生態系への悪影響の観点から注目されて
きた．これまで馬場　（1976, 1984），大須賀ほか（2007）
などがそのような植物の目録を作成し，大須賀ほか

（2007）は 44 種類を挙げ，分布状況や生育状況を記録し
ている．これらの中には，今回標本が確認されなかった
ものも多く，同定について慎重に確認する必要があるも
のも含まれると思われる．「平地性植物」の中には，シ
ロツメクサやエゾノギシギシなどの帰化植物の他，クサ
イやヤブマメ，オオバコなどの在来植物も含まれる．在
来植物については，移入かどうかの判断は難しく，過去
の文献・標本情報や，遺伝的性質から慎重に判断する必
要があると思われる．
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附表 1：尾瀬に生育する帰化植物．

種名（科名） 生態系被害防止外来種
リストカテゴリー＊1 生育環境 標本にもとづく確認場所

コカナダモ（トチカガミ科） 総合対策外来種
重点 湖沼 尾瀬沼

コヌカグサ（イネ科） 産業管理外来種 施設周辺 尾瀬沼東畔，見晴

クロコヌカグサ（イネ科） 産業管理外来種 施設周辺 尾瀬沼東畔

ハイコヌカグサ（イネ科）  園地 鳩待峠

ハルガヤ（イネ科） 施設周辺 見晴

カモガヤ（イネ科） 産業管理外来種 施設周辺 尾瀬沼東畔，鳩待峠

シラゲガヤ（イネ科）  不明 不明＊3

コイチゴツナギ（イネ科） 　 施設周辺 山ノ鼻

ナガハグサ（イネ科）  施設周辺，歩道沿い 尾瀬沼東畔，山ノ鼻，小至仏山

ミスジナガハグサ（イネ科）  施設周辺 尾瀬沼東畔

オニウシノケグサ（イネ科） 産業管理外来種 施設周辺 見晴

ムラサキツメクサ（マメ科）  園地 鳩待峠

シロツメクサ（マメ科）  施設周辺 三平下

オランダガラシ（アブラナ科） 総合対策外来種
重点 湿原・湿地 尾瀬ヶ原（中田代，下田代，赤田代）

エゾノギシギシ（タデ科） 総合対策外来種
その他 施設周辺 尾瀬沼東畔，見晴

ムシトリナデシコ（ナデシコ科） 総合対策外来種
その他 施設周辺 山ノ鼻

コンフリー（ムラサキ科）  園地，湿地 尾瀬ヶ原（下田代），鳩待峠

コテングクワガタ（オオバコ科）  施設周辺，湿地 尾瀬沼東畔，三平下，見晴，竜宮，東電小屋，温
泉地区，山ノ鼻，鳩待峠

アメリカセンダングサ（キク科） 総合対策外来種
その他 湿原裸地 アヤメ平

ヒメジョオン（キク科） 総合対策外来種
その他 施設周辺，湿原・湿地 尾瀬ヶ原（中田代，八木沢湿原）

ハルジオン（キク科）  施設周辺 山ノ鼻

ブタナ（キク科）  （送電敷の）草地 鳩待峠

フランスギク（キク科） 総合対策外来種
その他 施設周辺 富士見峠

ナツシロギク（キク科）  施設周辺，湿原＊2 尾瀬ヶ原（下田代）

セイヨウタンポポ（キク科） 総合対策外来種
重点 施設周辺，歩道沿い，河畔 尾瀬ヶ原（ヨッピ橋），山ノ鼻，景鶴山麓，至仏

山
＊ 1 総合対策外来種の重点は重点対策外来種，その他はその他の総合対策外来種．
＊ 2 馬場（1984）による．1970 〜 1980 年代の記録．
＊ 3 1930 年代の記録．
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附表 2：大橋（1987）が日本海要素として挙げた植物のうち，尾瀨に生育するもの．
生育環境は目視にもとづく．生育場所は標本にもとづくが，一部文献や目視の情報も含めた．

種類名（科名） 尾瀬の生育環境 尾瀬の生育場所

ハイイヌガヤ（イチイ科） ブナ林床 富士見峠，鳩待峠，三条ノ滝，燧ヶ岳麓＊＊

タムシバ（モクレン科） ブナ林 アヤメ平，至仏山，燧ヶ岳＊＊，尾瀬ヶ原周辺＊＊，三条ノ滝＊＊

ヒロハテンナンショウ（サトイモ科） ブナ林床 鳩待峠〜山ノ鼻，燧ヶ岳西麓

キンコウカ（キンコウカ科） 湿原 大江湿原，燧ヶ岳，沼尻，治右衛門池，アヤメ平，尾瀬ヶ原，外田
代，至仏山

キヌガサソウ（シュロソウ科） 雪渓縁，林内の沢沿い 沼尻，燧ヶ岳，三平峠

ヒオウギアヤメ（アヤメ科） 湿原，湖岸 尾瀬沼，燧ヶ岳，尾瀬ヶ原，外田代

タテヤマスゲ（カヤツリグサ科） 雪田縁，湿原周縁 沼尻，アヤメ平，至仏山，外田代，燧ヶ岳＊＊，鳩待峠＊＊

タヌキラン（カヤツリグサ科） 湿原，渓畔の草原 尾瀬ヶ原，鳩待峠，滝ノ沢

カニツリノガリヤス（イネ科） 雪田，渓畔の草原 至仏山

ミヤマアブラススキ（イネ科） 渓畔の草原 至仏山，与作岳

オサバグサ（ケシ科） 亜高山の針葉樹林 燧ヶ岳＊

サンカヨウ（メギ科） 広葉樹林 三平峠，鳩待峠，至仏山，猫又川，景鶴山

キバナイカリソウ（メギ科） 低木林，草地 尾瀬ヶ原，三平峠，至仏山，猫又川，外田代

トガクシソウ（メギ科） 広葉樹林 燧ヶ岳，カッパ山，景鶴山，三条ノ滝

ミツバノバイカオウレン（キンポウゲ科） 雪田 至仏山

アズマシロカネソウ（キンポウゲ科） 広葉樹林 景鶴山，外田代

シラネアオイ（キンポウゲ科） 森林，雪渓縁 鳩待峠，景鶴山，三条ノ滝，至仏山＊

マルバマンサク（マンサク科） 低木林，ブナ林 至仏山，三条ノ滝＊＊

エゾユズリハ（ユズリハ科） 広葉樹林 アヤメ平，至仏山，景鶴山，温泉小屋〜三条ノ滝

ノウゴウイチゴ（バラ科） 林縁，雪食裸地の辺縁 尾瀬沼，燧ヶ岳，至仏山

エチゴキジムシロ（バラ科） 低茎の草原，岩礫地 小至仏山，至仏山，景鶴山

ミヤマナラ（ブナ科） 低木林 尾瀬ヶ原，至仏山

ヒメヤシャブシ（カバノキ科） 低木林 泉水池，至仏山

ヒメウメバチソウ（ニシキギ科） 雪田，雪渓縁 燧ヶ岳，至仏山

クロヅル（ニシキギ科） 林縁，ササ群落 尾瀬沼，鳩待峠〜山ノ鼻，至仏山，三平峠＊，アヤメ平，
燧ヶ岳麓＊＊，三条ノ滝＊＊

オオタチツボスミレ（スミレ科） 広葉樹林 尾瀬沼，燧ヶ岳，尾瀬ヶ原，三平峠，景鶴山麓

スミレサイシン（スミレ科） 広葉樹林 白砂〜見晴，景鶴山，東電小屋，燧裏林道

テツカエデ（ムクロジ科） 森林 沼山峠，尾瀬沼，尾瀬ヶ原周辺，皿伏山，富士見峠，鳩待峠〜山ノ
鼻，鳩待峠〜オヤマ沢田代，温泉小屋付近

ツルシキミ（ミカン科） 広葉樹林 尾瀬ヶ原周辺，鳩待峠〜山ノ鼻，至仏山

エゾアジサイ（アジサイ科） 林縁 沼山峠，沼尻，八木沢，富士見峠，鳩待峠

イワナシ（ツツジ科） 岩場，裸地，林縁 沼山峠，尾瀬ヶ原，三平峠，富士見峠，至仏山，景鶴山

ムラサキヤシオツツジ（ツツジ科） 森林 燧ヶ岳〜尾瀬沼，白砂湿原〜ダンゴヤ沢，アヤメ平，三平峠，至仏
山，猫又川，景鶴山

大森 威宏，黒沢 高秀，志賀 隆，薄葉 満，根本 秀一，吉井 広始，海老原 淳，田中 徳久，天野 誠188



種類名（科名） 尾瀬の生育環境 尾瀬の生育場所

オオバツツジ（ツツジ科） 亜高山帯の林縁 至仏山

オオコメツツジ（ツツジ科） 低木林 至仏山

マルバウスゴ（ツツジ科） 雪田，高層湿原周縁 アヤメ平〜富士見峠，至仏山

タテヤマリンドウ（リンドウ科） 湿原 尾瀬沼，大江湿原〜小淵湿原，燧ヶ岳，大清水平，沼尻，尾瀬ヶ原，
アヤメ平，至仏山，外田代，熊沢田代

クロバナヒキオコシ（シソ科） 林縁 燧ヶ岳，尾瀬ヶ原，鳩待峠，景鶴山

タイリンヤマハッカ（シソ科） 森林 尾瀬ヶ原，景鶴山

オオバミゾホオズキ（ハエドクソウ科） 渓流沿い 大江湿原〜小淵湿原，尾瀬沼，燧ヶ岳，尾瀬ヶ原，鳩待峠，至仏山，
カッパ山，景鶴山麓

オニシオガマ（ハマウツボ科） 低層湿原 山ノ鼻，柳平，御池田代

ハイイヌツゲ（モチノキ科） 森林，湿原 尾瀬沼，長沢，三平峠，柳平，外田代，尾瀬ヶ原＊

オクノフウリンウメモドキ（モチノキ科） 森林 尾瀬沼，尾瀬ヶ原周辺

ヒメモチ（モチノキ科） 森林 沼山峠，アヤメ平〜山ノ鼻，鳩待峠

アカミノイヌツゲ（モチノキ科） 林縁，低木林 燧ヶ岳，富士見峠〜アヤメ平，鳩待峠，至仏山

イワイチョウ（ミツガシワ科） 雪田，湿原 尾瀬沼，尾瀬ヶ原，至仏山，柳平

チョウジギク（キク科） 湿原，河岸 尾瀬沼，燧ヶ岳，尾瀬ヶ原，山ノ鼻猫又川，鳩待峠，至仏山，外田
代，与作岳

ヒトツバヨモギ（キク科） 林縁，草地 燧ヶ岳，富士見峠〜アヤメ平，至仏山，景鶴山

サワアザミ（キク科） 林内 景鶴山麓

オオカニコウモリ（キク科） 林内 沼山峠，尾瀬ヶ原，鳩待峠＊＊

ケナシヤブデマリ（ガマズミ科） ブナ林縁，拠水林 尾瀬ヶ原，三平峠

マルバゴマキ（ガマズミ科） 林内 景鶴山麓

タニウツギ（スイカズラ科） 攪乱地，低木林，林縁 鳩待峠〜山ノ鼻，三平峠
＊　目視による．
＊＊ Hara and Mizushima（1954）による．
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附表 3：尾瀬で確認された保護上重要な植物．保護上重要な植物の定義については本文参照．生育環境は目視にもとづく．生育
場所は標本にもとづくが，一部文献や目視の情報も含めた．保全のために一部の植物については一部または全部の生育場所を伏
せている．

和名（科名） 尾瀬の生育環境 尾瀬の生育場所 環境省
（2020）

群馬県
（2018）

福島県
（2020）

新潟県
（2014）

ヒメスギラン
（ヒカゲノカズラ科） 岩隙・砂礫地 与作岳，至仏山 VU

コスギラン
（ヒカゲノカズラ科） 岩隙・砂礫地 燧ヶ岳，至仏山 NT

ヤチスギラン
（ヒカゲノカズラ科） 湿原 アヤメ平，尾瀬沼，尾瀬ヶ原，至仏山，

裏燧湿原群，大清水平＊＊＊ VU

スギカズラ
（ヒカゲノカズラ科） 低木林・林縁 アヤメ平，至仏山 NT VU

ヒメミズニラ
（ミズニラ科） 湿原 白砂湿原，尾瀬ヶ原，アヤメ平＊＊＊ NT VU VU CR+EN

コケスギラン
（イワヒバ科） 雪田 至仏山 NT DD

ミズドクサ
（トクサ科） 湿原，湖岸，河畔 尾瀬沼，尾瀬ヶ原 VU

ウサギシダ
（ナヨシダ科） 森林 尾瀬沼，長沢新道，尾瀬ヶ原，鳩待峠，

至仏山，三条ノ滝 NT VU

タチヒメワラビ
（ヒメシダ科） 森林 見晴，尾瀬ヶ原，三平峠，鳩待峠，山ノ

鼻，至仏山 NT

ニッコウシダ
（ヒメシダ科） 湿原 大清水平，尾瀬ヶ原 NT

キタダケデンダ
（イワデンダ科） 岩隙 景鶴山 CR CR

カラフトミヤマシダ
（メシダ科） 林縁 山ノ鼻〜鳩待峠 CR

オクヤマシダ
（オシダ科） ブナ林 燧ヶ岳，鳩待峠，山ノ鼻，外田代，温泉

小屋〜三条ノ滝，裏燧林道 NT CR+EN

ナンタイシダ
（オシダ科） 樹林下の岩上 三条ノ滝 NT VU

ホテイシダ
（ウラボシ科） 樹幹 尾瀬ヶ原，鳩待峠 NT

トウヒ
（マツ科） オオシラビソ林 沼山峠，尾瀬沼，燧ヶ岳，三平峠 NT

イチイ
（イチイ科）

河畔や亜高山帯の
低木林 尾瀬ヶ原，至仏山，大江川＊＊＊ NT

ジュンサイ
（ジュンサイ科） 湖沼，湿原内池溏 尾瀬沼，尾瀬ヶ原 VU

オゼコウホネ
（スイレン科） 湖沼，湿原内池溏 尾瀬沼，尾瀬ヶ原 VU VU VU

ネムロコウホネ
（スイレン科） 湿原内池溏 尾瀬ヶ原 VU VU

ヒツジグサ
（スイレン科） 湖沼，湿原内池溏 尾瀬沼，尾瀬ヶ原 VU

ユモトマムシグサ
（サトイモ科） 森林 燧ヶ岳，富士見峠 VU

コウキクサ
（サトイモ科） 湿原，湧水 尾瀬ヶ原 NT

ザゼンソウ
（サトイモ科） 拠水林 尾瀬ヶ原 VU

ホソバノシバナ
（シバナ科） 湿原 尾瀬ヶ原 VU VU

フトヒルムシロ
（ヒルムシロ科）

湿原内池溏，湿原
の川 浅湖湿原，大江川，尾瀬ヶ原 NT

エゾヒルムシロ
（ヒルムシロ科） 湖沼 尾瀬沼 VU CR+EN

大森 威宏，黒沢 高秀，志賀 隆，薄葉 満，根本 秀一，吉井 広始，海老原 淳，田中 徳久，天野 誠190



和名（科名） 尾瀬の生育環境 尾瀬の生育場所 環境省
（2020）

群馬県
（2018）

福島県
（2020）

新潟県
（2014）

センニンモ
（ヒルムシロ科） 湖沼 尾瀬沼 VU VU

オヒルムシロ
（ヒルムシロ科） 湖沼 尾瀬沼，小沼，泉水池 VU

ヒロハノエビモ
（ヒルムシロ科） 湖沼 尾瀬沼，泉水池 VU VU

オゼソウ
（サクライソウ科） 雪田 至仏山 VU VU VU

クルマバツクバネソウ
（シュロソウ科） 広葉樹林 尾瀬沼，鳩待峠，至仏山，段小屋坂＊＊＊ NT

ミヤマエンレイソウ
（シュロソウ科） 広葉樹林 景鶴山，段小屋坂＊＊ VU

キバナノアマナ
（ユリ科） 河畔林 景鶴山麓，沼尻川畔＊＊ CR NT

チシマアマナ
（ユリ科） 高山の岩隙 至仏山 NT

コアニチドリ
（ラン科） 湿原，岩場 尾瀬ヶ原，至仏山 VU VU VU VU

サイハイラン
（ラン科） 森林 景鶴山麓 VU

ハクサンチドリ
（ラン科） 湿原，雪田 白砂湿原，尾瀬沼，尾瀬ヶ原，至仏山 VU

イチヨウラン
（ラン科） 森林内 尾瀬沼，三平峠，景鶴山，三条ノ滝＊＊＊，

尾瀬ヶ原＊＊＊ EN EN VU

キリガミネアサヒラン
（ラン科） 湿原 沼尻 EN CR CR

サワラン
（ラン科） 湿原 尾瀬沼，大清水平，尾瀬ヶ原，至仏山，

外田代 ,　燧ヶ岳北麓＊＊＊ NT CR+EN

コイチヨウラン
（ラン科） 森林内 尾瀬沼，治右衛門池，セン沢田代，尾瀬ヶ

原，至仏山，温泉小屋〜三条ノ滝 VU

カキラン
（ラン科） 湿原 尾瀬沼，尾瀬ヶ原，景鶴山麓 CR

トラキチラン
（ラン科） 針葉樹林 竜宮付近 EN CR CR

ツリシュスラン
（ラン科） 森林（樹幹上） 尾瀬ヶ原周辺 CR CR+EN

ヒメミヤマウズラ
（ラン科） 針葉樹林 至仏山中腹 CR CR+EN

ヒメミズトンボ
（ラン科） 湿原 尾瀬ヶ原 VU EN

ヤチラン
（ラン科） 湿原 尾瀬ヶ原 EN CR EN

フガクスズムシソウ
（ラン科） 森林（樹幹上） 長沢，景鶴山麓，三条ノ滝 VU CR EN CR+EN

シテンクモキリ
（ラン科） 湿った林縁 尾瀬ヶ原周辺 CR CR

ホザキイチヨウラン
（ラン科） 草地 至仏山，三平峠＊＊＊ EN EN VU

コフタバラン
（ラン科） 針葉樹林 三条ノ滝 VU

コケイラン
（ラン科） 広葉樹林 三平峠，鳩待峠，尾瀬ヶ原周辺，山ノ鼻 EN VU

ミズチドリ
（ラン科） 低層湿原 尾瀬沼，尾瀬ヶ原 NT VU

マンシュウヤマサギソウ
（ラン科） 湿地縁 尾瀬ヶ原，至仏山 DD

トキソウ
（ラン科） 湿原 沼尻，大清水平，アヤメ平，尾瀬ヶ原，

至仏山，外田代，カッパ山 NT VU NT CR+EN
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ヤマトキソウ
（ラン科） 風衝地 白尾山 VU VU

ミヤマトキソウ
（ラン科） 湿原，雪田 尾瀬沼，アヤメ平，尾瀬ヶ原，柳平，熊

沢田代､ 外田代，カッパ山 NT

ショウキラン
（ラン科） 広葉樹林 長沢，尾瀬ヶ原，鳩待峠 VU

カキツバタ
（アヤメ科） 湿原 浅湖湿原，尾瀬ヶ原 NT NT VU VU

シブツアサツキ
（ヒガンバナ科） 蛇紋岩地の礫地 至仏山 NT NT VU NT

ギョウジャニンニク
（ヒガンバナ科） 湿地林 尾瀬沼，沼尻，小沼，白砂湿原，尾瀬ヶ

原，至仏山､ 柳平 NT

タマミクリ
（ガマ科） 池溏，湿原の河川 尾瀬沼，白砂湿原，アヤメ平，横田代，

尾瀬ヶ原，外田代，裏燧湿原群 NT VU VU VU

ヒメミクリ
（ガマ科） 池溏？ 尾瀬ヶ原 VU VU EN VU

クロイヌノヒゲ
（ホシクサ科） 湿原の攪乱地 浅湖湿原，尾瀬沼，沼尻，治右衛門池，

尾瀬ヶ原，泉水池，外田代，裏燧湿原群 NT NT DD

イヌノヒゲ
（ホシクサ科） 湿原 小沼，白砂湿原，尾瀬ヶ原，泉水池 DD NT

ハライヌノヒゲ
（ホシクサ科） 湿原 尾瀬沼，小沼，尾瀬ヶ原，裏燧湿原群 EN VU EN

クシロホシクサ
（ホシクサ科） 湿原 アヤメ平 VU NT EN

ミタケスゲ
（カヤツリグサ科） 湿原 尾瀬沼，燧ヶ岳，大清水平，治右衛門池，

尾瀬ヶ原，至仏山，柳平 NT

オクタマツリスゲ
（カヤツリグサ科） 広葉樹林 八海山山麓，景鶴山山麓 CR EN EN

ムジナスゲ
（カヤツリグサ科） 湿原 尾瀬ヶ原 EN

キンチャクスゲ
（カヤツリグサ科） 雪渓畔 燧ヶ岳 VU

トマリスゲ
（カヤツリグサ科） 高層湿原 大江湿原，大清水平，尾瀬沼，小沼，尾

瀬ヶ原，至仏山，外田代 VU

ホソバオゼヌマスゲ
（カヤツリグサ科） 低層湿原 尾瀬沼，尾瀬ヶ原，景鶴山麓，

白砂湿原＊＊＊，小沼＊＊＊ NT VU VU

タカネハリスゲ
（カヤツリグサ科） 高層湿原，雪田 アヤメ平，白尾山，横田代，至仏山 NT VU VU VU

オオカサスゲ
（カヤツリグサ科） 低層湿原，河畔 大江湿原，白砂沢，尾瀬沼，治右衛門池，

尾瀬ヶ原 NT

ユキグニハリスゲ
（カヤツリグサ科）

湿地林，湿った草
地 燧ヶ岳，至仏山，柳平 EN

ホスゲ
（カヤツリグサ科）

雪渓畔，亜高山の
渓畔 燧ヶ岳 EN NT

イワスゲ
（カヤツリグサ科） 亜高山の岩礫地 燧ヶ岳 VU

オオカワズスゲ
（カヤツリグサ科） 湿原内の攪乱地 尾瀬ヶ原 NT

クモマシバスゲ
（カヤツリグサ科）

亜高山の岩礫地や
岩隙 至仏山 VU

ヒロハオゼヌマスゲ
（カヤツリグサ科）

低層湿原，湿原周
縁

尾瀬沼，大清水平，沼尻，小沼，治右衛
門池，白砂湿原，尾瀬ヶ原，柳平 NT NT EN

ヌイオスゲ
（カヤツリグサ科） 高山の風衝地 至仏山 VU VU VU

オニナルコスゲ
（カヤツリグサ科） 低層湿原，河畔 大江湿原，尾瀬沼，小沼，治右衛門池，

尾瀬ヶ原，柳平 VU

サギスゲ
（カヤツリグサ科） 低層湿原 尾瀬沼，尾瀬ヶ原，至仏山，柳平 NT

大森 威宏，黒沢 高秀，志賀 隆，薄葉 満，根本 秀一，吉井 広始，海老原 淳，田中 徳久，天野 誠192
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ミカヅキグサ
（カヤツリグサ科） 湿原

尾瀬沼，大清水平，沼尻，治右衛門池，
尾瀬ヶ原，アヤメ平＊＊，至仏山＊＊，外
田代

VU

シズイ
（カヤツリグサ科） 湿原内池溏 尾瀬ヶ原，白砂湿原 EN VU NT

タカネクロスゲ
（カヤツリグサ科） 雪田 至仏山 VU VU VU

ミヤマノガリヤス
（イネ科） 高山の砂礫地 至仏山 VU

オオヒゲガリヤス
（イネ科） 雪田 至仏山 EN

フサガヤ
（イネ科） 渓畔 段小屋坂，尾瀬ヶ原，景鶴山，与作岳，

段吉新道，燧ヶ岳北麓＊＊＊ VU

ヤマムギ
（イネ科） 草地 山ノ鼻 DD

ヤマオオウシノケグサ
（イネ科） 高山の砂礫地 至仏山 EN EN

イブキソモソモ
（イネ科） 河畔 尾瀬ヶ原 VU

ツルケマン
（ケシ科） 草地 東電小屋 EN EN EN

コマクサ
（ケシ科） 高山の砂礫地 燧ヶ岳 CR CR VU

オサバグサ
（ケシ科） オオシラビソ林 燧ヶ岳 VU VU

クモイイカリソウ
（メギ科） 蛇紋岩地の礫地 至仏山 VU VU

トガクシソウ
（メギ科） 広葉樹林 燧ヶ岳，至仏山，カッパ山，景鶴山，三

条ノ滝 NT CR CR VU

ミョウコウトリカブト
（キンポウゲ科） 高茎草原 尾瀬ヶ原，至仏山 VU VU DD VU

サンリンソウ
（キンポウゲ科） 渓畔林，高茎草原 尾瀬ヶ原，鳩待峠，至仏山，外田代，与

作岳 VU

ヤマオダマキ
（キンポウゲ科） 林縁，高茎草原 沼山峠，尾瀬沼，尾瀬ヶ原，三平峠 VU

リュウキンカ
（キンポウゲ科） 湿原内流水周辺 尾瀬沼，沼尻，尾瀬ヶ原 VU

ミツバノバイカオウレン
（キンポウゲ科） 雪田 至仏山 VU

アズマシロカネソウ
（キンポウゲ科） 広葉樹林 景鶴山，外田代 NT

シラネアオイ
（キンポウゲ科） 森林，雪渓縁 鳩待峠，景鶴山，三条ノ滝，至仏山＊＊，

柳平＊＊＊ VU EN

バイカモ
（キンポウゲ科） 湿原内流水中 白砂湿原，尾瀬ヶ原 VU VU

イトキンポウゲ
（キンポウゲ科） 湖畔 小沼，尾瀬沼，泉水池 NT VU VU CR+EN

オゼキンポウゲ
（キンポウゲ科）

拠水林，湿原内流
水周辺 尾瀬ヶ原，外田代 EN DD

シナノキンバイソウ
（キンポウゲ科）

湖岸，河岸，湿原
流水周辺，雪田

大江湿原，尾瀬沼，尾瀬ヶ原，至仏山，
外田代 VU

ベニバナヤマシャクヤク
（ボタン科） 拠水林内 尾瀬ヶ原 VU CR CR CR+EN

ヤシャビシャク
（スグリ科） 森林内大木上 燧ヶ岳，尾瀬ヶ原周辺，鳩待峠，景鶴山

麓，三条ノ滝 NT VU NT VU

アラシグサ
（ユキノシタ科）

雪渓畔，亜高山の
低木林 燧ヶ岳，至仏山 VU

マルバネコノメソウ
（ユキノシタ科） 渓畔 見晴，泉水池，景鶴山 VU
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クロクモソウ
（ユキノシタ科） 渓畔 沼山峠，燧ヶ岳，沼尻林道，鳩待峠〜山

ノ鼻 VU

フキユキノシタ
（ユキノシタ科） 渓流，沢 温泉小屋〜三条ノ滝 NT VU VU

フサモ
（アリノトウグサ科） 湖沼 尾瀬沼，泉水池 EN

クロバナロウゲ
（バラ科） 湿原，湖沼畔 尾瀬沼，尾瀬ヶ原，至仏山，外田代 EN

キンロバイ
（バラ科） 高山の砂礫地 至仏山 VU EN VU

シロバナノヘビイチゴ
（バラ科）

草地，林縁，山小
屋 沼山峠，燧ヶ岳，尾瀬沼畔 EN VU

ミヤマダイコンソウ
（バラ科） 亜高山の岩隙 アヤメ平，至仏山，景鶴山 VU

カラフトダイコンソウ
（バラ科） 路傍，林縁，草地 尾瀬沼，段小屋坂，尾瀬ヶ原周辺，三平

峠，鳩待峠，至仏山，外田代，景鶴山 EN

コキンバイ
（バラ科） 広葉樹林 与作岳 VU

イワキンバイ
（バラ科） 岩隙 至仏山，景鶴山 VU

オオタカネバラ
（バラ科） 低木林，ササ群落 鳩待峠，只見川＊＊＊ VU

タカネバラ
（バラ科）

亜高山帯上部の低
木林 尾瀬沼，至仏山 CR VU

エゾキイチゴ
（バラ科） 砂礫地 燧ヶ岳 NT

コガネイチゴ
（バラ科） 針葉樹林 富士見峠〜アヤメ平，至仏山 EN

ヒメゴヨウイチゴ
（バラ科）

沢沿いの樹林，雪
渓縁

燧ヶ岳，尾瀬ヶ原，長沢，鳩待峠，平滑
ノ滝，三条ノ滝 EN

ベニバナイチゴ
（バラ科） 雪渓縁 燧ヶ岳，ススが峰 NT

ミヤマワレモコウ
（バラ科） 湿原 尾瀬沼，小沼，治右衛門池，尾瀬ヶ原，

外田代，横田代 NT

タカネナナカマド
（バラ科）

亜高山帯上部の低
木林 燧ヶ岳 CR

イワシモツケ
（バラ科） 砂礫地，低木林 尾瀬沼，至仏山 EN VU

エゾイラクサ
（イラクサ科） 湿地林 尾瀬ヶ原，景鶴山麓 NT

ヤチヤナギ
（ヤマモモ科） 湿原 尾瀬沼，尾瀬ヶ原 NT

ヒロハノツリバナ
（ニシキギ科） 林縁，広葉樹林 尾瀬沼，浅湖湿原，段小屋坂，三平峠，

鳩待峠〜山ノ鼻，外田代 NT

クロツリバナ
（ニシキギ科） 林縁 燧ヶ岳，至仏山麓 CR

ヒメウメバチソウ
（ニシキギ科） 雪田，雪渓縁 燧ヶ岳，至仏山 VU

トモエソウ
（オトギリソウ科） 湿地，河畔の草原 尾瀬ヶ原，至仏山 VU

オクヤマオトギリ
（オトギリソウ科） 草原 大江湿原，尾瀬ヶ原，至仏山，与作岳 VU

キバナノコマノツメ
（スミレ科） 草地，岩隙 尾瀬沼，至仏山，外田代 VU

チシマウスバスミレ
（スミレ科） 湿原縁

大清水平，小沼，治右衛門池，燧ヶ岳，
尾瀬沼，至仏山，外田代，与作岳，セン
沢田代，兎田代

VU VU NT VU

オオバタチツボスミレ
（スミレ科） 低層湿原 尾瀬沼，尾瀬ヶ原，鳩待峠，至仏山麓，

柳平，三条ノ滝 NT VU NT VU

大森 威宏，黒沢 高秀，志賀 隆，薄葉 満，根本 秀一，吉井 広始，海老原 淳，田中 徳久，天野 誠194
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ハクサンタイゲキ
（トウダイグサ科） 低層湿原 尾瀬沼，尾瀬ヶ原 NT VU

ヒメアカバナ
（アカバナ科） 雪渓縁，河原 燧ヶ岳，尾瀬沼，外田代，猫又川 VU

ホソバアカバナ
（アカバナ科） 低層湿原 尾瀬ヶ原 EN VU

クロビイタヤ
（ムクロジ科） 拠水林 尾瀬ヶ原，景鶴沢 VU EN# EN

イワハタザオ
（アブラナ科）

高山の砂礫地，岩
隙 至仏山 VU

オクヤマガラシ
（アブラナ科） 河畔，渓畔 尾瀬ヶ原 DD

ハクセンナズナ
（アブラナ科） 沢沿いの樹林 三条，平滑ノ滝 CR EN

ホザキヤドリギ
（オオバヤドリギ科） 樹上 尾瀬沼，山ノ鼻＊＊＊ EN NT VU

イブキトラノオ
（タデ科） 高茎草原 尾瀬ヶ原，至仏山 DD

タカネスイバ
（タデ科）

高茎草原，低層湿
原 尾瀬ヶ原 NT

ナガバノモウセンゴケ
（モウセンゴケ科） 高層湿原 尾瀬沼，大清水平，小沼，尾瀬ヶ原，外

田代 ## VU VU VU VU

カトウハコベ
（ナデシコ科） 高山の砂礫地 至仏山 VU VU

タカネナデシコ
（ナデシコ科） 高山の砂礫地 至仏山 NT

ヤナギトラノオ
（サクラソウ科） 低層湿原 尾瀬沼，尾瀬ヶ原，外田代 NT CR+EN

ハクサンコザクラ
（サクラソウ科） 雪田 至仏山 NT

クリンソウ
（サクラソウ科） 林内の渓畔 鳩待峠 EN VU

オオサクラソウ
（サクラソウ科）

林内の渓畔，雪渓
縁 尾瀬ヶ原周辺，至仏山 DD VU

ユキワリソウ
（サクラソウ科） 岩礫地，岩隙 尾瀬ヶ原，至仏山 VU

イワウメ
（イワウメ科） 高山の岩隙 燧ヶ岳 CR VU

ヒメイワカガミ
（イワウメ科） 岩場 燧ヶ岳，至仏山，景鶴山 NT

イワヒゲ
（ツツジ科） 岩場 燧ヶ岳 EN

アオノツガザクラ
（ツツジ科） 雪田 至仏山 NT

ツガザクラ
（ツツジ科） 高山の岩隙 燧ヶ岳 VU

オオバツツジ
（ツツジ科） 亜高山帯の林縁 三平峠＊＊＊，至仏山 NT NT

ヒメツルコケモモ
（ツツジ科） 高層湿原 中ノ原，尾瀬ヶ原＊＊＊ VU DD DD

マルバウスゴ
（ツツジ科）

雪田，高層湿原の
周縁 アヤメ平〜富士見峠，至仏山 EN

エゾノヨツバムグラ
（アカネ科） 針葉樹林 燧ヶ岳，至仏山 NT

オオアカネ
（アカネ科） 湿地林 長沢，山ノ鼻，景鶴沢 DD

トウヤクリンドウ
（リンドウ科） 高山の岩隙 燧ヶ岳，至仏山 EN VU VU
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オヤマリンドウ
（リンドウ科） 岩場，草地 燧ヶ岳，至仏山，アヤメ平＊＊＊ NT

テングノコヅチ
（リンドウ科）

亜高山帯の針葉樹
林 沼山峠，燧ヶ岳＊＊，至仏山 NT VU VU NT

シロバナカモメヅル
（キョウチクトウ科）

ヨシ湿地，拠水林
林縁 沼尻，尾瀬ヶ原，三平峠，景鶴山 VU

エゾムラサキ
（ムラサキ科）

湿った草地，山小
屋周辺 尾瀬沼，尾瀬ヶ原，三平峠 EN CR

タチカメバソウ
（ムラサキ科）

拠 水 林 内， 河 岸，
渓流，沢 尾瀬沼，尾瀬ヶ原，富士見峠，至仏山麓 NT

ハシリドコロ
（ナス科） 広葉樹林 景鶴沢 VU

スギナモ
（オオバコ科） 湖沼浅瀬，河川 尾瀬沼，尾瀬ヶ原 CR

ヤマクワガタ
（オオバコ科） 森林内

沼山峠，大江〜浅湖，小渕湿原，燧ヶ岳，
段小屋坂，尾瀬ヶ原，三平峠，皿伏山，
富士見，鳩待峠，柳平，裏燧林道

NT

テングクワガタ
（オオバコ科）

林縁，路傍，河畔
の草地

三平下，見晴，尾瀬ヶ原，山ノ鼻，富士
見峠，鳩待峠，温泉小屋 EN EN VU

ムシトリスミレ
（タヌキモ科） 湿原，岩場 アヤメ平，至仏山 VU

イヌタヌキモ
（タヌキモ科） 湖沼，湿原内池溏 尾瀬沼，尾瀬ヶ原 NT VU NT VU

ミミカキグサ
（タヌキモ科） 湿原 尾瀬ヶ原 CR VU VU

ヒメタヌキモ
（タヌキモ科） 湿原 尾瀬沼，大清水平，尾瀬ヶ原，柳平 NT CR VU VU

ヤチコタヌキモ
（タヌキモ科） 湿原

浅湖湿原，尾瀬沼，大清水平，小沼，治
右衛門池〜タソガレ田代，小渕沢田代，
尾瀬ヶ原，外田代，裏燧湿原群

VU EN VU

ムラサキミミカキグサ
（タヌキモ科） 湿原 尾瀬ヶ原，裏燧湿原群 NT EN VU VU

オニク
（ハマウツボ科） 亜高山帯の低木林 燧ヶ岳 CR VU VU

オクノフウリンウメモドキ
（モチノキ科） 林縁，湿地 尾瀬沼，尾瀬ヶ原 NT

ミヤマウメモドキ
（モチノキ科） 湿地縁 与作岳 CR

サワギキョウ
（キキョウ科） ヨシ湿地，湿原 尾瀬沼，尾瀬ヶ原，アヤメ平，外田代，

御池田代 VU

ミツガシワ
（ミツガシワ科）

湖沼浅瀬，湿原内
流水

尾瀬沼，治右衛門池，白砂湿原＊＊，尾瀬ヶ
原 VU

チョウジギク
（キク科） 湿原，河岸 尾瀬沼，燧ヶ岳，尾瀬ヶ原，山ノ鼻猫又

川，鳩待峠，至仏山，外田代，与作岳 NT

フタマタアザミ
（キク科） 渓畔 見晴，鳩待峠－山ノ鼻 DD

オゼヌマアザミ
（キク科） ヨシ湿地，湿原

大江湿原，尾瀬沼，治右衛門池，白砂湿
原＊＊＊，尾瀬ヶ原，八木沢湿原，至仏山，
裏燧湿原群

VU NT VU

ジョウシュウオニアザミ
（キク科） 砂礫地，林縁 沼山峠，尾瀬沼，燧ヶ岳，アヤメ平，富

士見峠〜白尾山，鳩待峠，至仏山 NT

ミヤマアズマギク
（キク科）

高山の砂礫地，岩
隙 至仏山 VU### DD

オゼニガナ
（キク科） ミズゴケ湿原 尾瀬ヶ原，尾瀬沼周辺の湿原群，至仏山 VU

ホソバヒナウスユキソウ
（キク科）

高山の砂礫地，岩
隙 至仏山 VU NT VU

オオニガナ
（キク科） ヨシ湿地 尾瀬ヶ原，景鶴山麓 VU NT VU
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和名（科名） 尾瀬の生育環境 尾瀬の生育場所 環境省
（2020）

群馬県
（2018）

福島県
（2020）

新潟県
（2014）

シラネアザミ
（キク科） 高茎草原 尾瀬ヶ原，富士見峠〜アヤメ平，至仏山 NT

レンプクソウ
（ガマズミ科） 森林内 景鶴山麓 VU

リンネソウ
（スイカズラ科） ハイマツ林 至仏山 VU EN

クロミノウグイスカグラ
（スイカズラ科）

亜 高 山 の 低 木 林，
ササ群落 アヤメ平 CR NT

アラゲヒョウタンボク
（スイカズラ科） 森林内 外田代，景鶴山 EN

ハクサンオミナエシ
（スイカズラ科） 岩礫地 燧ヶ岳，至仏山，富士見峠〜アヤメ平，

滝ノ沢，三条ノ滝 NT

ミヤマウド
（ウコギ科） 森林内 裏燧林道，燧ヶ岳西麓＊＊＊，

富士見峠＊＊＊ VU

エゾボウフウ
（セリ科） 森林内 尾瀬沼，尾瀬ヶ原，三平峠，至仏山 VU

ヒカゲミツバ
（セリ科） 森林内 尾瀬沼 NT

＊   環境省（2020）は環境省レッドリスト 2020，群馬県（2018）は群馬県植物レッドリスト（2018 年部分改訂版），福島県（2020）はふくし
まレッドリスト（2019 年版），新潟県（2014）は新潟県第 2 次レッドリスト 植物（維管束植物及びコケ植物）編を示す．表中のランク略
号は以下の通り：CR：絶滅危惧 IA，EN：類絶滅危惧 IB 類，CR+EN：類絶滅危惧 I 類，VU：絶滅危惧 II 類，NT：準絶滅危惧，情報
不足：DD．

＊＊  目視による．
＊＊＊  Hara and Mizushima（1954）による．
#  シバタカエデとして評価．
##  アヤメ平に移植されたものが生育している．
###  ジョウシュウアズマギクとして評価．
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尾瀬の維管束植物目録の見直し
大森　威宏 1），黒沢　高秀 2），志賀　隆 3），薄葉　満 4），根本　秀一 5），

吉井　広始 6） ，海老原　淳 7），田中　徳久 8），天野　誠 9）

2021 年 10 月 29 日受付，2022 年 1 月 28 日受理

　今回の調査により，標本にもとづき尾瀬に 893 種類（834 種 7 亜種 34 変種 18 雑種）の維管束植物
が生育していることが明らかとなった．Hara and Mizushima（1954）および Hara（1982）で記録の
ないものは 197 種類（163 種 4 亜種 20 変種 10 雑種）で，このうち，ミヤマトキソウ，チチッパベン
ケイソウなど 63 種類（46 種 2 亜種 10 変種 5 雑種）は今回尾瀬からの新産の報告である．これらの新
規報告や Hara and Mizushima（1954）および Hara（1982）から除外した植物，分類学的な取り扱い
が変わった植物を掲載し，一部については注釈を付した．

Comments on the updated list of vascular plants from Oze, Japan

Takehiro Ohmori1, Takahide Kurosawa2, Takashi Shiga3, Mitsuru Usuba4, Shuichi Nemoto5,  

Hiroshi Yoshii6, Atsushi Ebihara7, Norihisa Tanaka8, Makoto Amano9

Based on a survey of herbarium specimens, 893 taxa （834 species, 7 subspecies, 34 varieties, and 18 
hybrids） of vascular plants were recorded from Oze, an area designated as a special natural monument of Japan. 
Among them, 197 taxa （163 species, 4 subspecies, 20 varieties, and 10 hybrids） were added from a previously 
published list of vascular plants of the region （Hara and Mizushima, 1954; Hara, 1982）. Among these 197 taxa, 
63 taxa （46 species, 2 subspecies, 10 varieties, and 5 hybrids）, including Pogonia subalpina and Hylotelephium 
sordidum, were newly recorded from Oze. However, species listed by Hara and Mizushima （1954） and Hara 

（1982） without voucher specimens, or for which taxonomic assignment was questionable, were excluded from 
this study. These newly recorded or excluded plants were listed and annotations were added to some of them.
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大森 威宏
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1．はじめに

　尾瀬ヶ原総合学術調査（1950 ～ 1952 年）の時に， 
Hara and Mizushima（1954）により 693 種類（676 種 2
亜種 11 変種 4 雑種）が掲載された尾瀬の維管束植物（以
下植物）の目録が作成された．この目録は，尾瀬全域を
対象とし，基本的に標本に基づいており，出典を示した
上で，一部文献や私信による情報も記録されている．そ
の後第二次尾瀬学術調査（1977 年～ 1979 年）の際に，
Hara（1982）により 31 種類の植物が追加され，これら
の調査により合計 724 種類（698 種 3 亜種 14 変種 3 品
種 6 雑 種 ） の 生 育 が 報 告 さ れ た． こ の Hara and 
Mizushima（1954）および Hara（1982）により尾瀬の
植物相の全体像が明らかとなったと言える．
　しかし，尾瀬ヶ原総合学術調査研究から 60 年，第二
次尾瀬学術調査からも 40 年近くが経過し，その間に様々
な調査により尾瀬の植物に関する標本や情報が蓄積する
とともに，植物分類学の進展により尾瀬に生育する多く
の植物の取り扱いも変更された．地域の植物相の変化を
起こしうる分類学的な取り扱いの変化として 1） 同定の
見直しにより別の種類に位置づけられた，2） 新たな種
類が記載されるか種類が分割された，3） 従来認識され
ていなかった種類が再認識された，4） 見解の変化によっ
て他の種類に統合された，の場合が考えられる．このよ
うな変化は尾瀬の植物でもかなりの数で起きていること
が感覚的にとらえられてきた．さらに，人の往来や荷物
の搬入，さらに木道や山小屋等の施設工事に伴う帰化植
物や平地の在来植物の侵入によっても尾瀬の植物相は変
化してきている．このような情勢を踏まえ，第 4 次尾瀬
学術調査植物班は改めて標本に基づく尾瀬の維管束植物
目録の作成に取り組んだ．目録はまだ完成してはいない
が，これまでに 893 種類（834 種 7 亜種 34 変種 18 雑種）
の維管束植物を確認し，植物相の特徴，植物地理，保護
上重要な植物，侵略的外来植物などを改めて明らかにし
た（大森ほか，2022）．
　大森ほか（2022）の仮目録（電子資料）に掲載された
植物で，Hara and Mizushima（1954）および Hara（1982）
の目録から追加・変更のあったもの，削除されたもの等
を本稿で示した．なお，Hara and Mizushima（1954）
および Hara（1982）以降も，尾瀬の植物の目録が発表
されているが，必ずしも標本や既存文献の引用が明確で

はなく，対象地域，集計方法も同一性を欠いている（大
森，黒沢，2022）．そのため，これらの記録は特に必要
が認められたときのみに言及するにとどめた．
　本稿で対象とした地域は，大森ほか（2022）と同様に
尾瀬国立公園尾瀬地区の特別保護地区内及び三条ノ滝や
裏燧林道以南とした．学名・和名は基本的に『日本産シ
ダ植物標準図鑑』（海老原，2016，2017）および『改訂
新版 日本の野生植物』（大橋ほか，2015-2017）に準拠
した．ただし，一部の分類群についてはより適切と思わ
れる文献に従い，あるいは新知見を採用した．これらに
ついては，出典を明記した．
　本稿で掲載した証拠標本の標本室と機関略号は，以下
の通りである：国立科学博物館（TNS），東京大学総合
研究博物館及び東京大学大学院理学系附属植物園（TI），
東京都立大学牧野標本館（MAK），東北大学植物標本室

（TUS），神奈川県立生命の星・地球博物館（KPM），千
葉県立中央博物館（CBM），福島大学貴重植物標本庫

（FKSE），群馬県立自然史博物館（GMNHJ），大阪市立
自然史博物館（OSA）．

2．Hara and Mizushima（1954）及び Hara
（1982）目録に対する追加・変更

2．1　追加される植物
　 過 去 の 尾 瀬 総 合 学 術 調 査 の 目 録 （Hara and 
Mizushima, 1954; Hara, 1982）に対して追加される維管
束植物は 4 科 197 種類（162 種 4 亜種 21 変種 10 雑種，
うち人為由来の移入種は 48 種類（42 種 2 亜種 3 変種 1
雑種）であった．そのうち従来の文献で記録がなく，今
回が新規追加であるものは 3 科 63 種類（46 種 2 亜種 10
変種 5 雑種，うち人為由来の移入は 18 種類（14 種 1 亜
種 3 変種）であった．過去の同定結果を変更し，別の分
類群に同定された場合，対応が複雑な場合は 2．2．1 節（分
類学的な取り扱いに大きな変更があったグループ）で扱
い，それ以外は 2．1 節及び 2．2．3 節で取り扱った．これ
らは，今回の調査で新たに確認された種類に加え，
Hara and Mizushima（1954）および Hara（1982）より
後に文献で既に記録された種類も含む．後者については，
Hara and Mizushima（1954）以降の初出文献を記した．

キーワード：植物相，植物標本室標本，新産植物，分類学的取り扱い 
flora, herbarium specimen, new records, taxonomic treatments
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2．1．1　新規追加種
シダ植物門  Pteridophyta

コケシノブ科 Hymenophyllaceae
ヒメコケシノブ Hymenophyllum coreanum Nakai

メシダ科 Athyriaceae
エゾメシダ Athyrium brevifrons Nakai ex Tagawa
ヤマタカネサトメシダ Athyrium x pseudopinetorum 
Seriz.
ハクモウイノデ Deparia pycnosora （H.Christ） M.Kato 
var. albosquamata M.Kato
　　 Hara and Mizushima（1954）の証拠標本を含め，

過去に尾瀬でハクモウイノデとして採集されたもの
はミヤマシケシダ var. pycnosora であった．一方，
これとは別に今回の調査で，ダンゴヤ坂から典型的
なハクモウイノデが採集された（GMNHJ-BP-2178）．

ウスゲミヤマシケシダ Deparia pycnosora（H.Christ） 
M.Kato var. mucilagina M.Kato
ミヤ マ キ ヨ タ キ シ ダ Diplazium sibiricum （Turcz. ex 

Kunze） Sa.Kurata var. glabrum （Tagawa） Sa.
Kurata x D. squamigerum（Mett.） Matsum.

オシダ科 Dryopteraceae
ホタカワラビ Dryopteris amurensis （Milde） Christ x D. 
expansa （C.Presl） Fraser-Jenk. et Jermy
アヅミイノデPolystichum microchlamys （Christ） Matsum. 
var. azumiense Seriz.

種子植物門  Spermatophyta
ドクダミ科 Saururaceae

ドクダミ Houttuynia cordata Thunb.
　　休憩所周辺への移入種．

ショウブ科 Acoraceae
ショウブ Acorus calamus L. 
　　詳細は薄葉ほか（2022）参照．

ヒルムシロ科 Potamogetonaceae
ホソバミズヒキモ Potamogeton octandrus Poir. 
　　詳細は薄葉ほか（2022）参照．

ラン科 Orchidaceae
マンシュウヤマサギソウ Platanthera mandarinorum 
Rchb.f. subsp. maximowicziana （Schltr.） K.Inoue var. 
cornubovis （Nevski） Kitag.

　　 過 去 の ヤ マ サ ギ ソ ウ P. mandarinorum subsp. 
mandarinorum var. oreades のうち太い距をもつ大
きな花をつけ，全体に大型のものや，マイサギソウ
P. mandarinorum subsp. mandarinorum var.
macrocentron として記録されたものは本変種に同
定される．

ミ ヤ マ ト キ ソ ウ Pogonia subalpina T.Yukawa et Y.
Yamashita
　　 2017 年に新種記載されたトキソウ Pogonia japonica

とヤマトキソウ P. minor の中間的な形態をしたラ
ンである（Yukawa and Yamashita, 2017）．過去に
尾瀬でヤマトキソウとして採集されたものは 1 点を
除き本種であった．

ガマ科 Typhaceae
ヒメミクリ Sparganium subglobosum Morong
　　 尾瀬ヶ原から 1940 年に採集したとされる標本が 1

枚だけ確認された（TNS72043）．本種は，おもに
鉱物質を主とする水域に生育する植物であり，
Hara and Mizushima（1954）には記録がなく，現
地調査でも確認されなかった．しかし，今回の現地
調査で尾瀬ヶ原と白砂湿原から本種に類似の環境に
生育するシズイが新たに発見されたことから，本種
もどこかに生育している可能性を否定できない．

ヒメガマ Typha domingensis Pers.

イグサ科 Juncaceae
ヤマスズメノヒエ Luzula multiflora（Ehrh.） Lejeune

カヤツリグサ科 Cyperaceae
アニアイスゲ Carex x aniaiensis Fujiw. et Y.Matsuda
　　 タヌキラン Carex podogyna とサドスゲ C. sadoensis

の雑種．学名は米倉（2012）による．未整理であっ
た原寛コレクション（TI）の中から見いだされた．
尾瀬ヶ原の下田代には両者が接して生育する場所が
あり，雑種が形成されてもおかしくない．

ヤマテキリスゲ Carex flabellata H.Lév. et Vaniot
キンチャクスゲ Carex mertensii Presc. ex Bong. var. 
urostachys （Franch.） Kük.
ナガエスゲ Carex otayae Ohwi
イトアオスゲ Carex puberula Boott
　　 2．2．1　分類学的な取り扱いに大きな変更があった

グループ参照．
ミ カ ヅ キ グ サ モ ド キ Rhynchospora x hakkodensis 
Mochizuki
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　　 ミカヅキグサ Rhynchospora alba とミヤマイヌノハ
ナヒゲ R. yasudana の雑種．学名は米倉（2012）に
よる． 

シズイ Schoenoplectus nipponicus （Makino） Soják
　　 尾瀬ヶ原では池溏の底に沈水状態で生育し，従来タ

マミクリやミヤマホタルイと扱われてきたと考えら
れる．尾瀬では開花結実に至ることはごくまれと考
えられる．このほか今回の調査で白砂湿原でも記録
された（薄葉ほか，2022）．

イネ科 Poaceae
ヌカボ Agrostis clavata Trin. var. nukabo Ohwi
　　山小屋周辺への移入種．
コミヤマヌカボ Agrostis mertensii Trin.
エゾヌカボ Agrostis scabra Willd.
　　 アヤメ平産の標本があるが，本種は片品村内のス

キー場や河原などに群生する種で，人の往来や湿原
回復作業に伴う移入と考えられる．

ハイコヌカグサ Agrostis stolonifera L.
　　休憩所周辺への移入種．国外外来種．
オオウシノケグサ Festuca rubra L. var. rubra
キタササガヤ Leptatherum japonicum Franch. et Sav. 
var. boreale （Ohwi） Ibaragi et Yonek.
　　 群馬県側の山小屋周辺に普通で，2000 年以降は尾

瀬ヶ原の木道沿いでも採集され ている．それにも
かかわらず過去の記録がないことや，日陰の踏み跡
に多い種であることを考慮すると移入種であると考
えられる．

ミヤマネズミガヤ Muhlenbergia curviaristata （Ohwi） 
Ohwi var. nipponica Ohwi
　　 山小屋周辺や川上川の高茎草原から記録された．『福

島県植物誌』（福島県植物誌編さん委員会 編，
1987）のキダチノネズミガヤは，未公開の台帳（黒
沢・片野，2012）によると Sadao Suzuki 8458（標
本室は不明であるが，鈴木貞次郎・貞雄コレクショ
ンを保管している TUS の可能性がある）に基づい
ており，今回未確認であるが本種の可能性が高いと
思われる．当初の記録は山小屋周辺のみで，1930
年 に 尾 瀬 で 採 集 さ れ た と さ れ る 標 本 1 点

（TNS487616）を除き，1990 年代以降であり古い記
録がない点を考慮すると移入種の可能性が高い．

クサヨシ Phalaris arundinacea L.
　　 沼山峠の休憩所付近のほか，泉水田代の河畔やヨッ

ピ川でも記録された．ニホンジカや水鳥により近年
もたらされた可能性がある．

コイチゴツナギ Poa compressa L.
　　山小屋周辺への移入種．国外外来種．
ミ ス ジ ナ ガ ハ グ サ Poa pratensis L. subsp. irrigata 

（Lindm.） Lindb.f.
　　山小屋周辺への移入種．国外外来種．
クテガワザサ Sasa heterotricha Koidz. var. heterotricha
カニツリグサ Trisetum bifidum （Thunb.） Ohwi
　　 尾瀬国立公園全体では会津駒ヶ岳から記録がある

（黒沢，2007）．尾瀬地域では下ノ大堀川沿いで初め
て記録された（GMNHJ-BS101477）．ニホンジカや
水鳥により近年もたらされた可能性がある．

キンポウゲ科 Ranunculaceae
セリバオウレン Coptis japonica （Thunb.） Makino var. 
major（Miq.） Satake
　　 至仏山の標本が 2 点確認された．キクバオウレン

var. anemonifolia は尾瀬に広く分布する．

ユキノシタ科 Saxifragaceae
ハナチダケサシ Astilbe thunbergii （Siebold et Zucc.） 
Miq. var. formosa（Nakai） Ohwi

ベンケイソウ科 Crassulaceae
チチッパベンケイ Hylotelephium sordidum （Maxim.） 
H.Ohba var. sordidum

マメ科 Fabaceae
ヤハズソウ Kummerowia striata （Thunb.） Schindl.
　　 「尾瀬ヶ原」のラベルをもつ 1951 年採集の標本が 1

点のみ見いだされた（CBM393466）．日当たりの良
い砂地の攪乱地を好む種のため，山小屋周辺への一
時的な移入種と考えられる．

バラ科 Rosaceae
ヒメキンミズヒキ Agrimonia nipponica Koidz.
　　山小屋周辺への移入種．
カマツカPourthiaea villosa （Thunb.） Decne. var. villosa
ウ ラ ジ ロ ナ ナ カ マ ド Sorbus matsumurana （Makino） 
Koehne

イラクサ科 Urticaceae
アカソ Boehmeria silvestrii （Pamp.） W.T.Wang
ミズ Pilea hamaoi Makino
　　 山 小 屋 か ら 離 れ た 地 点（ 牛 首 ） で 記 録 さ れ た

（GMNHJ-BS15024）．ニホンジカの移動経路上にあ
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り，近年ニホンジカの移動とともに侵入した可能性
がある．

ヤナギ科 Salicaceae
ヤ マ ナ ラ シ Populus tremula L. var. sieboldii （Miq.） 
Kudô

ビャクダン科 Santalaceae
ヤドリギ Viscum album L. subsp. cotoratum Kom.

タデ科 Polygonaceae
サ ナ エ タ デ Persicaria lapathifolia （L.） Delarbre var. 
incana （Roth） H.Hara
　　山小屋周辺への移入種．

ナデシコ科 Caryophyllaceae
ムシトリナデシコ Silene armeria L.
　　山小屋周辺への移入種．国外外来種．

ミズキ科 Cornaceae
ウ リ ノ キ Alangium plataniifolium （Siebold et Zucc.） 
Harms

アジサイ科 Hydrangeaceae
バイカウツギ Philadelphus satsumi Siebold ex Lindl. et 
Paxton

サクラソウ科 Primulaceae
オカトラノオ Lysimachia clethroides Duby
　　 尾瀬ヶ原産の標本に基づくがその後の記録はない，

戸倉集落にありふれた草原性の植物であるため，山
小屋周辺への移入種と考えられる．

アカネ科 Rubiaceae
キヌタソウ Galium kinuta Nakai et H.Hara

キョウチクトウ科 Apocynaceae
ジョウシュウカモメヅル Vincetoxicum sublanceolatum 

（Miq.） Maxim. var. auriculatum Franch. et Sav.

ムラサキ科 Boraginaceae
ミズタビラコ Trigonotis brevipes （Maxim.） Maxim. ex 
F.B.Forbes et Hemsl. var. brevipes

シソ科 Lamiaceae

イヌトウバナClinopodium micranthum （Regel） H.Hara 
var. micranthum
　　山小屋周辺への移入種．
ウツボグサ Prunella vulgaris L. subsp. asiatica （Nakai） 
H.Hara var. lilacina Nakai
 　　休憩所周辺への移入種．

キク科 Asteraceae
オ ク モ ミ ジ ハ グ マ Ainsliaea acerlfolia Sch.Bip. var. 
subapoda Nakai
ガンクビソウ Carpesium divaricatum Siebold et Zucc. 
var. divaricatum
　　 ガンクビソウの 3 変種にはしばしば中間型が出現す

る． 尾 瀬 の も の は ノ ッ ポ ロ ガ ン ク ビ ソ ウ var. 
matsuei とされてきたが，形態的に微妙なものもあ
り隣接域にはガンクビソウやホソバガンクビソウ
var. abrotanoides も分布する．今回確認できた東電
小屋産の標本（CBM324574）は移入個体か，自生
個体か判断が難しい．

シ ラ ネ ニ ガ ナ Ixeridium dentatum （Thunb.） Tzvelev 
subsp. shiranense（Kitam.） J.H.Pak et Kawano
　　 2．2．1 分類学的な取り扱いに大きな変更があったグ

ループ参照．
ハハコグサ Pseudognaphalium affine （D.Don） Anderb.
　　湿原回復作業区への一時的な移入種．
ア カ オ ニ タ ビ ラ コ Youngia japonica （L.） DC. subsp. 
elstonii （Hochr.） Babcock et Stebb.
　　 竜宮付近の拠水林で記録された．ニホンジカにより

近年もたらされた可能性がある． 

ウコギ科 Araliaceae
オオチドメ Hydrocotyle ramiflora Maxim.
　　山小屋や休憩所周辺への移入種と考えられる．

セリ科 Apiaceae
ヒカゲミツバSpuriopimpinella koreana （Y.Yabe） Kitag.

2．1．2　過去に文献記録がある種
ヒカゲノカズラ植物門  Lycopodiophyta

ヒカゲノカズラ科 Lycopodiaceae
ヒメスギランHuperzia miyoshiana （Makino） Ching: （河
内，1978）
エ ゾ ヒ カ ゲ ノ カ ズ ラ Lycopodium clavatum L. var. 
asiaticum Ching: （国立公園協会，1982）
　　 ヒカゲノカズラ var. nipponicum と従来区別されな
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いことが多かった．国立公園協会（1982）では注釈
で記録されている．4 倍体である点が 2 倍体もしく
は 3 倍体のヒカゲノカズラと異なり海老原（2016）
は独立した分類群として扱っている．

イワヒバ科 Sellaginellaceae
エゾノヒメクラマゴケ Selaginella helvetica （L.） Spring: 

（戸部ほか，1968）

シダ植物門  Pteridophyta
イノモトソウ科 Pteridaceae

イ ワ ガ ネ ゼ ン マ イ Coniogramme intermedia Hieron.: 
（福島県植物誌編さん委員会 編，1987）

イワデンダ科 Woodsiaceae
キタダケデンダ（ヒメデンダ）Woodsia subcordata Turcz.: 

（須藤ほか，1992）
　　 1991 年に記録されたが，標本の所在が不明のまま

であった．今回の調査において再度採集し，群馬県
立自然史博物館（GMNHJ）に収蔵した． 

メシダ科  Athyriaceae
カラクサイヌワラビ Athyrium clivicola Tagawa: （河内，
1978）
タカネサトメシダ Athyrium pinetorum Tagawa: （宮前，
1981）
オ オ カ ラ ク サ イ ヌ ワ ラ ビ Athyrium x tokashikii Sa.
Kurata: （大森，2021）
キヨタキシダDiplazium squamigerum （Mett.） Matsum.: 

（河内，1978） 

オシダ科 Dryopteraceae
イ ワ イ タ チ シ ダ Dryopteris saxifraga H. lto: （ 宮 前，
1981）
ホソイノデ Polystichum braunii （Spenn.） Fée: （戸部ほ
か，1968）

ウラボシ科 Dryopteraceae
ホテイシダ Lepisorus annuifrons （Makino） Ching: （菊
地・須藤，1991）

種子植物門 Spermatophyta
マツ科 Pinaceae

ハッコウダゴヨウ Pinus x hakkodensis Makino: （国立公
園協会，1982）

スイレン Nymphaeaceae
ネ ム ロ コ ウ ホ ネ Nuphar pumila （Timm） DC. var. 
pumila: （馬場，1987）
　　分類学的な問題については大森ほか（2022）を参照．

サトイモ科 Araceae
ユ モ ト マ ム シ グ サ Arisaema nikoense Nakai subsp. 
nikoense: （須藤，2000）
コウライテンナンショウ Arisaema peninsulae Nakai:（須
藤，2000） 
　　 大森（1992）がマムシグサとして報告したものは本

種に該当する．
コウキクサ Lemna minor L.: （鈴木ほか，2016） 

トチカガミ科 Hydrocharitaceae
コカナダモ Elodea nuttallii （Planch.） St.John:（星，1982）
　　国外外来種．尾瀬沼に侵入した．

ヒルムシロ科 Potamogetonaceae
オヒルムシロ Potamogeton natans L.:（中野，1919）
　　 古くから尾瀬沼から記録があった（中野，1919, 

1933；舘脇，1925）．

キンコウカ科 Nartheciaceae
ノ ギ ラ ン Metanarthecium luteoviride Maxim.: （ 須 藤，
2006）

ヤマノイモ科 Dioscoreaceae
キクバドコロDioscorea septemloba Thunb. var. septemloba: 

（須藤ほか，1992）

ラン科 Orchidaceae
オニノヤガラ Gastrodia elata Blume: （国立公園協会，
1982）
ツリシュスラン Goodyera pendula Maxim.: （国立公園協
会，1982）
　　 尾瀬のものはヒロハツリシュスラン f. brachyphylla

とされることが多い．しかし，基本品種との変異は
連続的で，標本を見る限り尾瀬でも小型のものが採
集されているため，今回は両者を区別しない．

フ ガ ク ス ズ ム シ ソ ウ Liparis fujisanensis F.Maek. ex 
F.Konta et S.Matsumoto: （福島県植物誌編さん委員会 
編，1987）
シテンクモキリLiparis purpureovittata Tsutsumi, Yukawa 

大森 威宏，黒沢 高秀，志賀 隆，薄葉 満，根本 秀一，吉井 広始，海老原 淳，田中 徳久，天野 誠204



et M.Kato.: （吉井ほか，2010）
　　 2008 年に新種記載されたクモキリソウ類似の植物

である（Tsutsumi et al., 2008）．花の状態が良好で
はないために同定が確定できなかったが，尾瀬で採
集され，クモキリソウとして同定されている標本

（TI, S.Saito 182, July 25, 1924）も，本種の可能性
がある．

コフタバラン Neottia cordata （L.） Rich.: （戸部ほか，
1968）
トンボソウ Platanthera ussuriensis （Regel et Maack） 
Maxim.: （福島県植物誌編さん委員会 編，1987）
ヤマトキソウ Pogonia minor （Makino） Makino: （戸部
ほか，1968） 
　　 過去の尾瀬でのヤマトキソウの記録は，1 点を除き

ミヤマトキソウ P. subalpina の誤認である．

クサスギカズラ科 Asparagaceae
ヤ マ ト ユ キ ザ サ Maianthemum viridiflorum （Nakai） 
H.Li: （宮前，1981）
オオアマドコロ Polygonatum odoratum （Mill.） Druce 
var. maximowiczii （F.Schmidt） Koidz.: （ 宮 脇・ 藤 原，
1970）
　　 尾瀬の広義アマドコロは大半がヤマアマドコロ var. 

thunbergii に該当する．しかし，尾瀬ヶ原の群馬県
側の河畔や山麓の草原には，明らかに大型のものが
生育している．

ガマ科 Typhaceae
タマミクリ Sparganium glomeratum （Beurl. ex Laest.） 
L.M.Newman var. glomeratum（ガマ科）: （吉井ほか，
2010）
　　 角野（1994，2014）は，湿原などに生育する葉が細

く浮葉をもつものを変種のホソバタマミクリ var. 
angustifolium と し て い る．Hara and Mizushima

（1954）による記録はホソバタマミクリのみであっ
た．流水中や鉱物質のたまり水のものが狭義タマミ
クリで，尾瀬ヶ原の河川などから記録があった（吉
井ほか，2010）．さらに宮脇・藤原（1970）でセキショ
ウモ－スギナモ群集の構成種として記録されたセキ
ショウモも後の調査での同定結果から狭義タマミク
リと考えられる． 

ホシクサ科 Eriocaulaceae
イヌノヒゲ Eriocaulon miquelianum Koern. : （宮本，
2015）

　　 2．2．1 分類学的な取り扱いに大きな変更があったグ
ループ参照．宮本 （2015）によって尾瀬固有とされ
たユキイヌノヒゲがイヌノヒゲに含められたため，
この時点で尾瀬からイヌノヒゲの記録があることに
なった．

クシロホシクサEriocaulon sachalinense Miyabe et Nakai 
var. kushiroense（Miyabe et Kudô ex Satake） T.
Koyama ex Miyam.: （吉井ほか，2004，「ノソリホシク
サ」）
　　 2．2．1 分類学的な取り扱いに大きな変更があったグ

ループ参照．鈴木ほか（2004）が報告したノソリホ
シクサは，宮本（2015）および Miyamoto（2016a）
によりクシロホシクサに含められた．宮本（2015）
ではノソリホシクサの和名と学名が太字で記され，
一見すると種として認めているように見えるが，文
章を読むとクシロホシクサに含まれることが明記さ
れている．分布もこれまでクシロホシクサとノソリ
ホシクサとされたものを合わせたものである．この
ことから，太字で記されているのは編集時の間違い
と思われる．

イグサ科 Juncaceae
ヒロハノコウガイゼキショウ Juncus diastrophanthus 
Buchenau: （須藤ほか，1992）
　　 タマコウガイゼキショウの型も尾瀬ヶ原の新潟県側

で採集されている（GMNHJ-BS14505）．
クサイ Juncus tenuis Willd.: （馬場，1976）
　　攪乱地に生育するため，移入種と考えられる．
オカスズメノヒエ Luzula pallescens Sw.: （戸部ほか，
1968）

カヤツリグサ科 Cyperaceae
キイトスゲ Carex alterniflora Franch. var. fulva Ohwi: 

（吉井ほか，2010）
ミヤマジュズスゲ Carex dissitiflora Franch.: （戸部ほか，
1968）
コタヌキラン Carex doenitzii Boeck.: （戸部ほか，1968）
オ ク タ マ ツ リ ス ゲ Carex filipes Franch. et Sav. var. 
kuzakaiensis（M.Kikuchi） T.Koyama: （大森，2019a）
テキリスゲ Carex kiotensis Franch. et Sav.: （吉井，2008）
オ ニ ア ゼ ス ゲ Carex x leiogona Franch.: （ 戸 部 ほ か，
1968）
ビロードスゲ Carex miyabei Franch.: （戸部ほか，1968）
ユキグニハリスゲ Carex semihyalofructa Tak.Shimizu:

（Shimizu, 2005）
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　　 2．2．1 分類学的な取り扱いに大きな変更があったグ
ループ参照．

ホスゲ Carex senanensis Ohwi: （福島県植物誌編さん委
員会 編，1987）
オオアゼスゲCarex thunbergii Steud. var. appendiculata 

（Trautv. et C.A.Mey.） Ohwi: （福島県植物誌編さん委員
会 編，1987）
　　 2014 年に泉水田代で採集された標本（GMNHJ-

BS16129）はニホンジカによる攪乱が著しい場所の
ものである．過去の記録とは別に，ニホンジカの移
動に伴う移入由来のものがある可能性がある．

オゼクロスゲ Carex x xenostachya T.Koyama: （小山，
1956）
マ ツ バ イ Eleocharis acicularis （L.） Roem. et Schult. 
var. longiseta Svenson: （野原・矢部，2000）
ヒ メ ホ タ ル イ Schoenoplectiella lineolata （Franch. et 
Sav.） J.D.Jung et H.K.Choi: （大森，1995）
ミ チ ノ ク ホ タ ル イ Schoenoplectiella orthorhizomata 

（Kats.Arai et Miyam.） Hayasaka: （大森，2010）
　　 1997 年に記載され（Arai and Miyamoto, 1997），尾

瀬 に あ る こ と は 2010 年 に 発 表 さ れ た（ 大 森，
2010）．過去には形態的に類似するミヤマホタルイS. 
hondoensis の一部として扱われてきたと考えられ
る．

イネ科 Poaceae
コヌカグサ Agrostis gigantea Roth: （馬場，1976）
　　山小屋周辺への移入種．国外外来種．
キ タ ヤ マ ヌ カ ボ Agrostis osakae Honda:（ 吉 井 ほ か，
2010）
　　 従来ヤマヌカボやコヌカグサと混同され，採集され

ることは少なかったと考えられる．本種は渓畔や湿
原内の沢に沿った湿った草地に生育する．

クロコヌカグサ Agrostis nibra With.: （馬場，1976）
　　山小屋周辺への移入種．国外外来種．
ハルガヤ Anthoxanthum odoratum L. subsp. odoratum: 

（馬場，1977）
　　山小屋周辺への移入種．国外外来種．
タカネノガリヤスCalamagrostis sachalinensis F.Schmidt: 

（国立公園協会，1982）
カモガヤ Dactylis glomerata L.: （須藤・片野，1984）
　　山小屋周辺への移入種．国外外来種．
ヒ ロ ハ ノ コ メ ス ス キ Deschampsia cespitosa（L.） P.
Beauv. var. festucifolia Honda: （宮前，1981） 
　　 至仏山から記録がある．宮前 （1981）はミヤマコメ

ススキの和名を用いた．
ミヤマドジョウツナギ Glyceria alnasteretum Kom.: （群
馬県　編，1979）
ドジョウツナギ Glyceria ischyroneura Steud.: （宮脇ほ
か，1984）
　　山小屋周辺への移入種．
シラゲガヤ Holcus lanatus L.: （馬場，1976）
　　山小屋周辺への移入種．国外外来種．
ナガハグサ Poa pratensis L.: （馬場，1976）
　　山小屋周辺への移入種．国外外来種．
オクヤマザサ Sasa cernua Makino: （戸部ほか，1968）
フゲシザサ Sasa fugeshiensis Koidz.: （福島県植物誌編さ
ん委員会 編，1987）
チマキザサ Sasa palmata（Lat.-Marl.） Nakai var. palmata: 

（戸部ほか，1968）
　　 菊地・須藤（1991）で報告されたルベシベザサ var. 

niijimai（菊地・須藤（1991）はルベシザサと表記）
は矮小型で，風衝地や湿原に対応する生態型と考え
られる． 

ケザサ Sasa pubens Nakai: （松澤，2001）
クマイザサ Sasa senanensis （Franch. et Sav.） Rehder 
var. senanensis: （福島県植物誌編さん委員会 編，1987；
戸部ほか，1987）
　　 戸部ほか（1987）で報告されたミナカミザサ var. 

harai は単に葉の幅が広いものである．集団内変異
と考えられる．

オニウシノケグサ Schedonorus phoenix （Scop.） Holub: 
（馬場，1976）
　　山小屋周辺への移入種．国外外来種．

ケシ科 Papaveraceae
ツルケマン Corydalis ochotensis Turcz.: （国立公園協会，
1982）
オサバグサ Pteridophyllum racemosum Siebold et Zucc.: 

（福島県植物誌編さん委員会 編，1987）

メギ科 Berberidaceae
ク モ イ イ カ リ ソ ウ Epimedium koreanum Nakai var. 
coelestre （Nakai） Yonek.: （中井，1944） 
　　 Hara and Mizushima（1954）はキバナイカリソウ E. 

koreanum に含め．区別しなかった．

キンポウゲ科 Ranunculaceae
ミ ョ ウ コ ウ ト リ カ ブ ト Aconitum nipponicum Nakai 
subsp. nipponicum var. septemcarpum （Nakai） Kadota: 
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（福島県植物誌編さん委員会 編，1987）
　　 至仏山やその山麓で円錐花序をもつものはこの植物

と同定される．しかし，隣接する武尊山のものを含
め，子房の毛の状態は無毛から密生まで連続的であ
り，子房に毛が密生する典型的なミョウコウトリカ
ブトとは異なる．宮脇・藤原（1970）が上田代でハ
クサントリカブトとしたものもこの種類と考えられ
る．

ボタン科 Paeoniaceae
ベニバナヤマシャクヤク Paeonia obovata Maxim.: （国
立公園協会，1975）

カツラ科 Cercidiphyllaceae
ヒロハカツラCercidiphyllum magnificum （Nakai） Nakai: 

（戸部ほか，1968）

ベンケイソウ科 Crassulaceae
イワベンケイ Rhodiola rosea L.: （宮前，1981）

マメ科 Fabaceae
ヤブマメ Amphicarpaea edgeworthii Benth.: （国立公園
協会，1982）
　　山小屋周辺への移入種．
ヌ ス ビ ト ハ ギ Hylodesmum podocarpum （DC.） H.
Ohashi & R.R.Mill subsp. oxyphyllum （DC.） H.Ohashi & 
R.R.Mill var. japonicum （Miq.） H.Ohashi: （国立公園協
会，1982）
　　山小屋周辺への移入種．
ムラサキツメクサ Trifolium pratense L.: （国立公園協
会，1982）
　　山小屋周辺への移入種．国外外来種．

バラ科 Rosaceae
ダイコンソウ Geum japonicum Thunb.: （菊地・須藤，
1991）
　　 採集地が「尾瀬」の標本（CBM393482）のほか山

ノ鼻で 1969 年に採取された標本もある（GMNHJ-
BS51544）．生育場所や，山麓に多い植物であるこ
とを考慮すると移入種であると考えられる． 

コキンバイ Geum ternatum （Stephan） Smedmark: （戸
部ほか，1968）
エチゴキジムシロ Potentilla togasii Ohwi: （菊地・須藤，
1991）
タカネナナカマドSorbus samibucifolia （Cham. et Schltdl.） 

M.Roem. var. samibucifolia: （福島県植物誌編さん委員
会 編，1987）
シモツケ Spiraea japonica L.f. var. japonica: （須藤ほか，
1992）

クワ科 Moraceae
ヤマグワ Morus australis Poir.: （菊地・須藤，1991）

イラクサ科 Urticaceae
ヤマトキホコリ Elatostema laetevirens Makino: （菊地・
須藤，1991）
アオミズ Pilea pumila （L.） A.Gray:（須藤・片野，1982；
大須賀・馬場，1982）

カバノキ科 Betulaceae
ケヤマハンノキ Alnus hirsuta （Spach） Turcz. ex Rupr.: 

（福島県植物誌編さん委員会 編，1987）
ミズメ Betula grossa Siebold et Zucc.: （宮脇ほか，1984）

ニシキギ科 Celastraceae
オニツルウメモドキ Celastrus orbiculatus Thunb. var. 
strigillosus（Nakai） Makino: （須藤ほか，1992） 
　　 須藤ほか（1992）は基本変種ツルウメモドキとして

記録したが，尾瀬を含め，群馬県北部の山岳域には
基本変種は生育しないため，本変種と思われる． 

クロツリバナ Euonymus tricarpus Koidz.: （戸部ほか，
1968）

カタバミ科 Oxalidaceae
カタバミ Oxalis corniculata L.: （宮前，1972）
　　山小屋周辺への移入種．

スミレ科 Violaceae
エゾノアオイスミレ Viola collina Besser: （須藤，2002）
ミヤマツボスミレViola verecunda A.Gray var. fibrillosa

（W.Becker） Ohwi: （戸部ほか，1968）

ヤナギ科 Salicaceae
イヌコリヤナギ Salix integra Thunb.: （国立公園協会，
1982）
　　 山小屋周辺への移入種とされる（国立公園協会，

1982）が 1995 年には尾瀬ヶ原の南に位置する長沢
で記録されたため（GMNHJ-BS0003497），必ずし
も移入とは言えない状況になった．
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アブラナ科 Brassicaceae
スカシタゴボウ Rorippa palustris （L.） Besser: （大森，
1991）
　　山小屋周辺への移入種．

タデ科 Polygonaceae
クリンユキフデ Bistorta suffulta （Maxim.） H.Gross: （宮
前，1981）

サクラソウ科 Primulaceae
ハ ク サ ン コ ザ ク ラ Primula cuneifolia Ledeb. var. 
hakusanensis （Franch.） Makino: （戸部ほか，1968）
クリンソウ Primula japonica A.Gray: （戸部ほか，1968）

イワウメ科 Diapensiaceae
オオイワウチワ Shortia uniflora （Maxim.） Maxim. var. 
uniflora: （戸部ほか，1987）

ツツジ科 Ericaceae
オオコメツツジ Rhododendron tschonoskii Maxim. var. 
trinerve （Franch. ex H.Boissieu） Makino: （ 戸 部 ほ か，
1968）
　　 Hara and Mizushima（1954）にはコメツツジのみ

掲載されており，その説明で，尾瀬では至仏山など
の山麓にはコメツツジとその変種であるオオコメツ
ツジの中間的な個体が少なくないとした．なお，
DNA を用いた近年の研究では，オオコメツツジは
チョウジコメツツジとは系統的に近いが，コメツツ
ジとは必ずしも近縁ではないという結果が得られて
いる（Watanabe et al., 2019）． 

アカネ科 Rubiaceae
クルマムグラ Galium japonicum Makino: （宮脇・藤原 
1970）
エゾノヨツバムグラ Galium kamtschaticum Steller ex 
Roem. et Schult. var. kamtschaticum: （戸部ほか，1968）

リンドウ科 Gentianaceae
テングノコヅチ Tripterospermum trinervium （Thunb.） 
H.Ohashi et H.Nakai var. involubile （N.Yonez.） H.
Ohashi et H.Nakai: （須藤，2000）

キョウチクトウ科 Apocynaceae
イケマCynanchum caudatum （Miq.） Maxim. var. caudatum: 

（菊地・須藤，1991）

ムラサキ科 Boraginaceae
コンフリー Symphytum x uplandicum Nyman: （馬場，
1986）
　　山小屋周辺への移入種．国外外来種．

オオバコ科 Plantaginaceae
コ テ ン グ ク ワ ガ タ Veronica serpyllifolia L. subsp 
serpyllifolia: （福島県植物誌編さん委員会 編，1987）
　　 山小屋周辺への移入種．ヨーロッパ原産．在来のテ

ングクワガタ V. serpyllifolia subsp. humifusa とは
亜種の関係．近年急速にテングクワガタの生育地に
侵入し，排除している．またテングクワガタとの中
間的な形態をもつ個体も確認されている（大森，
2019b）．

 
シソ科 Lamiaceae

タイリンヤマハッカ Isodon umbrosus （Maxim.） H.Hara 
var. excisinflexus （Nakai） K.Asano: （須藤，2002）
　　 カメバヒキオコシ var. leucanthus とは花の大きさ

以外識別できる形質に乏しい．詳細なラベル情報が
ある標本によると，本変種は尾瀬ヶ原の北側にあた
る景鶴山麓から三条ノ滝方面に分布し，カメバヒキ
オコシは尾瀬ヶ原と尾瀬沼の間の沼尻川に沿った山
域に分布する． 

イヌゴマ Stachys aspera Michx. var. hispidula （Regel） 
Vorosch.: （福島県植物誌編さん委員会 編，1987）
　　 鈴木貞雄が 1931 年に尾瀬ヶ原で採集した標本

（TUS296521） に は「 ホ ソ バ イ ヌ ゴ マ Stachys 
baicalensis Fisch. var. angustifolia Honda 昭和七年
五月植物学雑誌 545 号ニ依ル」のメモがある．茎に
やや開出気味で斜め下向きの剛毛が多く，基部では
開出する剛毛が密．葉の下面は斜め下向きの剛毛が
多く，がくは開出する剛毛がやや多い．エゾイヌゴ
マとイヌゴマの中間的な形．

ハエドクソウ科 Phrymaceae
ハエドクソウ Phryma nana Koidz.: （菊地・須藤，1991）
　　 証拠標本（GMNHJ-BS101553）は景鶴山麓にある

滝ノ沢扇状地で採集された．菊地・須藤（1991）も
ヨッピ川を産地としてあげており，移入種とは考え
にくい． 

ハマウツボ科 Orobanchaceae
エゾヨツバシオガマ Pedicularis chamissonis Steven:
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（Fujii, 2013）
トモエシオガマPedicularis resupinata L. subsp. teucriifolia

（M.Bieb. ex Steven） T.Yamaz. var. caespitosa Koidz.: 
（菊地・須藤，1991）

タヌキモ科 Lentibulariaceae
ヒメタヌキモ Utricularia minor L.:（Komiya and Shibata, 
1980）

モチノキ科 Aquifoliaceae
オクノフウリンウメモドキ Ilex geniculata Maxim. var. 
glabra: （福島県植物誌編さん委員会 編，1987：フウリ
ンウメモドキ）
　　 『福島県植物誌』には尾瀬にフウリンウメモドキの

記録があるが （福島県植物誌編さん委員会 編，
1987），未公開の台帳（黒沢・片野，2012）による
と標本に基づかない目視の情報によるため確認でき
ない．分布域から本変種の可能性が高いと思われる．

ミヤマウメモドキ Ilex nipponica Makino: （戸部ほか，
1987）

キク科 Asteraceae
ヨモギArtemisia indica Willd. var. maximowiczii （Nakai） 
H.Hara: （須藤・片野，1983）
　　山小屋周辺への移入種． 
アメリカセンダングサ Bidens frondosa L.: （馬場，1977）
　　山小屋周辺及び湿原回復作業区への移入種．
フ タ マ タ ア ザ ミ Cirsium hasunumae Kadota: （ 宮 前，
1981，「アイヅヒメアザミ」）
　　 沢に近い場所に生育する．東北地方中北部に分布す

るハナマキアザミ C. hanamakiense に類似し，北
関東や東北南部でハナマキアザミと同定されたもの
の一部である．群馬県内の関係者によって「アイヅ
ヒメアザミ」として採集されたものの標本は本種に
同定された．このため宮前（1981）や菊地・須藤（1991）
のアイヅヒメアザミとして記録されたものは本種と
考えられる． 

オクヤマアザミ Cirsium ovalifolium （Franch. et Sav.） 
Matsum.: （宮前，1981，「ヤツガタケアザミ」）
　　 オクヤマアザミは関東北部の亜高山帯に分布するア

ザミである．かつてヤツガタケアザミとされたもの
の 1 つがオクヤマアザミである．このため，宮前

（1981）のヤツガタケアザミはオクヤマアザミと推
定される． 

サワアザミ Cirsium yezoense （Maxim.） Makino: （戸部

ほか，1968）
ヒメジョオン Erigeron annuus （L.） Pers.: （宮前，1972）
　　 移入種．国外外来種．山小屋のみならず近年は湿原

の河畔でも記録されている．
ハルジオン Erigeron philadelphicus L.: （宮前，1972）
　　山小屋周辺への移入種．国外外来種．
ブタナ Hypochaeris radicata L.: （須藤，2003）
　　 移入種．2019 年には山小屋や休憩施設から離れた

巡視路で採集された（GMNHJ-BS101621）． 
タカネニガナ Ixeridium alpicola （Takeda） J.H.Pak et 
Kawano: （戸部ほか，1968）
　　 2．2．1　分類学的な取り扱いに大きな変更があった

グループ参照．
フランスギク Leucanthemum vulgare Lam.: （宮前，1972）
　　山小屋周辺への移入種．
サワギク Nemosenecio nikoensis （Miq.） B.Nord.: （戸部
ほか，1987） 
タ マ ブ キ Parasenecio farfarifolius （Siebold et Zucc.） 
H.Koyama var. bulbiferus （Maxim.） H.Koyama: （須藤ほ
か，1992，「ウスゲタマブキ」）
　　 須藤ほか （1992）にウスゲタマブキの記録があるが，

分布からタマブキと思われる．
オオバコウモリParasenecio tschonoskii （Koidz.） Kadota: 

（宮前，1981， 「ヨブスマソウ」； 福島県植物誌編さん委
員会 編，1987，「オオバコウモリ」）
　　 本種はしばしばヨブスマソウとして認識されてき

た．しかしヨブスマソウは北海道と本州北部のみに
分布する植物である．尾瀬の本種を正しくオオバコ
ウモリとして認識した最初の文献は『福島県植物誌』

（福島県植物誌編さん委員会 編，1987）である． 
クルマバハグマ Pertya rigidula（Miq.） Makino: （戸部
ほか，1987）
コウゾリナPicris hieracioides L. subsp. japonica（Thunb.） 
Krylov var. japonica（Thunb.） Herder: （ 須 藤・ 片 野，
1983）
　　 移入種．休憩所や山小屋周辺だけでなく，2017 年

に河川工事に伴い川上川でも記録された（GMNHJ-
BS18673）． 

クロトウヒレン Saussurea sessiliflora（Koidz.） Kadota: 
（宮前，1981）
　　 クロトウヒレンは，越後山脈～白山・中央アルプス

に分布するとされる（門田ほか，2017）．しかし，
至仏山には，葉柄の翼が茎に沿下し，頭花が無柄で
クロトウヒレンの特徴によく合致するものがある

（GMNHJ-BS18193）． 
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ナツシロギク Tanacetum parthenium（L.） Sch.Bip.: （馬
場，1984，「コシロギク」）
　　山小屋周辺への移入種．国外外来種．
セ イ ヨ ウ タ ン ポ ポ Taraxacum officinale Weber ex 
F.H.Wigg.: （宮前，1972）
　　 移入種．国外外来種．山小屋のみならず近年は河畔

や林内・山岳域の攪乱地でも記録されている．

スイカズラ科 Caprifoliaceae
リンネソウ Linnaea borealis L.: （宮前，1981）
クロミノウグイスカグラ Lonicera caeralea L subsp. 
edulis（Regel） Hultén var. emphyllocalyx（Maxim.） 
Nakai: （福島県植物誌編さん委員会 編，1987; 戸部ほか，
1987）
　　 クロミノウグイスカグラやその変種のマルバヨノミ

は日光白根山や至仏山塊の笠ヶ岳では記録があった
（例えば戸部ほか，1987）．1941 年にアヤメ平で採
取された標本が見いだされた（MAK434490）．

 
セリ科 Apiaceae

ミチノクヨロイグサ Angelica sachalinensis Maxim. var. 
glabra（Koidz.） T.Yamaz.: （戸部ほか，1987）
　　 尾瀬ではミヤマシシウド Angelica pubescens var. 

matsumura が古くから記録があった．しかし，尾
瀬では葉裏が全く無毛で白色を帯び，鋭い鋸歯をも
つシシウド類の方が普通で，これらはミチノクヨロ
イグサに同定できる．ただし，尾瀬沼周辺や山ノ鼻
ではミチノクヨロイグサとミヤマシシウドが同所的
に生育し，ミヤマシシウドの葉裏の毛の多少には変
異がある． 

セ リ Oenanthe javanica（Blume） DC. subsp. javanica: 
（須藤・片野，1982）
　　 1929 年に牧野富太郎により採集された標本がある

（MAK38142）．1980 年代の報告書（須藤・片野，
1982）にも記録があるが，証拠標本は残されていな
い．非意図的に移入したか，食用として導入された
ものと考えられる．

2．2　分類学的な扱いの変更
　本項では，過去の尾瀬総合学術調査の目録（Hara 
and Mizushima, 1954; Hara, 1982）から大きく分類学的
な取り扱いが変化したグループ（属・節等）または個々
の種や種内分類群について解説する．

2．2．1　分類学的な取り扱いに大きな変更があったグ

ループ
・ラン科ツレサギソウ属キソチドリ・ヤマサギソウ類
　Hara and Mizushima（1954） で は， ヤ マ サ ギ ソ ウ
Platanthera mandarinorum subsp. mandarinorum var. 
oreades，キソチドリ（広義）P. ophrydioides，ミチノ
クチドリ P. ophrydioides var. ophrydioides が記録され
た．しかし，ヤマサギソウとして同定された植物の中に
は全体が大型で花も大きく，距が長く屈曲するものが含
ま れ る． こ れ ら は し ば し ば マ イ サ ギ ソ ウ P. 
mandarinorum subsp. mandarinorum var. neglecta と
して記録されてきた（福島県植物誌編さん委員会 編，
1987）．これらの植物は花のサイズや形態を重視し，今
回マンシュウヤマサギソウ P. mandarinorum subsp. 
maximowicziana var. cornubovis として同定し新規追加
種として扱った．なお，尾瀬から武尊山のキソチドリ（広
義）は，全体的に小型でヒトツバキソチドリに近い形態
をとるものがあるが，それらも含めて集団内変異である
可能性が高く，オオキソチドリ（＝ミチノクチドリ）に
含めた．

・ホシクサ科ホシクサ属
　Hara and Mizushima（1954） では，ホシクサ属とし
てイトイヌノヒゲ Eriocaulon decemflorum，クロイヌ
ノヒゲモドキ E. atroides 及びその品種オゼイヌノヒゲ f. 
nanum，クロイヌノヒゲ E. atrum の 3 種 1 品種が報告
された．その後，第 2 次尾瀬総合学術調査においてユキ
イヌノヒゲ E. dimorphoelytrum とハライヌノヒゲ E. 
ozense が追加された（Hara, 1982）．2000 年以降に出版
された図鑑やホシクサ属の分類学的検討において，クロ
イヌノヒゲモドキとユキイヌノヒゲはイヌノヒゲ E. 
miquelianum のシノニムとして扱われ，ハライヌノヒ
ゲはイヌノヒゲの変種とされた（宮本，2015; Miyamoto 
2016a；高田，2017）．その後群馬県によるアヤメ平の調
査においてノソリホシクサ E. nosoriense が記録された

（鈴木ほか，2004）．一方で，瀬沼（2021）は尾瀬ヶ原と
横田代でイトイヌノヒゲは確認できないことを指摘し
た．
　今回の標本調査の結果，瀬沼（2021）が指摘するよう
に，尾瀬においてイトイヌノヒゲとして同定された標本
はすべてイヌノヒゲであることが判明し，現地調査でも
イトイヌノヒゲに該当するものは確認できなかった．ま
た，瀬沼（2021）はイヌノヒゲとハライヌノヒゲの互い
の形質をあわせもつ個体が出現し，浸透交雑の影響では
ないかと推測している．イヌノヒゲとハライヌノヒゲの
中間的な形質を持つ個体は群馬県立自然史博物館
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（GMNHJ）に収蔵されている標本でも確認された．一方，
瀬沼（2021）が横田代で採集し，ヤマトホシクサ類似種
と同定を保留した植物は，雌花の花弁が有毛で雄花苞の
先端に毛がある場合があり，横田代とアヤメ平が隣接す
ることから，クシロホシクサ（ノソリホシクサを含む）
である可能性が高い．ノソリホシクサは現在，クシロホ
シクサに含められる（Miyamoto, 2016）．
　以上，過去の尾瀬総合学術調査で 5 種 1 品種のホシク
サ属が記録されたが，現在では 2 種 1 変種にまとめられ，
このほかの 1 種は誤同定の可能性が高く，これに新たに
1 種が加わることとなった（表 1）．

・カヤツリグサ科スゲ属ハリスゲ類
　Hara and Mizushima（1954） で は， ハ リ ガ ネ ス ゲ
Carex capillacea，ニッコウハリスゲ C. fulta，コハリス
ゲ C. hakonensis，ヒカゲハリスゲ C. onoei，エゾハリ
スゲ C. uda の 5 種が記録された．このうち，コハリス
ゲについては正確な同定がなされていた．しかし，ヒカ
ゲハリスゲとして採集されたものはすべて 2005 年に新
種 と し て 記 載 さ れ た ユ キ グ ニ ハ リ ス ゲ C. 
semihyalofructa（Shimizu, 2005）またはニッコウハリ
スゲであった（表 2）．また，エゾハリスゲもすべてユ
キグニハリスゲまたはハリガネスゲであった．この結果，
尾瀬のハリスゲ類は 4 種となった．なお，ユキグニハリ
スゲを記載した Shimizu（2005）は燧ヶ岳産の標本（Tak. 
Shimizu 87-1611: KYO）を引用している．

・カヤツリグサ科スゲ属アオスゲ類
　尾瀬のカヤツリグサ科スゲ属のうち，アオスゲ類は，
アオスゲCarex leucochloraとオオアオスゲC. lonchophora

の 2 種が知られていた（Hara and Mizushima, 1954）．
第 1 次尾瀬総合学術調査時にそれらの種として採集され
た植物は，すべてイトアオスゲ C. puberula に同定され
た．中でもオオアオスゲとされた植物は確かに果胞が有
脈で大型であるが，それ以外の形質はイトアオスゲに一
致した．その後採集されたアオスゲ類も，尾瀬ではイト
アオスゲ 1 種である．

・タヌキモ科タヌキモ属（ミミカキグサ類を除く）
　Hara and Mizushima（1954）にはタヌキモ科タヌキ
モ属のうち水生植物のタヌキモ類コタヌキモUtricularia 
intermedia，タヌキモ U. japonica の 2 種の記録がある．
このうちコタヌキモは，後に Komiya and Shibata（1980）
がヤチコタヌキモとしたものである．これは Taylor

（1989）に従うと U. ochroleuca になる．また，尾瀬地
域では現地調査でも過去の標本でもタヌキモは確認され
ておらず，タヌキモとされたものはすべてイヌタヌキモ
U. australis である．尾瀬のヤチコタヌキモとイヌタヌ
キモの形態や，同定の経緯については薄葉ほか（2022）
参照．
　これらの種とは別にヒメタヌキモ U. minor が標本調
査，現地調査のいずれでも確認された．本種は水中枝と
泥生枝を持ち，土壌に固着して生育するが，尾瀬沼の湛
水部や尾瀬ヶ原の池溏では水面下に浮遊している．1950
年に赤田代（尾瀬ヶ原）と沼尻平（尾瀬沼）で採集され
た標本があるにもかかわらず，過去の尾瀬総合学術調査
の報告書には記録がない

・キク科ニガナ属
　尾瀬のニガナ属のうち Ixeridium dentatum に属する

表 1：尾瀬におけるホシクサ属植物の記録の変遷．
Hara and Mizushima（1954）及び Hara（1982） 今回の取り扱い
イトイヌノヒゲ

＊イヌノヒゲ
＊ユキイヌノヒゲ
クロイヌノヒゲモドキ
オゼイヌノヒゲ
＊ハライヌノヒゲ ＊ハライヌノヒゲ
クロイヌノヒゲ クロイヌノヒゲ

＊クシロホシクサ
＊は Hara and Mizushima（1954）に記録がない種

表 2：尾瀬におけるハリスゲ類植物の記録の変遷．
Hara and Mizushima（1954） 今回の取り扱い
コハリスゲ コハリスゲ
ハリガネスゲ ハリガネスゲ
エゾハリスゲ

ユキグニハリスゲ
ヒカゲハリスゲ

ニッコウハリスゲニッコウハリスゲ
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もの（以下広義ニガナ）は，黄花のハナニガナ subsp. 
nipponicum var. albiflorum，その品種として扱われた
の白花のシロバナニガナ，黄花のクモマニガナ subsp. 
kimuranum が Hara and Mizushima（1954）に記録され，
Hara（1982）が白花のオゼニガナ subsp. ozense を追加
した（表 3）．
　尾瀬に広く分布するものはハナニガナ（シロバナニガ
ナ含む）で，高山植生にも生育し丈が低くなるものがみ
られた．クモマニガナと同定されていた標本の多くは今
回ハナニガナに再同定され，残りの同定可能な標本は，
タ カ ネ ニ ガ ナ I. alpicola と シ ラ ネ ニ ガ ナ subsp. 
shiranense に再同定された．関東や中部地方でクモマニ
ガナとされた植物はハナニガナに含められ，形態的に早
池峰山のものと異なることは Yahara（1995）でも指摘
されている．オゼニガナは，匍匐茎をもち，白緑色の茎
や葉と長い花序の枝に特徴があり，ミズゴケ湿原に生育
することが確認された．本亜種は現在でも十分な認識が
ないため，過去の標本はハナニガナに誤同定されていた．
一方，北東北に生育する花茎が低く，幅広の根出葉で特
徴付けられるクモマニガナは標本調査でも現地調査でも
確認できなかった．
　タカネニガナは，過去の尾瀬総合学術調査では記録さ
れ て い な い（Hara and Mizushima 1954; Hara 1982）．
しかし，本種は至仏山から記録がある（戸部ほか，
1968, 1987；菊地・須藤，1991）．今回の調査でも至仏山
で採集された標本が確認できた．GMNHJ では当初から
タカネニガナと同定された標本が多いが，クモマニガナ
から同定変更されたものもある．浅間山系や八ヶ岳のも
のに比べて花茎が高く分枝が少ないものも多い．

2．2．2　同定や分類的な見解が変化した種・亜種・変種
　Hara and Mizushima（1954）および Hara（1982）以
降，新たな分類群として記載された種類，分類群の範囲
やタイプ標本の取り扱いの変化によって現在では分類学
的な取扱いが変化した種類が多数ある．特筆すべきもの
について，以下に記す．

エゾノフユノハナワラビ Botrychium multifidum（S.
G.Gmel.） Rupr. var. robustum（Rupr. ex Milde） C.Chr.

（ハナヤスリ科）: Hara and Mizushima（1954）の「ヤ
マハナワラビ」
　　 かつては広くヤマハナワラビとしてまとめていた

が，現在葉や共通柄に長毛をもつものをエゾフユノ
ハナワラビとして認め，ヤマハナワラビを限定的に
扱う．尾瀬のものはすべてエゾフユノハナワラビに
同定された．

サカゲイノデ Polystichum retrosopaleaceum（Kodama） 
Tagawa（オシダ科）: Hara and Mizushima（1954）の「ツ
ヤナシイノデ」
　　 Hara and Mizushima（1954）当時の標本はツヤナ

シイノデとして扱われてきた．過去にツヤナシイノ
デとして同定されたものはサカゲイノデであった．
形態的によく似たこの 2 種はかつて混同されてき
た．

ナガオノキシノブ Lepisorus angustus Ching（ウラボシ
科）: Hara and Mizushima（1954）の「ノキシノブ」
　　 かつてはノキシノブの一型として扱われてきたが，

DNA 解析の結果，ノキシノブの 2 倍体とは異なる
系統に位置することが判明したため，現在は独立し
た種として扱われる（海老原，2017; Fujiwara et 
al., 2018）．尾瀬でノキシノブやミヤマノキシノブと
して採集されたものは，すべて本種に再同定された．

トウヒ Picea jezoensis（Siebold et Zucc.） Carrière var. 
hondoensis（Mayr） Rehder（マツ科）: Hara and Mizushima

（1954）の「エゾマツ」
　　 Hara and Mizushima（1954）は尾瀬の植物をエゾ

マツと扱った上で，樹皮が縦に裂けることや，トウ
ヒの分布域内であることを指摘し，「エゾマツであ
る」という武田久吉の意見を引用した．後にこの特
徴からオゼトウヒとされたが，現在はトウヒのシノ
ニムとして扱われている．

キ タ ゴ ヨ ウ Pinus parviflora Siebold et Zucc. var. 
pentaphylla（Mayr） A.Henry（ マ ツ 科 ）: Hara and 
Mizushima（1954）の「ヒメコマツ」

表 3：尾瀬におけるニガナ属植物の記録の変遷．
Hara and Mizushima（1954）及び Hara（1982） 今回の取り扱い
ハナニガナ（含シロバナニガナ） ハナニガナ（含シロバナニガナ）

クモマニガナ ＊タカネニガナ
＊シラネニガナ

＊オゼニガナ ＊オゼニガナ
＊は Hara and Mizushima（1954）に記録がない種
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　　 尾瀬を含む群馬県北部や会津地方のものは，種子の
翼が本体より明らかに長いため，ヒメコマツではな
くキタゴヨウとして扱った．

ミ ク ニ サ イ シ ン Asarum mikuniense Yamaji et Ter.
Nakam.（ウマノスズクサ科）: Hara and Mizushima

（1954）の「ウスバサイシン」
　　 ウスバサイシンは本種を含む 4 種に分割されたが

（山路ほか，2007），尾瀬地域に生育するものは本州
中部の多雪地山岳に固有なミクニサイシンである．

シブツアサツキAllium schoenoprasum L. var. shibutuense 
Kitam.（ヒガンバナ科）: Hara and Mizushima（1954）
の「シロウマアサツキ，シブツアサツキ」
　　 『改訂新版 日本の野生植物』（布施，2015）はシブ

ツアサツキをシロウマアサツキと区別しており，今
回もこの扱いに従っている．しかし米倉（2012）は
シロウマアサツキに含める見解をとっている．至仏
山や谷川岳はシロウマアサツキの分布範囲に含ま
れ，広義のシロウマアサツキの変異が大きいことを
考慮すると，シブツアサツキの葉が細いという特徴
は特殊な環境へ適応した生態型の可能性もある． 

オオフトイ Schoenoplectus lacustris（L.） Palla（カヤツ
リグサ科）: Hara and Mizushima（1954）の「フトイ」
　　 今回の標本調査と尾瀬沼での現地調査の結果は，黒

沢ほか（2016）が指摘したようにオオフトイであっ
た．Hara and Mizushima（1954）での扱いについ
ては，薄葉ほか（2002）参照． 

オオヒゲガリヤス Calamagrostis x grandiseta Takeda: 
Hara and Mizushima（1954）の「Calamagrostis longiseta 
Hackel var. longearistata（Takeda） Ohwi」
　　 Hara and Mizushima（1954）はヒゲノガリヤスの

項の注釈内で，その変種として，採集したものにつ
いても言及している．現在オオヒゲガリヤスは，ヒ
ゲノガリヤスとカニツリノガリヤスの雑種に位置づ
けられている．

オトメエンゴサク Corydalis fukuharae Lidén （ケシ科）: 
Hara and Mizushima（1954）の「エゾエンゴサク」
　　 現在，南東北以南でエゾエンゴサクとされたものは，

別種オトメエンゴサクとして扱われている．
オ ク ト リ カ ブ ト Aconitum japonicum Thunb. subsp. 
subcuneatum（Nakai） Kadota L. （キンポウゲ科）: Hara 
and Mizushima（1954）の「ヤマトリカブト」
　　 直立型をオゼトリカブトと呼ぶこともあるが，これ

もオクトリカブトの集団内変異である．
フサモ Myriophyllum verticillatum L.（アリノトウグサ
科）: Hara and Mizushima（1954）の「ホザキノフサモ」

　　 尾瀬でホザキノフサモ M. spicatum とされたものを
再同定したところすべてフサモであった．なお，『福
島県植物誌』は，尾瀬沼のものをフサモとしている

（福島県植物誌編さん委員会 編，1987）．
エ ゾ キ イ チ ゴ Rubus idaeus L.（ バ ラ 科 ）: Hara and 
Mizushima（1954）の「オオミヤマウラジロイチゴ」
　　 Hara and Mizushima（1954） は 亜 種 の subsp. 

nipponicus Focke としたが，広義エゾキイチゴは変
異が極めて大きく，日本産のものはおおまかに 4 つ
のグループがありながらも明確に分けることは困難
とされる（Naruhashi, 2001）．なお，菊地・須藤（1991）
はミヤマウラジロイチゴの和名を用いながらも広義
エゾキイチゴの学名を用いた．

ミヤマワレモコウ Sanguisorba longifolia Bertol.（バラ
科）: Hara and Mizushima（1954）の「ワレモコウ」
　　 ミヤマワレモコウは 2000 年代になって初めて日本

で 認 識 さ れ た（ 鳴 橋 ほ か，2001） ．Hara and 
Mizushima（1954）はワレモコウとし掲載したが，
ワレモコウとされた標本や，過去にナガボノワレモ
コウとして同定されたものはすべてミヤマワレモコ
ウであった（黒沢ほか，2014）．

ツノハシバミ Corylus sieboldiana Blume  var. mandshurica
（Maxim. ex Rupr.） C.K.Schneid. （カバノキ科）: Hara
（1982）の「オオツノハシバミ」
　　 Hara（1982）は，Hara and Mizushima（1954）が

報告したツノハシバミの他に本変種も認めた．しか
し，尾瀬の種としてのツノハシバミは葉の大きさに
変化が大きく，連続しているように思われる．また，
果苞が円筒形のものは確認できなかった．このため，
本変種は集団内変異の中の極端なものを指している
可能性があると考え，今回は除外した．

シロヤナギSalix dolichostyla Seemen subsp. dolichostyla
（ヤナギ科）: Hara and Mizushima（1954）の「コゴメ
ヤナギ」
　　 尾瀬産の植物は，コゴメヤナギのように葉が短いも

のがほとんどである．しかし，子房に長毛が密生す
ることから，今回はこの形質を重視してシロヤナギ
と同定した．

ウスゲヤナギラン Chamerion angustifolium（L.） Scop. 
subsp. circumvagum（Mosquin） Moldenke（アカバナ科）: 
Hara and Mizushima（1954）の「ヤナギラン」
　　 近年の見解では，日本のヤナギランは現在 2 亜種に

分けられ，基本亜種（ヤナギラン）は東北地方北部
以北に分布するとされる．尾瀬を含む中部地方～東
北地方南部に分布するものはウスゲヤナギラン（ケ
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ヤナギラン）とされる（米倉，2016）．
エンコウカエデ Acer pictum Thunb. subsp. dissectum

（Wesm.） H.Ohashi  （ ム ク ロ ジ 科 ）: Hara and 
Mizushima（1954）の「イタヤカエデ」
　　 三平峠産の標本（TNS231166）はウラゲエンコウ

カ エ デ：（f. conniven） の 型 で あ る．Hara and 
Mizushima（1954）はイタヤカエデの学名に，広義
のイタヤカエデを指す A. mono を用いた．しかし，
アカイタヤ subsp. mayrii を識別しているため，イ
タヤカエデは亜種エンコウカエデを指している可能
性が高い． 

アイイタドリ Fallopia x bohemica（Chrtek et Chrtkova） 
J.P.Bailey （タデ科）: Hara and Mizushima（1954）の

「Reynoutria japonica Houtt. var. intermedia Tatewaki」
　　 Hara and Mizushima（1954）はオオイタドリの項

の注釈内で var. intermedia エゾイタドリの存在を
指摘した．この植物は現在，オオイタドリとイタド
リの雑種のアイイタドリとされる．

ニシミゾソバ Persicaria thunbergii（Siebold et Zucc.） 
H.Gross var. hassegawae（Hanai et Seriz.） Yonek.（ タ
デ科）: Hara（1982）の「ヤマミゾソバ」
　　 ヤマミゾソバは主に太平洋側に分布し，葉の幅が広

く閉鎖花の枝が短く，痩果は球状で淡褐色である．
しかし尾瀬のものは葉が長く，閉鎖花の枝も伸長し，
痩果は三稜のある卵形で褐色である．このためヤマ
ミゾソバではなく，日本海側に分布し，最も形態的
に近いニシミゾソバに同定した．しかし，他のニシ
ミゾソバの産地に比べても尾瀬は標高が高く，また，
尾瀬のものは 8 月中に開花し，花期が早い．さらに
西日本のニシミゾソバに比べても閉鎖花の枝は短
い．このため，本植物の実体についてはさらなる研
究が必要と考えられる． 

エ ゾ ア ジ サ イ Hydrangea cuspidata（Thunb.） H.Ohba 
et S.Akiyama f. yesoensis（Koidz.） H.Ohba et S.Akiyam.

（アジサイ科）: Hara and Mizushima（1954）の「ヤマ
アジサイ」（注釈でエゾアジサイ）
　　 Hara and Mizushima（1954）は尾瀬のものはでは

尾瀬のものはヤマアジサイとして扱ったが，注釈で
その変種のエゾアジサイであることを指摘した．

サ ラ サ ド ウ ダ ン Enkianthus campanulatus（Miq.） G.
Nicholson （ツツジ科）: Hara and Mizushima（1954）の

「ベニサラサドウダン」
　　 Hara and Mizushima（1954）は尾瀬からベニサラ

サドウダンのみ記録している．五百川ほか（2017）
では，サラサドウダンとベニサラサドウダンを変種

として区別しているが，両者は中間型があって明瞭
に区別するのが難しいとも記している．尾瀬でも同
様と思われるため，今回は両者を区別せずに，広義
のサラサドウダンとして扱った．

マルバウスゴVaccinium shikokianum Nakai（ツツジ科）: 
Hara and Mizushima（1954）の「エゾクロウスゴ，シ
コクウスゴ」
　　 国立公園協会（1982）や菊地・須藤（1991）ではマ

ルバウスゴやクロウスゴの他にエゾクロウスゴ V. 
ovalifolium var. coriaceum を掲載するなど，本種
の取り扱いには混乱がみられた．1950 年代までの
標本を見る限り「エゾクロウスゴ」とされた植物は，
クロウスゴやその種内分類群ではなく，マルバウス
ゴ（シコクウスゴ）のことと考えられる．また，
Hara and Mizushima（1954）は括弧内に別名とし
て V. shikokianum の学名を記している．

ミヤマアオダモ Fraxinus apertisquamifera H.Hara（モ
クセイ科）: Hara and Mizushima（1954）の「コバシジ
ノキ」
　　 Hara and Mizushima（1954） は コ バ シ ジ ノ キ F. 

sambucina とした．その後，F. sambucina の基準
標本はシオジであることが判明し，従来のコバシジ
ノキを F. apertisquamifera として新種記載し，ミ
ヤマアオダモの和名を新たに与えた（Hara, 1956）．
TI に収蔵された尾瀬産のコバシジノキとされた標
本もミヤマアオダモと矛盾はない．

ミヤマアズマギク Erigeron thunbergii A.Gray subsp. 
glabratus（A.Gray） H.Hara.（ キ ク 科 ）: Hara and 
Mizushima（1954）の「ジョウシュウアズマギク」
　　 Hara and Mizushima（1954）は，変種のジョウシュ

ウアズマギク var. heterotrichus（H.Hara） H.Hara
とした近年の DNA を用いた分析によると，ジョウ
シュウアズマギクは，ミヤマアズマギクの単なるク
レードの 1 つに過ぎない（Kawase et al. 2007）．ま
た，『改訂新版 日本の野生植物』（門田ほか，2017）
ではジョウシュウアズマギクの扱いは「区別される
こともある」と付記した上で，分類群としては認め
ていない．

オオハナウドHeracleum sphondylium L. subsp. montanum
（Schleich. ex Gaudin） Briq.（セリ科）: Hara and Mizushima
（1954）の「ハナウド Heracleum lanatum Michx. var. 
asiaticum Hara」
　　 Hara and Mizushima（1954）は尾瀬のものをハナ

ウドとしながらも上記の学名をあてた．これは現在
ハナウドではなくオオハナウドの異名としてあてら
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れるものである．従ってHara and Mizushima（1954）
は，尾瀬のものはオオハナウドである認識はあった
と考えられる．

ミ ヤ マ ヤ ブ ニ ン ジ ン Osmorhiza aristata（Thunb.） 
Rydb. var. montana Makino（ セ リ 科 ）: Hara and 
Mizushima（1954）の「ヤブニンジン」
　　 過去の尾瀬の標本はすべてミヤマヤブニンジンの変

異におさまるものであった．古くはミヤマヤブニン
ジンを明確に分けていなかった可能性がある．宮前

（1981）以降は，尾瀬のものはミヤマヤブニンジン
と認識している．

2．3　尾瀬に産する別の分類群のシノニムまたは品種と
して扱われるべき Hara and Mizushima 1954 及び
Hara 1982 目録の分類群

オ ゼ サ ト メ シ ダ Athyrium deltoidofrons Makino f. 
ohmurae Sa.Kurata in Hara（1982） （メシダ科）
　　 Hara（1982）に記録があるが，毛の有無だけの違

いであり，サトメシダの品種として扱われる．当初
から品種として記録された．

ケヤマイヌワラビ Athyrium vidalii（Franch. et Sav.） 
Nakai f. pulvigerum Sa.Kurata in Hara（1982） （メシダ
科）
　　 Hara（1982）に記録があるが，毛の有無だけの違

いであり，ヤマイヌワラビの品種として扱われる．
当初から品種として記録された．

シロバナハクサンチドリ Dactylorhiza aristata（Fisch. 
ex Lindl.） Soó f. albiflora（Koidz.） F.Maek. ex Toyok. 
in Hara（1982） （ラン科）
　　 ハクサンチドリの白花品に過ぎない．変種レベルで

分けることもあるが，現在はハクサンチドリと区別
しないことが多い．当初から品種として記録された．

クロイヌノヒゲモドキ，オゼイヌノヒゲ Eriocaulon 
atroides Satake（incl. f. nanum. Satake） in Hara and 
Mizushima（1954）  （ホシクサ科）
　　 本種は現在イヌノヒゲ E. miquelianum のシノニム

として扱われる（2．2．1 分類学的な取り扱いに大き
な変更があったグループ参照）．

ユキイヌノヒゲ Eriocaulon dimorphoelytrum Koyama 
in Hara（1982）  （ホシクサ科）
　　 本種は現在イヌノヒゲ E. miquelianu のシノニムと

して扱われる（2．2．1．分類学的な取り 扱いに大き
な変更があったグループ参照）．

ミ ヤ マ ゼ キ シ ョ ウ Juncus yakeisidakensis Satake in 

Hara and Mizushima（1954） （イグサ科）
　　 ミヤマゼキショウは現在ヒロハノコウガイゼキショ

ウ J. diastrophanthus の シ ノ ニ ム と し て 扱 う
（Miyamoto, 2016b）．

コ ツ マ ト リ ソ ウ Trientalis europaea L. var. arctica
（Fisch. ex Hook.） Ledeb. in Hara and Mizushima（1954） 
（サクラソウ科）
　　 変種レベルで分けることもあるが，現在はツマトリ

ソウと区別しないことが多い．
ハ ク サ ン シ ャ ジ ン Adenophora triphylla Thunb. var. 
hakusanensis Kitamura in Hara and Mizushima（1954） 

（キキョウ科）
　　 ツリガネニンジンは非常に変異が大きく明確に分け

られない．ハクサンシャジンは生態型と考えられ，
現在はシノニムまたは品種として扱われる．

3．標本未発見の種類・報告に疑問のある種類

　Hara and Mizushima（1954）または Hara（1982）に
記録がありながら，今回証拠標本が発見できなかった植
物，尾瀬への途中経路上で採取され，尾瀬には産しない
と考えられる植物について，以下に述べる．

3．1　標本未発見の種類
　Hara and Mizushima（1954）または Hara（1982）に
記録がありながら，今回標本を確認できなかった植物の
うち，実際に生育していた可能性が高いと思われるのは
9 種類である．このうち 3 種類は生育環境から当時の一
時的な移入植物である可能性がある．一方で岩場や拠水
林内，高木への着生植物など．確認が難しい種類もこの
中に含まれた．

ミ ヤ マ ノ キ シ ノ ブ Lepisorus ussuriensis（Regel et 
Maack） Ching var. distans（Makino） Tagawa （ウラボ
シ科）
　　 尾瀬産でミヤマノキシノブと同定された標本を再確

認したが，すべてナガオノキシノブであった．近隣
地域にはミヤマノキシノブはあるが，尾瀬地域では
稀産種かもしれない．普通にみられる着生シダとい
うことで，注意して採集されることが少ないことも
確実な標本がない理由かもしれない．

チョウセンゴミシ Schisandra chinensis（Turcz.） Baill. 
（マツブサ科）
　　 標 本 は 確 認 で き な か っ た． ま た，Hara and 

Mizushima（1954）に記録がある沼尻－尾瀬ヶ原間
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の現地調査でも見いだせなかった．
ミヤマナルコユリ Polygonatum lasianthum Maxim. （キ
ジカクシ科）
　　 尾瀬総合学術調査時のものを含め標本を見いだすこ

とはできなかった．至仏山麓には生育可能な環境は
ある．

ミツバベンケイソウ Hylotelephium verticillatum（L.） 
H.Ohba var. verticillatum （ベンケイソウ科）
　　 尾瀬総合学術調査時のものを含め標本を見いだすこ

とはできなかった．只見川での記録のため調査経路
を工夫しない限り再発見は難しいと考えられる．

シライヤナギ Salix shiraii Seemen var. shiraii （ヤナギ
科）
　　 尾瀬総合学術調査時のものを含め標本を見いだすこ

とはできなかった．Hara and Mizushima（1954） は，
Kurata からの情報で三条ノ滝を産地にあげたが，
現地は切り立った岩角地であり，現地調査を行うこ
とはできなかった．

ヤマハタザオ Arabis hirsuta（L.） Scop. （アブラナ科）
　　 尾瀬総合学術調査時のものを含め標本を見いだすこ

とはできなかった．尾瀬沼と鳩待峠で記録されてい
るが，いずれも人通りの多い地点であり，移入植物
の可能性もある．

ヒキオコシ Isodon japonicus（Burm.f.） H.Hara （シソ科）
　　 尾瀬総合学術調査時のものを含め標本を見いだすこ

とはできなかった．山ノ鼻－鳩待峠間での記録があ
るが，本種は草地性の植物である．そのため，戸倉
集落から移入したものが川上川に沿った登山道で記
録された可能性もある．

ノチドメ Hydrocotyle maritima Honda （ウコギ科）
　　 尾瀬総合学術調査時のものを含め標本を見いだすこ

とはできなかった．富士見峠と三平峠から記録があ
り，登山道沿いの移入種と考えられる．

イワセントウソウ Pternopetalum tanakae（Franch. et 
Sav.） Hand.-Mazz. （セリ科）
　　 沼尻川から記録があるが，標本を見いだすことはで

きなかった． 

3．2　報告に疑問のある種類
Hara and Mizushima（1954）または Hara（1982）に掲
載され，今回標本を確認できなかった植物のうち生育し
ていた可能性が低いと思われる分類群を以下に記す．な
お，現在の見解との対応関係が複雑に異なるラン科ツレ
サギソウ属の広義キソチドリ，ホシクサ科，カヤツリグ
サ科スゲ属のアオスゲ類とハリスゲ類，キク科ニガナ属

については，2．2．1 分類学的な取り扱いに大きな変更が
あったグループに記した．

ササエビモ Potamogeton x nitens Weber （ヒルムシロ
科）
　　 Hara and Mizushima（1954）は，Takeda の見解に

より P. nipponicus Makino としてササエビモを目
録 に 掲 載 し た． 一 方 で Miki の 見 解 に よ り P. 
heterophyllus Schreber の学名でエゾノヒルムシロ
も目録に掲載している．尾瀬産のこれらの標本を確
認する限りすべてエゾノヒルムシロであり，ササエ
ビモはない（薄葉ほか，2022）．

クモキリソウ Liparis kumokiri F.Maek. （ラン科）
　　 過去の標本を再確認したが，シテンクモキリか，同

定不能の状態のものしか見いだせなかった．尾瀬の
クモキリソウの実体はシテンクモキリである可能性
が高い．

スズムシソウ Liparis suzumushi Tsutsumi, T.Yukawa 
et M.Kato （ラン科）
　　 第 1 次尾瀬総合学術調査時にスズムシソウとして採

集された標本はフガクスズムシまたはシテンクモキ
リであり，少なくともスズムシソウではない．それ
以外に尾瀬でスズムシソウとして採集された標本は
なく，尾瀬のスズムシソウの記録はフガクスズムシ
の誤りの可能性が高い．なお，スズムシソウには従
来 Liparis makinoana Schltr. が用いられてきたが，
この学名はセイタカスズムシソウにあてるのが正し
く，スズムシソウに対して新たに上記の学名が提案
された（Tsutsumi et al., 2019）．

カ ツ ラ Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc. ex 
Hoffm. et Schult. （カツラ科）
　　 低標高域の尾瀬地区外の標本は確認されたが，

Hara and Mizushima（1954）に記録がある竜宮付近，
川上川，治右衛門池を含めた過去の標本はすべてヒ
ロハカツラ Cercidiphyllum magnificum であった． 

ニ ワ ト コ Sambucus racemosa L. subsp. sieboldiana
（Miq.） H.Hara （ガマズミ科）
　　 Hara and Mizushima（1954）では Sambucus racemosa

としてミヤマニワトコ S. microsperma とともに記
録された．尾瀬のニワトコ類葉のサイズや鋸歯，葉
縁や葉裏の毛の変異が非常に大きい．これらの変異
の極端なものをニワトコとした可能性がある．なお，
尾瀬のオオニワトコ S. racemosa subsp. sieboldiana 
var. major（＝ミヤマニワトコ）には葉縁や葉裏の
脈に沿ってまばらに刺状の毛があるものがあり，エ
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ゾニワトコ subsp. kamtschatica との浸透交雑の可
能性もある．

エゾオオバマユミ Euonymus hamiltonianus Wall. subsp. 
sieboldianus（Blume） H.Hara var. megaphyllus H.Hara 

（ニシキギ科：原，1981）
　　 Hara and Mizushima（1954）が報告したカントウ

マユミとは別に，Hara（1982）は本変種を山ノ鼻
から報告した（和名は原（1981）に記述）．本変種
はマユミのシノニムとされる．尾瀬には変種のカン
トウマユミが普通に生育するが，マユミは確認され
ていない．

3．3　今回の尾瀬の範囲外と思われる種類
Hara and Mizushima（1954）または Hara（1982）に掲
載されたが，尾瀬への途中経路上で採取され，今回の尾
瀬の範囲には産しないと考えられる植物について，以下
に述べる．ホッスガヤとオオトボシガラの標本には大清
水から三平峠の間であることが明記されている．

ヒメシャガ Iris gracilipes A.Gray （アヤメ科）
　　 GMNHJ には至仏山西面（みなかみ町側）の標本が

ある．至仏山東面の確実な標本はいずれの標本庫か
らも確認されなかった．古くはみなかみ町藤原から
日崎峠を越えて山ノ鼻に至る登山ルートがあり，ま
た，至仏山登山に狩小屋沢が用いられていたため，
至仏山西面の標本が至仏山産とされた可能性はあ
る．

ウシクグ Cyperus orthostachyus Franch. et Sav. （カヤ
ツリグサ科）
　　 尾瀬総合学術調査時のものを含め標本を見いだすこ

とはできなかった．生育環境から三平峠の南面の
湿った場所（岩清水など）で採集された可能性が高
い．

ホッスガヤ Calamagrostis pseudophragmites（A.Haller） 
Koeler （イネ科）
　　 大清水－三平峠間の標本は複数確認されたため，三

平峠南面のものと考えられる．データ整理中に三平
峠産として扱われた可能性が高い．

オオトボシガラ Festuca extremiorientalis Ohwi （イネ
科）
　　 大清水－三平峠間の標本が確認されたため，三平峠

南面のものと考えられる．データ整理中に三平峠産
として扱われた可能性が高い．

4．尾瀬産の標本が確認されたが，尾瀬産植物目
録から除外することが妥当な種

　以下の種は尾瀬及びそれを構成する山岳の名称がラベ
ルに記入されているが，以下の理由で尾瀬の中で採集さ
れたものではないと判断したものである．従って，現段
階では尾瀬の植物相に加えることは保留する : 1） 1 ～数
点しか標本がなく，産地が「尾瀬」あるいは至仏山，燧ヶ
岳とのみ記入され，かつ尾瀬にその種の生育可能な環境
がないか，尾瀬とその周辺に分布が及んでいない分類群，
2） 1 ～数点しか標本がなく，ラベル情報が調査対象地
域の外まで及んでおり，かつ尾瀬にその種の生育可能な
環境がないか，範囲外と判断した方がいい分類群，3） 
同じロットの標本コレクレクションから，尾瀬の域外で
の種（たとえば至仏山のラベルがあるが，国立公園外の
みなかみ町側にしか分布が知られていない種）大半を占
めるコレクション， 4）他産地の標本が混入したと考え
られるものが多い特定コレクターの特定期間の標本，5） 
同定変更や展示，貸出などの理由がなく，配架されてい
ない標本は除外した．学名の後ろの数字は上の 1）－5）
の理由である．

チシマヒカゲノカズラ Lycopodium aipinum L. 5）
ヒ モ カ ズ ラ Selaginella shakotanensis（Franch. ex 
Takeda） Miyabe et Kudo 1）
ホソバコケシノブ Hymenophyllum polyanthos（Sw.） 
Sw. 2）
イワオモダカ Pyrrosia hastata（Houtt.） Ching 2）
ヒメイワショウブ Tofieldia okuboi Makino 1）
アオコウガイゼキショウ Juncus papillosus Franch. et 
Sav. 2）
サッポロスゲ Carex pilosa Scop. 4）
コウボウ Anthoxanthum nitens（Weber） Y.Schouten et 
Veldkamp var. sachalinense（Printz） Yonek. 1）
クサボタン Clematis stans Siebold et Zucc. 1）
ヤマシャクヤク Paeonia japonica（Makino） Miyabe et 
Takeda 1）
サンカクヅル Vitis flexuosa Thunb. var. flexuosa 1）
イ ワ オ ウ ギ Hedysarum vicioides Turcz.  subsp. 
japonicum（B.Fedtsch.） B.H.Choi et H.Ohashi  var. 
japonicum（B.Fedtsch.） B.H.Choi et H.Ohashi 3）
ホロムイイチゴRubus chamaemorus L. var. chamaemorus 
1）
ホナガクマヤナギ Berchemia longiracemosa Okuyama 
1）
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クロカンバ Rhamnus costata Maxim. 4）
サクラスミレ Viola hirtipes S.Moore 1）
グンナイフウロ Geranium onoei Franch. et Sav. var. 
onoei
　　 山ノ鼻－東電小屋産の標本が 1 枚のみしか存在せ

ず，自生とは考えにくい．金精峠での採集品の混入
の可能性や，山小屋で栽培していた可能性がある．

ウシタキソウ Circaea cordata Royle 1）
ミズタマソウ Circaea mollis Siebold et Zucc. 1）
ムカゴトラノオ Bistorta vivipara（L.） Delarbre 1）
ウミミドリ Lysimachia maritima（L.） Galasso, Banfi et 
Soldano var. obtusifolia（Fernald） Yonek. 1）
ヒナザクラ Primula nipponica Yatabe 1）
アセビ Pieris japonica（Thunb.） D.Don ex G.Don subsp. 
japonica 1）
ミヤマリンドウ Gentiana nipponica Maxim. 1）
スズサイコ Vincetoxicum pycnostelma Kitag. 1）
オニルリソウ Cynoglossum asperrimum Nakai 2）
ムラサキ Lithospermum murasaki Siebold 1）
ヒルガオ Calystegia pubescens Lindl. 2）
ム ラ サ キ シ キ ブ Callicarpa japonica Thunb. var. 
japonica 1）
タテヤマウツボグサ Prunella prunelliformis（Maxim.） 
Makino3）
エゾタツナミソウ Scutellaria pekinensis Maxim.  var. 
ussuriensis（Regel） Hand.-Mazz. 4）
オオナンバンギセル Aeginetia sinensis G.Beck 1）
ヤ マ ホ タ ル ブ ク ロ Campanula punctata Lam. var. 
hondoensis（Kitam.） Ohwi 3）
ヤハズハハコ Anaphalis sinica Hance var. sinica 4）
イヌヨモギ Artemisia keiskeana Miq. 1）
ホソバムカシヨモギ Erigeron acris L. var. linearifolius

（Koidz.） Kitam. 1）
　　 本種の基本変種であるエゾムカシヨモギ var. acris

が滝ノ沢で写真記録されているが（須藤，2001），
標本が確認できていない．

セイタカトウヒレン Saussurea tanakae Franch. et Sav. 
ex Maxim. 1）
コウリンカ Tephroseris flammea（Turcz. ex DC.） Holub 
subsp. glabrifolia（Cufod.） B.Nord. 1）
コ ウ グ イ ス カ グ ラ Lonicera ramiosissima Franch. et 
Sav. ex Maxim. var. ramosissima 1）
タカネマツムシソウ Scabiosa japonica Miq. var. alpina

（Takeda） Takeda 1）
カ ノ ツ メ ソ ウ Spuriopimpinella calycina（Maxim.） 

Kitag. 1）

5．尾瀬の植物の分類に関する付記

本研究での分類群は基本的に『日本産シダ植物標準図鑑』
（海老原，2016，2017）および『改訂新版 日本の野生植
物』（大橋ほか，2015-2017）に従ったが，これらと異な
る扱いをした分類群や，今回の調査の過程で気づいた点
について記す．

トウゲシバ（広義）Huperzia serrata（Thunb.） Trevis.
　　 海老原（2016）に従い広義のトウゲシバとして扱っ

たが，細分した場合ホソバトウゲシバに該当する．
ア ス ナ ロ Thujopsis dolabrata（L.f.） Siebold et Zucc. 
var. dolabrata
　　 至仏山のものは球果の形態を確認してアスナロと同

定した．燧ヶ岳の標本は球果がないため，ヒノキア
スナロの可能性もある．

シュロソウVeratrum maackii Regel var. reymondianum
（O.Loes） H.Hara
　　 尾瀬内でも変異が大きく，オオシュロソウ，丈の低

いムラサキタカネアオヤギソウに加えて，ホソバ
シュロソウに似て葉が細く幅 3cm 以下の植物が生
育するが，これらは連続的で集団内変異のように思
えるので，いずれもシュロソウとして扱った．

コバイケイソウ Veratrum stamineum Maxim.
　　 葉の裏面に突起毛があるウラゲコバイケイも生育す

るが，集団内変異と考え，コバイケイソウとして扱っ
た．

タケシマラン Streptopus streptopoides（Ledeb.） Frye et 
Rigg var. japonicus（Maxim.） Fassett
　　 尾瀬にはヒメタケシマランに該当するような小型の

植物も見られるが，集団内変異と考え，タケシマラ
ンとして扱った．

イグサ Juncus decipiens（Buchenau） Nakai
　　 尾瀬にはヒメイに該当するような全体が細い植物も

見られるが，集団内変異と考え，イグサとして扱っ
た．

オ ク ヤ マ ザ サ Sasa cernua Makino， チ シ マ ザ サ S. 
kurilensis（Rupr.） Makino et Shibata
　　 チシマザサの仲間であるが，鈴木（1996）に従って

分類群を区別した．
フゲシザサ Sasa fugeshiensis Koidz.，クテガワザサ S. 
heterotricha Koidz.，チマキザサ S. palmata（Lat.-Marl.） 
Nakai，ケザサ S. pubens Nakai，クマイザサ S. senanensis
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（Franch. et Sav.） Rehder，オゼザサ S. yahikoensis Makino 
var. oseana（Makino） Sad.Suzuki
　　 チマキザサの仲間であるが，鈴木（1996）に従って

分類群を区別した．
ヤ マ オ ダ マ キ Aquilegia buergeriana Siebold et Zucc. 
var. buergeriana
　　 尾瀬にはオオヤマオダマキに該当するような花弁の

距が内曲する植物も見られるが，集団内変異と考え，
ヤマオダマキとして扱った．

リュウキンカ Caltha palustris L. var. nipponica H.Hara
　　 尾瀬にはエンコウソウに該当するような，花茎が伸

長して節で発根する植物も見られるが，集団内変異
と考え，リュウキンカとして扱った．

タカネザクラ Cerasus nipponica（Matsum.）Masam. et 
Suzuki var. nipponica
　　 『改訂新版日本の野生植物』（池田ほか，2016）では，

葉柄に開出毛が密生し花柄と花床筒にも開出毛を生
じるチシマザクラを変種として扱いつつ，変異が連
続的で，変種として区別が妥当か疑問視されること
が記されている．尾瀬でも葉柄，花柄，花床筒が無
毛のものから密に毛があるものまで連続的であるた
め，集団内変異と考え，毛があるものもタカネザク
ラとして扱った．

ナナカマド Sorbus commixta Hedl. var. commixta
　　 尾瀬にはサビバナナカマドに該当するような，小葉

の裏面，花序にさび色の毛が多い植物も見られるが，
集団内変異と考え，ナナカマドとして扱った．

ウメバチソウ Parnassia palustris L. var. palustris
　　 尾瀬にはコウメバチソウに該当するような，全体が

小型で花も小さな植物も見られるが，集団内変異と
考え，ウメバチソウとして扱った．

ミヤマカタバミ Oxalis griffithii Edgew. et Hook.f. var. 
griffithii
　　 Aoki et al.（2019）に従い，小葉の角が丸いヒョウ

ノセンカタバミに該当するような植物もミヤマカタ
バミとして扱った．

テツカエデ Acer nipponicum H.Hara
　　 大橋（2016）に従い広義のテツカエデとして扱った

が，細分した場合は狭義のキタノテツカエデに該当
する．

ミズギク Inula ciliaris（Miq.） Maxim. var. ciliaris
　　 尾瀬には茎の中部以上の葉の裏面に腺点を生じるオ

ゼミズギクや，葉の裏面の脈上，茎の上部，総苞に
長毛を密生するオクノミズギクに該当する植物も見
られるが，変異は連続的で集団内変異と思われるこ

とから，ミズギクとして扱った．なお，原・水島（1954）
も様々な程度の中間形がみられるため，オゼミズギ
クをミズギクから分ける必要はないとした．

ウ ス ユ キ ソ ウ Leontopodium japonicum Miq. var. 
japonicum
　　 尾瀬にはミネウスユキソウに該当するような，頭花

の柄が短い植物も見られるが，集団内変異と考え，
ウスユキソウとして扱った．

オオニワトコ Sambucus racemosa L. subsp. sieboldiana
（Miq.） H.Hara var. major（Nakai） Murata
　　 尾瀬にはエゾニワトコのように葉の縁や胚軸側の脈

に沿って硬い毛が出る植物も見られるが，葉柄や当
年枝が無毛であるため，オオニワトコとして扱った．
典型的なエゾニワトコが群馬県内の尾瀬の隣接地に
確認されていることから，交雑由来の可能性もある．
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附図 1： Hara and Mizushima（1954）と Hara（1982）に記録のない尾瀬産植物．a，シズイ（尾瀬ヶ原，2020 年 9 月 16 日）．
尾瀬で開花結実することは非常にまれ．尾瀬では第 4 次尾瀬総合学術調査で初めて記録された（薄葉ほか，2022）．b，
ヤドリギ（東電尾瀬橋付近の只見川畔，2016 年 4 月 25 日）．尾瀬では今回が初めての報告となる．c，アカオニタビラ
コ（沼尻川拠水林，2020 年 7 月 2 日）．明らかに平地性の植物だが，採集地点は木道や山小屋から離れた場所にあり，
ニホンジカとともに移入した可能性がある．d，スカシタゴボウ（山ノ鼻，2016 年 6 月 27 日）．山小屋周辺に移入した
平地性植物の例．e，コウキクサ（尾瀬ヶ原下田代：燧ヶ岳麓，2016 年 4 月 25 日）．写真は浮上前の越冬草体．
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尾瀬沼及び周辺湿原の大型水生植物相
薄葉　満 1），志賀　隆 2）, 3），加藤　将 2），黒沢　高秀 4），根本　秀一 5）， 

緑川　昭太郎 3），山ノ内　崇志 4），大森　威宏 6）

2021 年 10 月 28 日受付， 2021 年 12 月 28 日受理

　標本調査と現地調査の結果，尾瀬沼とその周辺湿原から 17 科 34 種 1 変種の水生維管束植物と 2 種
の水生蘚苔類，2 種の車軸藻植物が確認された．このうちショウブ，ガマ，ホソバミズヒキモ，シズ
イは今回初めて報告された．ショウブとガマは 2000 年代初頭には生育していたと考えられる．過去
に記録があるササエビモ，フトイ，ホザキノフサモ，コタヌキモはそれぞれエゾヒルムシロ，オオフ
トイ，フサモ，ヤチコタヌキモと考えられる．

Aquatic plant flora in Lake Oze-numa, and surrounding wetlands, Japan.

Mitsuru Usuba1, Takashi Shiga2,3, Syou Kato2, Takahide Kurosawa4, Shuichi Nemoto5, Shotaro 
Midorikawa3, Takashi Yamanouchi4, Takehiro Ohmori6 

A combination of field and herbarium surveys recorded a total of 34 plant species, one variety of aquatic 
vascular plant, two aquatic moss species and two charophyte species in Lake Ozenuma and the wetlands 
surrounding the lake. As a result of the surveys, Acorus calamus L., Typha latifolia L., Potamogeton octandrus 
Poir. and Schoenoplectus nipponicus（Makino）Soják were newly recorded in the area. However, the former two 
species are presumed to have occurred in the region in the early of the 2000s. Further, four of the species that 
were previously recorded as being distributed in the region were considered to have been misidentified; i.e. 
specimens previously identified as P. nipponicus Makino, S. tabernaemontani（C.C.Gmel.）Palla, Myriophyllum 
spicatum L. and Utricularia intermedia Heyne were identified as P. gramineus L., S. lacustris（L.）Palla， M. 
verticillatum L. and U. ochroleuca R.W.Hartm in this study, respectively.

キーワード：現地調査，車軸藻植物，水生維管束植物，水生蘚苔類，標本調査 
aquatic moss, aquatic vascular plants, charophytes, field survey, herbarium survey.
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1．はじめに

　尾瀬沼（福島県檜枝岐村，群馬県片品村）は尾瀬地域
の標高 1660 m に位置する自然湖沼である．尾瀬沼の水
生植物相に関しては，大正時代からあり，1933 年には
周辺の湿地を含めた植生学的な調査も行われた（中野 , 
1919, 1933）．第 1 次尾瀬総合学術調査では，尾瀬沼やそ
の周辺も含めた水生植物も植物目録に採録された（Hara 
and Mizushima, 1954）．しかし，ヒルムシロ科の一部は，
直接の標本採集に基づくものではなく，Miki や Takeda

（三木茂や武田久吉の著作物か私信と思われる）の記録
を引用している．1960 年に尾瀬が特別天然記念物に指
定されると，群馬県教育委員会によって尾瀬沼の総合的
な陸水学調査が行われ，それに基づく車軸藻類を含めた
水生植物の分布図が作成された（栗田ほか , 1974）．そ
の後 1981 年に北米原産のコカナダモ Elodea nuttallii の
侵入が確認され（星 , 1982），1980 年代にはその異常繁
茂が社会的関心を集めた（角野，2002）．1980 年代には
コカナダモの分布拡大状況の把握のために水生植物の分
布調査が行われた（たとえば樋口ほか , 1983；栗田ほか , 
1988）．1980 年代以降，新たな水草の図鑑が発行される
たびに分類が整理され，水生植物の同定をめぐる問題点
も明らかになってきた（大滝・石戸 , 1980；角野 , 1994, 
2014）．
　尾瀬沼の水生植物の中には分類学的な問題を含むもの
があり，ヒルムシロ科やタヌキモ科を中心に分布情報に
関して問題があるものが知られていた．また，これ加え
てニホンジカの侵入や 2000 年頃までみられた過剰な入
山者の影響に伴う新たな移入植物の定着も危惧されてい
た．そのため本研究では，尾瀬沼およびその周辺湿原の
水生植物相の正確な目録を作成し，現状を明らかにする
ことを目的として，過去の尾瀬沼産の水生植物の標本を
再検討すると共に，現地調査を行った．なお，本研究に
おける水生植物は維管束植物に車軸藻類，水生蘚苔類を
加えたものとし，調査対象は尾瀬沼とその周辺にある湿
原群とした．

2．調査方法

2．1　標本調査
　標本調査は，2017 年～ 2020 年の間に，群馬県立自然
史博物館（GMNHJ），福島大学貴重植物標本室（FKSE），
国立科学博物館（TNS），東京大学総合研究博物館及び
東京大学大学院理学系附属植物園（TI），東京都立大学
牧野標本館（MAK），東北大学植物標本室（TUS），神

奈川県立生命の星・地球博物館（KPM），千葉県立中央
博物館（CBM），大阪市立自然史博物館（OSA）で行わ
れた．対象地域は現地調査に合わせて尾瀬沼とその周辺
にある大江湿原，浅湖湿原，沼尻平，白砂湿原，白砂沢，
小沼とした．

2．2　現地調査
　尾瀬沼および周辺湿地に生育する水生植物に関して，
大型湖沼における水生植物相調査方法として公開されて
いる『モニタリングサイト 1000 湖沼：水生植物調査マ
ニュアル第 1 版』（環境省自然環境局生物多様性セン
ター，2017）の方法に基づいて，湖内では定点調査によ
る分布調査，湖辺では踏査による出現種の記録をそれぞ
れ実施した．本研究で調査対象とする水生植物は，沈水
植物，浮葉植物，浮遊植物，抽水植物とされる水生維管
束植物ならびに車軸藻類，水生蘚苔類とした．水生維管
束植物は主に角野（2014）の掲載種に従った．高層湿原
の湛水シュレンケに生育するホロムイソウ Scheuchzeria 
palustris やホシクサ科の全種，水際に生育し，しばしば
湖沼内の岸にも群生するヤナギトラノオ Lysimachia 
thyrsiflora，カキツバタ Iris laevigata，ヒオウギアヤメ
Iris setosa は調査対象から除外した．
　湖内における定点調査は，ボートを用いて 28 地点で
実施した．各地点においてボート上より錨型採集器（径
3.2 mm の針金を錨型に 8 本束ねてロープをつけたもの）
を湖面に投てきし，湖底を引きずることにより採集され
た水生植物を記録した．投てきは各地点で 6 回以上行い，
種毎に出現回数を記録した．各地点において目視のみで
確認された種も補足的に記録した．湖辺の踏査は，徒手
または棒状採集器（玉網の柄に熊手型の金具を装着した
もの）を用いた採集を行い，約 50 cm までの水深に生
育する水生植物を記録した．
　調査は 3 回に分けて合計 5 日間実施した．まず，2018
年 8 月 16 ～ 18 日に尾瀬沼とその周辺にある大江湿原，
浅湖湿原，沼尻平，白砂湿原において河川・池沼（池溏
含む）にて維管束植物，水生苔類，車軸藻類の調査を行っ
た．そして，2019 年 8 月 31 日に大江湿原，白砂湿原，
白砂沢で，同年 9 月 13 ～ 15 日には尾瀬沼周辺の湿原内
の水面と尾瀬沼岸で調査を行った．
　現地調査により採集された証拠標本はそれぞれ
FKSE，GMNHJ，新潟大学教育学部（NGU）に収蔵さ
れた．
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3．結果と考察

　標本調査と現地調査により，尾瀬沼と隣接する湿原で
確認された維管束植物は 17 科 34 種 1 変種である（表 1）．
尾瀬沼には生育せず，周辺の湿原のみで確認された維管
束植物は 4 科 4 種であった．これらの内，現地調査によっ
て新たに分布が確認された種はショウブ，ホソバミズヒ
キモ，ガマ，シズイの 4 種であった（図 1a，b，c，d）．
これに対し，過去に標本記録があるオゼコウホネは，現
地調査で生育を確認することはできなかった．
　尾瀬沼の車軸藻類は過去に 2 種（カタシャジクモ，ヒ
メフラスコモ）の記録があり，本調査でもこれら 2 種が
確認された．また，尾瀬沼周辺にある白砂湿原で新たに
苔類のヤチゼニゴケが確認された．このほか 2004 年に
蘚類であるカワゴケが採集され，その標本が確認された．
以下に今回尾瀬沼とその周辺の湿原から自生と標本が確
認された水生植物（表 1）について，分類群ごとに解説
する．今回の現地調査により自生が確認された種にはア
スタリスク（＊）を付した．また，目録の（　）内は今
回標本や自生が確認された湖沼・湿原である．証拠標本
のリストや，過去の報告の標本に基づく再検討の詳細や
議論については，今後発表の予定である．

3．1　車軸藻類
シャジクモ科 Characeae

カタシャジクモ Chara globularis Thuill. var. globularis
（尾瀬沼）＊
ヒメフラスコモ Nitella flexilis Agardh var. flexilis（尾
瀬沼）＊

　車軸藻類は，従来尾瀬沼から記録があるカタシャジク
モとヒメフラスコモの 2 種が現地調査でも確認された．
これらは山岳の大型湖沼によく見られ，一つの湖沼に両
種が出現することが多い種である（Kasaki, 1964）．尾瀬
沼における車軸藻類の最も古い記録は，舘脇（1925）が
湖底の植物群落の説明のなかで記述した「ナイテラ」で
あろう．フラスコモ属の属名（Nitella）を読んだもので
あるとうかがえるが種は不明である．その後，1951 年
に車軸藻類の分類学的研究の専門家である加崎英男博士
によりカタシャジクモが（Kasaki, 1964），また 1973 年
には栗田ほか（1974）によりヒメフラスコモが記録され
た．1970 年代以降に行われた調査においても，種まで
同定された記録はこれら 2 種のみである（栗田ほか，
1985；大森，生嶋，1988；野原，矢部，2000）．

3．2　蘚苔類
カワゴケ科 Fontinalaceae（蘚類 Bryopsida）

カワゴケ Fontinalis hypnoides Hartm.（尾瀬沼）

　カワゴケは従来尾瀬では尾瀬ヶ原の赤田代から記録が
あった（堀川, 1954）．2004年に尾瀬沼南西岸で発見され，
証拠標本が FKSE に収蔵されている．
 

ゼニゴケ科 Marchantiaceae（苔類 Hepaticopsida）
ヤチゼニゴケMarchantia polymorpha L. subsp. polymorpha

（白砂湿原）＊

　ヤチゼニゴケは尾瀬では従来尾瀬ヶ原から記録があっ
た（片桐ほか , 2015）．今回の現地調査において白砂湿
原でも記録された（根本ほか , 2020）．

3．3　シダ植物（ヒカゲノカズラ植物を含む）
ミズニラ科 Isoetaceae

ヒメミズニラ Isoetes asiatica（Makino）Makino（白砂
湿原）＊

トクサ科 Equisetaceae
ミズドクサ Equisetum fluviatile L.（尾瀬沼，大江湿原，
小沼）＊

　ヒメミズニラは尾瀬では過去に尾瀬ヶ原やアヤメ平か
ら記録がある（Hara and Mizushima, 1954）．今回は白
砂湿原で記録されたが（図 1e），尾瀬沼からの記録はな
い．ミズドクサは尾瀬沼や小沼の水深の浅い場所に広く
分布する．

3．4　種子植物

3．4．1　基部被子植物
ハゴロモモ科 Cabombaceae

ジュンサイ Brasenia schreberi J.F.Gmel.（尾瀬沼）＊

スイレン科 Nympaeaceae
オゼコウホネ Nuphar pumila（Timm）DC. var. ozeensis 
H.Hara（尾瀬沼）
ヒツジグサNymphaea tetragona Georgi var. tetragona（尾
瀬沼，沼尻平，小沼）＊

　ジュンサイとヒツジグサが尾瀬沼に自生することは古
くから知られていた．一方 Hara and Mizushima（1954）
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などの尾瀬の植物に関する文献では尾瀬沼のオゼコウホ
ネに関する記録はない．FKSE-40610 は 1975 年に尾瀬
沼南側で採集されたものであるが，この標本以外に尾瀬
沼からのオゼコウホネの確実な記録はない．しかし，こ
の標本が採取された 2 年前の栗田ほか（1974）の尾瀬沼

の水生植物分布調査でもオゼコウホネは確認されていな
い．さらにこの標本は開花個体であるが，浮葉の形やサ
イズから若い個体と推定される．そのため，少数個体が
短期間自生していた可能性のほか，アヤメ平（原・水島，
1954）や大峰沼（鈴木ほか，2016）で行われたように移

表 1：尾瀬沼および周辺湿原において確認された水生植物（水生蘚苔類，車軸藻類を含む）．現地調査において確認することがで
きたものを○，標本調査でのみ分布が確認されたものを△で示した．また，本調査において新規に確認されたものは◎で示した．

No. 科名 和名 学名 尾瀬沼 周辺
湿原

1 Characeae カタシャジクモ Chara globularis ○

2 Characeae ヒメフラスコモ Nitella flexilis ○

3 Fontinalaceae カワゴケ Fontinalis hypnoides △

4 Marchantiaceae ヤチゼニゴケ Marchantia polymorpha subsp. polymorpha ◎

5 Isoetaceae ヒメミズニラ Isoetes asiatica ○

6 Equisetaceae ミズドクサ Equisetum fluviatile ○

7 Cabombaceae ジュンサイ Brasenia schreberi ○

8 Nympaeaceae オゼコウホネ Nuphar pumila var. ozeensis △

9 Nympaeaceae ヒツジグサ Nymphaea tetragona var. tetragona ○ ○

10 Acoraceae ショウブ Acorus calamus ◎

11 Hydrocharitaceae コカナダモ Elodea nuttallii ○

12 Potamogetonaceae フトヒルムシロ Potamogeton fryeri ○

13 Potamogetonaceae エゾヒルムシロ Potamogeton gramineus ○

14 Potamogetonaceae センニンモ Potamogeton maackianus ○

15 Potamogetonaceae オヒルムシロ Potamogeton natans ○ ○

16 Potamogetonaceae ホソバミズヒキモ Potamogeton octandrus var. octandrus ◎

17 Potamogetonaceae ヒロハノエビモ Potamogeton perfoliatus ○

18 Typhaceae タマミクリ Sparganium glomeratum var. glomeratum ○ ○

19 Typhaceae ホソバタマミクリ Sparganium glomeratum var. angustifolium ○

20 Typhaceae ガマ Typha latifolia ◎

21 Juncaceae イグサ Juncus decipiens ○

22 Cyperaceae オオカサスゲ Carex rhynchophysa ○ ○

23 Cyperaceae アゼスゲ Carex thunbergii var. thunbergia ○

24 Cyperaceae マツバイ Eleocharis acicularis. var. longiseta ○

25 Cyperaceae オオヌマハリイ Eleocharis mamillata ○ ○

26 Cyperaceae ミヤマホタルイ Schoenoplectiella hondoensis ○ ○

27 Cyperaceae ヒメホタルイ Schoenoplectiella lineolata ○

28 Cyperaceae オオフトイ Schoenoplectus lacustris ○ ○

29 Cyperaceae シズイ Schoenoplectus nipponicus ◎

30 Poaceae ヨシ Phragmites australis ○ ○

31 Ranunculaceae バイカモ Ranunculus nipponicus var. submersus △ ○

32 Ranunculaceae イトキンポウゲ Ranunculus reptans ○ ○

33 Haloragaceae フサモ Myriophyllum verticillatum ○

34 Rosaceae クロバナロウゲ Comarum palustre ○ ○

35 Plantaginaceae スギナモ Hippuris vulgaris ○ ○

36 Lentibulariaceae イヌタヌキモ Utricularia australis ○

37 Lentibulariaceae ヒメタヌキモ Utricularia minor ○ ○

38 Lentibulariaceae ヤチコタヌキモ Utricularia ochroleuca ○ ○

39 Menyanthaceae ミツガシワ Menyanthes trifoliata ○
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図 1：尾瀬沼で観察された水生植物．
a，b，ショウブ（尾瀬沼東岸，尾瀬沼展望所の北側）．c，ガマ（尾瀬沼東岸，尾瀬沼展望所の北側）．
d，沈水状態で生育するシズイ（白砂湿原）．e，ヒメミズニラ（白砂湿原）．f，沈水状態で生育するイトキンポウゲ（尾瀬沼東岸，
船着き場周辺）．花を付けており，開花後に水位上昇により沈水状態になったと思われる．g，フサモ（尾瀬沼）．気中葉を持つ
花序を付けているが，水位上昇のため水に沈んでいる．h，ヤチコタヌキモ（浅湖湿原）．i，ヒメタヌキモ（沼尻平）．撮影日は
2018 年 8 月 16 日（h），17 日（d，e，f，i），18 日（a，b，c，g）．
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植された可能性なども考えられる．

3．4．2　単子葉植物
ショウブ科 Acoraceae

ショウブ Acorus calamus L.（尾瀬沼）＊

　尾瀬では過去に記録はなかった．2018 年に尾瀬沼の
南東岸に近い部分に集団が確認された（NGU-11747，
11748；図 1a，b）．2004 年の湖畔を撮影した写真によ
ると，そのときには既に侵入していた（野原精一，私信）．

トチカガミ科 Hydrocharitaceae
コカナダモ Elodea nuttallii（Planch.）St.John（尾瀬沼）＊

　尾瀬沼では 1981 年に初めて侵入が確認された（星 , 
1982）．2018 年の尾瀬沼における定点調査では 28 地点
のうち 18 地点で確認され，檜ノ突出しの東岸において
高密度の群落を形成していた．野原（2006）はセキショ
ウモ Vallisneria natans（Lour.）H.Hara を記録している
が，今回の標本調査，現地調査ともに確認することがで
きておらず，ここではリストから除外した．

ヒルムシロ科 Potomogetonaceae
フトヒルムシロ Potamogeton fryeri A.Benn.（大江湿原，
浅湖湿原，沼尻平）＊
エゾヒルムシロ Potamogeton gramineus L.（尾瀬沼）＊
センニンモ Potamogeton maackianus A.Benn.（尾瀬沼）＊
オヒルムシロ Potamogeton natans L.（尾瀬沼，小沼）＊
ホ ソ バ ミ ズ ヒ キ モ Potamogeton octandrus Poir. var. 
octandrus（尾瀬沼）＊
ヒロハノエビモ Potamogeton perfoliatus L.（尾瀬沼）＊

　尾瀬沼に生育するヒルムシロ科のうちセンニンモとヒ
ロハノエビモの 2 種は Hara and Mizushima（1954）に
も記述がある．浮葉性ヒルムシロのうち尾瀬沼や小沼の
湛水部で大きな群落を形成しているのは Hara and 
Mizushima（1954）に記述のあるフトヒルムシロではな
くオヒルムシロである．尾瀬沼のオヒルムシロの存在は
舘脇（1925）や中野（1933）の時代から知られていた．
フトヒルムシロは今回の現地調査でも大江湿原，浅湖湿
原や沼尻平で確認され，尾瀬沼の本体からは確認されな
かった．本種は湖盆ではなく泥炭湿原の池溏や水路のみ
に分布が限定される．
　Hara and Mizushima（1954）は，Takeda からの情報
として尾瀬沼からササエビモ Potamogeton nipponicus 

Makino を報告しているが，今回の標本調査でも現地調
査でも確認できなかった．なお，P. nipponicus の原資
料にはエゾヒルムシロも含まれており，そのためササエ
ビモとエゾヒルムシロが混同されていた可能性がある

（薄葉 , 未発表）．そのため，尾瀬沼での報告もエゾヒル
ムシロを指している可能性もある．
　今回の現地調査では，尾瀬沼内において定点調査を
行った 28 地点のうちの 1 地点，檜ノ突出しの南岸にお
いて狭葉性のヒルムシロ属植物を採集した（NGU-11736，
11737）．沈水葉の葉脈が 1 脈であり，葉鞘が筒状になら
ないことから，ここでは暫定的にホソバミズヒキモと同
定した．なお，現地調査では果実を確認することができ
ていないため，コバノヒルムシロ P. cristatus Regel et 
Maack である可能性を否定することはできない．尾瀬
沼において，狭葉性のヒルムシロ属植物は，ヤナギモ P. 
oxyphyllus Miq.（ 星，1981） や イ ト モ P. berchtoldii 
Fieber（野原，2006）がこれまでに報告されているが，
ときにエゾヒルムシロの沈水葉のみの個体がヤナギモと
誤認されることがあり（TKB60329 → TNS），今回の調
査でも確認できなかったことから，ヤナギモの記録はエ
ゾヒルムシロの可能性がある．イトモは，標本調査では
証拠標本を確認することができておらず，その分布は定
かではない．

ガマ科　Typhaceae
タマミクリ Sparganium glomeratum（Beurl. ex Laest.）
L.M.Newman var. glomeratum（尾瀬沼，大江川）＊
ホソバタマミクリ Sparganium glomeratum（Beurl. ex 
Laest.）L.M.Newman var. angustifolium Graebn.（沼尻
平，白砂湿原）＊
ガマ Typha latifolia L.（尾瀬沼）＊

　Hara and Mizushima（1954）ではホソバタマミクリ
のみが記録され，尾瀬沼と白砂湿原に産するとした．大
江川や尾瀬沼の浅瀬など鉱物質を主とする水域に生育し
ているのは基本変種としてのタマミクリである．ホソバ
タマミクリの型は沼尻平，白砂湿原でも確認された．両
者は生態だけでなく，葉の幅など形態的な差違があり，
ここでは 2 変種を区別して記録する．
　尾瀬のガマは尾瀬ヶ原に限って記録があり（Hara, 
1982），尾瀬沼やその周辺からは報告がなかった．2018
年に尾瀬沼の長藏小屋と大江湿原の間の，岸に近い部分
に集団が確認されたが（NGU-11749，11750；図 1c），そ
こでは以前から生育していたとの情報もある（野原精一，
私信）．2004 年の湖畔を撮影した写真と 2018 年の状況を
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比較すると，尾瀬沼のガマの集団は拡大傾向にある．

イグサ科 Juncaceae
イグサ Juncus decipiens（Buchenau）Nakai（尾瀬沼）＊

　稈が細く，ヒメイ f. gracilis（Buchenau）Satake にあ
たるような植物も確認されたが，ここではイグサとして
扱った．

カヤツリグサ科　Cyperaceae
オオカサスゲ Carex rhynchophysa C.A.Mey.（尾瀬沼 , 
大江湿原，白砂湿原）＊
アゼスゲ Carex thunbergii Steud. var. thunbergii（尾瀬
沼，小沼）＊
マ ツ バ イ Eleocharis acicularis（L.）Roem. et Schult. 
var. longiseta Svenson（尾瀬沼）＊
オオヌマハリイ Eleocharis mamillata H.Lindb.（尾瀬沼 , 
大江湿原）＊
ミ ヤ マ ホ タ ル イ Schoenoplectiella hondoensis（Ohwi）
Hayas.（尾瀬沼，浅湖湿原，沼尻平，白砂湿原）＊
ヒ メ ホ タ ル イ Schoenoplectiella lineolata（Franch. et 
Sav.）J.D.Jung et H.K.Choi（尾瀬沼）＊
オオフトイ Schoenoplectus lacustris（L.）Palla（尾瀬沼，
小沼）＊
シズイ Schoenoplectus nipponicus（Makino）Soják（白
砂湿原）＊

　オオカサスゲは尾瀬沼や大江湿原，白砂湿原において
水際に群落を形成していた．野原（2006）はカサスゲ
Carex dispalata Boott を記録しているが，今回の標本調
査，現地調査ともに確認することができておらず，ここ
ではリストから除外した．
　マツバイは野原，矢部（2000）において報告されてい
るが，小穂が付いた植物体の標本が残されていないため，
基本種のチシママツバイ var. acicularis とマツバイ var. 
longiseta Svenson のどちらであるかは判然としない．
また，今回の現地調査においても，小穂を確認すること
はできていない．しかし，吉井広始氏は，2015 年に小
穂のついた稈を採集しており，刺針状花被片は痩果より
長く，マツバイであった（吉井広始，私信）．今回採集
されたものや，野原，矢部（2000）のものも，マツバイ
である可能性が高いため，ここではマツバイとしてリス
トした．同種は尾瀬沼湖岸においてまれに観察され，尾
瀬沼南岸ではヒメホタルイと共に確認された（NGU-
11741, 11743）．

　尾瀬沼のヒメホタルイは 1995 年に初めて報告されて
いる（大森 , 1995）. 小さく目立たない上に，砂浜を好
むため尾瀬沼では生育可能な立地が極めて限られると考
えられる．
　Hara and Mizushima（1954）は，ミヤマホタルイの
産地に尾瀬沼と白砂をあげている．主に湿原の池溏に生
育する種であり，尾瀬沼であっても泥炭地に連続する場
所では生育可能である．
　オオヌマハリイは，尾瀬では古くから尾瀬ヶ原から記
録がある（Hara and Mizushima, 1954）．1980 年代に入
り尾瀬沼でも確認された（大森・生嶋 , 1988）が，今回
に加え大江湿原で採集された標本も確認された．
　尾瀬沼のフトイ類について，Hara and Mizushima

（1954）はフトイ Scirpus tabernaemontanii とした上で，
「牧野富太郎博士はオオフトイが生育していることを報
告したが，我々の見る限り尾瀬沼のものはフトイである」
と記述している．しかし，各標本庫の収蔵標本の花の花
柱は 3 つに分岐し，現地調査でもオオフトイしか確認で
きなかった．
　シズイは白砂湿原においてヒメミズニラと共に沈水状
態で生育していた（NUG-11744；図 1d）．

イネ科 Poaceae
ヨシ Phragmites australis（Cav.）Trin. ex Steud.（尾瀬
沼 , 大江湿原，白砂湿原）＊

　尾瀬沼の岸辺，周辺湿原に群生する．

3．4．3　真正双子葉植物
キンポウゲ科 Ranunculaceae

バイカモ Ranunculus nipponicus Nakai var. submersus 
H.Hara（尾瀬沼，白砂湿原）
イトキンポウゲ Ranunculus reptans L.（尾瀬沼，小沼）＊

　Hara and Mizusnima（1954）は，バイカモの生育地
として尾瀬沼と沼尻－白砂湿原をあげた．今回の標本調
査でも 2 点の尾瀬沼産標本を確認したが，うち 1 点はラ
ベルに「尾瀬沼長藏小屋」と記述され，湖畔の入り江と
解釈できる．現地調査では白砂湿原東側の流水中から確
認された．本種は水の動きがある場所に生育する種で，
尾瀬沼では河口域や入り江などでなければ生育はできな
いと考えられる．
　イトキンポウゲは過去に記録がある尾瀬沼と小沼のも
のの標本が確認できた．現地調査では，尾瀬沼南岸と尾
瀬沼眺望所前の船着き場周辺及び小沼北東岸で生育を確
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認した（NGU-11739, 11742；図 1f）．

アリノトウグサ科 Haloragaceae
フサモ Myriophyllum verticillatum L.（尾瀬沼）＊

　Hara and Mizusnima（1954）など過去の記録では，
ホザキノフサモ Myriophyllum spicatum とされてきた．
しかし，尾瀬沼のものは葉形のほか殖芽の長さが 2 ～
3cm であること，雄花弁に突起がないこと，花序に気
中葉を形成することからフサモと同定できる（図 1g）．

バラ科 Rosaceae
クロバナロウゲ Comarum palustre L.（尾瀬沼，小沼）＊

　尾瀬沼の湿原沿いにマット状の群落を形成する．しか
し，オンダシ沖などで，ニホンジカによる摂食により衰
退し，ヒオウギアヤメなどの群落に変化していることが
確認された．

オオバコ科 Plantaginaceae
スギナモ Hippuris vulgaris L.（尾瀬沼，大江湿原，浅
湖湿原）＊

　スギナモは尾瀬ヶ原の河川に分布するものと解釈され
ることが多い（たとえば Hara and Mizusnima, 1954）．
しかし尾瀬沼のスギナモは田中（1933）によってすでに
報告され，コカナダモ侵入後の水草調査でも記録されて
いる（樋口ほか , 1983）．今回も標本と生育が確認された．
尾瀬沼のスギナモは，湿原や河川に接した部分のほか，
南岸でも採集されている．

タヌキモ科 Lentibulariaceae
イヌタヌキモ Utricularia australis R.Br.（尾瀬沼）＊
ヒメタヌキモ Utricularia minor L.（尾瀬沼，沼尻平）＊
ヤチコタヌキモ Utricularia ochroleuca R.Hartm.（尾瀬
沼，浅湖湿原，沼尻平）＊

　大型のタヌキモ属植物は，Hara and Mizushima（1954）
によってタヌキモ U. japonica として尾瀬ヶ原から報告
されている．しかし，尾瀬沼で採集された植物の殖芽は
紡錘形であり，鱗片葉の裂片の欠刻が尖り，刺毛が顕著
であることからすべてイヌタヌキモと同定された

（OSA，NDC，FKSE の標本による）．タヌキモからイ
ヌタヌキモを U. tenuicaulis Miki として区別した三木茂
は，1933 年 7 月に Ozehara において採集した植物をシ

ンタイプとして記載論文の中で引用している（Miki, 
1935）．なお，OSA に収蔵されている三木コレクション
の中には Ozehara で採集された標本は無く， 標本を包
む新聞紙に Ozenuma と記述がある標本（OSA-229146）
が残されている（志賀ほか，2009）．U. tenuicaulis の記
載論文の中で引用されている標本は，尾瀬沼において採
集されたものである可能性がある．
　Hara and Mizushima（1954） は， コ タ ヌ キ モ U. 
intermedia を尾瀬沼から報告した．その後，尾瀬でコ
タヌキモとされた植物は，ヤチコタヌキモであるという
見解が発表された（小宮，柴田 , 2001）．今回の尾瀬総
合学術調査の標本調査や現地調査の結果も，尾瀬でかつ
てコタヌキモとされたものはヤチコタヌキモであること
を支持するものになった（大森ほか , 2022）．ヤチコタ
ヌキモの学名は従来 U. ochroleuca が用いられているが，
ヨーロッパでは吸収毛の形状や花のサイズによって U. 
ochroleuca から U. stygia G.Thor を区別する場合もある

（ 例 え ば，Adamec, 2020）． 共 に，U. minor と U. 
intermedia の交雑由来の分類群と考えられており（Les, 
2018; Astuti et al., 2020），尾瀬ヶ原や尾瀬沼のヤチコタ
ヌキモにどの学名を当てるかについては今後，詳細な分
類学的な検討が必要であろう．ヤチコタヌキモは湿原の
泥炭上を這っていることが多いが，水中を浮遊している
場合もある（図 1h）．水島正美が 1950 年 7 月 14 日に岩
代国尾瀬沼で採集した標本（TI）には「ミツガシワ多
キ水深 3cm 位ノトコロ二アリ，沈水ス」とのメモがあっ
た．尾瀬沼本体でも沿岸の抽水植物が生育する場所なら
本種も生育可能と考えられる．
　ヒメタヌキモは 1980 年まで尾瀬全体でも文献記録が
なかったが，Komiya and Shibata（1980）において尾瀬ヶ
原や尾瀬沼（沼尻平産；NDC-2181，現在は TNS へ移管）
における分布が報告された．今回の現地調査では，沼尻
平（図 1i）に加えて，尾瀬沼の福島県側（FKSE-123150），
群馬県側（NGU-11738）それぞれにおいて分布が確認さ
れた．

ミツガシワ科 Menyanthaceae
ミツガシワ科 Menyanthes trifoliata L.（尾瀬沼，沼尻平，
白砂湿原）＊

　ミツガシワは，Hara and Mizushima（1954）により
普通種として扱われている．尾瀬沼の湿原に接した部分
や浅瀬にしばしば群生する．しかし，ニホンジカの嗜好
性が最も高い植物の 1 つであり，ニホンジカが接近でき
る場所では個体群の崩壊や群落の裸地化さえ起きてい
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る．FKSE110054 の「燧ヶ岳－尾瀬沼」は位置的に沼尻
平のことと考えられる．また，白砂湿原産の標本は見い
だせなかったが，同湿原の木道沿いの池溏にはミツガシ
ワが生育する．

3．5　尾瀬沼産水生植物相の過去の記録との比較
　尾瀬沼へのコカナダモ侵入以前に行われた栗田ほか

（1974）による尾瀬沼全域における水生植物分布調査で
は，車軸藻類 2 種を含む 16 種類が記録された．また，
コカナダモ侵入後では，薄葉（2002）が尾瀬沼から 16

表 2：尾瀬沼における水生植物（車軸藻類を含む）の過去の文献記録との比較．文献中，その和名での記録があるものは○，別
の分類群にあてられていると考えられるものは＊と番号で示した . 今回の記録については，現地調査において確認することがで
きたものを○，標本調査でのみ分布が確認されたものを△で示した．

No. 和名 学名 栗田ほか
1974

薄葉
2002 今回

1 カタシャジクモ Chara globularis ＊ 1 ○

2 ヒメフラスコモ Nitella flexilis ＊ 2 ○

3 カワゴケ Fontinalis hypnoides △

4 ミズドクサ Equisetum fluviatile ○ ○ ○

5 ジュンサイ Brasenia schreberi ○ ○ ○

6 オゼコウホネ Nuphar pumila var. ozeensis △

7 ヒツジグサ Nymphaea tetragona var. tetragona ○ ○ ○

8 ショウブ Acorus calamus ○

9 コカナダモ Elodea nuttallii ○ ○

10 エゾヒルムシロ Potamogeton gramineus ＊ 3 ○ ○

11 センニンモ Potamogeton maackianus ○ ○ ○

12 オヒルムシロ Potamogeton natans ＊ 4 ○ ○

13 ホソバミズヒキモ Potamogeton octandrus var. octandrus ○

14 ヒロハノエビモ Potamogeton perfoliatus ○ ○ ○

15 タマミクリ Sparganium glomeratum var. glomeratum ○ ○

16 ガマ Typha latifolia ○

17 イグサ Juncus decipiens ○

18 オオカサスゲ Carex rhynchophysa ○

19 アゼスゲ Carex thunbergii var. thunbergia ○

20 マツバイ Eleocharis acicularis. var. longiseta ○

21 オオヌマハリイ Eleocharis mamillata ○

22 ミヤマホタルイ Schoenoplectiella hondoensis ○

23 ヒメホタルイ Schoenoplectiella lineolata ○

24 オオフトイ Schoenoplectus lacustris ○ ○ ○

25 ヨシ Phragmites australis ○ ○ ○

26 バイカモ Ranunculus nipponicus var. submersus △

27 イトキンポウゲ Ranunculus reptans ○

28 フサモ Myriophyllum verticillatum ＊ 5 ○ ○

29 クロバナロウゲ Comarum palustre ○ ○ ○

30 スギナモ Hippuris vulgaris ○ ○

31 イヌタヌキモ Utricularia australis ○ ○

32 ヒメタヌキモ Utricularia minor ○ ○

33 ヤチコタヌキモ Utricularia ochroleuca ＊ 6 ○

34 ミツガシワ Menyanthes trifoliata ○ ○ ○

＊ 1: シャジクモと記述．栗田ほか（1988）ではカタシャジクモに訂正された．
＊ 2: フラスコモと記述．栗田ほか（1988）ではヒメフラスコモに訂正された． 
＊ 3: ササエビモと記述．
＊ 4: ヒルムシロと記述．栗田ほか（1988）ではオヒルムシロに訂正された．
＊ 5: ホザキノフサモと記述．
＊ 6: コタヌキモと記述．
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種類の水生の維管束植物を記録した（表 2）．今回の調
査では 31 種類の水生植物が記録された（表 2）．一見す
ると栗田ほか（1974）の調査時から尾瀬沼の水生植物の
種数は倍増しているように見えるが，栗田ほか（1974）
や薄葉（2002）では，イグサ，アゼスゲ，オオカサスゲ，
ミヤマホタルイ，イトキンポウゲなどの水際に生育する
植物を水生植物としては記録せず，薄葉（2002）では尾
瀬沼の範囲を湖本体且つ維管束植物に限定しているため
湿原内の池溏でのみ確認されたホソバタマミクリ、ミヤ
マホタルイ、フトヒルムシロ、ヤチコタヌキモ、非維管
束植物のカワゴケ、カタシャジクモ、ヒメフラスコモな
どはあえて除外している．栗田ほか（1974）と薄葉（2002）
に記録された水生植物は 20 種で，今回記録された種の
3 分の 2 である．また，今回追加された植物の中にはマ
ツバイやヒメホタルイなど小型で類似種が存在するもの
もあり，これらについては近年増加したというよりは見
過ごされてきた可能性が高い．一方，ガマやショウブは
大型の植物で，かつ山小屋に近い位置にあるにもかかわ
らず，1999 年以前には記録がない．帰化植物のコカナ
ダモに加え，この 2 種も近年定着したと考えられる．一
方，栗田ほか（1974）や薄葉（2002）に記録がある植物
は，誤同定と考えられるものを除いてすべて今回記録さ
れた．このため，尾瀬沼はコカナダモの侵入によってか
つての優占種であったヒロハノエビモやセンニンモの大
幅な減少などの生態系への影響があったと考えられるが

（栗田ほか，1988；野原，矢部，2000；薄葉，2002），水
生植物の種多様性の変化に関してはほとんど生じていな
いと考えられる．
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尾瀬ヶ原の湿原植生

 －過去 65 年間の植生調査資料に基づく

植生類型について－
鈴木　伸一 1），片野　光一 2），吉井　広始 3），大森　威宏 4），�

下嶋　聖 1）
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　尾瀬地方における植生の植生学的な解明を目的として，植物社会学的な現地調査と植生類型の区分
を行った．筆者らが 1988 ～ 2019 年の 32 年間の現地調査で得られた植生調査資料と他の既発表資料
のうち，森林を除く湿原植生から選定した合計 1851 個の植生データの比較検討を行った結果，既存
の植生単位のうち検討を要する群集の問題点の指摘と修正，2 つの新群集を記載，および区分された
全植生単位の植物社会学的体系化を行い，10 クラス，13 オーダー，13 群団，35 群集・54 群落にまと
められた．

Moor vegetation of Ozegahara mire 
-On phytosociological vegetation classification based on surveyed data  

for the past 65 years-
Shin’ichi Suzuki1, Kouichi Katano2, Hiroshi Yoshi2, Takehiro Ohmori3,  

Hijiri Shimojima1
For the purpose of elucidating vegetation in the Oze district, phytosociological  field surveys and 

classification of vegetation were carried out. Using vegetation survey data obtained from the 32-year field 
survey from 1988 to 2019 and other published materials, a total of 1,775 relevés selected from moor vegetation 
excluding forests were compared and examined. As a result, phytosociological  vegetation units of 10 classes, 13 
orders, 13 alliances, 35 associations and 54 communities including two new communities were classified, and the 
outline was reported.
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1．はじめに

　山岳地域における国内最大の湿原として知られている
尾瀬ヶ原は，至仏山（2228 m），スズヶ峰（1953 m），
景鶴山（2004 m），アヤメ平（1969 m），燧ヶ岳（2356 m）
などの周辺山地に囲まれた盆地状地形に発達しており，
その広さは，最大で南北 2 km，東西 6 km におよんで
いる．それらの周辺山地には，大小様々な湿原が散在し，
隣接する尾瀬沼（1660 m）とその周辺も広く沼沢地と
なっており，多様な湿原植物や群落が見られる． 
　本研究は，尾瀬ヶ原における湿原植生について，種組
成に基づいた植物社会学的植生単位の区分を行い，それ
らの立地環境との対応特性の解明と植生単位の体系化を
行った．
　尾瀬ヶ原における植生の植物社会学的研究は，第一次
の尾瀬ヶ原総合学術調査である「尾瀬ヶ原」（尾瀬ヶ原
総合学術調査団，1954）に掲載された鈴木時夫の研究報
告が最初である（Suzuki, 1954）．この中で鈴木は，135
の植生調査資料を群落組成表によりハルニレ群集，ミヤ
マイヌノハナヒゲ－キダチミズゴケ群集など 12 の植生
単位を区分し，植物学名の語尾変化を伴う正式名称，す
なわち植物社会学的類型である群集（association）を基
準として記載している．その後宮脇・藤原（1970）は尾
瀬ヶ原とその周辺域の詳細な現地植生調査において得ら
れた 817 カ所の植生調査資料を，ドイツの国立植生図研
究所の R. Tüxen 教授の指導のもとにヨーロッパの湿原
植生との比較研究を行い，26 群集，28 群落を記載して
いる．この研究において日本の高層湿原をヨーロッパと
同じ凸状地（ブルト：Bult）のツルコケモモ－ミズゴケ
クラス（Oxycocco-Sphagnetea）と凹状地（シュレンケ：
Schlenke） の ホ ロ ム イ ソ ウ ク ラ ス（Scheuchzerietea 
palustris）に含め，それぞれオーダー，群団の設立や日
本の高層湿原植生の位置づけについての提案を行ってい
る（Tüxen et al. ，1972）．また，中間湿原についても
ヌマガヤオーダー（Moliniopsietalia japoinicae）を設立
し，日本の泥炭湿原植生の体系化の基礎を構築している．
このように尾瀬ヶ原は，日本の湿原群落の類型研究にお
いて，中心的な役割を果たしてきているといえる．宮脇
らはその後も尾瀬における植生調査を行い，154 の植生
調査資料から 22 群集 21 群落を報告している（宮脇ほか，
1984）．
　また，筆者らは 1989 年より毎年，尾瀬における植物
社会学的な植生調査を実施し，尾瀬ヶ原周辺地域につい
ては，ほぼ全域を踏査している．2019 年までに得られ
た 1090 の植生調査資料から，50 群集，103 群落を区分し，

群馬県から毎年刊行されているシリーズの学術調査報告
書である「尾瀬の自然保護」と「良好な自然環境を有す
る地域学術調査報告書」に掲載してきている．このよう
に 1954 年の第 1 次尾瀬総合学術調査に始まる 65 年間に，
合計 2196 にもおよぶきわめて多くの植生調査資料が蓄
積されている．これらの植生データは，尾瀬地域の植生
の現状と特性の解明，評価のための貴重なインベント
リーであり，並行して行われている植物相調査とともに
尾瀬地域における生物多様性の解明と生態系保全のため
の役割が期待される．今回の第 4 次尾瀬総合学術調査を
機に，新たな植生調査収集を行うとともに，これまで別々
に報告されてきた植生調査資料を一括して比較し，植物
社会学的な群落組成表による植生類型の区分を行った．
類型化の結果は，電子資料 1 表 1 ～ 4 の総合常在度表で
示されている．

2．調査地域と研究方法

2．1　調査地域
　調査地域は背中アブリ田代，赤田代，八木沢湿原を含
めた尾瀬ヶ原全域とその周辺地域である（図 1）．周辺
地域は，景鶴山南西麓の岩塔盆地，外田代，スズヶ峰山
頂湿原，大白沢山湿原および柳平湿原．アヤメ平湿原と
横田代，白尾山，大清水平，小沼周辺，小淵沢田代など
多くの湿原がみられる（図 1）．これらの湿原は，垂直
的には尾瀬ヶ原の位置する標高約 1400 m 付近から山頂
湿原の発達するスズヶ峰，アヤメ平など 2000 m 付近ま
でのブナクラス域（山地帯）からコケモモ－トウヒクラ
ス域（亜高山帯）におよんでいる．形態的には積雪に起
因する稜線部や山頂部に発達した小規模な雪田や沼沢地
に発達した水面を伴う低層湿原のほか，池溏やケルミが
発達した中間湿原や高層湿原など大きさや形も大小様々
な湿原が成立している．雪田型の湿原には山の名称が湿
原を示しているアヤメ平をはじめ横田代のように面積が
大きく斜面に連続して傾斜しているものもみられ，大き
さや標高だけでなく，地形や成立要因を反映した多様な
湿原が分布している．多くの湿原に名前が付けられてい
るが，中には名前のない湿原もあり，未発見のものもあ
ると考えられる．これらの湿原は，植物的自然を支える
基盤としてだけではなく，日本最大の山地湿原である尾
瀬ヶ原とともに，広大な沼沢地である尾瀬特有の景観構
成要素としても貴重である． 

2．2　植生調査資料の選定と集計方法
　植生単位の検討には，宮脇・藤原（1970），宮脇ほか
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（1984），筆者らの報告した，片野ほか（1989，1990，
1993）， 里 見 ほ か（1993）， 鈴 木 ほ か（1994 ～ 1997，
1999，2004，2005 ～ 2008，2010，2013 ～ 2016，2018），
大森ほか（2000，2002）を用い，これらの中から森林，
ササ草原，乾性草原を除いた湿原性草本植生の合計
1851 の植生調査資料を選定して集計を行った． 
　これらの植生調査資料は，公表が地域別あるいはそれ
ぞれ異なった出版物であるため，相互の比較が行われて
おらず，同じ名称であっても種組成が異なっている可能
性がある．そこで個々の植生調査資料を一括して一つの
素表にまとめ，Braun-Blanquet （1964）の植物社会学的
方法に基づくスタンド間の種組成の比較検討によって植
生単位の再検討を行った．作成された区分表から群集，
群落など基本植生単位ごとに常在度級に変換し，総合常
在度表を作成して植生単位の比較を行った．群落組成表
の比較検討作業は，パソコンでマイクロソフト社の表計
算ソフト Excel を用い，列の植生調査区と行の植物名と
を交互移動させる表操作により区分種の抽出を行った．
なお，植物社会学的基本植生単位である群集・群落は，

植生調査区数が多くても一つの常在度級にまとめて示し
た．この理由として，区分された植生単位の種類が多い
ため，1 つの植生単位を複数の常在度級で示すと総合常
在度表が大きくなりすぎること，群集・群落間の種組成
的関係をより明確に示すことを目的としたことがあげら
れる．群集・群落によっては複数の亜群集や下位群落以
下の下位単位に区分されるものも少なくないが，本研究
は各植生単位の詳細な群落特性の解明を目的としておら
ず，下位単位レベルのより細かな立地環境の違いや遷移
系列の違い等については別の機会に論じたい．

3．結果と考察

　区分された群落組成表から作成された総合常在度表
は，最上級単位であるクラスを基準に互いに類縁関係の
あるものごとに大別し，4 つの表にまとめられた（電子
資料 1 表 1 ～ 4）．

図 1：尾瀬の概略図と植生調査実施地域（尾瀬ヶ原および赤色の網掛け地域）．国土地理院地図（電子国土 web），<https://
maps.gsi.go.jp/#13/36.941043/139.228964/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0&d=m> より作成．
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3．1　植生単位の再定義
　植物社会学における植生単位の分類と記載は，国際植
物社会命名規約（Weber et al.，2000）に準拠して行わ
れているが，命名規約が普及する以前に記載された植生
単位には，必ずしも規約に則っていないものが見受けら
れる．そのような植生単位の記載は有効発表とは認めら
れず，正当化のための再定義が必要である．本研究にお
いては宮脇・藤原（1970）等に記載されている，以下の
群集単位の有効性について検討を行い，再定義を行って
いる．

3．1．1　�セキショウモ－スギナモ群集（Vallisnerio�
denserrulata-Hippurisetum� vulgaris�
Miyawaki�et�K.�Fujiwara�1970）（表 1，電子
資料 1表 3）

　セキショウモ－スギナモ群集は，上ノ大堀川の流水中
から記載された浮葉沈水植物群落である（宮脇・藤原，
1970）．主要構成種のスギナモは，周北極地域に広く分
布し北海道～東北・本州中部にも生育する．長野県北部
と尾瀬ヶ原はほぼ分布南限にあたり（角野，1994；原・
水島，1954；宮脇・藤原，1970），尾瀬ヶ原の本群集は，
植生地理学上および希少性から貴重である．本群集はセ
キショウモ（Vallisneria gigantea）を標徴種として原記
載の 4 植分のうち 3 植分に記されている．しかし，セキ

ショウモは，尾瀬の植物目録には本群集が記載される以
前の原・水島（1954）をはじめ，吉井ほか（2008）にも
記録はなく，筆者らの 30 年間におよぶ現地調査におい
ても生育が確認されていない．尾瀬沼での記録（野原・
矢部，2000）があるが標本に基づいたものではなく，実
態は不明である．今回の第 4 次尾瀬総合学術調査の植物
相を担当した本研究の共同研究者の大森よると，これま
でセキショウモとされたものはタマミクリの誤認の可能
性が高く，セキショウモそのものの標本は確認されてい
ないことから，第 4 次尾瀬総合学術調査の植物目録から
は除外している（大森ほか，2022）．また，「日本水草図
鑑」（角野，1994）の分布図でも，尾瀬周辺地域はセキショ
ウモの分布を欠いている．
　以上のことからセキショウモを誤認とすると，セキ
ショウモ－スギナモ群集の原記載の有効性は失われ，群
集名も問題となる．しかしながら同群集は，1970 年の
記載以来尾瀬ヶ原の河川に特徴的な植生として認識され
てきており，これまで報告された「セキショウモ」を含
まないスギナモ優占植分（鈴木ほか，2010，2014； 宮
脇ほか，1984）をもとに群落組成表を作成して検討した
結果，相観，種組成および立地の特徴からスギナモを主
体とする一つの群集と認め得ると結論される（表 1，電
子資料 1 表 3）．再定義にあたっては，原記載資料から
問題の「セキショウモ」を持たない 1 植分を選定基準

表１：セキショウモ－スギナモ群集の再定義のための群落組成表．
１：スギナモ群集　Hippurisetum vulgarisoyobi
２：フトヒルムシロ群落　 　community

植生単位
通し番号
調査番号

Date of relevé 調査年月日

標高 －
調査面積
水深 －
草本層の高さ －
草本層の植被率 －
出現種数

　 Character species of association 群集標徴種
スギナモ 5･5 5･4 5･5 5･5 5･5 5･5 2・2

　 Differential species of community 群落区分種
フトヒルムシロ ･ ･ ･ ･ ･ 1･2 5・5 5・5

　 Companions 随伴種
ミズドクサ ･ ･ ･ ･ ･ 1･2 ･ 1･2
タマミクリ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 2・2 ･

出典：1,8. 鈴木ほか（2010），2. 宮脇ほか（1984），3,4,6,7. 鈴木ほか（2014），5. 宮脇・藤原（1970）.
調査地：1,5,7. 上ノ大堀川，2. 下ノ大堀川，3. 西中田代舟窪，4.ヨッピ川, 6,8. 源五郎堀.
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（Lectotype）とし，可能な限り原記載を尊重してその特
徴を継承することに努めた．種の誤認による訂正は，正
しい植物名に基づく名称変更となるが，誤認された種の
実態が不明であるため，新たに優占種のスギナモを標徴
種として再定義を行った． 変更名のスギナモ群集は，
形態，種組成（セキショウモを除く），立地等の特徴は，
原記載名のセキショウモ－スギナモ群集に準ずる．スギ
ナモ 1 種からなる純群落が多いが，フトヒルムシロ，ミ
ズドクサなどが混生する．
　修 正名：スギナモ群集 （Hippurisetum vulgaris （Miyawaki 

et K. Fujiwara） corr. S. Suzuki et al. ）．選定基準：
宮脇・藤原（1970），Tab. 32，調査番号 1．標徴種：
スギナモ．基準産地：尾瀬ヶ原上ノ大堀川．

3．1．2　�イワイチョウ－ショウジョウスゲ群集（Faurio-
Caricetum�blepharicarpae�Suz.-Tok.�1964）

　イワイチョウ－ショウジョウスゲ群集は，宮脇・藤原
（1970）では一植分のみをもとに，新群集（ass. nov.）
として記載され，ヌマガヤ－ミズゴケクラス，キダチミ
ズゴケオーダー，イワイチョウ群団に所属する群集とさ
れている．しかし，イワイチョウ－ショウジョウスゲ群
集は，古く鈴木時夫が立山において亜高山帯の雪田植生
として記載（Suzuki，1964）しており，新群集としては
有効ではない．また，「改訂新版日本植生便覧」（宮脇ほ
か，1994） で は，Faurio-Caricetum blepharicarpae 
Suz.-Tok. 1964 em. Miyawaki et K. Fujiwara 1970 とし
て示され，宮脇・藤原（1970）で内容変更されたことに
なっているが，そのような記載も確認できない．したがっ
て，Faurio-Caricetum blepharicarpae Suz.-Tok. 1964 が
正しい表記となる．

3．1．3　�ミヤマイヌノハナヒゲ－キダチミズゴケ群集
（Rhynchosporo-Sphagnetum�compacti�
Suz.-Tok.�1964）

異名  synonym：ヤチカワズスゲ－キダチミズゴケ群集
（Caric i -Sphagnetum compact i  Miyawaki , 
Itow et Okuda 1967）

　宮脇・藤原（1970）は，尾瀬ヶ原のキダチミズゴケ優
占群落をヤチカワズスゲ－キダチミズゴケ群集としてい
る．この群集は，尾瀬の北東に隣接する会津駒ケ岳

（2132 m）から記載された雪田型のミズゴケ群落である
（宮脇ほか，1967）が，すでに種組成的，立地的に同質
の植生単位がミヤマイヌノハナヒゲ－キダチミズゴケ群
集として第 1 次尾瀬ヶ原総合学術調査において正当に記
載されている（Suzuki, 1954）．したがって，ミヤマイヌ

ノハナヒゲ－キダチミズゴケ群集が先行名として有効で
あり，ヤチカワズスゲ－キダチミズゴケ群集は異名とな
る．

3．2　新群集単位
　本研究において，新しく記載された群集単位は次のと
おりである．

3．2．1　�イトキンポウゲ群集（新）（Ranunculetum�
reptans�ass.�nov.）（表 2，電子資料 1 表 2，
図 2）

正基準：鈴木ほか（2005），表 2，調査番号 0401
相観 ：湖沼の岸辺に生育する多年草群落．細い糸状の茎

と持つイトキンポウゲが疎に優占する．
標徴種：イトキンポウゲ
種組 成と群落構造：優占するイトキンポウゲのほか，ヒ

メホタルイ，ミズドクサ，エゾシロネ，ヤナギトラ
ノオ，ミズギク，アゼスゲなどが混生する．イトキ
ンポウゲ自体は匍匐するため高さ 10 ㎝に満たず，
2 cm 程度の低茎の植分もみられるが，群落高は混
生する種の高さによって変化し，ミズギクやミズド
クサの混生植分では高さ 50 ㎝に達する．出現種数
は，2 ～ 7 種，平均 4.6 種であった．

立地 ：岸辺の汀線沿いの浅い水中から陸地にかけて局所
的に生育し，砂質地に多い．

群落 区分：尾瀬沼，小沼および尾瀬に隣接する菅沼で植
生調査を行い，群落組成表による比較を行った（表
2）．尾瀬地区の植分は，ヒメホタルイ，ミズドクサ，
エゾシロネ，ヤナギトラノオなどにより下位区分さ
れるが，菅沼の植分は，クサイ，ニッコウコウガイ
ゼキショウなどが特徴的で人為的な踏付けの影響が
みられる．

分布 ：今回植分の比較を行ったのは尾瀬沼周辺と隣接地
区の菅沼のみであるが，イトキンポウゲ群集は主要
構成種のイトキンポウゲを標徴種とするため，その
分布は，イトキンポウゲの分布にほぼ対応すると考
えられる．イトキンポウゲは尾瀬に近いところでは
栃木県の西ノ湖など中禅寺湖周辺をはじめ，東北地
方南部，北海道で分布が知られている．

群落 分類上の位置：ヨシクラス，大型スゲオーダー，ホ
ソバノヨツバムグラ－大型スゲ群団にまとめられる

（3.5 の「植物群落目録」を参照．）
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3．2．2　�ヒメミズニラ群集（新）（Isoetetum�asiaticae�
ass.�nov．）（表 2,�電子資料 1表 3）

正基準：鈴木ほか（2010），表 9，調査番号 0966
相観 ：シダ植物のヒメミズニラが池溏などの水中に群生

する多年生草本群落．
標徴種：ヒメミズニラ
種組 成と群落構造：ヒメミズニラ 1 種からなる植分が一

般的で，まれにホソバタマミクリやヒツジグサが混
生する．

立地 ：水深約 50 ～ 100 cm の池溏にみられ，浅い池溏
では底部に生育するが深い池溏では底部よりも側面
に生育している．ブナクラス域の湿原や沼沢地に生
育し，長野県や群馬県内では草津白根山麓などから
も報告されている．多くの場合水深 10 cm 程度の
小さな浅い池溏や水たまりにまばらな植分を形成す
る場合が多いが，尾瀬ヶ原では水深が深く，植被率
も 60 ～ 80% と高く，それ以上の植被率でヒメミズ
ニラが密生することもある．

群落 区分：ヒメミズニラ群集は，ほぼヒメミズニラのみ
で構成されることから，下位単位などに区分される

ことはまれと思われる．
分布 ：本群集は標徴種のヒメミズニラのみの植分が一般

的なことから，その分布に準ずると考えられる．田
川（1959）によれば，ヒメミズニラは北海道および
本州中部以北の湖水中にまれに生じ，サハリン南部
にも分布するとされている．

群落 分類上の位置：ヒルムシロクラス，ヒルムシロオー
ダー，ヒルムシロ群団に所属する（3.5 の「植物群
落目録」を参照）．

3．3　�高層湿原群落の上級単位記載時における命名者名
と発表年について

　ヌマガヤ－ミズゴケクラス，ホロムイソウクラスなど
尾瀬ヶ原を代表する湿原植生の植生単位と体系づけは，
宮脇・藤原（1970）によってヨーロッパとの比較によっ
て行われてきており，本研究も基本的にそれに従ってい
る．しかし，それらの植生単位について命名規約に基づ
いたラテン語の名称を精査すると，命名者や発表年に正
確さを欠く例がみられる．これについては，有効な発表
とするためには修正が必要であるが，これまで手が付け

図 2：沼の岸辺に生育するイトキンポウゲ群集（小沼）．匍匐した糸状の草本がイトキンポウゲ．
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られていなかった．ここに問題点を明らかにして修正し
ておきたい．

3．3．1　�命 名 者 名 と 発 表 年�「Tx.,�Miyawaki�et�K.�
Fujiwara�1970」について

　この命名者名と発表年の植生単位は，ヌマガヤ－ミズ
ゴ ケ 群 団（Moliniopsio-Sphagnion （Tx. 1964） Tx., 
Miyawaki et K. Fujiwara 1970）とキダチミズゴケオー
ダー（Sphagnetalia compacti Tx., Miyawaki et K. Fujiwara 
1970）に付されている．これらの植生単位は，すでに同
じ 1970 年の「尾瀬ヶ原の植生」（宮脇ほか，1970）で用
いられている．しかし，これらの植生単位が印刷公表さ
れ た の は 1972 年 で あ る（Tüxen et al., 1972；Tx. は

Tüxen の略称を示す）．発表年が「1970」となっている
のは，同じ年に発行された「尾瀬ヶ原の植生」よりも先
に開催された国際植生学会の大会で発表されたことによ
る（同書の著者藤原一絵氏からの私信）．学会発表のみ
では正当な発表とは認められず，最初に用いられた宮脇・
藤原（1970）が原記載となり，以下のように修正される．
　ヌマガヤ－ミズゴケ群団 Moliniopsio-Sphagnion （Tx. 
1964） Miyawaki et K. Fujiwara 1970
　 キ ダ チ ミ ズ ゴ ケ オ ー ダ ー Sphagnetalia compacti 
Miyawaki et K. Fujiwara 1970

表２：新たに記載された群集単位．
1. Ranunculetum reptans  イトキンポウゲ群集 
    a. equisetosum  ミズドクサ亜群集　　b. typicum 典型亜群集　　c. juncetosum クサイ亜群集
2.  Isoetetum asiaticae ヒメミズニラ群集

植生単位

通し番号
調査番号

Date of relevé 調査年月日(00')

標高
調査面積
水深
草本層の高さ
草本層の植被率
コケ層の植被率
出現種数

Character species of association　群集標徴種
イトキンポウゲ 3･3 3･3 4･4 4･4 4･4 4･4 4･4 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

ヒメホタルイ 3･3 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
ミズドクサ 1･1 1･2 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
エゾシロネ ･ +･2 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
ヤナギトラノオ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

クサイ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
ﾆｯｺｳｺｳｶﾞｲｾﾞｷｼｮｳ ･ ･ ･ ･ 1･1 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

Character species of association　群集標徴種
ヒメミズニラ +･2 ･ ･ ･ ･ ･ ･ 4･4 5･5 4･4 5･5 5･5 4･4 1･2

随伴種

　            var.
ホソバタマミクリ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 1･2 ･ ･ ･

出現 回の種 クロイヌノヒゲモドキ ･ ハイゴケ科の
一種Ａ ･ ミズギク（含オゼミズギク） アゼスゲ ･

コケオトギリ コウガイゼキショウ ノミ
ノフスマ オオアゼスゲ ･ オオヌマハリイ

ヒロハノコメススキ ウシノケグサ
ヒツジグサ

調査地 尾瀬沼 小沼 ：片品村菅沼
上田代 ， 東上田代 北下田代 中

之条町平兵衛池 ．
出典 ： 鈴木ほか（ ），表 ， 鈴木ほか（ ），表 ， 鈴木ほか（ ），表 ， 鈴木ほか
（ ），表 ， ．鈴木ほか（ ），表６， 鈴木ほか（ ），表 ， ．片野（ ） ．
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3．3．2　�命 名 者 名�「Tx.,�H.�Suzuki�et�K.�Fujiwara�
1970」について

　この命名者名と発表年は，ホロムイソウクラス
（Scheuchzerietea palustris Den Held　 Barkman et 
Westhoff 1969 em. Tx., H. Suzuki et K. Fujiwara 1970）
と ヌ マ ガ ヤ － ミ カ ヅ キ グ サ 群 団（Moliniopsio-
Rhynchosporion albae Tx., H. Suzuki et K. Fujiwara 
1970）に付されている．それら命名者の「Tüxen et al. 

（1970） 」による関係する研究論文については，「尾瀬ヶ
原の植生」の引用文献には「Vegetatio」に印刷中とし
て示されている．しかし，その論文は未印刷，未公表の
ままで実態を伴わず，正当に発表されていない．したがっ
て，これらについても「尾瀬ヶ原」が原記載となり，以
下のように訂正される．
　 ホロムイソウクラス Scheuchzerietea palustris Den 

Held Barkman et Westhoff 1969 em. Miyawaki et K. 
Fujiwara 1970

　 ヌ マ ガ ヤ － ミ カ ヅ キ グ サ 群 団 Moliniopsio-
Rhynchosporion albae Miyawaki et K. Fujiwara 1970

3．4　植生類型とその特徴
　区分された植生単位とその群落体系は，電子資料 1 表
1 ～ 3 に示されている．また，現在までに調査された尾
瀬地域における湿原植生は，3.5 に示す植物群落目録に
まとめられた．記録された基本植生単位は，33 群集・
58 群落で，まだ植物社会学命名規約に則った普遍的な
基本植生単位である「群集」よりも「群落」レベルにと
どまっているものが 3 分の 2 弱におよんでいる．この理
由として，ヤチカワズスゲ群落，ヤチスゲ群落あるいは
ミツガシワ群落のように特定の一種が遷移初期の植分と
して優占し，種組成的に安定していないために群集とは
認められないものや，ノダケ－ゴマナ群落のように，類
似した立地に生育して種組成的に比較的安定している
が，尾瀬以外の地域の同質の植分との比較研究が進んで
いないため現状での群集規定が難しいものがまだ多く残
されていることがあげられる．これらの群落を群集とし
て規定するためには，他地域の同質な植分との比較が必
要である．

3．4．1　�高層湿原および中間湿原の植生類型（電子資料
1表 1）

　尾瀬ヶ原は，泥炭層の発達した高層湿原といわれるこ
とが多い．しかし，実際には高層湿原だけではなく，泥
炭の発達状態や形状に対応して中間湿原，低層湿原など
タイプの異なる湿原のほかササ草原，低木林も混在し，

全体として広大な尾瀬ヶ原を形成している．そのため，
尾瀬ヶ原には多様な植生類型が存在し，植物社会学的に
は以下の植生単位に大別される．
3．4．1．1　�ホロムイソウクラスとツルコケモモ－ミズ

ゴケクラス（電子資料 1表 1）
　高層湿原の部分は，微地形的な凹凸が発達している．
凹状地のシュレンケ（Schlenke）は浅く湛水し，隣接す
る凸状地のブルト（Bult）よりも湿性な植物が生育する．
細長く幅の狭いシュレンケは増水時の水の流路となって
いるものもある．また，凸状地にはケルミ（Kermi）と
呼ばれる，水田の畔のように細長く連なった地形がみら
れ，ケルミに沿って細長くシュレンケが隣接している場
合も多い．尾瀬ヶ原にはこれらが交互に連続して，指紋
状パターン（坂口，1989）と呼ばれる縞状の特徴的な微
地形が随所に発達している．
　ホロムイソウクラスはシュレンケに生育し，ホロムイ
ソウ，ナガバノモウセンゴケなどを標徴種としてまとめ
られる．ミカヅキグサ－ミヤマイヌノハナヒゲ群集（図
3）が広くみられるほか，湛水した浅い池溏にはヤチス
ゲ群落やホロムイソウ群落が生育する．また，ハリミズ
ゴケ，ウツクシミズゴケなどホロムイソウクラスに特徴
的なミズゴケ類がみられ，ナガバノモウセンゴケ－ハリ
ミズゴケ群集，ヌマガヤ－ウツクシミズゴケ群集などの
ミズゴケ群落がみられる． 
　ブルトにはツルコケモモ－ミズゴケクラスの植生が生
育し，イボミズゴケ，ウスベニミズゴケ，ムラサキミズ
ゴケ，チャミズゴケなどホロムイソウクラスよりも多く
のミズゴケ類を伴うのが特徴的で，ヌマガヤ，ワタスゲ，
モウセンゴケ，ヒメシャクナゲ，イワショウブなどとブ
ルトの植生を形成している（図 4）． 宮脇・藤原（1970）
でヌマガヤ－イボミズゴケ群集の亜群集とされていた
チャミズゴケ植分は，ヌマガヤ－チャミズゴケ群集（鈴
木ほか，1981）にまとめられた．ススケ峰やアヤメ平な
ど山頂部の雪田型湿原は，泥炭が浅くミズゴケ類の優占
するクッション状のブルトは少なく，キダチミズゴケが
カーペット状に固く密生したイワイチョウ－キダチミズ
ゴケ群団が発達している（図 5）．同群団は，尾瀬ヶ原
にも多く見られる．
3．4．1．2　�アオノツガザクラ－ジムカデクラスとヌマ

ガヤオーダー（電子資料 1表 1）
　高層湿原に隣接するが比較的泥炭層の薄い立地には，
チングルマ，イワカガミなどを標徴種とするイワイチョ
ウ－ヌマガヤ群集が生育し，モウセンゴケ，ワタスゲな
どツルコケモモ－ヌマガヤクラスとの共通種が多いが，
ミズゴケ類を伴わないアオノツガザクラ－ジムカデクラ
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スにまとめられる．また，それらに隣接してより泥炭の
薄い立地やケルミには，高層湿原の種を欠くホロムイス
ゲ－ヌマガヤ群集，ヌマガヤ－ミズギク群集などの中間
湿原のヌマガヤオーダーが発達する．

3．4．2　低層湿原と高茎草原（電子資料 1表 2）
　尾瀬ヶ原には沼尻川，上ノ大堀川，六兵衛堀，下ノ大
堀川，伝ノ丞沢など多くの河川が流入し，それらの河岸

は後背湿地にはヨシ群落，オオカサスゲ群集，オオバセ
ンキュウ－オニナルコスゲ群集，ミズドクサ群落あるい
はカキツバタ群落など大型の抽水植物に代表されるヨシ
クラスの植生が発達している（図 6）．また，池溏や緩
やかな流水中には先駆的なミツガシワ群落やクロバナロ
ウゲ－ミツガシワ群集がみられるが，これらの構成種は
ニホンジカ（以下シカ）の嗜好性が高く，食害や根茎の
引き抜き等のかく乱が目立ってきている．特にクロバナ

図 3：シュレンケに生育するミカヅキグサ―ミヤマイヌノハナヒゲ群集．赤く見える植物はナガバノモウセン
ゴケ（上田代）．

図 4：クッション状にブルトを形成するヌマガヤ－イボミズゴ
ケ群集（中田代）．

図 5：カーペット上に広がるミヤマイヌノハナヒゲ－キダチミ
ズゴケ群集（小淵沢田代）．
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ロウゲは減少しており，広い面積で残されているのは，
水域が広くシカが侵入できない泉水池程度となってい
る．また，ニホンジカはヌタ場を形成して湿原をかく乱
するが，そのような植生の退行した立地には，ミチノク
ホタルイやハクサンスゲが優占し，かく乱地特有の二次
植生を形成する．特にミチノクホタルイは以前にはほと
んど目立たなかったが，シカの増加による立地かく乱に
よって群落レベルで生育地が広がっている．シカのかく
乱を受けていない，コルケ（Kolke）と呼ばれる小池溏
にはミヤマホタルイ群集がみられる．
　湿原の泥炭地ではないが，湿原中の河川沿いの無機塩
類が供給される立地には，ヨシクラスの植生とは異なる
ノダケ－ゴマナ群落など広葉草本を主体とする高茎草原
が発達し，オニシモツケ－オオヨモギクラスの植生を形
成する．山腹の雪崩斜面などには日本海側多雪地に特有
のアカソ－オオヨモギ群集やミヤマシシウド－オオイタ
ドリ群集がみられる．景鶴山南麓の沢沿い斜面にはトガ
クシショウマが分布し，植分を作っている．これは大場

（1999）が秋田県和賀山塊から報告したトガクシショウ
マ群集に該当し，尾瀬では初記載となる．日本海側ブナ
クラス域に生育するが，分布地が限定される貴重な群落
である．

3．4．3　水中の植物群落（電子資料 1表 3）
　池溏にはヒツジグサ，オゼコウホネ，フトヒルムシロ
などからなる浮葉沈水植物群落から成るヒルムシロクラ
スが生育する．ホソバタマミクリ－オゼコウホネ群集，

ジュンサイ－ヒツジグサ群集，オヒルムシロ群落のほか，
本研究で新群集に規定したヒメミズニラ群集が特徴的で
ある．上ノ大堀川，源五郎堀などの河川にはスギナモ群
集やバイカモ群落がみられる．シュレンケの浅い水たま
りには，タヌキモ，コタヌキモ，ヤチコタヌキモなど小
型の水生食虫植物の群落がみられる．リュウキンカ－ミ
ズバショウ群集は湿原中の細い流水沿いに限定され，タ
ヌキラン群集などとともにヌマハコベ－タネツケバナク
ラスにまとめられる．宮脇・藤原（1970）は赤田代から
外来種のオランダガラシの群落を報告しているが，最近
の調査では確認されていない． 

3．4．4　�ニホンジカによるかく乱の影響下の植物群落
（電子資料 1表 2）

　宮脇・藤原（1970）で多く報告されているヒメイ－ミ
ノボロスゲ群落などのヒメイ優占植分は，人の立ち入り
により形成された人為的代償植生で，現在ではほとんど
が修復され確認できなくなってきている．これに対しミ
チノクホタルイ群落，ハクサンスゲ群落およびホソバオ
ゼヌマスゲ群落は，ニホンジカの植生かく乱の結果形成
された，新たな代償植生として分布域を広げつつある．
特にミチノクホタルイ群落は，植生が損傷され泥炭地が
裸地化したシカかく乱地に顕著となりつつある．

3．4．5　踏み跡植物群落（電子資料 1表 4）
　人による踏圧は，土壌表層や泥炭の固結と乾燥化をも
たらし，踏圧を受けると元の植生は変質あるいは消失し，

図 6：河川と後背湿地に生育する低層湿原植生（上ノ大堀川）．
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踏みつけに強い植物に置き換わる．泥炭質の湿原では，
ヒメイが代表的で，ヤチカワズスゲ，ミタケスゲなどの
先駆性の種とともに踏み跡群落を形成する．過度の踏圧
はそれらの踏み跡群落も消失し裸地となることも多い．
かつては木道から外れた湿原内への立ち入りも多く，山
ノ鼻など休憩所周辺ではヒメイ優占群落やヤチカワズス
ゲ先駆相が多くみられたが，最近では登山者のマナーが
徹底してきたためか少なくなっている．泥炭ではない通
常の土壌上は，オオバコが代表的で，それにミノボロス
ゲやクサイ，カワラスゲが加わり，クサイ－ミノボロス
ゲ群集やカワラスゲ－クサイ群集などオオバコクラスの
植生が成立する．これらの踏み跡植生は，かつては自然
破壊の象徴として批判されたこともあるが，機能的には
植生が退行し裸地化するまでの間，土壌表層の浸食を防
ぐ地被植物としての役割を果たしていると考えられる．
しかし，近年，外来種のコテングクワガタが侵入し，近
縁在来種のテングクワガタと混生した植分を形成し始め
ている．また，市街地に見られるギンゴケ－ツメクサ群
集が休憩所のベンチ周辺に確認されており，人の利用に
よる休憩所の「都会化」を象徴している． 

3．5　植物群落目録（植物社会学的植生体系）（表 3）
　表 3 に示す本植物目録は，以上述べた植生類型を植物
社会学的植生体系に整理したものである．群集以上の正
式に規定された植生単位は，最新のものを用い亜群集以
下の下位単位は示していない． 区分された植生単位の
内訳は，10 クラス，13 オーダー（クラス未決定の 1 オー
ダーを含む），13 群団，33 群集・54 群落である．
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表3．尾瀬ヶ原における草本植生の群落体系
ホロムイソウクラス Scheuchzerietea palustris Den Held, Barkman et  Westhoff 1969. em. Miyawaki et

K. Fujiwara 1970
6391 negahdroN sirtsulap ailateirezhcuehcSーダーオウソイムロホ

 ikawayiM eabla noiropsohcnyhR-oispoiniloM団群サグキヅカミ－ヤガマヌ et  K. Fujiwara 1970
 ikawayiM simrofilif mutecnuJ集群イソホゾエ et al.  1968

 wotI ,ikawayiM easomil muteciraC集群ゲスチヤ et  Okuda 1969
ヨシ－ヤチスゲ群落 Phragmites australis-Carex limosa  community

 .K te ikawayiM easomil muteciraC-silicarg orohpoirE集群ゲスチヤ－ゲスギサ Fujiwara 1970
ホロムイソウ－サギスゲ群落 Scheuchzeria palustris-Eriophorum gracile  ssp. coreanum  community
ヌマガヤ－ヤチヤナギ群落 Moliniopsis japonica-Myrica gale  var. tomentosa  community
ホソミズゴケ群落 Sphagnum teres  community
ホロムイソウ群落 Scheuchzeria palustris  community
ヤチカワズスゲ群落 Carex omiana  vomiana community
ヤチカワズスゲ－ミタケスゲ群落 Carex omiana-Carex michauxiana ssp. asiatica  community
オオミズゴケ群落 Sphagnum paluster  community
ミカヅキグサ－ハライヌノヒゲ群落 Rhynchospora alba-Eriocauron ozense  community
ホソバノシバナ群落 Triglochin palustris  community

 ikawayiM irtyleohpromid muteruacoirE集群ゲヒノヌイキユ et  K. Fujiwara 1970
クロイヌノヒゲモドキ群落 Eriocaulon atroides  community
オオイヌノハナヒゲ－ヤチスゲ群集 Rhynchosporo fauriei-Caricetum limosae Miyawaki et  K. Fujiwara 1970
ミカヅキグサ－ミヤマイヌノハナヒゲ群集 Rhynchosporetum albo-yasudanae Miyawaki et  K. Fujiwara 1970
ナガバモウセンゴケ－ハリミズゴケ群集 Drosero-Sphagnetum cuspidati Suz.-Tok. 1954
ヌマガヤ－ウツクシミズゴケ群集 Moliniopsio-Sphagnetum pulchri Miyawaki et  K. Fujiwara 1970

3491 .xT te .lB-.rB aetengahpS-occocyxOスラクケゴズミ－ヤガマヌ
ワタスゲ－イボミズゴケオーダー Eriophoro vaginati-Sphagnetalia papillosi Tx. 1970

 ikawayiM isollipap noingahpS-oispoiniloM団群ケゴズミボイ－ヤガマヌ et  K. Fujiwara 1970
Y ,onaY .N ,ikuzuS .H icsuf mutengahpS-oispoiniloM集群ケゴズミャチ－ヤガマヌ . Matsuda et  Y. Hada 1981
 ikawayiM isollipap mutengahpS-siromeamahc obuR集群ケゴズミボイ－ヤガマヌ et  K. Fujiwara 1970

ムラサキミズゴケ群落 Sphagnum magellanicum  community
アオモリミズゴケ群落 Sphagnum recurvum  community
ウスベニミズゴケ群落 Sphagnum capillifolium  var. tenellum  community
スギバミズゴケ群落 Sphagnum capillifolium  community
ワラミズゴケ群落 Sphagnum subfulvum  community
ゴレツミズゴケ群落 Sphagnum quinquefarium  community

 ikawayiM itcapmoc ailatengahpSーダーオケゴズミチダキ et  K. Fujiwara 1970
イワイチョウ－キダチミズゴケ群団 Faurio crista-galli-Sphagnion compacti Tx., Miyawaki et  K. Fujiwara 1972

 abhO ,ikawayiM itsubor mutengahpS集群ケゴズミマヤミ et  Okuba 1968
ミヤマイヌノハナヒゲ－キダチミズゴケ群集 Rhinchosporo-Sphagnetum compacti Suz.-Tok. 1954
ミヤマイヌノハナヒゲ－ワタミズゴケ群集 Rhinchosporo yasudanae-Sphagnetum tenelli Miyawaki et  K. Fujiwara 1970

アオノツガザクラ－ジムカデクラス Phyllodoco-Harrimanelletea Knapp 1954
 ikawayiM ilatepatnep ailateeGーダーオマルグンチ et al.  1968

4691 .koT-.zuS illag-atsirc noiruaF団群ウョチイワイ
2591 adeaM muteispoiniloM-oiruaF集群ヤガマヌ－ウョチイワイ

nwonknu ssalC定決未はスラク
 ikawayiM eacinopaj ailateispoiniloMーダーオヤガマヌ et  K. Fujiwara 1970

 ikawayiM eacinopaj noispoiniloM団群ヤガマヌ et  K. Fujiwara 1970
イワイチョウ－ショウジョウスゲ群集 Faurio-Caricetum blepharicarpae Suz.-Tok. 1964 em. Miyawaki et K. Fujiwara 1970
ホロムイスゲ－ヌマガヤ群集 Carici-Moliniopsietum japonicae Miyawaki, Itow et  Okuba 1967

 ikawayiM eacinopaj muteispoiniloM-olunI集群ヤガマヌ－クギズミ et  K. Fujiwara 1970
 .xT aetetimgarhPスラクシヨ et  Prsg. 1942

 .xT eaciribisorue ailatetimgarhPーダーオシヨ et  Prsg. 1942
3791 abhO sisneodnoh noipricS団群イルタホマヤミ

 ikawayiM sisneodnoh mutepricS集群イルタホマヤミ et al.  1968
3591 .ngiP ailateciracongaMーダーオゲス型大

ホソバノヨツバムグラ－大型スゲ群団 Galio brevipedunculati-Magnocaricion Miyawaki et K. Fujiwara 1970
フトイ群落 Schoenoplectus tabernaemontani  community
ミズドクサ群落 Equisetum fluviatile  community
ホソバオゼヌマスゲ群落 Carex nemurensis  community

.von .ssa snatper mutelucnunaR）新（集群ゲウポンキトイ
タマミクリ群落 Sparganium glomeratum  community

 ikawayiM eatalapsid muteciraC集群ゲスサカ et  Okuda 1972
アゼスゲ群落 Carex thunbergii  community
オオヌマハリイ群落 Eleocharis mamillata  var. cyclocarpa  community
ミチノクホタルイ群落 Schoenoplectus orthorhizomatus  community
ヤチスゲ－ミツガシワ群落 Carex limosa-Menyanthes trifoliata  community
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表3．尾瀬ヶ原における草本植生の群落体系（続き）
ミツガシワ群落 Menyanthes trifoliata  community
ホソバオゼヌマスゲ－クロバナロウゲ群集 Carici nemurensis-Comaretum palustris Miyawaki et K. Fujiwara 1970
ハクサンスゲ群落 Carex canescens  community
オオカサスゲ群集 Caricetum rhynchophysae Miyawaki et  Okuda 1972
オオバセンキュウ－オニナルコスゲ群集 Angelico genuflexae-Caricetum vesicariae Miyawaki et K. Fujiwara 1970
ヨシ群落 Phragmites australis  community
アブラガヤ－ヌマガヤ群落 Scirpus wichuraeconcolor-Moliniopsis japonica  community
カキツバタ群落 Iris laevigata  community

ダケカンバ－ミヤマキンポウゲクラス Betulo ermanii-Ranunculetea acris japonici Ohba 1968
シナノキンバイ－ミヤマキンポウゲオーダー Trollio-Ranunculetalia acris japonici Ohba 1973
シナノキンバイ－ミヤマキンポウゲ群団 Trollio-Ranunculion acris japonici Ohba 1969
シロウマアサツキ群落 Allium schoenoprasum  var. orientale  community

オニシモツケ－オオヨモギクラス Filipendulo-Artemisietea montanae Ohba 1973
オニシモツケ－オオヨモギオーダー Filipendulo-Artemisietalia montanae Ohba 1973
オオヨモギ－オオイタドリ群団 Artemisio-Polygonion sachalinensis Miyawaki et al . 1968
ノダケーゴマナ群落 Angelica decursiva-Aster glehnii  var. hondoensis  community
ススキ群落 Miscanthus sinensis  community
ハンゴンソウ－マルバダケブキ群落 Jacobaea cannabifolia-Ligularia dentata  community
ミヤマシシウド－オオイタドリ群集 Angelico-Polygonetum sachalinensis Suz.-Tok. et al. 1956
アカソ－オオヨモギ群集 Boehmerio-Artemisietum montanae Miyawaki et al . 1968
ヤマブキショウマ－オニシモツケ群落 Aruncus dioicus  var. kamtschaticus-Filipendula camtschatica  community
ミヤマトウバナ－ミヤマスミレ群落 Clinopodium micranthum  var. sachalinense-Viola selkirkii  community

9991 abhO eacicopaj muteinaznaR集群マウョシシクガト
 2491 .gsrP te .xT aetematoPスラクロシムルヒ

6291 hcoK .W ailatematoPーダーオロシムルヒ
6291 hcoK .W iciribisorue noimatoP団群ロシムルヒ

バイカモ群落 Ranunculus nipponicus  var. submersus  community
スギナモ群集 Hippurisetum vulgaris (Miyawaki et  K. Fujiwara) corr.
フトヒルムシロ群落 Potamogeton fryeri  community
オヒルムシロ群落 Potamogeton natans  community

ni adukO eanogartet muteeahpmyN-ireberhcs oinesarB集群サグジツヒ－イサンュジ  Miyawaki 1983
ホソバタマミクリ－オゼコウホネ群集 Sparganio-Nupharetum ozeensis Miyawaki et K. Fujiwara 1970

.von .ssa eacitaisa muteteosI）新（集群ラニズミメヒ
コウキクサクラス Lemnetea W. Koch et  R. Tx. (in litt. 1954) ap. R. Tx 1955
コウキクサオーダー Lemnetalia W. Koch et  R. Tx. (in litt. 1954) ap. R. Tx 1955

0691 nexüT .J te ikawayiM eatatsocicuap noinmeL団群サクキウオア
コウキクサ群落 Lemna minor  community
コタヌキモ群落 Utricularia intermedia  community
ヤチコタヌキモ群落 Utricularia ochroleuca  community
ヒメタヌキモ群落 Utricularia minor  community

ヌマハコベ－タネツケバナクラス Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et  Tx. 1943
オオバセンキュウ－タネツケバナオーダー Angelico genuflexae-Cardaminetalia Ohba 1975
オオバセンキュウ－タネツケバナ群団 Angelico genuflexae-Cardaminion Ohba 1975
リュウキンカ－ミズバショウ群集 Caltho-Lysichitonetum camtschatcensis Miyawaki et  K. Fujiwara 1970
チョウジギク群落 Arnica mallotopus  community
タヌキラン群集 Caricetum podogynae  community
オオバタネツケバナ群落 Cardamine regeliana  community
オランダガラシ群落 Nasturtium officinale  community
オクヤマガラシ群落 Cardaminetomentis  community

セイヨウオオバコクラス Plantaginetea majoris Tx. et  Prsg. 1950
4691 ikawayiM eacitaisa ailatenigatnalPーダーオコバオオ

4691 ikawayiM eacinopaj siraluciva noinogyloP団群ギナヤチミ
ヒメイ－オオバコ群落 Juncus decipiens  f. gracilis -Plantago asiatica  community

4691 ikawayiM siunet mutecnuJ-easicni iciraC集群イサク－ゲスラワカ
クサイ－ミノボロスゲ群集 Junco-Caricetum albatae Miyawaki et al.  1968
テングクワガタ群落 Veronica serpyllifolia  ssp. humifusa  community

1791 abhO eacinopaj mutenigaS-oyrB集群サクメツーケゴンギ
シロツメクサ－オオバコ群落 Trifolium repens-Plantago asiatica  community

 stinu rehgih eht ni nwonknu seitinummoC落群の定決未位単級上
ニッコウシダ群落 Thelypteris nipponica  community
ヤチカワズスゲ群落 Carex omiana  var. omiana  community
ヒメイ－アブラガヤ群落 Juncus decipiens  f. gracilis -Cirpus wichurae  f. concolor  community
ヒメイ－ミノボロスゲ群落 Juncus decipiens f. gracilis -Carex nubigena  ssp. albata  community
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高位泥炭地の尾瀬ヶ原になぜ低位泥炭地の 
ヨシ−ミツガシワ群落が成立できるのか

−微地形・泥炭堆積過程が湿原植物群落の生育，分布に及ぼす影響−

谷本　丈夫 1），淵脇　智博 2），徳永　祐一 3），軽部　勲 4），�
斉藤　常栄 5），後藤　智哉 6）・鈴木　貫司 6）

2021 年 9 月 22 日受付，2022 年 1 月 24 日受理

　尾瀬ヶ原湿原に見られる微地形とそこに生育する植物の生育環境を調べた．また，代表的な微地形
地において，ピ−トサンプラ−により泥炭を採取し，泥炭堆積過程の比較を行なった．尾瀬ヶ原湿原
に生育するミツガシワ，リュウキンカ，ヨシ−ミツガシワの各群落は，低層湿原地を指標する湿原植
物群であるが，尾瀬ヶ原湿原においては浅い池溏，山地から流入する河川の氾濫原に生育していた．
これらの場所は，中間あるいは高層湿原の上に，低層湿原が堆積する環境であった．泥炭層の厚さは
南下田代の指紋状構造地では比較的浅く，深さ 300 cm 前後で粘土層に達していた．中田代では深さ
600 cm まで達しても粘土層に届かない調査箇所，泥炭層位に乱れがなく，深さ 500 cm 前後から粘土
層に達する箇所，500 cm より深い層位で泥炭と粘土層が互層になる箇所とが見られた．これらの結
果から，湿原植物は必ずしも泥炭層に依存して生育しているわけではなく，その生育は，泥炭堆積後
の微地形の変化によって成立する生育環境の違いに依存していた．また，尾瀬ヶ原湿原の微地形は，
それぞれの場所で同時期に形成された可能性が高く，泥炭形成の主要因はブランケット湿原であると
判定された．

Why is it possible for a low − level peatland plants community,  
Menyanthes trifoliata − Phragmites australis community, to establish itself 

on a high − level peatland, Ozegahara mire

− Effects of microtopography and peat deposition on the growth and distribution of 
marsh plants communities −

Takeo Tanimoto 1, Chihiro Fuchiwaki 2, Yuichi Tokunaga 3, 
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1．はじめに

　尾瀬の自然の特徴となっている湿原についての説明で
は，尾瀬ヶ原は高層湿原の代表的な景観であるとされ，
その成り立ちが述べられている（猪狩，2008）．泥炭湿
原発達の過程は，湖沼の乾燥化に伴う山地からの河川水
に涵養されたヨシ Phragmites australis（Cav.）Trin. ex 
Steud. 群落の堆積泥炭で形成された低層湿原，十分に
発達した泥炭層がド−ム状に高まり地下水や表流水によ
る養水分の供給ではなく，降雨に依存するいわゆるミズ
ゴケからなる高層湿原，低層湿原から高層湿原までの発
達過程で見られる様々な区分としての中間湿原が定義さ
れている（浦上・市村，1937）．なお，湿原は地表の植
生や景観に着目し，泥炭地は土地の構成物質に着目した
用語で，日本では多くの場合，生物学者は「湿原」を地
学，農学，工学関係者は「泥炭地」を使用する（阪口，
1989）．
　阪口（1989）は，尾瀬ヶ原の始まりを湖沼の乾燥化で
はなく，河川の自然堤防を超えた氾濫水が，自然堤防に
阻まれて河川に戻ることが出来ずに停滞し湿地化が始
まった．さらに南下田代の指紋状構造地の微地形と泥炭
発達の関連から，わずかに傾斜した上部ほど若い泥炭堆
積年代であることから，沼尻川の自然堤防から始まった
泥炭堆積が徐々に発達，上昇した結果であるとしている．
一方で，阪口（1989）は，泥炭地の生い立ち（1），（2）
その後の成果の章で「（1）尾瀬ヶ原のどこにもいわゆる

ド−ム状高位泥炭地は形成されていない．（2）尾瀬ヶ原
は湖から直接生まれた泥炭地ではなく，川のつくった平
野，あるいは扇状地のような傾斜のゆるい斜面に発達し
た．（3）泥炭地の特徴は，降水量の多い海洋性気候地域
に発達するブランケット湿原に近いものである．（4）古
尾瀬ヶ原湖の証拠は現在まで得られていない，現在確認
できる湖は局地的で小規模である．」とまとめている．
　樫村ほか（1999），樫村（2000）もこれを支持し，ブ
ランケット湿原の特徴として，北海暖流の影響を受け冷
涼多湿なスコットランド西部で泥炭層がよく発達し，平
地はおろか，山地の斜面も，場合によっては山頂も，ま
るで巨大な毛布を被せたように泥炭層で被われ，基盤地
形の傾斜が緩いところでは泥炭層が厚く，急なところで
は薄くなる．さらに，阪口が（4）でまとめている湖成
層のないことの追認などから，全体的にはスコットラン
ドのブランケット湿原と同類の多様な発祥をもつものと
考えるのが至当のようであると述べている．尾瀬ヶ原の
始まりがブランケット湿原に近いとすれば，湿原形成以
前の基盤地形の全域を泥炭が被うことになり，阪口

（1989）の述べている河川の氾濫による後背湿地からと
する湿原形成説には疑問が残る．
　尾瀬ヶ原では，泥炭堆積の過程と層序を解析するため
に，中田代で群馬大学（以下，群大とする）の井戸（深
さ，4 m 75 cm ）と共同井戸（深さ，4 m 80 cm ）及
び井戸 P73（深さ，4 m 50 cm ）と呼ばれる三つの井戸
が掘られた（阪口，1989）．それぞれの深さは泥炭層か

We investigated the microtopography of Ozegahara mire and the environment in which bog plants grow 
there. Peat was collected by a peat sampler from representative microtopography and the peat deposition 
process was compared. In Ozegahara mire, Menyanthes trifoliata community, Caltha palustris var. nipponica 
community and Phragmites australis − Menyanthes trifoliata community, which are indicators of low − level 
peatlands, grow in shallow pond pools and on the floodplains of rivers flowing in from the mountains. This site 
was an environment with low peat deposition conditions over intermediate and high peat layers. The thickness 
of the peat layer was relatively shallow in the patterned fen of Minami-shimotashiro, reaching the clay layer at 
around 300 cm in depth. At Nakatashiro, the peat layer was not disturbed and did not reach the clay layer even 
after reaching 600 cm in depth, while the peat layer reached the clay layer after about 500 cm in depth, and the 
peat and clay layers were interlayered at deeper levels. These results indicate that bog plants do not necessarily 
depend on the peat layer for their growth, but depend on the growth environment established by changes in the 
microtopography after peat deposition. The microtopography of Ozegahara mire is likely to have been formed 
at the same time at each site, and the main factor of peat formation depends on the blanket bog type.

キーワード：尾瀬ヶ原湿原，微地形，泥炭堆積，湿原植物，生育環境 
Ozegahara mire, microtopography, peat deposition, bog plants, growth environment 
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ら粘土・砂の層に変化した場所である．群大の井戸では
粘土層と泥炭層の付近でヤチダモFraxinus mandshurica 
Rupr. の樹幹，過去に湖に生きていた珪藻の殻が含まれ
ており，明らかに湖底堆積物であることから，この湿原
の生い立ちは沼に始まった（堀，1973）．共同井戸の最
下層部にはヨシ泥炭の上層にツルコケモモ Vaccinium 
oxycoccos L.， ヌ マ ガ ヤ Moliniopsis japonica (Hack.) 
Hayata 泥炭層が乗っている．井戸 P73 では最下層部に
ミツガシワ Menyanthes trifoliata L. の種子があったこ
とから浅い水たまりから始まったと推定され，その上層
は灌木，ツルコケモモ，ホロムイスゲ（トマリスゲ）
Carex middendorffii F.Schmidt，ワタスゲ Eriophorum 
vaginatum L. からなる泥炭層であった（阪口，1989）．
ヨシ泥炭の上にツルコケモモ，ホロムイスゲの泥炭層に
続く事例は下田代でも報告（樫村ほか，1999；樫村，
2000）されている．したがって，これまでに報告されて
いる泥炭層の堆積層序は，ヨシもしくミツガシワ泥炭か
らいきなり高層湿原要素とされるツルコケモモ，ホロム
イスゲ泥炭に続き，湖沼の乾燥から始まり，ヨシ泥炭が
基底となる陸化型湿原の堆積傾向とは異なっていること
になる．
　尾瀬ヶ原の指紋状構造などの微地形は阪口（1989）が
詳細に調査・研究し，その成果は広く受け入れられてい
る（須永，2003）．しかし，指紋状構造地と植物の生育
との関連は，小谷（1954）による地表の性質を最もよく
反映している植物を指標とした植物景観図が報告されて
いるのみで，詳細な調査は行われていない．宝月ほか

（1954）は，泥炭の水分環境と植物の生育について検討し，
地下水位の相違が群落の分布を決定していることを明ら
かにした．しかし，指紋状構造地との関係は詳しく検討
されているとは言えない．なお，指紋状構造地の形成過
程について岡田（2013）が，数値モデルを用いて I：発
生期，II：成長期，Ⅲ：形成期，Ⅳ：確立期について報

告している．
　尾瀬ヶ原の植生については，中野（1933），Suzuki

（1954），吉岡（1954），宮脇・藤原（1970）などの植物
社会学的な考察と群落型の報告があるが，微地形との対
応は十分に検討されているとは言えない．
　筆者の一人谷本は，第 3 次尾瀬総合学術調査団員とし
て「尾瀬ヶ原における拠水林の種組成および分布特性と
地形・土壌との関係」を報告（谷本・里道，1999）し，
その後調査終了以降も機会を見て尾瀬に通い，尾瀬地域
の 植 物 群 落 に 及 ぼ す ニ ホ ン ジ カ Cervus nippon 
Temminck, 1938（以下，シカとする）の影響を観察，
調査してきた．その結果，シカによる採餌，掘り上げは，
特にミツガシワ群落で激しく，これが確認された初期に
は木道から遠く離れた場所で見られていたが，年毎に木
道に近い場所で見られるようになっている（内藤・木村，
2000；谷本，2012）．ミツガシワ群落は，ヨシ群落やリュ
ウキンカ群落と混生していることが多く，尾瀬ヶ原では
山地から湿原内に流入した流れに沿った場所においてヨ
シ−ミツガシワ群落が識別できる．この群落は，尾瀬沼
湖岸のクロバナロウゲ−ミツガシワ群集（Suzuki，
1954）とは明らかに異なった生育環境である泥炭地に成
立している．尾瀬ヶ原は降雨水に涵養される高層湿原と
されている場所に，どうして表流水あるいは地下水に依
存するミツガシワが生育しているのか疑問に思ってい
た．また，指紋状構造地には，本州では尾瀬でただ 1 箇
所生育が確認されている貴重なナガバノモウセンゴケ
Drosera anglica Huds. が生育し（廣瀬，1943；小宮，
1992），浅い平坦なぬかるみ状の場所では，ミツガシワ
と混生している場所がある．こうした場所では矮性化し
たミツガシワの地下茎が掘り上げられている（図 1）．
一方，やや深い池溏の中ではミツガシワとヒツジグサ
Nymphaea tetragona Georgi が混生し，ミツガシワのみ
池溏の岸から首の届く範囲の地上部が採餌されていた

図 ２：池溏に生育するミツガシワ，ヒツジグサ図 １：南下田代平坦窪地のミツガシワ群落撹乱後
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（図 2）．すなわち，同一場所の異なる生育環境において，
さまざまな群落が形成されていることになる（小谷，
1954；宮脇・藤原，1970）．したがって，指紋状構造地
の成立と微地形及びミツガシワなど湿原植物との生育関
係を明らかにすることは，シカの採餌，撹乱後の植生回
復過程が推定できる可能性が高く，その成果はシカによ
る採餌の被害回避，撹乱（採餌）跡地の再生過程を推定
する湿原保護管理の基礎資料として有効である．

2．調査場所と調査方法

2．1　調査場所
　調査は尾瀬ヶ原と，湿原に接する扇状地の低木林から
洪水時氾濫原と山地傾斜面との間で行い，シカの採餌痕
跡の多いミツガシワとそれに混生する群落と泉水田代か
ら 東 電 小 屋 に 至 る ヨ ッ ピ 川 沿 い で， イ ヌ ド ウ ナ
Parasenecio aidzuensis (Koidz.) Kadota，ウワバミソウ
Elatostema involucratum Franch. et Sav. などの林床植
生についても，湿原環境と比較するために重点的に調査
を行ったが，本報では林床植生との関連は触れていない．

2．2　調査方法

2．2．1　指紋状構造と微地形・植生
　ケルミ・シュレンケ複合体（以下，指紋状構造地とす
る）と微地形の特色を，林野庁撮影の空中写真，Google 
Earth の衛星写真によって解析，類型化を行った．また，
下田代，中田代における指紋状構造地を中心に，そこに
生育するそれぞれの群落の特色，分布の違いについて比
較検討した．指紋状構造地のミニチュア形成（阪口，
1989）に関連する微地形について観察，写真撮影などを
行った．

2．2．2　泥炭採掘と泥炭層序の比較
　ミツガシワ群落，ヨシ−ミツガシワ群落，ナガバノモ
ウセンゴケ群落など湿原植物群落の成立条件と湿原形成
過程を検討するために，群落及び微地形の特色をもとに，
ピ−トサンプラ−を用いて最大深さ 700 cm まで，長さ
50 cm の泥炭コアを表層から連続して 2018 年～ 2019 年
の夏季に採取した．得られた泥炭コアは，外形の観察を
行いサンプルごとに写真撮影を行った．ピ−トサンプラ
−は，その構造上泥炭以外の採取は難しいが，可能な限
り泥炭から河川堆積物，湖沼堆積物の層が確認できるよ
うに，先端部の挿入不可能な深さまでサンプラ−を挿入
した．また，湿原への負担を軽減する目的で，直接挿入

不可能な深さまでサンプラ−を挿入して，泥炭堆積と他
の堆積物との境付近の確認を目的にコアを採取した調査
地もある．採取された泥炭と粘土，砂境の直近上位の泥
炭資料を（株）地球科学研究所に委託し，放射性炭素年
代測定を行った．

3．結果と考察

3．1　指紋状構造地のミニチュア
　図 3 は，尾瀬山ノ鼻集団施設地区のキャンプ場敷で観
察されたミニチュアの指紋状構造である．これにはダス
トが無く，泥が高まりをつくり交互に水溜りが形成され
ていた．尾瀬沼施設地区の元長蔵小屋と休憩小屋の間は，
ゆるやかな勾配を持つ広場で，周囲にはカラマツ Larix 
kaempferi (Lamb.) Carrière が植えられている．2010 年
と 2011 年にカラマツの落葉のダストで形成されたミニ
チュアの指紋状構造地が観察され（図 4，EM1 図 1），
ダストラインの変化は見られなかった．しかし，2011
年10月5日カラマツの落葉後，古いダストラインの流亡，
破壊は見られずに新しい落葉が加わっていた（EM1 図
2）．4 年後の 2015 年 6 月に再び，落葉は風化し，細粒
化したダストラインに，新鮮な落葉で形成された指紋状

図 ４：尾瀬沼長蔵小屋無料休憩所前（指紋状構造，2010 年 6
月 29 日）

図 ３：尾瀬ヶ原山ノ鼻　ミニチュアパタ−ン（指紋状構造，
2006 年 7 月 2 日）
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構造が明瞭に見られた（EM1 図 3）．2018 年には指紋状
構造のダストラインが広がり，登山者の通行，清掃など
によってパタ−ンの輪郭は不明瞭になっていた．この傾
向は建物に近い通路で著しく，安定したダストラインの
上には，オオバコ Plantago asiatica L. などの生育が見
られた．
　尾瀬ヶ原の微地形については阪口（1989）の詳細な報
告があり，指紋状構造地は泥炭地表の勾配が0.03以下で，
ド−ム状高まりや平坦地，リュレ（以下，湿地溝とする）
の周辺部を除いた勾配の変換点がある場合に形成され
る．また，その成因についてのさまざまな説を紹介した
上で，ダスト説を提唱している．図 3 ～図 4，EM1 図 1
～図 3 の情報は，ダスト説を裏付ける形態となっており，
このような構造は，尾瀬，小笠原，栃木県塩原の林道な
どでも観察，撮影（EM1 図 4）できた．
　一方，2015 年の融雪期に背中アブリ田代に接してい
る猫又川上流部に自然ダムが形成され，それが決壊し背
中アブリ田代に大規模な洪水が発生した．洪水がやや終
息した跡地には指紋状構造が見られた（図 5）．南下田
代の指紋状構造地では，融雪時にケルミ（以下畦とする）
の部分に枯れた植物遺体が多量に運ばれているのが観察
された（図 6）．指紋状構造地は，ダストの堆積地に植
生が侵入し，それが生育条件を改善しさらに畦が発達す
る．シュレンケ（以下，窪地とする）では融雪時の冠水
などで植生の発達が遅れ，それぞれの成長差（堆積物の

生産量）によって，明瞭な指紋状構造が発達，成長する
（阪口，1989）．これまでに得られた情報は阪口の説を裏
付けている．ただ，初期に形成された指紋状構造が，そ
の後の洪水などで破壊，それが繰り返される可能性，一
度形成された指紋状構造地が基盤となって，現在の指紋
状構造地になる過程については確認できなかった．

3．2　指紋状構造地の特徴的な構造と変遷
　明瞭な指紋状構造は梯子状に比較的整ったもの（図 7；
阪口の南下田代の指紋状構造 12）と指紋状構造は残さ
れているが，大小，円形，帯状などさまざまな形の微地
形，構造で構成されているものがあり，それが混在して
より複雑になっている．しかし，図 7 には指紋状構造地
のみ記載されており，東中田代の上部及び西中田代の中
央部分は空白となっている．この空白部分には東中田代
では池溏群，西中田代では蛇行する河道跡が明瞭に観察
でき，指紋状構造地以外の微地形が確認できる．それら
は融雪期に湛水するが，盛夏にはぬかるみ状，常時湛水
し池溏になるものなどがある．これらの変化は，洪水時
の堆積物を起源に指紋状構造として成長した後，それぞ
れの立地条件に応じて岡田（2013）が述べているように
変遷し，それに伴って，そこに生育する湿原植物も変化
するものと思われる．

3．2．1　ホロムイスゲと指紋状構造
　ホロムイスゲは，生育初期には窪地内で１から数本の
茎を持つ小さな株を形成しているが，十分に生育した段
階では束生して谷地坊主のようになる．その生育地と株
の成長は，まず浅い水溜り状地（図 8）あるいは池溏の
岸に沿って（図 9）発芽生育を始め，30 cm ～ 60 cm ほ
どのやや横に広がった大きな株になる（図 10，図 11）．

図 ６：南下田代，畦にたまる植物遺体

図 ５：背中アブリ田代　洪水後の指紋状構造

図 ７：指紋状構造位置図，阪口（1989），中央公論社から許
可を得て転載
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大株のホロムイスゲが生育している場所は，指紋状構造
地の畦と窪地の複合体構造が残っており（図 11），窪地
は融雪，開葉期には湛水している．それぞれの生育ステ
−ジは，背中アブリ田代，下田代から観察撮影されたも
のであるが，一連の生育状態の変化から生育初期の湛水

した窪地が乾燥するに従って，成熟した大株になること
を示唆している．成熟した大株のホロムイスゲ群落が成
立している場所では，やや乾いた小規模な窪地にミカヅ
キグサ Rhynchospora alba (L.) Vahl，ヤチカワズスゲ
Carex omiana Franch. et Sav. var. omiana などが生育
しているが，シカの採餌植物であるミツガシワは生育し
ていない．

3．2．2　ミツガシワと指紋状構造，特に窪地との関係
　尾瀬ヶ原に生育するミツガシワは，燧ヶ岳山麓から流
入する北丈堀沢（北下田代），東中田代の長沢からの流
れに沿った竜宮付近などでは，ヨシと共生していること
が多く，ヨシ−ミツガシワ群落が形成されている．しか
し，ミツガシワが採餌される融雪時には，ヨシはまだ発
芽前で，地上の茎葉は見られずミツガシワの純群落に
なっている（図 12）．晩夏から秋にはヨシの純群落のよ
うに景観が変わる（図 13）．また，泉水田代，南下田代
には湛水する池溏，南下田代では小ケルミ（小規模な畦，
高まり以下，小畦とする．）を持った平坦で融雪期，洪

図 ８：南下田代　平坦窪地の幼齢期のホロムイスゲ

図 １０：背中アブリ田代　壮齢期のホロムイスゲ

図 ９：南下田代　若齢期のホロムイスゲ

図 １１：南下田代　老齢期のホロムイスゲ

図 １２：竜宮付近　昭和 40 年代のミツガシワ群落（新井幸人
氏より許可を受け転載）

図 １３：竜宮　ミツガシワ群落と共生するヨシ群落　手前は
シカクイ（シカの撹乱後に侵入）
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水時には湛水するが盛夏には浅い水か，ぬかるみ状の窪
地にも矮性化したミツガシワが生育している（図 1，図
14）．
　南下田代の指紋状構造地の池溏に見られるミツガシワ
はヒツジグサと混生している場合が多い（図 2）．池溏
に生育するミツガシワは，池溏の岸で発芽，地下茎が水
面に張り出してやがて池溏の湿原化に寄与しているとさ
れているが，泉水田代，南下田代のミツガシワ群落は，
池溏底の堆積物に根を下ろしている．ミツガシワは，尾
瀬沼北岸の浅湖湿原が湖水域に接する場所に見られるよ
うに，浅い湖沼に好んで生育する湿地植物である．しか
し，高層湿原とされる尾瀬ヶ原の指紋状構造地の一つの
形態である池溏にも生育しており，何らかの原因で池溏
が形成され，ミツガシワが生育できる条件が整って二次
的に侵入，生育を始めたものと思われる．

3．3　指紋状構造の統合と切断及び池溏の拡大
　南下田代の二ツ森から西側におよそ 100 m 離れた場
所の池溏群の一つは，太い「く」の字形でヒツジグサが
繁茂し，左上の畦が途切れている．その奥の池溏には浮
島があり，枯死したヒツジグサが浮いている．また，畦
にはヌマガヤが優占し，ミカヅキグサ，キンコウカ
Narthecium asiaticum Maxim. などが随伴する密な草地
となっている（図 15）．図 16 はこの池溏群を反対側か

ら見たもので右上に途切れた同じ畦が見えている．中央
の畦は切断され，そこにつながる畦と左の湾曲した畦に
囲まれたやや水がたまる窪地には不規則に畦の張り出し
が認められる．
　南下田代の二ツ森に近接する親指拇印の形に見える指
紋状地（図 17）は，畦は淡い褐色であるが，その外側
の構造地は，不規則なサツマイモの形が多くより黒色は，
池溏か湛水した窪地であることを示している．池溏の中
には米粒状の浮島もある．また，池溏の畦が途切れてい
る．淡い褐色の畦と集水域に湿地溝が発達した場所は，
ヌマガヤが優占繁茂し乾燥化が著しい．浮島の形は円形，
勾玉型，首飾りの部分のような不規則に連結したもの，
さらに畦が半島状に残されている（図 17）．阪口（1989）
は「シュレンケ（窪地）に一時的に水がたまると，ケル
ミ（畦）とシュレンケ（窪地）の泥炭の堆積速度に開き
が生じる．水はシュレンケ（窪地）にたまるようになり，
池底の泥炭の堆積は停止し，岸の一方的な成長が始まる．
ケルミ（畦）は霜の作用や波の作用で次第に破壊される．
このようにして池溏の連合が行われてゆき，あるものは
非常に大きくなる．しかし，第二次調査でくわしく調べ

図 １４：南下田代のミツガシワ根茎掘り上げ，撹乱後の状態

図 １７：南下田代　二ツ森，池溏群の形状と図 15，16 撮影地
点（Google Earth2021 年 12 月閲覧画像より調製）図 １５：南下田代　二ツ森直近の池溏群，燧ヶ岳方向

図 １６：南下田代　二ツ森直近の池溏群，至仏山方向　畦の
切断と平坦窪地が侵食されている
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てみると，池溏の連合が行われたとみられる，シュレン
ケ（窪地）から発生した不規則形の池溏で，いまだに元
のケルミ（畦）の残体が発見された例がない．」（）内著
者挿入．また，その成因について「おそらく，不規則形
の池溏の母胎となったシュレンケ（窪地）と現在の池溏
はあまり大きさに差がないと見なすべきなのであろう．
不規則形の池溏の中に，その母体のシュレンケ（窪地）
が現在の原に見られるシュレンケ（窪地）に比べて著し
く大きなものがある．こういう池溏は，原の中で最も平
坦なところにある．前に述べたように，傾斜がゆるくな
るほど，シュレンケ（窪地）の幅は大きくなる傾向があ
る．池溏の母胎となったシュレンケ（窪地）ができた時
代も今と同様，地表の勾配が非常にゆるやかであったた
めに，このような幅の広いシュレンケ（窪地）ができ，
それを母胎として，現在見られる不規則形の大池溏がで
きたものと思われる．」と述べている．（）内著者挿入．
図 17 の畦と窪地の配置と形状は，この仮説を裏付けて
いよう．

3．4　窪地内の子畦の誕生と成長
　傾斜がゆるく，より平坦な地形に形成された窪地の幅
は大きく（阪口，1989），指紋のような横長にはならずに，
サツマイモに似た紡錘形，円形あるいは不規則に歪んだ
形をしている．これらの中には，浮島を持つものや広い
窪地の中に小畦，と呼ばれる高まりが確認できる．しか
し，ミニチュアの指紋状構造ではダストによる畦の形成
は明瞭であるが，畦に囲まれた場所には堆積物は見られ
ない．尾瀬ヶ原の平坦に近い幅の広い窪地では，ミズゴ
ケで形成された小ド−ムが形成されている（図 18）．こ
のようなミズゴケド−ムは大小さまざまで，ミズゴケの
みで形成されたものから，ミカヅキグサ，ミヤマイヌノ
ハナヒゲ Rhynchospora yasudana Makino，最後にはヌ
マガヤが優占，生育するド−ムに成長する．すなわち，
何かの原因でぬかるみ状の窪地にミズゴケのド−ムが形
成されるが，地下水の高い中田代に見られるようなミズ
ゴケがカ−ペットのように連続した構造（図 19）には

ならずに点在している．この点在したミズゴケド−ムに
侵入したミカヅキグサなどがミズゴケを覆い尽くすまで
に発達する（図 20）．尾瀬ヶ原では，高層湿原の標徴で
あるミズゴケ泥炭は発達できないとされており（阪口，
1989；樫村ほか，1999；樫村，2000）．窪地内に一次的
に形成されたミズゴケド−ムは，小畦が形成される基盤
構造の一つとなっている可能性が高い．

3．5　湿地溝による乾燥化と畦の発達
　先に述べた浅いぬかるみ状の窪地では，ミカヅキグサ
とミヤマイヌノハナヒゲなどが優占し，ぬかるみ部分が
多いまばらな群落から，密で草丈も高く地表の見えない
群落構造までさまざまに変化している．また，オオイヌ
ノハナヒゲ Rhynchospora fauriei Franch.，ホロムイソ
ウ，ナガバノモウセンゴケ，ホロムイスゲなどの混生群
落も多い．ミカヅキグサとミヤマイヌノハナヒゲの侵入
と繁茂は，小畦の形成に寄与しているばかりではなく，
畦から窪地にも向かっており（図 20，図 21），この傾向
は湿地溝の発達している斜面で著しい．このことが，南
下田代に見られる段差が大きい畦の形成に関係している
ものと思われる．
　南下田代の指紋状構造地（図 22）は，二ツ森と呼ば
れる樹林を頂点に西の方向に展開している．二ツ森に近
い頂点付近では，前述したように半円形に親指を押印し
た，まさに指紋状と呼べるような形であるが，その西側

図 ２０：南下田代　平坦窪地のド−ム状高まり　ミズゴケは
見えずにスゲ類で覆われている図 １８：南下田代　平坦窪地のミズゴケド−ムと畔（中央）

図 １９：東中田代　規模の大きい平坦窪地のミズゴケ群落
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では指紋状が崩れ平板に広がった紡錘状，湛水を表すよ
り黒色で，浮島も認められる不規則な岸を持った画像に
変わり，その外側はより幅広で弓状の指紋状構造地とな
る．その末端には非常に長い畦が形成され，南半分は湿
地溝の発達した指紋状構造のない区画がある．それを取
り巻くようにさらに西に向かって三つに分かれて指紋状
構造地が続いている．三つの指紋状構造地の一番北では，
さらに北西の方向に構造地が広がり，六兵衛堀に平行す
る構造地と接している．すでに述べたように二ツ森を頂
点とする構造地群の末端付近に弓状の長い畦が発達し，
湿地溝のある斜面では明瞭な構造地は見られない．しか
し，湿地溝のある斜面に接する構造地では明瞭な畦があ
り，湿地溝が発達する以前には，三つに分かれた指紋状
構造地は一つにまとまった大きな扇状であったと思われ
る．
　二ツ森から北西方向にある，六兵衛堀側斜面では不規
則に湾曲して指紋状構造がなくなっている．これは，六
兵衛堀方向に発達した湿地溝によって侵食，乾燥化した
ものであろう．また，小規模に黒く変色する横縞模様が
目につき，ここでも過去には明瞭な指紋状構造が，二ツ

森を頂点として半円形に形成されていたと思われる．す
なわち，二ツ森を頂点とする南下田代の指紋状構造地は
一つにまとまった堆積物の上に発達していたと思われ
る．
　南下田代の指紋状構造地の代表的な微地形と植生配置
の関係は，畦にはミズゴケ類を伴わないヌマガヤが優占
し，場所によってその草丈や畦の幅に大きな変化が見ら
れる．ヌマガヤに覆われた畦と畦の間は，湛水，融雪期
のみ湛水，全域にヤチスゲ，ミカヅキグサ，ミヤマイヌ
ノハナヒゲなどが繁茂した窪地からパッチ状にミズゴケ
が混在する．あるいは無植被でぬかるみ状地に矮小化し
たミヤマイヌノハナヒゲ，ミカヅキグサがさまざまに混
生している．湿原植物の生育と地下水の高さについては
宝月ほか（1954）の報告があり，繁茂の著しい場所は，
より生育条件ごとに地下水位が適切な条件になっている
ものと思われ，形成された年月に長短があるか，水抜け
が早い湿地溝の発達した地形の影響であろう．

3．6　指紋状構造地及び池溏群の形状と分布
　阪口（1989）によって尾瀬ヶ原の微地形，指紋状構造
は詳細に検討されている（図 7）．しかし，この図では
明瞭な指紋状構造地のみが記されている．この図には記
録されていない窪地や池溏を加えて，それぞれを大まか
に括って図 23 に示した．より明るく灰褐色に見える所
はヌマガヤが優占する草原状で，特に区画はしていない． 
規模が大きく整った指紋状構造地（図右下）は南下田代
12（図 7）のもので，赤田代方向にも 6 箇所に区分でき
る指紋状構造地がある．また，六兵衛堀と沼尻川合流部
の方向に形の崩れた円型と細長い指紋状構造地が確認で
きる．さらに六兵衛堀と只見川に挟まれた細長い地形に
もやや形の崩れた指紋状構造地 11（図 7）があり，ここ
から合流部近くに 2 箇所の池溏群がある．東中田代には

図 ２１：南下田代　本来の畦からスゲ類の生育地が平坦窪地
にまで拡大

図 ２２：南下田代　指紋状構造地の地形（Google Earth2021
年 12 月閲覧画像より調製）

図 ２３：尾瀬ヶ原の類似した微地形の分布（Google Earth2021
年 12 月閲覧画像より調製）
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13，14，15（図 7）の指紋状構造地が目につくが，ヨッ
ピ吊橋から竜宮方向と東電分岐に至る三角形の木道に囲
まれた場所にも特徴的な池溏群を持つ指紋状構造地があ
る．下ノ大堀川を渡り，牛首に至る西中田代では 20，
22（図 7）の指紋状構造地があり，さらに蛇行した川の
痕跡のような染色体形の池溏群（阪口，1989）が龍宮小
屋前から沼尻川に並行するように細長く点在し，この列
と沼尻川の河道跡と思われる場所付近から南東にやや大
きな池溏群となって崩れた「ハ」の字形に並んでいる．
この池溏群は沼尻川，上ノ大堀川とヨッピ川，さらに竜
宮を含む長沢の扇状地形に囲まれ，それぞれから数 m 
の高まりを持っている（図 24）．また，この高まりは沼
尻川と長沢の扇状地地形に挟まれ，龍宮小屋方向，寺ヶ
崎まで派生している．
　池溏は大きく明瞭で円形，勾玉形で蛇行した河道跡の
ように並んでいる（図 23，図 25）が，どこから流入し
たかは不明で，沼尻川に近い馬蹄形や三日月湖形の河道
痕跡とは異なっている．阪口（1989）は染色体形の池溏
はかつての河床から，凹凸に富んだ輪郭を持った不規則
形の池溏を窪地から発生したと考え，前者の堆積物の下
には川の堆積物である砂礫，シルト，粘土が出てくる．
後者では泥炭が出てくると予想し，それぞれの池溏で堆
積物の採取を試みている．しかし，採取された堆積物は
浅い層からのもので，池溏の堆積物と本来の泥炭層との
関連は推定の域を出ていない．これとは異なった，部分
的に平坦で丸く不規則に形の崩れた窪地，池溏群を持つ
指紋状構造地も各田代で認められる（図 26）．

　竜宮現象の南方およそ 50 m 付近には池溏を伴った周
囲より一段高い高まりがある（図 27）．この放射状の窪
地は，中央の池溏から洪水時に溢れて形成されたもので
あろう（Keddy．P．A，2010）．安達（1943）はこの高
まりを「龍宮の中心点カルストより南方 5，6 m （50，
60 m の誤り？著者注）付近一帯の小隆起は，尾瀬原中
での高層湿原地帯であって，腰をおろしても暫時は湿気
を感ぜざる程になって居る故に，水蘚は既に絶滅し，ヌ
マガヤが非常に跋扈して居って，一見草原たるの観を呈
して居る．この様相からすれば，これが形成される迄の
道程は，尾瀬原が往古湖沼当時の瀬岸帯へ流入を続ける
長澤の流水が運搬せる土砂の堆積と共に，湿原中の植物
遺骸の働きと相俟って，尾瀬原中で最初に発達を見せた
る泥炭層であると思ふ．」と述べており，頂部にある池
溏の形態は河川などから形成されたとは考え難い．
　さらに，低層湿原として「龍宮の中心点カルストより
西北位百米平方の地域一帯は，老衰乃至瀕死期の湖盆の
終局を，啓示せるものであって，嘗て最後まで水を湛へ
て居ったが，現在は湿原と化して，往古の湖沼の片影を
とゞめざるも，厳密に言えば，湖沼と湿原の中間性のも
のである．長澤の影響を受けたる湿原の進出は，湖面の

図 ２４：東中田代　沼尻川から染色体形池溏群への高まり

図 ２５：東中田代　高まりの頂部にある染色体形池溏列

図 ２６：東中田代　池溏群ビューポイントの円形地溏と浮島
（Google Earth2021 年 12 月閲覧画像より調製）

図 ２７：東中田代　竜宮付近の高まり頂部の池溏　放射状に
溝（池溏）が発達
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縮小を早め，ミツガシハ，クロバナラウゲ，カキツバタ
等の植物群落は，多養料的水質の流入注化に依りて繁茂
を極めたるの結果，河流の沖積作用と，沼沢植物繊維の
堆積と，排水口只見川の解析作用に依る湖面の低下現象
と相俟って，誠に新しい湿原としては諸生のものが形成
された．生きた植物の茎根や，古代植物の遺骸や，新し
き泥炭や，軟かき泥土は，水湿溢れる沼澤地帯を挺出し，
地盤動揺して歩めば不安を感じ，「動ぎの田代」の珍風
景を現出している．」と低層湿原の存在とその成り立ち
を述べている．
　尾瀬ヶ原では，すでに述べたように，三つの井戸が掘
られた（阪口，1989）．共同井戸の最下層部はヨシ泥炭
の上層にツルコケモモ・ヌマガヤ泥炭層が乗っていた．
井戸 P73 では最下層部にミツガシワの種子があったこ
とから浅い水たまりから始まったと推定され，その上層
は灌木，ツルコケモモ，ホロムイスゲ，ワタスゲからな
る泥炭層であった（阪口，1989）．ヨシ泥炭の上にツル
コケモモ，ホロムイスゲの泥炭層に続く事例は北下田代
でも報告（樫村ほか 1999；樫村，2000）されている．
したがって，これまでに報告されている泥炭層の堆積層
序は，低層湿原要素のヨシもしくミツガシワ泥炭からい

きなり高層湿原要素とされるツルコケモモ，ホロムイス
ゲ泥炭に続き，陸化型湿原の堆積傾向とは異なっている
ことになる．

3．7　ツルコケモモ群落はあるのか
　現存の湿原植物群落は，畦にヌマガヤ，窪地にはミカ
ヅキグサ，ミヤマイヌノハナヒゲ，パッチ状のミズゴケ，
キンコウカなどが混生した群落が多く，ツルコケモモの
優占する群落は比較的少数派であり，尾瀬沼の浅湖湿原

（図 28），尾瀬ヶ原湿原の中田代（図 29）などで見られ
るのみである．一方で，中田代の東電三叉路からミズバ
ショウ Lysichiton camtschatcensis (L.) Schott のビュ−
ポイント，赤田代分岐から只見川にかかる東電尾瀬橋付
近の木道には，腐朽を始めた木道を利用して繁茂したツ
ルコケモモの群落が見られた（図 30）．阪口（1989）も「泥
炭層の層序は，第一次調査で得られた結果と同じで，下
半分にツルコケモモ，ヒメシャクナゲの混じるのは，東
中田代ド−ム状高まりの泥炭層の一般的な特徴であるこ
と，下に高位泥炭層があって上に中間泥炭層がのるとい
うド−ム状高位泥炭地の標準的な発達過程とは，むしろ
逆であることも確実となった．」と述べている．
　このような逆転するツルコケモモ泥炭層の存在は，そ
の当時の生育環境を示唆するものであろう．すなわち，
本来のツルコケモモは，ミズゴケと混生する貧栄養な環
境よりも木道沿いのような，むしろやや冨栄養，乾燥し
た環境を好むものと思われる．このことは，ツルコケモ
モの泥炭堆積が行われていた時代は，現代の気候条件と
は異なった環境であったとする阪口（1989）の考えを裏
付けている．

3．8　�ピ－トサンプラ－による泥炭層序の確認と砂・粘
土堆積層の有無

　尾瀬ヶ原の指紋状構造地は，泥炭堆積の表層に現れた図 ２８：浅湖湿原のツルコケモモ，ミツガシワ，ヨシ，ヌマ
ガヤ，ミズゴケ類が混生

図 ２９：東中田代のツルコケモモ群落 図 ３０：西中田代　古い木道に見られたツルコケモモ
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微地形であり，過去に堆積された泥炭に続いて形成され
たものである．それは各田代で認められ，南下田代の整っ
た指紋状構造からさまざまな形に変形，進化した形状（岡
田，2013）と思われ，それぞれの構造がどのように生ま
れて，現在の形になったか興味深い．ピ−トサンプラ−
による泥炭層序の確認は，図 31，図 32 に示した場所で
行われた．南下田代では，指紋状構造の異なる場所にお
いて泥炭層と砂・粘土堆積層の変換点とその年代の確認，
同様に中田代では指紋状構造の異なる場所において泥炭
の採取を行った．泥炭層が砂・粘土などの無機質に変換
する深さは，それぞれの場所で異なっており，南下田代
では，湿地溝からの泥炭侵食，流亡の影響を受けている
と思われる南田代 A 地点では 115 cm ～ 165 cm 及び南
下田代 L 地点で 144 cm ～ 194 cm と浅かったが，これ
以外ではどの場所も表層から 200 cm ～ 300 cm 範囲内
に変換点が確認された．また，それぞれの場所での年代
は，南下田代 L 地点で 2,810 年前，それ以外では 3,280
～ 5,690 年前を示し，後述する中田代のそれに比べて若
い年代であった . 指紋状構造地の西側末端の南田代 I 地
点と J 地点では，粘土・泥炭変換点での年代は 3,790 年
前から 4430 年前と測定された．泥炭堆積構造を比較す
るために土手と近接している池溏内において泥炭採取を
行った南田代 H 地点と指紋状構造地の境にある南田代
G 地点では，5,300 年前と 5,690 年前であった．また，南
田代 A 地点と L 地点に比べると 100 cm ほど粘土・泥
炭変換点は深くなっているが，後述する竜宮地区に比べ
るとかなり浅く．年代も若くなっている（表 1）．中田
代での砂・粘土堆積層と泥炭層の変換点は，深さ 600 
cm でも出現していない場所から，途中に何回かの無機
物の堆積，無機物と有機物の混合する堆積部など複雑な

場所，無機物が砂の場所などが確認された．また，最も
古い年代は安達（1937）が指摘した場所である竜宮 C，
竜宮 D 地点（図 32）で 12,780 年前と 12,810 年前を示し，
これまで報告されている尾瀬ヶ原湿原の泥炭層で最も古
い記録となるが，多くの場所では 7,230 年前から 11,330
年前の数字が得られた．砂・粘土堆積層と泥炭層の変換
点は，侵食を受けた後に部分的に堆積したと思われる
350 cm ～ 400 cm の層と 450 cm ～ 600 cm の層に見ら
れた。（表 2）．
　阪口（1989）は，微地形として指紋状構造地と池溏群
とを区分しているが，それぞれの関連，成立過程などに
は触れられていない．池溏の水深では，100 cm ～ 150 
cm がもっとも多く，ついで 50 cm ～ 100 cm ，最大の
深さは 330 cm とされている．窪地の表層部は，泥炭が
分解したヘドロ状で原生の湿原植物の根茎が絡まった状
態であるが，それぞれの泥炭堆積層についての検討はな
されていない．
　池溏内と隣接する窪地の泥炭を採掘した，南下田代 H
地点（図 31）の泥炭堆積状態（図 33）を比較すると，
池溏内では水深 100 cm までは堆積物の採取は出来ず，
採取できたそれ以下の層でも水分をかなり含んだ状態で
あった．これに対し窪地では深さ 100 cm より深い層で
の水分は感じられない．また，それぞれの深さの泥炭層
はよく似ており深さ 280 cm 付近で粘土質から泥炭に変
化していた．したがって，ほぼ同時期に堆積を始め，池
溏部分では水深 100 cm 付近で泥炭堆積作用が停止した
か，表層がなんらかの原因で湛水し，泥炭が分解，流亡
したものと思われる．
　龍宮小屋付近の寺ヶ崎に近い二つの池溏（竜宮 A，B
地点の近く，図 32）は比高が高く，明瞭な指紋状構造

図 ３１：南下田代　指紋状構造地における泥炭採取位置図
（Google Earth2021 年 12 月閲覧画像より調製）

図 ３２：中田代の泥炭採取位置図（Google Earth2021 年 12 月
閲覧画像より調製）
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を持っていない．これに接する寺ヶ崎の山地斜面付近に
はヨシ群落が繁茂している．長沢が流入する，竜宮 C
地点（図 32）にもヨシ−ミツガシワ群落（図 12，図
13）があって，6 月頃までの融雪期にはリュウキンカ，
ミツガシワがお花畑を形成していた．現在はシカの採餌
により衰退してしまい防鹿柵が設置されている．竜宮 C
地点付近のヨシ−ミツガシワ群落は，安達（1989）が低
層湿原について説明している場所にあたり，ここから南
西に 50 m ほど離れた付近は，安達（1937）の報告にあ
る高層湿原で，中央に大きな池溏があり，放射状に湛水
した窪地が形成されている（図 27），ここは竜宮 D 地点

（図 32）の泥炭採取位置で，何故それぞれの景観が維持
されているのかの疑問があり，これらを明らかにする目
的でそれぞれ選定された．
　竜宮 A 地点の断面には寺ヶ崎の傾斜山地からの流入
と思われる泥土が混じる層がある．しかし，粘土層は見

られない．池溏に近接した竜宮 B 地点の泥炭層序では
300 cm ～ 350 cm の層が水分の多く，分解が進んでい
る状態であった．しかし，400 cm ～ 450 cm まで砂・
粘土混入は見られない（EM2 図 1）．
　竜宮 C 地点は，ヨシ−ミツガシワ群落という低層湿
原の外観から，未固結の有機物，湖沼堆積物に現生の湿
地植物の根茎が絡まった「動く田代」状態で，泥炭層の
採取はできないのではと思われた．実際に EM2 図 2 に
示したように，150 cm の層までは固形物の完全な採取
は出来なかった．また，50 cm ～ 100 cm の層に出てく
る PF，AF のテフラ（阪口，1989）も確認できなかった．
しかし，それ以下の層では，粘土，泥土の混入する層が
交互に介在，あるいは水分を含み分解の進んだ層も見ら
れるが，600 cm までの各層とも，よく整った泥炭層だ
けの堆積構造であった．
　竜宮 D 地点の柱状図（EM2 図 3）では，竜宮 C 地点
で見られた泥土などで乱れた堆積層はなく，50 cm ～
100 cm 層には PF，AF のテフラの貫入が明瞭に確認さ
れ，綺麗な各層序はそれぞれ土砂の流入のない泥炭堆積
構造であった．
　竜宮 E 地点（図 32）は，池溏内においてピ−トサン
プラ−が貫入できなくなる泥炭・粘土境まで直接挿入し，
泥炭を採取した．3 cm ほどの砂層に続いて，縞状に粘
土混じりの泥炭が 430 cm 付近まで確認でき，池溏内で
もしっかりとした泥炭層が存在していた（図 34）．
　竜宮 F，G，H 地点は，竜宮 A ～ D 地点（図 32）と
木道及び竜宮吐き出し口からの流れを挟んで並行した指
紋状構造地（図 32）の縁に選定した．採取した場所別，
各層の泥炭サンプルを EM2 図 4 ～図 6 に示した．竜宮

F 地点の泥炭は，0 cm ～ 50 cm 
の表層で欠損部分が見られたが，
それ以下の層では 400 cm ～ 450 
cm の層まで粘土などの混入は
なかった．また，50 cm ～ 100 
cm 層の FP，AF のテフラは確
認できなかった．480 cm 付近で
は 10 cm 程の青灰色の粘土層が
介在していた．竜宮 G 地点の泥
炭層の変化は，表層から 150 cm 
の第三層までは現生植物の根茎
と孔隙が多く含まれ，まばらで
あった．興味深いのは，通常 50 
cm ～ 100 cm の層に出現する
PF，FA のテフラが 150 cm ～
200 cm の層に介在しており，他

表 １：南田代指紋状構造地　泥炭・年代測定調査地一覧

調査地点名 年代測定
番号

粘土・泥炭変換点
（ cm ） 年代測定値

南下田代 B TS-1 256-306（290） 4370 ± 30
南下田代 E TS-2 250-300（285） 4870 ± 30
南下田代 F TS-3 200-235（225） 3280 ± 30
南下田代 G TS-4 250-300（295） 4750 ± 30
南下田代 G TS-5 250-300（290） 5690 ± 30
南下田代 H 池塘 TS-6 285-335（310） 5300 ± 30
南下田代 I TS-7 200-250（270） 3790 ± 30
南下田代 J TS-8 240-290（280） 4430 ± 30
南下田代 L TS-9 144-194（174） 2810 ± 30
南下田代 D TS-10 250-300（280） 3900 ± 30
南下田代 A - 115-165（135） 未測定
南下田代 C - 260-310（290） 未測定
南下田代 H 土手 - 250-300（280） 未測定
南下田代 K - 250-300（290） 未測定

表 ２：中田代泥炭・年代測定調査地一覧

調査地点名 年代測定
番号

粘土・泥炭変換点
（ cm ） 年代測定値 備考

竜宮 A - 250-300 未測定 300 cm 以下未採取
竜宮 B TR-1 400-450（430） 7800 ± 30 竜宮前池塘隣接

竜宮 C - 350-400（370） 未測定 ヨシ群落
TR-2 550-600（590） 12780 ± 40 ヨシ群落

竜宮 D TR-3 550-600（590） 12810 ± 40 竜宮南部
竜宮 E TR-4 416-463（460） 7800 ± 30 竜宮池塘内木道から試掘
竜宮 F TR-5 450-500（485） 8090 ± 30 木道
竜宮 G TR-6 450-500（490） 11330 ± 40 竜宮指紋状

竜宮 H TR-7 450-500（470） 8330 ± 40 竜宮指紋状下部
TR-7-1 550-600（600） 9270 ± 40

竜宮 I TR-8 450-500（490） 8230 ± 30 コーホネ沼
竜宮 J TR-9 500-550（500） 7240 ± 30 下の大堀川
竜宮 K TR-10 450-500（270） 7690 ± 30 下の大堀川段丘ヨシ
竜宮勾玉 No.4 TR-11 450-500（495） 7320 ± 30
竜宮勾玉 No.5 TR-12 400-450（450） 7230 ± 30
竜宮勾玉 No.6 - 450-500（450） 未測定
三叉路 No.1 TR-13 300-350（350） 1320 ± 30 木片
三叉路 No.2 TR-14 300-350（340） 1580 ± 30 木片
三叉路 No.3 TR-15 350-400（390） 3470 ± 30
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の場所よりテフラ降下時からの泥炭の堆積スピ−ドが早
いことを示している．200 cm より深い層では綺麗な断
面を持つ泥炭層が続き，350 cm ～ 400 cm の層に青灰
色と灰褐色の混じる 3 ～ 4 cm 程の粘土層が介在してい
た．400 cm ～ 450 cm の層から再び綺麗な断面を持つ
泥炭層が 550 cm まで，さらに深い 550 cm ～ 600 cm 
の層では水分の多い泥土に泥炭が混じっていた．
　竜宮 H 地点の泥炭層は，第 2 層 100 cm までは流亡部
分が多かった．第 3 層 100 cm ～ 150 cm で PF，FA の
テフラが不明瞭であるが残っていた．150 cm ～ 200 cm 
の層から 400 cm ～ 450 cm までの 6 層は綺麗な泥炭の
断面が続いていた．450 cm ～ 500 cm の層の中間から
やや青灰色の粘土層が混入し，500 cm から 550 cm ～
600 cm まで粘土もしくは微砂と縞模様に介在する青灰
色の層が続き，固結した泥土に近い層が 700 cm まで採
取できた．すなわち，竜宮 H 地点では泥炭堆積期，砂・
粘土の堆積した時期，さらにその下部に風化土もしくは
土壌層が存在するより複雑な断面構造が得られた． 

　竜宮 I 地点（図 32）は，池溏内においてピ−トサン
プラ−が貫入できなくなる泥炭・粘土境まで直接挿入し，
泥炭を採取した．最下層に明瞭な砂が堆積しており，静
水ではなく動水堆積地であることを示している（図
35）．
　竜宮 J，K 地点（図 32）は細長い池溏を分断している
畦と下ノ大堀川の河岸段丘面に設定し，それぞれ EM2
図 7，図 8 に示した．竜宮 J 地点の泥炭層は 0 cm ～ 50 
cm 層で特有の孔隙やル−ズな断面であったが，定石ど
おり50 cm ～100 cm にテフラPF，FAが混入しており，
400 cm ～ 450 cm の層まで綺麗な堆積構造であった．
450 cm ～ 500 cm の 485 cm 付近で変色部が認められ，
500 cm ～ 550 cm の層では砂，粘土もしくは泥炭が交
互に混じり，砂の粒が明瞭であった．550 cm ～ 600 cm 
の層は明瞭な泥炭ではなく，微砂と混じった構造と思わ
れる．
　竜宮 K 地点の泥炭採取位置は竜宮 J 地点より約 2 m 
低い下ノ大堀川の段丘上にあって，ヨシ群落に覆われて

図 ３３：南下田代　南下田代 H 地点の畦と池溏内の泥炭柱状
図の比較

図 ３４：東中田代　竜宮 E 地点における砂と泥炭境（416 ～
463 cm ）の状態

図 ３５：東中田代　竜宮 I 地点における砂と泥炭境（450 ～
500 cm ）

図 ３６：東中田代　竜宮勾玉 No.4 ～ 6 地点における泥炭と粘
土境付近の比較
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いた．0 cm ～ 50 cm の表層は上部 30 cm には泥土が
流入堆積していた．これは下ノ大堀川からの堆積物であ
ろう．50 cm ～ 100 cm の層から 200 cm ～ 250 cm の
層までは泥炭が堆積していた．250 cm ～ 300 cm 層の
中程から砂と泥炭混じりに変わり，300 cm ～ 350 cm 
では細砂に青灰色の粘土層が介在している．400 cm ～
450 cm の層では粒の大きい砂と粘土，泥炭が交互に貫
入している．450 cm ～ 500 cm の層では粒の大きい砂
がなくなり，微砂と泥炭交互層に変わっていた．
　竜宮 J 地点，500 cm ～ 550 cm の層と竜宮 K 地点，
400 cm ～ 450 cm の層の比較では，砂の粒は異なって
いるが，堆積構造はよく似ていた．それぞれの高低差は
150 cm で，竜宮 J 地点では表層を下ノ大堀川に侵食さ
れ段丘となったと思われる．したがって，両地点の基底
は，ほぼ同時期に泥炭堆積が始まったことを示唆してい
る．
　染色体形の池溏群の始まりに位置する泥炭採取地，竜
宮勾玉 No.4 ～ 6 地点（図 32）から，粘土・泥炭変換点
までの深さまで採取された，それぞれの泥炭層を図 36
に示した．竜宮勾玉 No.4 地点は河道痕跡のない平坦地
で得られたが，450 cm ～ 500 cm 深さでも砂粘土は出
現していない．河道跡のある場所の竜宮勾玉 No.5 地点
で得られた粘土層は，480 cm 付近から混入し，490 cm 
から 500 cm では細砂となっている．竜宮勾玉 No.6 地
点は 450 cm 付近で粘土に変わり，540 cm より深い位
置では細砂がまじり，この粘土，細砂層からはいきなり
高層湿原要素のツルコケモモを主体とする泥炭層が堆積
していた．
　次の泥炭サンプル採取地は，西中田代の牛首分岐から
三角にヨッピ吊橋方向と龍宮小屋方向の木道に囲まれた
区域内で，湾曲した河道の跡が明瞭であるが，木道から
は植生が繁茂した景観を持つ 3 箇所（図 32，三叉路
No1 ～ 3 地点）を選定した．採取された泥炭サンプルを
3 箇所，層別にそれぞれ EM2 図 9 ～図 11 に示した．
　得られた結果は，繁茂した草原状態から泥炭層の採取
を期待したが，3 箇所とも表層から 200 cm までは固形
物ほとんど採取できず，完全に流亡しているか，少量の
繊維質でヘドロ状の塊が得られたのみであった． EM2
図 9 の三叉路 No.1 地点では 210 cm から 260 cm には分
解した泥が残り，325 cm から粘土が混じるが，350 cm 
までしっかりとした泥炭層であり，ここより深い場所で
は粘土まじりの微砂層に変わった．この傾向は EM2 図
10 の三叉路 No.2 地点でもほぼ同じであった．しかし，
池溏群に近い EM2 図 11 の三叉路 No.3 地点では，表層
0 cm ～ 50 cm から 140 cm で繊維質ヘドロ状の堆積物

であったが 150 cm ～ 200 cm から 250 cm ～ 300 cm 
の層まで粘土混じりの微砂層が続き，300 cm ～ 350 cm 
層では泥炭に変わり，385 cm の深さで再び微砂層，さ
らに泥炭層に変わっていた．これ以下の層でもおそらく
泥炭層が存在していると思われる．
　三叉路 No.3 地点で，いくつかの層から確認された泥
炭，細砂再び泥炭の変化は，安定した泥炭堆積が行われ
ている場所と，河道に近接して不安定な泥炭，細砂堆積
を繰り返す場所，河道で粘土，砂のみが堆積する層のあっ
たことを示し，特に三叉路 No.3 地点は，阪口（1989）
の指紋状構造地 20（図 7）に近く，泥炭堆積時代と河川
時代とのせめぎ合いの境界にあったことを示唆してい
る．また，それぞれの泥炭構造を示す場所は，図 32 の
実線で囲ったようにある広がりを持って形成された可能
性が高い．

4．まとめ

　これまでに得られた結果をまとめると，図 23 で区画
した類似地形は，それぞれ独立して泥炭形成が行われた
ことが示唆される．しかし，燧ヶ岳山麓に続く南下田代
の指紋状パターンは，堆積年代が比較的若く 5,000 年代
以降（表 1）で，しかも現地形とほぼ同じ地形の基盤層
が確認されている（阪口，1989；阪口・相馬，1999；樫
村，2000）．この基盤層は，8,000 年前の尾瀬沼が造られ
たとする燧ヶ岳の山崩れに起因する土石流堆積物に関係
している可能性が高い．また，南下田代の指紋状構造地
では今回採取できた粘土境の層を突き抜けて，さらに古
い泥炭層が存在するものと思われる．
　これ以外の場所では，少なくともおよそ 12,000 年代
頃までに形成された基盤地形で，北に景鶴山，東に燧ヶ
岳，南にアヤメ平，西に至仏山と周囲を山地に囲まれた
古い尾瀬ヶ原盆地に冷涼と多湿環境の泥炭形成条件が整
い，基本的にはブランケット湿原の湿原形成が始まった．
　このため陸化型の泥炭堆積地における標準模式である
低層，中層そして高層湿原の形成層序は不明瞭で，それ
ぞれの泥炭堆積の環境が整った時代の状態に応じた泥炭
堆積が行われたことを示唆している．この結果によって，
いきなりツルコケモモの多い泥炭堆積（阪口，1989）が
始まっている事実を説明できる．沼尻川のような大きな
河川域では，阪口（1989）の指摘した後背湿地からの泥
炭形成もあったことであろう．
　現存する低層湿原要素のヨシ−ミツガシワ群落は，発
達したブランケット湿原の特徴である 600 cm 以上の泥
炭堆積物の上に流入した河川によって形成されているこ
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とが確認できた．
　河道跡から始まったとされる高まりのある場所で見ら
れる染色体形の池溏群（阪口，1989）は，泥炭堆積が始
まった初期から平坦で安定した泥炭堆積が続き，この高
まりに続く低地では滞水や流路などの影響で泥炭堆積は
未発達となり，なだらかな斜面が形成され，その影響の
少なかった場所が，さらに明瞭な高まり地形として島状
に残された．ある時期に，この高まりの頂部に何らかの
原因で池溏が形成された．
　これらの池溏には，基底に河川堆積物があり，池溏に
なる以前は安定した泥炭堆積が継続していた．これらが
河川痕跡の三日月湖から形成された（阪口，1989）とす
れば，池溏底から河川堆積物までは池溏に流れ込んだ未
固結で，二次的な堆積物の存在が期待されるとする仮定
とは異なっていた．最深の深さが 330 cm （阪口，1989）
の池溏で，泥炭採取で推定される基底まで残り 300 cm 
の間が，未固結もしくは二次堆積の池溏堆積物とは考え
られない．また，背中アブリ田代には陥没を始めた湿原
の一部が，池溏になる過程が観察されている（図 37，
図 38）．
　さらに，陥没によって形成される池溏の存在は，池溏
内の固定浮島の形成を考える上でも合理的である．一方，

明瞭な河道跡が残り，未熟な泥炭発達地となっている図
7 の 20 ～ 23 に囲まれた指紋状構造の空白区域は，融雪
期に遊水池としての役割をもち，十分な泥炭堆積や指紋
状構造形成の条件が整わない環境であったと思われる．
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尾瀬ヶ原の湿原植生分布を決めている泥炭土壌の 
理化学的要因

村上　大樹 1, 2），楊　宗興 2）

2021 年 9 月 30 日受付， 2022 年 1 月 10 日受理

　泥炭湿地の植生分布と泥炭土壌の栄養性の関係を明らかにすることを目的として，日本における有
数の泥炭湿地である尾瀬ヶ原において，河川から湿原中央部にかけて調査測線を設定し，植生分布と
泥炭土壌の理化学性の調査を行った．その結果，尾瀬ヶ原の植生分布は，泥炭土壌の理化学性に基づ
いて明確に支配されていることが明らかとなった．地下水位の測定結果から，尾瀬ヶ原湿地の大部分
は降水涵養型の泥炭湿地であると判断されたが，泥炭土壌の粒度分析結果から，尾瀬ヶ原の大部分で
は，洪水時に供給された土粒子がミネラル供給源となり，湿原植生の分布に影響を及ぼしていること
がわかった．

Physico-chemical factors of peat soils in determining mire vegetation  
in Ozegahara mire, Japan

Hiroki Murakami 1, 2, Muneoki Yoh 2

The importance of pore water chemistry in the distribution of the mire vegetation was examined by 
chemical analysis of the peat interstitial water and peat soils of Ozegahara mire, Japan. Along a transect from a 
riverside to the center of the mire, dominant vegetation changed in an almost decreasing order of plant height 
from gallery forest, skunk cabbage, reed, sasa-bamboo, Moliniopsis japonica to Sphagnum mat, with sporadic 
appearance of cinnamon fern（Osmunda cinnamomea）with heights of around 100 cm on the transect way. 
These vegetations was found to have discrete（Ca2+ + Mg2+）concentration in peat interstitial waters and ash 
content of the peat soil，indicating a close association of the vegetation types with physico-chemical 
environment of the peat soils. Most of the survey sites along the transect were identified to be ombrotrophic, 
judging from the groundwater tables which were much higher than the river surface（up to 6.0 m）. 
Nevertheless, elevated ash contents as high as more than 50% were detected in peat soil especially at the sites 
of cinnamon fern at deeper layers（15-20 cm and 20-25 cm）, suggesting that soil particles had been transported 
onto the mire through river overflows. SiO2, Ca2+, Mg2+, and K+ concentrations in peat interstitial waters were 
significantly correlated with fine sand contents in the peat soils at 5-10 cm depth（p<0.05）. Height of plants 
that grow in the ombrotrophic sites showed significant positive correlations with both K+ and Ca2+ 
concentrations（p<0.05）. The survey results suggest that, in Ozegahara mire where is mostly ombrotrophic, 
soil particles derived from flooding serve as an important mineral source affecting the distribution of vegetation 
type on the mire.
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1．はじめに

　泥炭湿地は一般的に Bog（高層湿原）と Fen（低層湿
原）に大別される．Bog は降水のみにより湿原植物の生
育に必要な水分が賄われ（降水涵養型 : Ombrotrophic），
貧栄養で生産力の低いミズゴケやツツジ科の低木が優占
する．他方，Fen は主に河川水や周囲の地下水により水
分が賄われ（鉱物質涵養型 : Minerotrophic），富栄養で
生産力の高いイネ科草本類等が優占するとされている

（Mitsch and Gosselink, 2015）．Fen と Bog の中間的な
水質的特徴をもつ Poor fen（中間湿原）を設け，3 つに
分類する場合もある（Mitsch and Gosselink, 2015）．
　本研究が行われた尾瀬ヶ原は，一般向けの解説書（堀，
1975）および現地のガイドパネルでは，その全域が高層
湿原（Ombrotrophic bog）と説明されている．しかし，
阪口（1989）は，「尾瀬ヶ原は連続した湿原ではなく，
複数の河川により分断され，それぞれ独立に発達した湿
原」と述べている．実際に，尾瀬ヶ原ではミズゴケ等の
高層湿原植生だけでなく，900 種以上の多様な植物が湿
原上に分布している（尾瀬保護レポート，2018）．
　泥炭湿地における植生分布と環境要因の関係について
は，これまで多くの研究がなされてきた．既往の研究で
は，泥炭湿地の植生分布を規定する要因として，地下水
面までの深さ（宝月ほか，1954; Bridgham et al., 1996; 
岩 熊 ほ か，1998; Hájková and Hájek, 2004; Lemly and 
Cooper, 2011）が重要とする報告が多い . しかし，地下
水面までの深さは，異植生間でも重複した範囲をとって
おり，水位と湿原植生分布の関係は明確なものではない．
湿原植生は低酸素耐性を持ち（Armstrong et al., 1976; 
Wheeler, 1999），比較的広い範囲の地下水位に対応しう
る．このため地下水位は植生分布を決める主要因ではな
い可能性がある．
　尾瀬ヶ原を貫流する河川の河畔帯は地下水や河川水に
より栄養素が供給される富栄養な環境である一方，河畔
帯から離れ周囲より盛り上がった場所では，地下水が供
給されずに降水のみによって水分が賄われる貧栄養な環
境と推測される．このように，泥炭湿地の植生の分布は
ミネラルの供給の多寡により影響を受けることが予想さ
れるが，植生の分布に影響を与えると考えられる泥炭湿
地の栄養性の化学的な内容の詳細はよくわかっていない

（Mitsch and Gosselink, 2015）．一般に主要栄養塩であ

る窒素やリンが，Bog と Fen の間で必ずしも明確な差
が見られないことが報告されている（Waughman, 1980; 
Aert et al., 1999; Bridgham et al., 1998）．その一方で，
地下水中の Ca2+ 濃度が Fen と Bog の間で異なることが
多くの研究で報告されている（Sjörs, 1950; Malmer, 
1986; Glaser et al., 1990; Vitt and Chee, 1990; Wheeler 
and Proctor, 2000; Sjörs and Gunnarsson, 2002; 
Tahvanainen, 2004）．これらの研究では，植物の必須栄
養元素の一つである Ca2+ 濃度の高低が植生分布へ影響
を及ぼしている可能性が推測されているものの，両者の
関係は必ずしも明確なものではない．本研究地の尾瀬ヶ
原でも，これまで 3 回の大規模な学術調査が行われてき
たが，その中で泥炭湿地の栄養性に関わる研究は池溏水
の化学性（Sakamoto, 1982）に関する研究のみで，植生
分布と栄養性に関する研究は行われていない．
　近年，地球温暖化に起因して集中豪雨の頻度が増加し
ている（田井ほか，2012）．尾瀬ヶ原においても，平成
23 年新潟・福島豪雨では洪水に伴い上田代へ氾濫水が
流れ込み，池溏が濁ったことが報告されている（吉井ほ
か，2014）．降水涵養型の高層湿原で貧栄養とされてい
る尾瀬ヶ原への濁水供給は，植生分布に影響を与えつつ
ある可能性があるが，現状では植生分布と栄養性の関係
が不明なため，洪水による植生への影響も不明である．
　本研究では，尾瀬ヶ原において河川から湿原中央部に
かけた植生変化に沿って泥炭土壌の理化学性を調査し，
植生分布と泥炭土壌の栄養性の関係を明らかにすること
を目的とした．

2．材料と方法

2．1　調査地
　尾瀬ヶ原は周囲を山々に囲まれた海抜 1,400 m の盆地
に広がる，東西 6 km 南北 2 km の泥炭湿地である．尾
瀬ヶ原では河川を境に地域名称があり，上ノ大堀川と川
上川の間を上田代，沼尻川と上ノ大堀川の間を中田代，
沼尻川以東を下田代と呼んでいる（図 1）．また，下田
代は六兵衛堀川を境に北が北下田代，南が南下田代に分
けられる．本研究では，尾瀬ヶ原を代表する 3 つの田代
で，鉱物質涵養型で富栄養と推定される河畔から降水涵
養型で貧栄養と推定される湿原中央部にかけた調査測線

（トランセクト）を設定した．1 つ目は沼尻川河畔を起

キーワード：湿地，植生，降水涵養型，水質，泥炭 
wetland, vegetation, ombrotrophic, water chemistry, peat
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点とする南下田代トランセクト（以降，MS），2 つ目は
川上川河畔を起点とする上田代トランセクト（以降，
KA），3 つ目は下ノ大堀川河畔を起点とする中田代トラ
ンセクト（以降，NA）である．

2．2　現地調査
A． 泥 炭 間 隙 水 採 取（MS と KA: 2017 年 9 月，NA: 

2018 年 8 月）
　多孔質素焼管とプラスチックシリンジを使用（DIK-
8319，大起理化工業）したテンションライシメーター法
により，泥炭中の水分（泥炭間隙水）を採取した．毛管
力で泥炭土壌中に保持された，植物利用が想定される水
分を採取するためこの方法を採った．多孔質素焼管は調
査地点の深度 5 cm に埋設し，シリンジ内を真空にして
ひと晩かけてシリンジ内に間隙水を吸引した．採取した
泥炭間隙水は孔径 0.45 μm のディスポーザルメンブレ
ンフィルター（ADVANTEC DISMIC-25cp）を用いて
現地でろ過し，ポリエチレンビンに保存した．試料は
SiO2 測定まで冷蔵保存し，その後冷凍保存した．

B． 泥炭試料採取（MS と KA: 2018 年 6 月，NA: 2018
年 8 月，MS の一部 : 2019 年 7 月）

　泥炭土壌はパン切りナイフを用いて，0 ～ 5 cm，5 ～

10 cm の深度から採取した．また，泥炭土壌中への顕著
な土砂の混入がみられた一部地点では深度 25 cm まで 5 
cm 区切りで試料を採取した．

C．地形測量（MS と KA: 2017 年 9 月，NA: 2018 年 8 月）
　レーザー装置から水平に発したレーザー光をスタッフ
で検出することで地点間の高度差を，巻き尺で地点間の
水平距離を測定することにより，地形を測量した．高度
差と水平距離から地点間勾配を算出した．地点の高度は，
近傍河川の河川表面を基準（0 m）として表示した．

D．地下水位調査（MS のみ： 2019 年 7 月）
　地下水面が現れるまで，パン切りナイフを用いて泥炭
を掘削し，2 ～ 3 時間後に水位が安定したあと（宝月ほか，
1954），地表面から地下水面までの深さを折尺で測定し
た．

E．植生調査（MS と KA: 2017 年 9 月 , NA: 2018 年 8 月）
　各地点において試料採取地を中心に 1 m × 1 m のコ
ドラートを設定し，植物種の被度調査を行った．被度は
各植物が占める割合を 5 段階（1：10% 以下，2：10 ～
25%，3：25 ～ 50%，4：50 ～ 75％，5：75% 以上）で
評価した（地球環境調査計測辞典，2003）．各地点にお

図 1：尾瀬ヶ原の地域と河川の位置．破線は調査測線の位置を示す．Google Earth より作図． 
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いて最も被度の高かった種をその地点の代表種とした．
代表種についてコドラート内で 10 本の草丈を測定し，
その平均値を地点の草丈とした．ミズゴケが代表種の地
点の草丈は 0 cm とした．

2．3　化学分析方法
　陽イオン濃度（Na+，K+，Mg2+，Ca2+）及び陰イオン
濃度（Cl-，NO3

-，SO4
2-）についてはイオンクロマトグ

ラフ（DIONEX, DX120）で測定した．SiO2 濃度はモリ
ブデンイエロー法，PO4

3- 濃度はモリブデンブルー法に
よる比色法で測定した．
　泥炭は通風乾燥機で 70℃で 3 日間乾燥後，ミキサー
により粉砕し，更に乳鉢により磨砕したものを分析用試
料とした．泥炭の炭素，窒素の含量は NC アナライザー

（SUMIGRAPH, NC-220F）で測定した．その際，燃焼
前後（870℃，180 秒）の重量差を測定し，これより泥
炭中の灰分量を求めた．また，分析用試料を 450 ℃で 4
時間燃焼後，過酸化水素で 12 時間かけて有機物を除去
し た あ と， レ ー ザ ー 回 折 散 乱 法（Shimadzu, SALD-
2300）で粒度組成を測定した．粒径区分は国際法に基づ
き，粗砂：0.2 ～ 2.0 mm，細砂：0.02 ～ 0.2 mm，シルト：
0.002 ～ 0.02 mm，粘土：<0.002 mm とした．

2．4　統計
　調査測線内及び植物群落内における泥炭土壌の理化学
性の外れ値については，Smirnov-Grubbs test を行った．
深度間における泥炭土壌中の灰分量の差については，対

応のある t 検定を行った．植物群落間の泥炭の理化学性
の差については，Mann-Whitney U test を行った．泥炭
土壌の理化学性間の相関及び植生高と泥炭土壌の理化学
性間の相関については，スピアマンの積率相関分析を
行った．すべての統計処理には，R（version 3.4.3）を
用いた．

3．結果

3．1　地形と植生分布

3．1．1　南下田代トランセクト（MS）
　MS における地形，植生分布及び優占種の草丈を図 2
に，MS で出現した代表的な植生の写真を図 3 に示す．
河畔（MS-1）から湿原中央部（MS-19）の水平距離 350 
m の間で標高は約 6.0 m 上昇していた．植生は河畔から
湿原中央部にかけて連続的に変化した．河畔ではハルニ
レ，ダケカンバを主体とした拠水林（MS-1），ワンド部
ではミズバショウ（MS-2）が優占していた．河畔近傍
で河川表面から 0.5 m 程高い地点に，草丈が 200 cm 程
度のヨシ（MS-3）が分布していた．さらに，河川表面
から 2.0 m 程高くなった地点では草丈が 120 cm 程のサ
サ（MS-4, 5）が優占していた．河畔から離れたトラン
セクト中間部の緩傾斜地（勾配 2.5% 以下）では，ヌマ
ガヤが広範に優占していた．同じヌマガヤでもその草丈
は河畔に近い地点（MS-6, MS-8 ～ MS-14）では 50 cm
程であったが，河畔から離れた地点（MS-16, 17）では

図 2：MS における地形，優占植生の分布及び草丈．（Murakami and Yoh, 2022 より改変）
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図 3：MS における代表的植生．

ミズバショウ群落（MS-2） ヨシ群落（MS-3）

ササ群落（MS-4） ヤマドリゼンマイ群落（MS-7）

ヌマガヤ群落（MS-11） ヤマドリゼンマイ群落（MS-15）

ヌマガヤ群落（MS-17） ミズゴケ群落（MS-19）
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図 5：KA における代表的植生．

ヨシ群落（KA-2） ヌマガヤ群落（KA-3）

ヌマガヤ群落（KA-8） ホロムイスゲ群落（KA-10）

図 4：KA における地形，優占植生の分布及び草丈．
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図 6：NA における地形，優占植生の分布及び草丈．

ミズゴケ群落（NA-7） ヤマドリゼンマイ群落（NA-10）

ホロムイスゲ群落（NA-14） ヌマガヤ群落（NA-20）

ヨシ群落（NA-23） ササ群落（NA-24）

図 7：NA における代表的植生．
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40 cm 以下となった．トランセクト中間部では，局所的
に急傾斜（勾配 3.5 ～ 4.7%）な場所があり，そこでは草
丈 100 cm 程のヤマドリゼンマイ（MS-7, MS-15）が分
布していた．河川から最も遠い湿原中央部では，草丈が
最も低いミズゴケ（MS-18, 19）が優占していた．

3．1．2　上田代トランセクト（KA）
　KA における地形，植生分布及び優占種の草丈を図 4
に，KA で出現した代表的な植生の写真を図 5 に示す．
MS とは対照的に KA では，川上川の河畔帯から湿原中
央部に向け標高がほぼ連続的に下降し，トランセクト末
端部では河畔から約 4.5 m 低くなっていた．KA におい
ても，河畔では MS と同様に拠水林が発達しており，河
畔帯近傍では草丈約 150 cm のヨシが分布していた（KA-
2，KA-4）．拠水林から離れた場所では，ケルミ・シュ
レンケ複合体が発達しており，そこでは主にヌマガヤ，
ホロムイスゲが優占していた（KA-5 ～ KA-13）．ヌマ
ガヤは河畔近傍でも確認されたが（KA-3），ホロムイス
ゲは河畔側よりも湿原側で多く分布する傾向にあった

（KA-7）．ヌマガヤ及びホロムイスゲの草丈は，トラン
セクト中間部では 50 cm 程度であったが（KA-3，KA-5
～ KA-9），湿原側末端部では約 25 cm となった（KA-10
～ 13）．この値は MS でみられたヌマガヤの最小値 37 
cm（MS-17）よりも低かった（図 2）．また，地点の優
占種としては抽出されなかったが，河畔側に近いヌマガ
ヤ群落ではヤチヤナギが被度 2 ～ 3 で含まれていた．

3．1．3　中田代トランセクト（NA）
　NA の地形，植生分布及び優占種の草丈について図 6，
NA で出現した代表的な植生の写真を図 7 に示す．中田
代は他の 2 地域とは対照的に起伏の多い複雑な地形パ
ターンをとっていた．下ノ大堀川から 40 m 程度の間で

約 1 m 標高が上昇した後しばらく平坦となり，約 140 m
の地点で再び下降する台地状の地形となっていた．また，
同様の台地状の地形パターンが 330 m 以降にもみられ
た．下ノ大堀川から 500 m 程離れた地点からは下の大
堀川の水面より低高度の平坦地がしばらく続き，そこで
は池溏が密集していた．800 m 離れた地点では，勾配が
7.9% の急斜面があり，その後，沼尻川に向かい約 2.5 m
標高が下降していた．
　下ノ大堀川の河畔では，他のトランセクトの河畔でみ
られたような拠水林は発達しておらず，勾配 1.4 ～ 1.5 
% の緩斜面に草丈が 100 cm 程度のヤマドリゼンマイが
分布していた（NA-1，2）．また，台地状地形の頂部及
び斜面部にも，下ノ大堀川の河畔帯のヤマドリゼンマイ
よりはやや低い草丈が 80 cm 程度のヤマドリゼンマイ
が優占していた（NA-5, NA-9 ～ NA-11）．ヤマドリゼン
マイ群落の周辺には，MS のトランセクト末端部でみら
れたヌマガヤと同程度の草丈 30 ～ 40 cm のホロムイス
ゲやヌマガヤが優占していた（NA-4，NA-6，NA-12）．
2 つの台地状地形の間の凹地にはミズゴケが分布してい
た（NA-7）．池溏が密集した箇所では主にミズゴケとホ

図 8：MS における地表面と地下水面の高度の空間分布．
（Murakami and Yoh, 2022 より改変）

図 9：MS における泥炭間隙水及び沼尻川の水質の空間分布．（a）陽イオン，（b）SiO2.（Murakami and Yoh, 2022 より改変）
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ロムイスゲがみられた（NA-13 ～ NA-17）．また，ここ
では植生の生育が不良で（図 6 下），ホロムイスゲの草
丈は 17 cm と低かった．この池溏部の先の急傾斜斜面
部（勾配 7.9%）では，草丈約 90 cm のヤマドリゼンマ
イが分布していた（NA-19）．その前後の緩斜面にはホ
ロムイスゲとヌマガヤが分布しており，ここでは草丈が
約 50 ～ 60 cm と下ノ大堀川側のヌマガヤより高い傾向
にあった（NA-18，NA-20, 21）．さらに沼尻川側に近づ
くと，草丈が約 90 cm と高いヤマドリゼンマイが分布
していた．そして NA トランセクト末端の沼尻川の河
畔近傍地点では，MS と同様に草丈が約 120 cm のヨシ

（NA-23）と約 75 cm のササ（NA-24）が分布していた．

3．2　地下水位
　MS における地下水位の空間分布を図 8 に示す．MS
の全ての地点において，地下水面は地表付近に存在して
いた（11.4 ± 5.6 cm, n=19）．河川表面と同じ高さに分
布していた植生はミズバショウ群落のみであり，その他

の群落の地下水位はすべて河川表面より高かった．特に，
ササ群落から湿原中央部までの区間は河川表面より 2 ～
6 m 程高い位置に地下水位が存在していた．

3．3　植生と泥炭間隙水質

3．3．1　南下田代トランセクト（MS）
　MS における泥炭間隙水及び沼尻川の全陽イオン（Ca2+

 

+ Mg2+
 + K+

 + Na+）濃度の空間分布を図 9（a）に示す．
陽イオン（特に Ca2+, Mg2+）濃度は河畔側の拠水林（MS-1）
で 18.6 mg L-1，ミズバショウ群落（MS-2）で 13.6 mg L-1

と特に高く，沼尻川の 15.1 mg L-1 と同等の濃度であった．
河畔近傍のヨシ群落（MS-3）では 2.8 mg L-1 と濃度は急
減した．ササ群落（MS-4, 5）で 5.0 ± 1.2 mg L-1 でヨシ
群落よりやや高まったのち，ヌマガヤ群落（MS-6, MS-8
～ MS-14, MS-16, 17）では 3.4 ± 1.5 mg L-1 と低濃度で推
移した．河畔から最も離れているミズゴケ群落（MS-18, 
19）は 1.7 ± 0.5 mg L-1 と全群落の中で最も低濃度であっ

図 10：KA における泥炭間隙水及び沼尻川の水質の空間分布．（a）陽イオン，（b）SiO2.

図 11：NA における泥炭間隙水及び沼尻川の水質の空間分布．（a）陽イオン，（b）SiO2.
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た．このような連続的な変化に対し，ヤマドリゼンマイ
群落（MS-7, MS-15）は 10.5 ± 3.6 mg L-1 と周囲のヌマ
ガヤ群落よりも特異的に高い濃度を示した．
　MS における泥炭間隙水及び沼尻川の SiO2 濃度の空
間分布を図 9（b）に示す．陽イオンと同様に，SiO2 濃度
も拠水林（MS-1）及びミズバショウ群落（MS-2）で河
川と同等に高く，ササ群落以降の湿原側（ササ群落

（MS-4）～ミズゴケ群落（MS-19））では 2.8 mg L-1 以下
と低濃度であった．ヨシ群落（MS-3）については，河
畔側と湿原側の中間的な濃度であった．

3．3．2　上田代トランセクト（KA）
　KA における泥炭間隙水及び川上川の全陽イオン濃度
の空間分布を図 10（a）に示す．濃度は拠水林（KA-1）
で 19.0 mg L-1 と最も高かった．この濃度は南下田代の
拠水林（MS-1）での 18.6 mg L-1 とほぼ同じであった（図
9（a））．次いで，川上川で 7.0 mg L-1，河畔近傍のヨシ群
落（KA-2，KA-4）で 6.5 ± 1.0 mg L-1 であった．主に河
畔帯から離れた地点に分布していたヌマガヤ群落（KA-

3，KA-5, 6, KA-8, KA-11 ～ KA-13），ホロムイスゲ群落
（KA-7，KA-9, 10）ではそれぞれ 2.7 ± 0.7 mg L-1，1.8
～ 4.0 mg L-1 と低濃度であった．
　KA における泥炭間隙水及び川上川の SiO2 濃度の空間
分布を図 10（b）に示す．SiO2 濃度は拠水林（KA-1）で
16.6 mg L-1 と最も高く，次いで川上川の 9.5 mg L-1 であっ
た．また，MS と同様に拠水林から離れるにつれ濃度が
低下し，KA の大部分（KA-3 ～ KA-13）では 2.7 mg L-1

以下と低濃度であった．ヨシ群落（KA-2）は 5.6 mg L-1 と，
MS の同群落と同様に河畔側と湿原側の中間的な濃度で
あった．

3．3．3　中田代トランセクト（NA）
　NA における泥炭間隙水及び下ノ大堀川の陽イオン濃
度の空間分布を図 11（a）に示す．陽イオン濃度は下ノ
大堀川で 6.2 mg L-1 と高く，次いでヤマドリゼンマイ群
落（NA-1, 2, NA-5, NA-9 ～ NA-11, NA-19, NA-22）の 5.3
± 1.6 mg L-1 であった．沼尻川近傍に分布したヨシ群落

（NA-23）で 4.0 mg L-1 であった．その他のホロムイス

図 12：MS における泥炭中の灰分の深度別空間分布．（a）0-5 cm 層，（b）5-10 cm 層 .（Murakami and Yoh, 2022 より改変）

図 13：MS における 5-10 cm 泥炭中の灰分とその粒度組成の
空間分布．（Murakami and Yoh, 2022 より改変）

図 14：ヤマドリゼンマイ群落（MS-7）における 0-25 cm 層
の泥炭中の灰分とその泥炭土壌粒度の鉛直分布．（Murakami 
and Yoh, 2022 より改変）
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ゲ群落（NA-4, NA-14, NA-16, NA-18），ヌマガヤ群落
（NA-6, NA-12, NA-20, 21），ミズゴケ群落（NA-7, NA-
17）及びササ群落（NA-24）についてはそれぞれ 2.5 ± 0.9 
mg L-1， 2.2 ± 0.5 mg L-1， 2.5 ± 0.6 mg L-1，1.1 mg L-1

と低濃度であった．
　NA における泥炭間隙水及び下ノ大堀川の SiO2 濃度
の空間分布を図 11（b）に示す．SiO2 濃度は下ノ大堀川
で 10.0 mg L-1 と最も高く，下ノ大堀川河畔の NA-1 で 3.5 
mg L-1 に 低 下 し， そ の 後 の NA の 大 部 分（NA-2 ～
NA-8，NA-10 ～ NA-24）では 2.4 mg L-1 以下であり，
MS 及び KA と同様に河畔から湿原中央部に向かって顕
著に濃度が減少した．

3．4　植生分布と泥炭土壌中の土粒子

3．4．1　南下田代トランセクト（MS）
　MS における泥炭中の灰分量の空間分布を図 12 に示
す．0-5 cm の灰分量は拠水林（MS-1）で 72% と最も高く，
湿原側に向かうにつれ，ミズバショウ群落（MS-2）で

49%，ヨシ群落（MS-3）で 34%，ササ群落（MS-4, 5）
で 10% と急減した．ササ群落以降の湿原側（MS-6 ～
MS-19）では 10% 以下で推移し，ミズゴケ群落（MS-18, 
19）では 3.0 ± 0.5% と最も低かった．5-10 cm の灰分量
は 0–5 cm の灰分量よりも有意に高く（p<0.05，対応の
ある t 検定），特にヤマドリゼンマイ群落（MS-7, 15）
の 5-10 cm の灰分量は 22.5 ± 1.4% と同地点の 0-5 cm
灰分量よりも約 3 倍以上と顕著に高かった．ヌマガヤ群
落においてもヤマドリゼンマイの被度が高い MS-11 は，
他のヌマガヤ群落と比較して 5-10 cm の灰分量が有意に
高かった（p<0.05, Smirnov-Grubb test）．
　MS における 5-10 cm 泥炭中の粒度組成の空間分布を
図 13 に示す．河畔の拠水林（MS-1）及びミズバショウ
群落（MS-2）では細砂が主成分であったが，ヨシ群落以
降の湿原側（MS-3 ～ MS-19）ではシルトが主成分であっ
た．ヤマドリゼンマイ群落では周辺の群落（ササ群落，
ヌマガヤ群落，ミズゴケ群落）と比較して，細砂含量が
わずかに高かった（p<0.05, Mann-Whitney U test）．
　これら調査結果から，ヤマドリゼンマイ群落では陽イ

図 15：KA における泥炭中灰分の深度別分布 .（a）0-5 cm 層 ,（b）5-10 cm 層 .

図 16：NA における泥炭中灰分の深度別分布 .（a）0-5 cm 層，（b）5-10 cm 層 .
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オン濃度や灰分量が特に高い傾向が認められた．そこで，
ヤマドリゼンマイ群落（MS-7）で 25 cm 深度まで灰分
と粒度組成を調べた結果，図 14 に示すように，深部に
向かうにつれて灰分が増加し，15 cm 以深では灰分率が
50% 程度にまで達していることが見出された．その粒
度組成は，0 ～ 15 cm ではシルトが主成分であったが，
15 cm 以深では細砂が主成分であった．

3．4．2　上田代トランセクト（KA）
　KA における泥炭中の灰分量の空間分布を図 15 に示
す．拠水林からわずか 30 m で急減した MS（図 12）と
は異なり，KA では 0-5 cm 灰分が 10% 以下になるまで
約 400 m の距離を要したが，湿原中央部に向かい徐々
に減少していった．0-5 cm 灰分が最も高かったのは拠
水林（KA-1）で 59.8% であった．次いで，河畔帯の近
傍のヨシ群落（KA-2, KA-4）で 49.9 ± 2.9% と高かった．
河畔から離れた地点に分布していたヌマガヤ群落（KA-
3，KA-5, 6, KA-8, KA-11 ～ KA-13）とホロムイスゲ群
落（KA-7，KA-9, 10）はそれぞれ 22.9 ± 11.9%，12.6 ±
6.5% であり，ホロムイスゲ群落の方が灰分の低い傾向

がみられた．また，MS とは異なり KA では河畔帯から
離れているにも関わらず，トランセクト末端の KA-12，
13 で表層灰分が 20% 以上と高い地点が存在した．そこ
では主にヌマガヤが優占し，ヤチヤナギの分布も確認さ
れた．5-10 cm の灰分については，0-5 cm の灰分の変動
と概ね一致していた．

3．4．3　中田代トランセクト（NA）
　NA における泥炭中の灰分量の空間分布を図 16 に示
す．NA の起点である下ノ大堀川の河畔では 28.4%（NA-
1）であり，MS や KA の河畔拠水林でみられたような
60% を超えるような高い 0-5 cm 中の灰分（図 12，15）
は検出されなかった．NA-1 から離れるにつれ，NA-2
で 13.3%，NA-3 で 10.7% と約 40 m の間で灰分は急減し
た．その後の NA の大部分（NA-4 ～ NA-14，NA-16 ～
NA-21）では 10% 以下であった．しかし，沼尻川河畔
の近傍に位置するヤマドリゼンマイ群落（NA-22）では
20% 以上と再び高い灰分が検出され，ヨシ群落（NA-23）
では 32.1%，ササ群落（NA-24）で 62.9% と植生変化と
ともに灰分の増加が確認された．また，NA では MS と

図 17：尾瀬ヶ原の植生分布と泥炭理化学性の関係．（a）MS，（b）KA，（c）NA.（Murakami and Yoh, 2022 より改変）
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比較して幅広い灰分の範囲（10.5 ± 9.6%）でヤマドリ
ゼンマイ群落（NA-1, 2, NA-5, NA-9 ～ NA-11, NA-19, 
NA-22）が分布していた．5-10 cm の灰分率については
0-5 cm の灰分と変動と概ね一致していた．

4．考察

4．1　湿原植生と泥炭の理化学性
　本研究で調査を実施した 3 つの田代全てにおいて，河
畔帯から湿原中央部に向かって，植物の多量必須元素で
ある泥炭間隙水中の Ca2+ 濃度，Mg2+ 濃度（図 9（a），10

（a），11（a））ならびに 0-5 cm，5-10 cm の灰分が減少し
ている（図 12，15，16）．さらに，これらの泥炭理化学
性の変動に対応して，優占植生の草丈も河畔帯から湿原
中央部に向かって低下している（図 2，4，6）．以上の
結果から，泥炭間隙水中の Ca2+ 濃度，Mg2+ 濃度と泥炭
中の灰分が植生分布に関連していることが想定される．
そこで， Ca2+ と Mg2+ の和を縦軸に，0 ～ 5 cm，5 ～ 10 
cmの灰分の平均値を横軸にとったプロット図を作成し，
植生分布と泥炭の理化学的要因の関係をみた（図 17）．
　尾瀬ヶ原はそれぞれの湿原が河川により分断され，独
立して発達していることを踏まえ，各地域別で検討を行
う．
　MS における植生と泥炭理化学性の関係を図 17（a）に
示す．拠水林は，Ca2+ + Mg2+ 濃度及び河川由来の土粒
子が最も多い地点に分布し，それよりやや Ca2+ + Mg2+

濃度及び土粒子の少ない地点にミズバショウ群落が分布
している．ヨシ群落は，Ca2+ + Mg2+ 濃度は少ないもの
の土粒子が多い地点に分布しており，ササ群落は土粒子
は少ないものの溶存成分がやや高い地点に分布してい
る．ヌマガヤ群落は， Ca2+ + Mg2+ 濃度及び土粒子のさ
らに少ない地点に分布している．Ca2+ + Mg2+ 濃度及び
土粒子が最も少ない場所にミズゴケが優占している．ま
た，Ca2+ + Mg2+ 濃度が特異的に高く，土粒子もやや多
い地点にはヤマドリゼンマイが分布している．以上から，
MS における 7 つの湿原植生の立地環境は泥炭のミネラ
ルに関する理化学的要因から明確に区別される．
　KA における植生と泥炭理化学性の関係を図 17（b）
に示す．MS と同様に，ここでも，拠水林は Ca2+ + 
Mg2+ 濃度及び土粒子の最も多い地点に分布しており，
ヨシ群落は拠水林に次いで土粒子の多い地点，ヌマガヤ
群落は Ca2+ + Mg2+ 濃度のやや低い地点に分布してい
る．ホロムイスゲ群落ではヌマガヤ群落と泥炭の理化学
性が類似しているものの，ホロムイスゲ群落の方がやや
土粒子が少ない傾向がみられる．このように，KA でも

泥炭のミネラル含量に関する理化学的要因から，湿原植
生の立地環境が明確に区別されていると判断される．
　NA における植生分布と泥炭の理化学性の関係を図
17（c）に示す．ここでは他の地域と異なり，調査対象に
拠水林は含まれていない．土粒子が特に多い沼尻川の河
畔帯の地点にはササ群落が分布していた．他の 2 地域と
同様に土粒子が多く堆積した場所にはヨシ群落が，それ
よりミネラル成分のやや少ない場所にヌマガヤ群落及び
ホロムイスゲ群落が分布していた．ミズゴケ群落はやは
り最も土粒子の少ない地点に分布していた．ヤマドリゼ
ンマイ群落は，地点により灰分に変動があるが，一貫し
て溶存成分濃度の高い地点に分布していた．以上，NA
でもミズゴケ群落，ヌマガヤ群落とホロムイスゲ群落，
ヤマドリゼンマイ群落，ヨシ群落，ササ群落の 5 タイプ
の植物群落が泥炭の理化学性に基づき区別されていると
判断される．
　以上述べてきたように，尾瀬ヶ原湿原の 3 つの田代に
おいて，植生分布は泥炭間隙水中の溶存ミネラル及び泥
炭土壌中の灰分，すなわち土粒子の量によって明確に区
別される．これまでの地下水位に基づく群落の分類は，
異なる群落間で重複が大きく不完全であったが（宝月ほ
か，1954; 岩熊ほか，1998），本研究では，湿原植生の立
地環境の違いを，泥炭中のミネラルに関する理化学的要
因によって，明確に分類することが出来た．以上の調査
結果から，泥炭間隙水中の溶存ミネラル及び土砂量で示
される泥炭土壌のミネラル栄養性が，尾瀬ヶ原湿原の植
生分布を決める主要因になっていると判断される．

4．2　泥炭湿地へのミネラル供給源
　一般に，Fen は河川水や集水域からもたらされた地下
水により涵養され（Minerotrophic），Bog は降水のみに
よって涵養される（Ombrotrophic）と説明され（Mistch 
and Gosselink, 2015），この理解のもと，泥炭湿地では，
河川水や地下水中に多く含まれる Ca2+，Mg2+，SiO2 が，
湿原涵養水への河川水や地下水（Minerotrophic）によ
る影響度合いを判断する指標とされている（Glaser et 
al., 1990; Bendell-Young, 2003）．この理解に沿って，本
研究結果の泥炭間隙水質への河川水の影響度合いを評価
するために，SiO2 濃度を指標に用いて泥炭湿地へのミ
ネラル供給源の影響を検討した．
　水文環境を調査した MS における地下水位と SiO2 濃
度を照らし合わせてみると，河川水位付近に地下水位が
存在する拠水林～ヨシ群落（MS-1 ～ MS-3）では河川水
の指標とされる SiO2 濃度が高いのに対し河川水位より
も 1.5 m 以上高いササ群落以降（MS-4 ～ MS-19）では

湿原植生と栄養性 281



SiO2 濃度は低濃度となった（図 8，9（b））．KA でも，
拠水林（KA-1）の SiO2 濃度は近傍河川の川上川をはる
かに超えていたが，KA の大部分の調査点（KA-3 ～
KA-13）では，川上川より SiO2 濃度がはるかに低く，
間隙水への河川水の寄与はわずかであった（図 10（b））．
NA では最も下ノ大堀川に近い NA-1 でも SiO2 濃度は河
川水の濃度と比較して低く，トランセクト全体にわたり

主に降水によって涵養される地域と判断される（図 11
（b））．以上から，河川水や地下水による涵養がその定
義となる鉱物質涵養型の場所は河畔近傍のわずかな地点
のみで，大部分は降水によって水分が賄われる降水涵養
型と判断される．
　しかし，降水涵養型と判断された地点でも，高層湿原
植生の典型とされるミズゴケのほかに，草丈が 50 cm

図 18：MS の降水涵養型の地点における 5-10 cm 泥炭中の細砂と泥炭間隙水中の（a）SiO2，（b）Ca2+，（c）Mg2+，（d）K+ の相
関関係 .（Murakami and Yoh, 2022 より改変）

図 19：MS の降水涵養型地点における植生高と泥炭間隙水中の（a）K+，（b）Ca2+ の相関関係 .（Murakami and Yoh, 2022 より改変）
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以上のヌマガヤ，ホロムイスゲ，100 cm 以上あるササ
ならびにヤマドリゼンマイ（図 2, 4, 6）が分布していた．
特にヤマドリゼンマイ群落生育地は降水涵養型と判断さ
れた地点にも関わらず，ミネラル濃度及び灰分含量が突
出して高く，降水以外のミネラル供給源が存在している
ことが想定された．
　MS のヤマドリゼンマイ群落が分布する地点（MS-7，
MS-15）では，5-10 cm 層の泥炭で 20% を超える灰分が
検出された（図 12（b））．さらにヤマドリゼンマイ群落

（MS-7）では，15 cm 層の泥炭の灰分が 50% 以上で，そ
の主成分は細砂であった（図 14）．このことから，MS-7
では洪水時に供給された砂粒子が多く堆積している地点
と推定される．MS の降水涵養型と判断された地点につ
いて，5 cm 深度の間隙水質に影響を与えると想定され
る 5-10 cm 深度における細砂含有率と泥炭間隙水中の
SiO2，Ca2+，Mg2+，K+ 濃度の関係をみると，両者の間
には有意な相関が確認された（図 18）．この相関関係は，
細砂の含有の多寡がこれら成分濃度の高低を左右してい
ることを示す．土粒子の化学的風化が泥炭間隙水へ溶存
成分を供給していると推測される．泥炭中では有機酸や
高濃度の溶存 CO2 が存在するため，土粒子の化学的風
化が生じる条件は整っていると考えられる．
　植物体中の K+ 濃度については，ミズゴケ＜ヌマガヤ
＜ヤマドリゼンマイの順で増加することが報告されてい
る（山縣，1954）．これはヌマガヤやヤマドリゼンマイ
の成長が K+ の供給により促進されていることを示唆し
ている．ヌマガヤ，ヤマドリゼンマイはより多くの K
を生育に多く要求することが想定される．そこで，ミズ
ゴケ群落，ヌマガヤ群落，ヤマドリゼンマイ群落におい
て泥炭間隙水の K+ 濃度と草丈の相関をとった．その結
果，両者の間には有意な相関が確認された（図 19（a））．
また，Ca2+ についても同様の植物群落の草丈との関係
をとったところ，有意な相関が確認された（図 19（b））．
以上の結果から，尾瀬ヶ原の大部分ではその水分が降水
からもたらされるが，溶存ミネラルは河川の氾濫により
流入した土粒子の化学的風化により供給され，その結果，
草丈が高く，生産性の高い植物の分布を可能にしている
ものと考えられる．

4．3　尾瀬ヶ原の栄養性
　堀（1975）は，尾瀬ヶ原はその全域が高層湿原である
と説明している．しかし，本研究において尾瀬ヶ原全域
を網羅する MS，KA，NA の 3 地域で調査したが，高
層湿原の典型種であるミズゴケが優占種として判定され
たのは，MS 頂上部と NA に局所的に現れた一部地点の

みであった（図 2，6）．最も典型的な分布が見られたの
は MS の頂上部（MS-19）で，ここは地形的に河川水位
よりも 6.0 m 程も高い地点であった（図 8）．一方，ミ
ズゴケの生育がほとんどみられなかった KA と NA の
地形的特徴をみると，KA では川上川の水位よりも地表
面は低く（図 4），NA では下ノ大堀川の水位から最も
高い所（NA-6）でも 1.5 m 程度であり（図 6），夏季の
洪水や融雪時の洪水によって河川水位が増大した際に，
容易に湿原へ土粒子が供給されると予想される地域であ
る．実際に，上田代や中田代では多くの地点で氾濫水に
より運搬されたと思われる微粒子が確認されている（阪
口・相馬，1998）．そのため，他地域と比較して MS で
ミズゴケがよく発達していたのは，その立地環境が河川
水位よりはるかに高く，氾濫による土砂供給を受けにく
い場所であるためと判断される．
　本調査地域では，降水涵養型の地点でヌマガヤ群落や
ヤマドリゼンマイ群落など，草丈の高い植生が確認され
た．ヤマドリゼンマイ群落はなかでも顕著に土砂が堆積
した場所に分布しており，また，ヌマガヤ泥炭もミズゴ
ケ泥炭より灰分率はやや高く，土砂の混入が認められる
地点に分布する傾向が認められる（図 12）．そのため，
これらの植生は，降水涵養型の地点に分布しているもの
の，洪水時に土砂供給を比較的受けやすい地点に優占し
ているものと推定される．尾瀬ヶ原では本研究で確認さ
れた植生以外にも多様な植生の分布が確認されている
が，これらの分布についても洪水による泥炭湿地への土
砂供給が影響している可能性が十分考えられる．これら
土砂供給と植生分布の関係については，尾瀬ヶ原の植生
分布の成因を理解する上で重要であり，今後さらに詳細
な研究が必要である．
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1．はじめに

　尾瀬ヶ原湿原は，本州最大約 650 ha の面積を有して
おり，標高 2,000 m 級の峰々と稜線に囲まれている．
群馬，福島，新潟の 3 県にまたがる盆地状地形に発達し
た広大な湿原である．泥炭の堆積もみられ，高層湿原，
中間湿原，低層湿原には様々な湿原生物が生育・生息し
ている（阪口，1987）．しかし，1949 年に唱歌「夏の思
い出」（江間章子作詞，中田喜直作曲）がきっかけとなり，
尾瀬ヶ原湿原を訪れる登山客が激増し，木道架設が
1958 年から始められたにもかかわらず，湿原植生の劣
化・裸地化が顕著になっていった．その後，木道整備の
充実，自然保護の視点からの規制強化，自然保護意識の
普及，植生復元活動など（尾瀬保護財団ホームページ，
2020）により，荒廃・裸地化していた湿原の植生が次第
に回復している．本調査研究は，尾瀬ヶ原湿原・中田代
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　50 年前には踏圧による裸地化が目立っていた尾瀬ヶ原湿原の植生回復を把握するために，50 年前
の植生図と現在の植生図を用いて、メッシュ法によって中田代十字路付近の植生を比較した．その結
果， 50 年間で高層湿原植生が 15% 増加し，21% を占めていた裸地がなくなっていた．踏圧による裸
地がなくなり，湿原の自然植生が回復している一方で，ヤチヤナギ，ヤマドリゼンマイの優占する群
落が著しく拡大していることが判明した．

Vegetation restoration near the Nakatashiro crossroads, Ozegahara mire  
– 50 years ago and now –

Kunio Suzuki1,2, Tomoki Yagasaki1, Kaoru Yoshida3, Yuuki Tanno3, Shin-ichi Suzuki4

Fifty years ago, Ozegahara Mire had noticeable areas of bare land due to human trampling, and so to study 
whether vegetation restoration had taken place, comparison was made of actual vegetation maps from 50 years 
ago and today for the area near the Nakatashiro crossroads, using the mesh method. It was found that high 
moor vegetation had increased by 15% and the bare land that had occupied 21% in 1970 had disappeared. The 
bare land due to the trampling effect has disappeared. It was also discovered that while some parts of the 
natural moor have been restored, there had been a remarkable expansion of  the Myrica gale var. tomentosa- 
and the Osmundastrum cinnamomeum var. fokiense-dominant communities.
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Ozegahara, vegetation map, succession, restoration of vegetation, high moor
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十字路付近を対象に，1969 年頃と 2019 年（現在）の植
生を比較し，植生回復・植生変化を時系列的に分析して
いる．調査対象とした地点（図 1，赤矢印）中田代十字
路付近は，1969 年頃には人の踏み入れによる湿原植生
の劣化が顕著で，裸地も目立っていた地点であった．し
かし，現在は，シカの影響もあるが，木道が整備されて
いることなどにより自然性の高い植生に回復している．

2．調査の目的と方法

　尾瀬ヶ原湿原の現存植生図は，『尾瀬ヶ
原の植生』（宮脇・藤原，1970）において，
縮尺 1:10,000 の現存植生図・代償植生図

（宮脇・藤原），縮尺 1:100 の中田代十字
路付近現存植生図（宮脇・藤原・品田）・
ヒロクボ現存植生図（宮脇・有吉・藤間）
が作成されている．
　今回，調査研究の対象としたのは，宮
脇・藤原（1970）により「中田代十字路
付近現存植生図（1:100）」が作成された
区域である．約 50 年前に調査が行われ，
作成された中田代十字路周辺の現存植生
図について，メッシュ法により植生を読
み取った．判読したポイント間距離が
0.95 m，ポイント総数が 10,593 であっ
た（図 2）．以下，1970 年現存植生（図）

とする．

　50 年前の植生図化された区域（約 100 m × 100 m）
について，UAV 空撮を行い，オルソ画像を作成した．
撮影機材は，DJI 製の Phantom4 PRO（搭載カメラ：
Sony EXMPR　1/2.3” 有効画素数：2,000 万画素）を用
い た． オ ル ソ 画 像 の 作 成 は，Agisoft　PhotoSCAN

（Professional Ed.）を使用しSfMにより行った．その結果，

図 1：位置図（緑；尾瀬ヶ原湿原，赤矢印 : 中田代十字路）（地理院地図より作成）

図 2：1970 年当時の現存植生図と植生判別ポイント（宮脇・藤原 ,1970 に加筆）
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地上精度 5 ㎝以内，実測誤差 1 m 以内のオルソ画像が
作成された．オルソ画像の判読と現地調査による実測・
修正を行った．ただし，現地踏査は，脆弱な高層湿原で
あることから，5 ㎝以内の精度のオルソ画像との照合を
行いながら，木道上からの目視を中心に行った．UAV
空撮は 2017 年であったが，2019 年にも現地踏査が行わ
れていることから 2019 年現存植生図とした．2019 年現
存植生図は，縮尺が 1:5,000，凡例数が 65 にまとめられ
た湿原全域の現存植生図と縮尺が 1:1,000，凡例数 45 に
まとめられた中田代十字路付近の現存植生図からなる

（エコリス，2020）．凡例は，宮脇・藤原（1970）並びに
宮脇・奥田（1990）に準拠した群落名を中心に，優占種
や植生タイプによる名称も使用している．本報告では，
1970 年現存植生図とほぼ同じ区域を対象としている縮
尺 1:1,000 の現存植生図を使用して，メッシュ法による
10,582 ポイントで植生の判読を行った．以下，2019 年
現存植生（図）とする．

3．調査結果

3．1　中田代十字路付近の 1970 年現存植生（表 1）
　尾瀬ヶ原湿原・中田代十字路付近の 1 万㎡を対象とし
た，1970 年現存植生図の群落別ポイント数は，表 1 に
まとめられる（調査報告の発行が 1970 年であり，厳密
には 1960 年代末の現存植生である）．総ポイント数が
10,583 であることから，ほぼ 100 ポイントが面積率 1%
となる．

　高層湿原植生として最も広い面積（4,697 ポイント，
面積率：44.39%）を占めているのがヌマガヤ－イボミズ
ゴケ群集であり，植物社会学的群落体系上ではツルコケ
モモ－ミズゴケクラスの植生であり，泥炭湿地に特有な
小凸状地（hummock，ブルト，ケルミ）を形成している．
一方，泥炭湿地の小凹状地（hollow，シュレンケ）に生
育しているのが，ミカヅキグサ－ミヤマイヌノハナヒゲ
群集（361 ポイント，面積率 3.41%），ヌマガヤ－ミカズ
キグサ群団先駆相等（251 ポイント，2.37%），ヌマガヤ
－ウツクシミズゴケ群集（194 ポイント，1.83%），など，
ホロムイソウクラスの植生である．また，ミヤマホタル
イ群集も，小面積ではあるが，高層湿原の小凹状地に生
育している．高層湿原植生は，小凸状地に生育するツル
コケモモ－ミズゴケクラスが 44.60% を占め，小凹状地
に生育するホロムイソウクラスが 11.10% を占めている．
　中間湿原植生では，ホロムイスゲ－ヌマガヤ群集（ヌ
マガヤオーダー）が 1,442 ポイント，面積率 13.63% となっ
ている．
　低層湿原のヒメイ－アイバソウ群落（ヨシクラス）は，

表 1：1970 年の植生別ポイント数と面積率
群　落　名 地点数 ％

ヌマガヤ－イボミズゴケ群集 4697 44.39
ヤチカワズスゲ－キダチミズゴケ群集他 22 0.21
ヌマガヤ－ウツクシミズゴケ群集 194 1.83
ユキイヌノヒゲ群集 94 0.89
ミカヅキグサ－ミヤマイヌノハナヒゲ群集 361 3.41
ヌマガヤ－ミカヅキグサ群団先駆相等 251 2.37
ミヤマホタルイ群集 25 0.23
ホロムイソウオーダー－ミツガシワ先駆相 6 0.06
ホロムイスゲ－ヌマガヤ群集 1442 13.63
ヤマドリゼンマイ群落 73 0.68
ノリウツギ－ウワミズザクラ群落 96 0.90
クロイヌノヒゲモドキ群落 62 0.59
ヤチカワズスゲ－ﾐタケスゲ群落他 63 0.60
ヒメイ－アイバソウ群落 2 0.02
ヤマヌカボ植分 12 0.11
クサイ－ミノボロスゲ群集 10 0.09
ハナゴケ群落 2 0.02
開放水面 591 5.59
木道 368 3.48
裸地 2217 20.95
不明 5 0.05
合計 10593 100.1

図 3：中田代十字路から竜宮小屋をのぞむ（1965 年 7 月，尾
瀬保護財団提供）

図 4：同上（2019 年 8 月撮影）
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２ポイント，面積率 0.02％に留まっている．灌木類の植
生のノリウツギ－ウワミズザクラ群落は，96 ポイント，
面積率 0.9% である．調査対象域の隣接地の流水沿には
ヨシクラスの低層湿原植生もみられるが，本調査域では
小面積である．
　中田代十字路付近から東向きに竜宮小屋を撮影した写
真が 2 枚ある（図 3，4）．1970 年時点でも木道の整備は
されていたが，泥炭湿原の泥炭層の上に厚めの板を置い
た程度のものであり，不安定であった．そのため，泥炭
内に踏み入れる登山客も多く，踏圧の影響による裸地が
木道に沿って広がっていたことがわかる．なお，現在（図
4）踏圧の影響もなく，この付近の木道沿いにはアイバ
ソウ群落が広がっている．

3．2　中田代十字路付近の 2019 年現存植生（表 2）
　1970 年とほぼ同じ範囲を対象（周辺域も調査を行っ
たが，今回の報告は，その一部）にメッシュ法による植
生の判読をおこなった．2019 年現存植生図の群落別ポ
イント数は，表 2 にまとめられる．総ポイント数が
10,582 である .
　高層湿原植生は，ヌマガヤ－イボミズゴケ群集を中心
に，ヤチカワズスゲ－キダチミズゴケ群集などがモザイ
ク状に混成して生育している．今回の調査では，ミズゴ
ケ類の種同定まで行うことが困難であったために，1970
年現存植生図の凡例程細かな単位での植生群落の判定は
できなかった．

　中間湿原植生のホロムイスゲ－ヌマガヤ群集は，584
ポイント，面積率 5.52% であった．
　高層湿原並びに中間湿原特有のミズゴケ類や湿原植物
から構成される植生とは異なる植生が広がりを見せてい
る．1970 年には記載されていないヤチヤナギの優占あ
るいは繁茂している植生は，ヤチヤナギ群落（散生）と
ササ類＋ヤチヤナギ群落との合計で，1353 ポイント・
面積率 12.74% である．なお，1970 年当時のヤチヤナギ
の生育は極めて小面積で，散生していた程度であった（宮
脇・藤原，1970）．ヤマドリゼンマイ群落（212 ポイント・
面積率 2.00％），ササ類＋ツツジ類群落（50 ポイント，
面積率 0.47%）となり，1970 年当時より大幅に増加して
いる．
　木道ほかは，628 ポイント，5.93% と若干増えている．

4．考察

　1970 年調査から約 50 年が経過した現在，「植生がど
のように変化しているのか」「植生が再生しているのか」

「踏圧による裸地となっていた地点がどう変化している
のか」，これらの視点で，時系列的な植生の増減比較を
することは，今後の尾瀬ヶ原をはじめとする湿原の保全，
再生に資する知見となる．
　実際には，1970 年の植生図の凡例は，詳細な現地踏
査による植物社会学的調査データに基づくものであり，
今回の 2019 年現存植生図の凡例は UAV 空撮データ解
析を中心とする調査結果である．そのため，植生比較に
限界があるが，面積率による 1970/2019 比較が可能であ
り，図 5 にまとめられる．図 5 から，1970/2019 の植生
の面積率の変化傾向を読み取ることができ，以下の 6 項
目に考察がまとめられる．
①高層湿原植生の広がりは，53.30% から 68.13% まで、
14.83% 増加している．増加の要因として，1970 年に踏
圧により無植生・裸地であった木道沿いの泥炭湿地にお
いて，植生回復があったことが大きい．しっかりとした
木道整備などにより，湿原へ踏み入れる登山者等がない
ことが植生回復の主たる要因と判断される．
②一方，ヌマガヤが優占することが多い中間湿原植生は，
1970 年に 13.63% を占めていたが，2019 年には 5.52% に
減少している．現地で確認した限りでは，1970 年から
踏圧などの影響が軽微であったと思われる生育地点であ
り，高層湿原植生への遷移もあるが，多くが落葉灌木類
のヤチヤナギが散生または密生する群落に置きかわって
いる．
③ 1970 年には皆無であったヤチヤナギ群落が 2019 年に

表 2：2019 年の植生別ポイント数と面積率
群　落　名 地点数 ％

ヌマガヤ - イボミズゴケ群集 6169 58.30
ヌマガヤ - イボミズゴケ群集等複合 204 1.93
ヤチカワズスゲ－キダチミズコケ群集 450 4.25
ヌマガヤ優占群落 35 0.33
ホロムイスゲ－ヌマガヤ群集 584 5.52
ミヤマホタルイ群集 40 0.38
ヌマガヤ－ウツクシミズゴケ群集 311 2.94
ヤチヤナギ群落（散生） 1140 10.77
ヤチヤナギ群落 174 1.64
ササ類＋ヤチヤナギ群落 39 0.37
ヤマドリゼンマイ群落 212 2.00
ナナカマド群落 1 0.01
ササ類＋ツツジ類群落 50 0.47
ヒメイ－アイバソウ群落 8 0.08
スゲ類優占群落 43 0.41
草本植物群落 A 14 0.13
草本植物群落 B（枯草など） 8 0.08
草本植物群落 C 9 0.09
ヒツジグサ群落 341 3.22
開放水面 116 1.10
木道ほか 628 5.93
未判読（群落境界部など） 7 0.07
総ポイント数 10582 100.00
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は 12.78% を占め，0.8% に過ぎなかったヤマドリゼンマ
イ群落は 2.0% まで増加している．今回の調査対象域だ
けでなく，尾瀬ヶ原湿原全域で同じような傾向が顕著に
みられる．2 群落が増加した原因は，解明されていない．
④簡易で不安定なものからしっかりと固定したものへと
木道への整備がなされることにより，木道から泥炭湿地
へ降りる登山客が皆無となっている．その結果，1970
年に 20.95% あった裸地は，2019 年には皆無となってい
る．
⑤ 1970/2019 植生変化を総合的にみると，多くの植物群
落において，変化・消長が顕著であった．特に，高層湿
原植生は，生育面積が増加しており，木道辺縁部を中心
に自然植生の回復が進んでいる．その一方で，従来ほと
んど生育がなかったヤチヤナギやヤマドリゼンマイの優占
あるいは散生している群落が大幅に拡大している（図 5）．

⑥今回の調査からも明らかになったように，時系列的な
植生変化が顕著であることが確認できた．また，UAV
空撮データではシカ道が筋状に確認できたが，今回の調
査では植生への影響を確認できなかった．今後，植生の
自然回復が進むだけでなく，様々な環境の変化も予測さ
れるため，尾瀬の自然を守るために，学術的な視点から
広域的長期にモニタリングしていく必要がある．しかし，
尾瀬ヶ原湿原のような脆弱な植生域では，踏圧を伴う現
地調査・植生図作成による生物相とその環境への影響が
少なくない．今回用いたドローン／ UAV 空撮技術を利
用（併用）することにより，生物相とその環境への影響
を回避または最小化できるので，長期モニタリングの手
法として積極的に取り入れていく必要がある．
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アヤメ平の植生復元
片野　光一 1），吉井　広始 1），宮澤　公明 2）

2021 年 9 月 29 日受付，2022 年 1 月 5 日受理

　1960 年代半ば，アヤメ平湿原の約 1.2 ha が登山者の踏みつけで裸地化し，尾瀬地域で最も広い裸地
となった．その植生復元は，1966 年に群馬県によって始められ，1969 年からは尾瀬林業株式会社が
主導してきた．当初は，泥炭ブロック移植やミタケスゲ Carex michauxiana Boeck. subsp. asiatica 
Hultén 播種が行われたが，泥炭の流失で回復は進まなかった．その後，泥炭流失防止の木枠設置とミ
タケスゲ播種後の藁菰敷設で，2008 年までに約 90％の緑化がなされたが，10％は裸地のまま残された．
2009 年以降，この裸地への植生回復実験は，複数種の混合種播とミズゴケ類の散布等によって行われ，
緑化手法が確立されつつある．本報はこれら植生復元の取り組みを整理したものである．

Restoration of the Ayamedaira mire

Kouichi Katano1, Hiroshi Yoshii1, Kimiaki Miyazawa2

In the mid-1960s, the Ayamedaira mire was trampled by hikers, creating about 1.2 hectares of bare land. It 
was the largest bare area in the Oze region. The restoration of the bare land was begun in 1966 by the Gunma 
prefectural board of education and has been led by the Oze Ringyo Co. Ltd. since 1969. Initially, peat blocks 
were transplanted and Carex michauxiana Boeck. subsp. asiatica Hultén was sown, but recovery did not 
progress due to the runoff of the peat. After that, wooden crates were installed to prevent the peat from flowing 
away and straw mats were used to cover the area after the sowing of C. michauxiana subsp. asiatica, resulting 
in a greening of about 90 ％ of the area by 2008. However, 10 ％ remained bare. Since 2009, the restoration 
projects for this bare land, have been conducted by sowing seeds of multiple species and scattering Sphagnum, 
thus a greening method is being established. This report summarizes these efforts to establish restoration in the 
Oze region.
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1．はじめに

　アヤメ平（群馬県片品郡片品村大字戸倉字中原山 898-
10）は，富士見峠の西方約 1 km，標高 1960 m の稜線
部から北西面の標高 1910 m 付近にかけての緩やかな斜
面に発達した約 11 ha の雪田起源の湿原であり，平坦な
稜線部周辺には池溏が点在する．ほぼ全面にわたってイ
ワイチョウ－ヌマガヤ群集，ミヤマイヌノハナヒゲ－キ
ダチミズゴケ群集などの雪田性群落が優占するが，池溏
の縁にはヌマガヤ－イボミズゴケ群集からなるブルトが
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発達し，局所的にみられるシュレンケにはヌマガヤ－ウ
ツクシミズゴケ群集，ミカヅキグサ－ミヤマイヌノハナ
ヒゲ群集などの高層湿原群落がみられる（鈴木ほか，
2004）．本湿原に堆積する泥炭層の厚さは稜線部付近の
平坦地で 100 ～ 120 cm ほどであり，ボーリング調査（泥
炭層厚 98 cm）では地表面から 33 ～ 36 cm に榛名伊香
保テフラ（Hr-FP，6 世紀中葉），40 cm 前後に榛名二ツ
岳渋川テフラ（Hr-FA，6 世紀初頭）由来の軽石が認め
られる（湯浅，2010）．Hr-FP を基準にしてそれ以降の
泥炭堆積速度を求めると約 0.23 mm y-1 となり，新井

（1980）の尾瀬ヶ原中田代（P73）の新規泥炭層中のテ
フラの岩石記載的性質関する記述から同様に求めた堆積
速度（約 0.53 mm y-1）の約 2/5 に相当する．
　尾瀬の登山者は，1954 年頃（昭和 20 年代末）以降増
加しはじめ，1957 年には沼田～富士見下間でバスの定
期運行が開始され急増した．その頃の尾瀬ヶ原に至る最
短の主要ルートは富士見峠経由であり，峠に近いアヤメ
平にも多くの登山者が押し寄せるようになった．当時の
年間登山者数の統計はとられていないが，昭和 20 年代
末で 3 万人，昭和 30 年代末で 30 万人（磯貝，1978），
昭和 30 年代で 10 万人（菊地，須藤，1991）との各推定
がある．アヤメ平の木道敷設は 1964 年に開始された（尾
瀬林業株式会社尾瀬戸倉支社史編纂委員会（以下，支社
史委）,1995）が，それ以前は登山者が自由に湿原に立
ち入っていたため，稜線部の池溏周辺で約 1.2 ha が踏
み付けられて裸地化した（菊地，2004）．これはアヤメ
平全体の面積の 1/10 以上にあたる（図 1-A，B）．また，
個々についてはアヤメ平ほどの規模ではないが，尾瀬ヶ
原湿原中の道沿い，研究見本園（山ノ鼻田代の一部．以
下，見本園），龍宮小屋周辺，沼尻などでも登山者の踏
み付けによる裸地化が顕著であった（菊地，2004）．こ
のため，1964 年に文化庁の文化財保護委員会を中心と
した特別調査，1965 年に同文化財保護委員会を中心に
群馬，福島，新潟 3 県教育委員会の現地調査が実施され，
1966 年より保護事業が開始された．
　この事業により，尾瀬ヶ原（群馬県部分）の裸地（1960
年代末頃まで植生復元事業を実施）の大部分は，ミヤマ
イヌノハナヒゲ－ミカヅキグサ群集などの自然植生が回
復し裸地部が少なくなった（宮脇ほか，1984）．アヤメ
平については，2008 年までに裸地の約 90％が緑化（代
償植生）されたが，約 10％は緑化困難地として残され
た（図 1-C）．
　本報は，アヤメ平で 1966 年から 2008 年まで実施され
てきた様々な植生復元の取り組み（1･2 期）を振り返り，
その成果等を評価し，2009 年以降に筆者らが取り組ん

できた植生復元困難立地の緑化手法開発とその現状，課
題（3 期）を述べるものである．

2．アヤメ平植生復元の軌跡（1966 年～ 2008 年）

　1966 ～ 1968 年までの群馬県の取り組み（1 期），1969
～ 2008 年までの尾瀬林業株式会社（以下，尾瀬林業）
を主体とした取り組み（2 期）について，それぞれの復
元方法，成果と課題について述べる．なお，初期の植生
復元事業については，関係者の多くが故人となっている
ことや，群馬県関係の資料（作業日誌等を含む）の所在
が不明であるため，菊地慶四郎（元群馬県尾瀬保護専門
委員）氏の論文や著作，東京パワーテクノロジー株式会
社尾瀬林業事業所（以下，TPT 尾瀬林業事業所）の内
部資料等を主に参考とした．

2．1　群馬県の取り組み（1966 年～ 1968 年：1期）
　群馬県における尾瀬地域の植生復元事業は，1966 年
の群馬県尾瀬文化財専門指導委員会（現群馬県尾瀬保護
専門委員会）の設立を受け，委員の堀正一群馬大学教授
と菊地慶四郎氏の指導によって始められた．以下は，菊
地（2004, 2008），群馬県教育委員会（1968），堀ほか（1972）
等をもとに年度毎の取り組み概要と結果，筆者らの見解
を含む考察をまとめたものである．なお，群馬県教育委
員会（1968）の報文中にある 1966, 1967 両年にアヤメ平
と尾瀬ヶ原で行われた植生復元の作業地点や内容を示す
図（EM1 図 1）については，他の著書等の記述と一致
しない部分がある．

2．1．1　取り組み概要
2．1．1．1　1966 年
　ブロック移植（交換移植，以下同）：7 ～ 8 月；アヤ
メ平に 32 箇所の方形区（2 m × 2 m）を設け，1 方形
区あたり 15 ～ 20 個の泥炭ブロック（縦 20 cm，横 40 
cm，厚さ 20 cm）をモザイク状に移植（健全地の泥炭
ブロックと裸地の泥炭ブロックを交換）し，その後，方
形区 8 箇所で追跡調査を実施（うち 4 箇所は 1986 年ま
で 20 年間追跡調査を実施）．見本園でも実施．10 月；
アヤメ平の木道沿いの大規模な裸地で方形区 6 箇所に実
施．
　種子採取（尾瀬ヶ原）：ミタケスゲ Carex michauxiana 
Boeck. subsp. asiatica Hultén， ミ ノ ボ ロ ス ゲ C. 
nubigena D.Don subsp. albata （Boott ex Franch. et 
Sav.） T.Koyama var. albata （Boott ex Franch. ex Sav.） 
Kük. ex Matsum.，ミヤマイヌノハナヒゲ Rhynchospora 
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yasudana Makino．
　播種：アヤメ平（発芽の確認），見本園（実験的に播種）．
　ミズゴケ類の挿木実験：アヤメ平（田植え方式；裸地
に茎葉体を植え込む）．
2．1．1．2　1967 年
　泥炭層の踏み付け被害調査：アヤメ平，見本園，中田
代竜宮．
　ブロック移植：5・6 月；アヤメ平（大規模）．6 月；
横田代，10 月；尾瀬ヶ原． 
　 種 子 採 取（ 尾 瀬 ヶ 原 ）： ミ タ ケ ス ゲ， ワ タ ス ゲ
Eriophorum vaginatum L. subsp. fauriei （E.G.Camus） 
A. et D.Löve， ゼ ン テ イ カ（ ニ ッ コ ウ キ ス ゲ ）
Hemerocallis middendorffii Trautv. et C.A.Mey. var. 
esculenta （Koidz.） Ohwi，ミヤマイヌノハナヒゲ，イワ
ショウブ Triantha japonica （Miq.） Baker，ミズギク
Inula ciliaris （Miq.） Maxim．
　播種：9 月；アヤメ平（移植したブロック間と木道沿
いの荒廃の著しい裸地にミタケスゲ，ワタスゲ，ゼンテ
イカ，ミヤマイヌノハナヒゲ，ミズギクを播種．移植ご
てで泥炭に穴を空けて数粒ずつ播く），見本園（移植ブ
ロック間に実験的に播種）．10 月；尾瀬ヶ原でも同様に
実施．
　発芽試験と生長観察（見本園）：8 月；ミタケスゲ，
ワタスゲ，ヤチカワズスゲ C. omiana Franch. et Sav. 
var. omiana の発芽試験．その後 1971 まで生長観察を
実施．
　裸地の自然回復調査（ブロック移植地，播種地を含む）：
見本園（方形区 2 箇所，1968 年と 1969 年に 1 箇所ずつ
追加），中田代（方形区 5 箇所）．1976 年までの 10 年間
追跡調査を実施．
2．1．1．3　1968 年
　種子採取（尾瀬ヶ原）：1967 年に準じて実施．
　播種：1967 年に準じて実施．

2．1．2　結果と考察
2．1．2．1　泥炭層の踏み付けによる被害
　湿原に堆積する泥炭層の表面は，踏み付けによって植
物が枯死し裸地となる．その裸地がさらに踏み続けられ
ると，泥炭は分解して粉状となり（以下，粉状泥炭），
降雨や融雪水による流出が起こる．さらに，表層泥炭層
の物理的性質に変化が起こる．
　堀，菊地（1969）は，1967 年にアヤメ平，見本園，
中田代竜宮の踏み付けによって裸地化している部分と非
踏み付け地の泥炭層を，基準としたテフラ層をもとに比
較した結果，アヤメ平で 15 cm，見本園で 10 cm，中田

代竜宮で 20 cm の表層泥炭が流出したと推定した．さ
らに，踏み付け地では，表層泥炭層の含水量が 1/2 に減
少し，自然地の含水量とほぼ等しい値になるのは地表面
下 10 cm 以下であること，破砕や圧縮されることで表
層泥炭層の比重が 2.5 ～ 5 倍に増加し，自然地の比重と
ほぼ等しくなるのは深さ 15 ～ 25 cm であることを指摘
している．
　なお，基準としたテフラ層は，前述したアヤメ平や尾
瀬ヶ原中田代（P73）の泥炭層中のテフラ層の位置との
比較などから，Hr-FP と推定される． 
　現在のアヤメ平では地表面に軽石（Hr-FP）が露出す
るところが所々にみられるようになっており（後述），
筆者らの 2009 年調査では稜線部荒廃地において上部泥
炭層の 35 cm 程が流出したことが確認されている．こ
れは，堆積泥炭層の 1/3 以上の厚さに相当し，1967 年
からの約 40 年間でさらに 20 cm の泥炭層が流失したこ
とになる．踏み付けが無くなった 1967 年以降の裸地に
おける泥炭流失は，上述の泥炭層の含水量低下部分及び
比重増加部分で起こっており，この部分の泥炭層の分解
の進行が，流失に関係していると思われる．
2．1．2．2　ブロック移植
2．1．2．2．1　アヤメ平
　1966 年のブロック交換移植地における植生復元の経
緯については，菊地（1972, 1978, 1982, 1983, 1984, 1985, 
1986, 1987, 2004, 2008）や菊地ほか（2003）で植被率の
変化を中心に報告されている．ブロック移植の結果を菊
地（2004, 2008）をもとに整理すると，以下のようになる．
　ブロック移植後の方形区の植被率が 30％以上になっ
たところでは，その後 20 年間で植被率 80％に改善した．
移植後 5 年目頃から植物群落の裸地への拡大が認めら
れ，15 ～ 19 年目には急速な拡大がみられた．移植ブロッ
ク上の植物集団から裸地への拡大は，植被率は緩い S 字
曲線を描いて増加し，20 年目で増加は横ばいになった．
健全地における泥炭ブロックの切り出しは，その後の保
全を考慮すると面積で 10％が限界であり，大規模な施
工地では移植ブロックが不足し，ブロックどうしの間隔
を広くとることが余儀なくされた．広く空いたブロック
間は雨水や融雪水の流路となり，泥炭層を浸食し，移植
後 5 年目頃には相対的に各ブロックが浮き上がったよう
に孤立し，植生回復が進まない状態になった（図 2）．
移植ブロックを採取してできた健全地の穴は，移植先の
裸地の泥炭で埋め戻されたが，40 年近く経過しても元
の植生には戻っていない．周辺より低い凹状地では植被
に覆われたところもあるが，回復の遅い場所では新たな
取り組みも必要である．
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　以上のことから，アヤメ平では，植生復元対象となる
裸地が広く泥炭層の破壊の程度が大きかったため，移植
ブロックの密度を上げることができず，植生復元効果を
ほとんど高められなかったと言える．
　健全地における移植ブロック採取地の位置を示した資
料は残されていないが，稜線部池溏群の下部に長さ約
30 m，幅約 3 m の湛水地があり，筆者らはこの部分が
移植ブロックの採取地の一部と考えている．この湛水地
は，低植被で水を多量に含むルーズな粉状泥炭が厚いと
ころで 30 cm 程堆積していること，接する湿原植生と
の境界が直線的であることなどが理由である．アヤメ平
のような高海抜地における雪田起源の湿原では，埋め戻
した後においても凹状立地の植生回復はきわめて困難で
ある（後述）ため，交換ブロック移植は植生復元手法と
して適切ではないと考えられる．なお，ブロック移植は
1970 年を最後に行われていない．
2．1．2．2．2　尾瀬ヶ原
　尾瀬ヶ原でもブロック移植が行われているが，当時の
資料が所在不明であり，施工地の正確な位置の特定がで
きていないところがほとんどである．
　施工箇所の追跡調査は，自然回復調査の一環として行
われた見本園の 1 箇所だけである．経過について，福田
ほか（1977）は植物群落をブロック状に移植しても急に
裸地に群落を拡大するわけではなく，間隔をせばめさら
にとなりの群落とつながってしだいに群落を拡大してい
くとしている．
2．1．2．3　播種
2．1．2．3．1　アヤメ平
　播種による裸地の植生復元は 1966 年に試験的に始ま
り，1967 年からは片品村婦人会の協力などで採取した
種子を木道周辺の裸地に広く播種している（菊地，
2004）．播種後の経過についての報告は少ないが，菊地

（2004）では，1966 年にアヤメ平の平坦地に播かれた種
子は発芽し子葉を伸ばしていたが，傾斜地では雨水や融
雪水により泥炭と一緒に流失している場所も少なくな
く，芽生えても乾燥によって枯死するものがあったとし
ている．前述のように移植ブロック間の泥炭層流出が顕
著であることから，この時期に播種された種子（芽生え
を含む）の多くが定着できなかったものと思われる．
2．1．2．3．2　尾瀬ヶ原
　1966 年の見本園の裸地への試験的な播種以降，尾瀬ヶ
原の裸地においても広く行われているが，ブロック移植
同様に当時の資料が所在不明であり，正確な播種地の特
定はほとんどできていない．追跡調査が行われたのは，
1966 年にミタケスゲを播種した見本園の湿潤地のみだ

が，福田ほか（1977）は，5 年目にはミタケスゲが全域
を覆ったため裸地がなくなり，その後ミヤマイヌノハナ
ヒゲが増加し，10 年目にはミタケスゲと入れかわって
全面を覆うようになったとしている．
　アヤメ平より標高が約 550 m 低いうえに平坦で湿潤
な尾瀬ヶ原の裸地では，アヤメ平の裸地とは異なり，播
種による植生復元が順調に進んだと考えられる．筆者の
うち片野は，1976 年に群馬県尾瀬保護専門委員に委嘱
されたが，その当時で既に広がりを持った裸地は目立た
なくなっていた．支社史委（1995）には，1977 年の調
査結果として，裸地の含水量は比較的良好で緑化され自
然遷移を待つのみとなった（見本園，中田代十字路）と
の記述があり，その様子を裏付けている．また，群馬県
尾瀬保護専門委員が行った尾瀬ヶ原全域の植生調査

（2008 ～ 2018）でも，過去に裸地だったと思われる箇所
は明確に判別できないほどに植被に覆われていた．
2．1．2．4　発芽試験と生長観察
　1967 年から 1971 年にかけて行われたミタケスゲ，ワ
タスゲ，ヤチカワズスゲ 3 種（種子の集めやすさから選
定）による発芽試験と生長観察の記録等は，菊地（1972, 
2004）などに詳細にまとめられている．発芽率や生長量

（地上部，地下部の長さと現存量），分株数を比較した結
果，発芽率と分株数はワタスゲが優れるが，生長量にお
いてミタケスゲが他の 2 種よりはるかに優れることか
ら，播種による裸地の回復にはミタケスゲが最適と判断
され，以後の播種にはミタケスゲが用いられるように
なった．なお，尾瀬ヶ原の自然植生と代償植生をまとめ
た宮脇昭博士らが，植生復元の困難な高層湿原のブルト
植生や中間湿原ではミタケスゲやヤチカワズスゲなどの
スゲ類の優占する植生を播種または株植えによって優占
させ，その後は植生自体に自然を復元させるのが最も理
想的であると指摘（宮脇，藤原，1972）したことも，ミ
タケスゲの播種を支持したと考えられる．
2．1．2．5　ミズゴケ類の移植
　1966 年にアヤメ平に設定した方形区の 1 箇所におい
て，田植え方式でミズゴケ類（種は未同定）を移植して
いるが，2 年後の 1968 年にはほとんど全滅状態となり，
他の実験区のミズゴケ類も生育が悪く枯死寸前の状況か
ら，ミズゴケ類の移植は不適当と判断された（堀ほか，
1972）．それ以後，2009 年に筆者らがミズゴケ類を用い
た復元実験を始めるまで，群馬県においてはミズゴケ類
による移植実験は行われなかった．
2．1．2．6　裸地の自然回復調査
　1967 年から尾瀬ヶ原（見本園 4 箇所（うち 2 箇所は
1968, 1969 年に各 1 箇所追加されたもの），中田代 5 箇所）
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において菊地慶四郎氏指導のもと東京教育大学野外研究
同好会などが 1976 年まで実施した裸地の自然回復モニ
タリング調査である．なお，前述のようにブロック移植
地とミタケスゲ播種地をそれぞれ 1 箇所ずつ含んでい
る．調査は 2 m × 2 m の方形区内に出現する全種につ
いて基底被度で図示し，それをもとに出現頻度等を求め
たものである．10 年間の調査結果について，福田ほか

（1977）は次のようにまとめている．
　ほとんど完全に裸地化された所からの自然回復はきわ
めて遅い．先駆植物のミタケスゲが自然に裸地に侵入し，
急激に裸地をうめることはない．主に泥炭の流出が原因
で裸地への定着が阻害されている．そのことから，ミタ
ケスゲによる回復は全面に播種しないと効果が薄い．泥
田 状 の 多 湿 地 で は， シ カ ク イ Eleocharis wichurae 
Boeck. などのより湿性な植物が最初に侵入し，後によ
り乾性なミヤマイヌノハナヒゲ，ヌマガヤ Moliniopsis 
japonica （Hack.） Hayata 等におきかわる．宮脇，藤原

（1970）の復元模式にあてはまったが，10 年間の回復は
きわめてゆっくりであった．また，種組成での回復と裸
地の減少は必ずしも一致しない．（一部略）
　これ以後，尾瀬ヶ原のブロック移植地，播種地，裸地
などにおける回復調査（モニタリング）は実施されてい
ない． 

2．2　�尾瀬林業を中心とする取り組み（1969 年～ 2008
年：2期）

　1969 年，土地所有者の東京電力株式会社（現東京電
力リニューアブルパワー株式会社）の子会社で尾瀬地域
の本社所有地の管理 ･ 運営等を担当していた尾瀬林業
が，裸地の植生回復に加わった．尾瀬林業は，管理地の
中でも特に荒廃の著しいアヤメ平を中心に保全事業を始
め，群馬県と相談してアヤメ平の裸地回復を担当する場
所の割り振りを決めた（菊地，2004）．
　尾瀬林業の取り組みについては，菊地（2004）や支社
史委（1995）などを参考としたが，項目的な事業内容以
外はほとんど記されていない．なお，この期間以降の群
馬県の取り組みについては，上記 2 誌に記されている以
上の資料を見出すことができなかった．
　上記資料などをもとに特徴のある取り組みによって年
代を区分し，区分年代毎の主な取り組み概要，結果と筆
者らの見解を含む考察を以下に示した．なお，EM1 図
2 は，尾瀬林業が 1977 年から 2005 年までに実施したア
ヤメ平の植生復元区域の測量図（尾瀬林業，2006）を改
変したものであり，この施工区域を航空写真（Google 
Earth）に重ねたものが図 3 である．

　これにより，尾瀬林業の復元施工区域が過去の裸地（荒
廃地）のほぼ全域におよんでいることがわかる．

2．2．1　尾瀬林業の取り組み（EM1図 3）
2．2．1．1　1969 年～ 1970 年
　ブロック移植（400 ㎡）：アヤメ平とその周辺の 5 箇
所で，群馬県が実施した方法を参考に等間隔に交換移植
を実施（交換移植は 1970 年が最後）.
　播種（1,600 ㎡）：裸地に移植した健全地のブロックの
間と裸地ブロックを移植した部分にミタケスゲを播種．
使われた種子は尾瀬ヶ原において片品村婦人会などの協
力によって採取されたもので，以後も同所由来の種子が
植生復元に用いられている．
　なお，支社史委（1995）には，1969 年に播種と考え
られる尾瀬ヶ原（ドロッ堀）230 ㎡の記述がある．
2．2．1．2　1971 年～ 1976 年
　記録が少ない時期で，支社史委（1995）には，播種し
た種子としてミタケスゲが記されているほか，1972 年
に移植とあるが，移植についての詳細は不明である．
2．2．1．3　1977 年～ 1984 年
　ブロックの再移植（900 ㎡）：1966 年，1967 年，1970
年に移植されたブロックは，周囲の泥炭層の流失により，
ブロック間が流路となって播種した種子や芽生えが定着
できなかった．その対策として，移植ブロックどうしの
間隔を狭めて等高線に沿うように寄せ集め，列状に再配
置した．
　播種（1,138 ㎡）：ブロックの再配置によって新たに生
じた裸地や泥炭層の流出が比較的少ない荒廃地に，ミタ
ケスゲを播種（等高線に沿うように筋蒔き）し，種子及
び泥炭の流出を防ぐために藁菰で覆い，チシマザサ
Sasa kurilensis （Rupr.） Makino et Shibata の稈で止め
る．
　泥炭流失防止の土留め：木道の廃材を利用し等高線に
沿って配置．
　なお，ブロック再移植の面積と播種地の面積には重複
がある（以下同）．また，支社史委（1995）には，群馬
県の作業面積として 1977 年から 1998 年まで 1 年あたり
50 ㎡（1994 年は 100 ㎡，1997 年は未実施）と記されて
いるが，菊地（2004）は，それをブロックの再移植とし
ている．
2．2．1．4　1985 年～ 1991 年
　ブロック再移植（775 ㎡）：前年までと同様に実施．
　播種（1,050 ㎡）：前年までと同様の方法でミタケスゲ
を播種．
　泥炭流失防止の土留め：木道の廃材を利用し等高線に
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沿って配置．
　木炭の利用：水分蒸発防止等を目的として，木炭を再
移植ブロックの列間に伏込み，回復実験を開始．1 ㎡あ
たり 5 kg を使用．
2．2．1．5　1992 年～ 2008 年
　ブロック再移植（6,060 ㎡）：1993 年までは前年と同
様に実施したが，列間での植被増加がみられないため，
1994 年からは間を空けずに再移植を行った．
　播種（6,060 ㎡）：前年までと同様の方法でミタケスゲ
を播種（1994 年から 1996 年にかけてはヌマガヤも播種）．
　泥炭流失防止の土留め：木道の廃材では水を通過させ
にくく，滞水して種子が腐るため，水はけを考慮してカ
ラマツ板（長さ 4 m，幅 20 cm, 厚さ 2 cm）に穴を開け
たものを等高線に沿って配置（場所によって方形に配
置）．板の穴は 2004 年より切り込みに変えられた．
　木炭の利用：前年までと同様に 1 ㎡あたり 5 kg を伏
込み．
　なお，1992 年から山小屋組合が種子採取に協力して
いるほか，1993 年から 1997 年まで沼尻の 50 ㎡を含む
230 ㎡の植生復元を行っている（支社史委，1995）．

2．2．2　尾瀬林業の取り組みについての評価と考察
2．2．2．1　泥炭流失防止の土留め
　植生復元には立地の安定化が不可欠である．播種等に
よる植生復元を阻害していた泥炭層の流出は，1977 年
からの木道廃材による土留めによってある程度抑えられ
るようになった．さらに 1992 年から用いられたカラマ
ツ板によって設置も容易になり，泥炭層の流失防止効果
が上がり，立地の安定化につながった．しかし，穴や切
り込みを入れたにもかかわらず，一部で目詰まりして湛
水しやすい状態は改善できなかった．
2．2．2．2　ブロック再移植
　1977 年から始まった既植ブロックの列状の再配置は，
列間での植被増加がみられないため，1994 年以降はブ
ロック間を空けないように再び配置し直されている．こ
れは，交換ブロック移植が植生回復の手法としてアヤメ
平のような高冷地の雪田起源の湿原には適さないことを
示すものである．
2．2．2．3　播種
　1977 年から行われるようになったミタケスゲ播種（等
高線に沿うように筋蒔き）後，藁菰を被せる手法は，地
表面の乾燥と泥炭浸食の防止の効果もあり，木道廃材や
カラマツ板の土留めによる立地の安定化とあいまって，
裸地の緑化を飛躍的に促進した．
　鈴木ほか（2004）は，2002 年にアヤメ平周辺のミタ

ケスゲ播種地 11 箇所（1989 年～ 2000 年事業地）で植
生調査を実施し，そのうち，9 箇所をミヤマイヌノハナ
ヒゲ－キダチミズゴケ群集としてまとめている．これは，
ミヤマイヌノハナヒゲ－キダチミズゴケ群集として識別
された播種復元植生が，周辺に生育する自然植生の同群
集と種組成的にほぼ一致し，順調に回復が進めば自然植
生と同じ植分に復元していくことを示している．なお，
これらの植分では草本層植被率 60 ～ 90％（平均 70％），
コケ層植被率 1 ～ 70％（平均 19％），出現種数 9 ～ 19
種（平均 13.1 種）であった．また，ヤチカワズスゲ－
ミタケスゲ群落としてまとめられた 2 箇所については，
他の湿原植物があまり侵入していない状況から，自然植
生に戻るにはかなりの時間を要するとしている．これら
の植分についても，草本層植被率 60 ～ 80％（平均
70％），コケ層植被率 0 ～ 5％（平均 2.5％），出現種数 6
～ 10 種（平均 8 種）であった．この結果は，土留め板
の設置や藁菰使用による播種が，裸地の緑化や自然植生
への復帰に大きく寄与したことを示唆している．
2．2．2．4　木炭の利用
　支社史委（1995）によると，木炭の利用は林敬太氏（森
林総合研究所）と内海広重氏（尾瀬の自然を守る会）の
指導のもとに行われている．荒廃地の泥炭は含水量が少
なく植物の根や種子の発育を困難にしているとの考えか
ら，移植株や種子がより発育しやすい土壌をつくるため
考案したとし，裸地の泥炭を細分化し砕いた木炭を混ぜ
合わせた後に移植ブロックの再配置や播種を行った．木
炭の効果としては，植物に無害で含水効果が大きい，木
炭の割れ中に細い菌類の菌糸が入りやすい，植物に共存
性を与える効果が大きい，酸性地の植生復元に効果が大
きいことを挙げ，粉炭より比較的大きいかけらの効果が
大きいとしている．木炭の有効性については，1990 年
に小川眞氏（森林総合研究所）が行っており，木炭のひ
び割れの中に細い菌糸が侵入し効果が確認されたとして
いるが，その後の検証はなされていない．
　筆者らは 2008 年から，アヤメ平の植生復元困難地の
植生復元にかかわっているが，植生復元が比較的に進ん
でいない復元作業地の地表面の所々に木炭片を認めてお
り，その状況からかなりの木炭が投入されたことが推測
できる．木炭自体は塩基性で pH 調整能もあるため酸性
の泥炭地への適用には疑問があり，経過観察が必要と考
える．

2．2．3　その他（福島県）の取り組み
　福島県においても，群馬県同様に 1966 年から下田代，
白砂湿原，沼尻湿原において植生復元の調査研究が事業
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として始められている．その取り組みと結果等について
は，吉岡ほか（1975）や尾瀬の保護と復元（特別号）編
集委員会（2007）などに詳細に記されている．群馬県と
異なる植生復元手法として，ミタケスゲの株間へのミヤ
マイヌノハナヒゲの播種（1969 年実験開始，ミヤマイ
ヌノハナヒゲは後に播種の中心種となる），敷草（マルチ）
の実施（1970 年実験開始），ミズゴケ類（キダチミズゴ
ケ Sphagnum compactum DC. ex Lam. & DC ，イボミ
ズ ゴ ケ S. papillosum Lindb.， ス ギ バ ミ ズ ゴ ケ S. 
capillifolium （Ehrh.） Hedw.， ア オ モ リ ミ ズ ゴ ケ S. 
recurvam P. Beauv.，ワラミズゴケ S. subfulvum Sjors）
の移植（1971 年実験開始）などがあり，これらを組み
合わせることで植生復元を効果的に進めている．

3．�尾瀬林業（現 TPT 尾瀬林業事業所）の取り
組み（2009 年以降：3期）

　植生復元に向けて，泥炭流失防止のための土留めを設
置し，ミタケスゲ播種後に藁菰で地表面を覆う方法（以
下，藁菰法）を取り入れたことで，湿原裸地の緑化が順
調に進むようになり，2008 年には当初みられた裸地の
約 90％は代償植生に置き換えることができた．しかし，
未回復な裸地（藁菰法では無効果な箇所）が小規模なが
ら点々と残されていた．2008 年，これらの植生復元に
向けて過去の植生復元地の現状調査を実施した．その結
果，軽石が地表面に露出または再堆積している箇所，湛
水しやすく過湿になる箇所（堆積した粉状泥炭上にラン
藻類の一種が繁茂している箇所を含む），傾斜地などで
泥炭層が乾燥固結している箇所，極度の湛水と乾燥を繰
り返す箇所，腐らず残った藁菰上に粉状泥炭が堆積して
いる箇所等で植生回復が進んでいないことが明らかに
なった．また，ミタケスゲ播種地においても，ミタケス
ゲが優占し緑化が進みつつあるが，構成種が少なくミズ
ゴケ類などの蘚類も認められない箇所が広くみられるこ
とがわかった（片野，吉井，2008）．
　このため，翌 2009 年から行う復元実験は，未回復地
の緑化とその後の遷移が速やかに進むことを狙いとし，
植生復元困難立地の特性を踏まえて，従来の方法を分析
し，工夫と改良を加えながら行うことにした．

3．1　復元実験
　2009 年から復元実験は，立地の状況別に実験区を設
けて始められた．各実験区における植生復元作業を 9 月
下旬から 10 月上旬に行い，そのモニタリング調査を 8
月上旬に行うこととした．モニタリング調査では，
Braun-Blanquet（1964）の植物社会学的方法を用いた植

生調査を各実験区で実施し，同時に定位置から写真撮影
して経年で視覚的変化を比較できるようにした．
　2009 年～ 2016 年は，毎年 6 ～ 7 箇所（1 箇所あたり
の面積は概ね 2 ㎡）の実験区を設置したが，2017 年以
降は許可される年あたりの施工面積が 30 ～ 40 ㎡に加
増されたことから広い範囲の実験区の一部 2 ～ 3 箇所（1
箇所あたりの面積は 1 ～ 3 ㎡）でモニタリング調査を
行うことにした．調査対象となった実験区の総数は 62
箇所（植生回復がほとんどみられないため再度施工した
実験区を含む）である．これら実験区における実験仕様
等の一覧を EM2 表 1 に示した． 
　以下，復元実験にあたって留意した点，使用した植物
種と被覆材，調査の結果とその考察について，片野，吉
井（2009 ～ 2020）に基づいて述べる．

3．1．1　復元実験における留意点（植生回復を阻害する
要因と対応）
3．1．1．1　軽石堆積地
　表層泥炭が雨水や融雪水によって洗掘され，泥炭層中
の榛名山二ツ岳由来の軽石が露出，または周囲から流出
した軽石が再堆積した立地である．このようなところで
は発芽種子や幼苗の定着が妨げられるが，堆積した軽石
の浮動などが要因と考えられる．
　軽石層が裸地表面を覆っている限り，植生復元は困難
である．地表面の軽石浮動層を取り除くことは容易でな
いため，10 cm 程度掘り返して軽石を中に入れ泥炭の下
になるようにした．このような土壌の表層と深層を入れ
替える方法を農耕分野の用語で「天地返し」と言う．江
戸時代の浅間山や富士山噴火の際には，火山灰（降灰）
によって農作物が育たなくなったため天地返しを行った
痕跡や記録がある（井上，2005）．
3．1．1．2　過湿地
　主な過湿地には，泥炭層の破壊と流失などで周囲より
低く滞水状態となった箇所，設置された土留め板の木枠
により枠内の排水が悪化した箇所，これらが複合してい
る箇所があり，アヤメ平における植生復元困難地の大半
を占める．これらの箇所では，周辺部の裸地などから流
出した粉状泥炭が，数 mm から数 ㎝（所によっては 10 
cm 以上）の厚さで堆積しているところが多い．藁菰法
で未回復の播種地には，この粉状泥炭が藁菰上に堆積し
ているところがある．粉状泥炭の堆積地は，湛水や滞水
によって泥田状となるが，乾燥すると粉状泥炭はひび割
れて剥離しやすくなる．なお，ミズゴケ類が粉状泥炭を
被ると急激に衰退することが一連の実験の中でわかって
きたが，その理由については明確にできていない．
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　福島県の実験でも，小凹地を含む湿潤地の実験区は植
生回復が遅く，特にコケ植被率の回復が遅れることが指
摘されている（樋口ほか，2004）．
　過湿地への対応として，土留め板の木枠の設置により
枠内の排水が悪くなっている箇所は，土留め板を撤去し
排水路を確保するなどして，排水を促進するようにした．
凹状立地においても，排水できる箇所には排水路を設け
たが，排水のできない箇所も多く，池溏底に再堆積した
流出泥炭を用いて客土し，立地面が高くなるようにした．
　阪口（1989）は，ケルミ－シュレンケ複合体に関わる
記述の中で，尾瀬ヶ原南下田代に 2 ～ 3 cm の泥炭泥に
おおわれ植生がないか乏しい泥炭泥シュレンケが存在す
ることを記している． 
　アヤメ平の裸地のうち粉状泥炭の流入する湛水しやす
い過湿地には，夏季の干上がりで，ところによりラン藻
類の一種の薄膜とともに粉状泥炭が剥がれる現象が認め
られる．この剥離は芽生えや幼植物の定着を阻害する．
これは，フィンランドの泥炭泥シュレンケに見られる，
盛夏の干上がりで表面がひび割れ，それを覆っていた藻
類の薄膜が剥がれて Meteorpapier が形成される現象（阪
口，1974）にも類似すると思われる．

3．1．2　植生復元に使用した植物種と被覆材
　ミタケスゲ単一播種での緑化効果は顕著であるが，生
長後の遷移の進行が遅いため複数種の種子を播種（混合
播種）とミズゴケ類などを散布することにした．また，
被覆材としての藁菰が緑化促進に果たした役割は大きい
が，粉状泥炭が藁菰の上に堆積した植生復元困難地では
藁菰が腐食せずに残り侵入した植物の生育を阻害するた
め，藁菰は使用しないことにした．
3．1．2．1　播種種子
　原植生の構成種の中から，種子採取のしやすさを考慮
して，ミタケスゲ，ヤチカワズスゲ，ミカヅキグサ R. 
alba （L.） Vahl，ミヤマイヌノハナヒゲ，ワタスゲを主
にして，一部にヌマガヤ，ヤチスゲ C. limosa L.，キン
コウカ Narthecium asiaticum Maxim. を使用した．
　種子の採取（前年）と保管は，尾瀬林業（TPT 尾瀬
林業事業所）が行い，倉庫において新聞紙上に平延べし
て風乾し，そのまま播種まで倉庫棚（冷暗所）に保管し
た．
3．1．2．2　散布蘚類
　ミズゴケ類は，微妙な水分条件の下で生育しているた
め，環境の変化を直接的に受けやすい．散布種は，復元
作業地周辺に生育する種とし，復元作業後の立地の状況
を考慮して，キダチミズゴケ，イボミズゴケ，アオモリ

ミズゴケを中心に，ワタミズゴケ Sphagnum tenellum 
Hoffm.， ウ ツ ク シ ミ ズ ゴ ケ S. pulchrum （Lindb. ex 
Braithw.） Warnst.，ミヤマミズゴケ S. russowii Warnst.
をところによって使い分け，ウマスギゴケ Polytrichum 
commune Hedw. を一部で用いた．
　ミズゴケ類は，カーペット状に生育する部分から偏ら
ぬよう指で摘み取り，そのまま播種地面に均一に広がる
ように散布した．散布量は，簡易的な計量で 1 ㎡あた
り 0.5 ～ 1.9 ℓを使用した．なお，ミズゴケ類の採取地
の経過観察において，衰退は認められていない．
3．1．2．3　被覆材
　被覆材は，播種面の保湿と種子の流出防止のため単な
る藁菰の代替品ではなく，加えてミズゴケ類を散布する
という条件を満たす必要があった．2009 年から 2016 年
までジュート製の植生ネット（幅 2 m，20 × 25 mm ま
たは 12 × 12 mm）を二重（一部は一重）にして使用し，
チシマザサの稈で固定（分解性ペグを 1 回使用）した．
2015 年からは，播種・散布後に周辺で刈り取ったヌマ
ガヤの枯葉を薄く掛け（1 ㎡あたり約 20 ℓ），その上に
植生ネットを敷くようにした．2017 年以降は植生ネッ
トを用いず，ヌマガヤの枯葉を直接チシマザサの稈で固
定するようになった．なお，ヌマガヤの枯葉の刈り取り
地については，その後の経過観察において，植生や生育
状況の変化等は認められていない．

3．2　復元実験結果と考察
　実験区における 2020 年までの植生調査結果を EM2
表 2 ～ 12 に，各実験区の事前画像と 2020 年時点の画像
等を EM1 図 4 ～ 15 に示した．
　2009 年より設けてきた実験区のモニタリングにおい
て，復元作業後の立地の湛水状況（水分状態）と植生回
復についての関係性が明らかになってきた．考察にあた
り，毎年のモニタリング調査時の各実験区の立地におけ
る湛水状況等をもとに，便宜的に以下の 4 つに復元作業
後の立地を区分した．この区分は，作業時には実験区の
立地は客土等で一旦平準化されるものの，その後，客土

（池溏底の堆積流出泥炭）が自重や雪圧で脱水して比高
が下がり，元の立地が置かれた微地形や水分環境の影響
を再び受けて生じた立地である．
　乾性地Ⅰ：調査時に湛水が確認されていない立地
　乾性地Ⅱ：ごく稀に湛水が認められる立地，最大水深
が 1 cm を超えることはほとんどない
　湿性地Ⅰ：乾性地Ⅱに比べ湛水することが多く，最大
水深が 2（～ 3）cm 程度の立地
　湿性地Ⅱ：湿性地Ⅰより頻繁に湛水し，最大水深が（2
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～）3 cm 以上の立地
　表 1 は，この立地区分に基づいて，実験区における草
本層及びコケ層植被率，出現種数の変化を整理したもの
である．この表から順調に植生回復の進んだ実験区では，
3 年ないし 4 年後には植被率や出現種数が最大値に近い
値を示すことがわかる．
　また，表 2 は，4 年後における播種種や散布種の定着
率を立地区分毎に示したものであり，EM2 表 13 は，作
業前と立地区分毎に分けた 4 年後の植生調査結果を，鈴
木ほか（2004, 2008）と合わせて総合常在度表に示した
ものである．
　今後の植生復元事業に向けて，次に調査結果から明ら
かになってきたことを述べる．

3．2．1　播種・散布種について
3．2．1．1　播種種
　種子の採取のしやすさなどから，主にミタケスゲ，ヤ
チカワズスゲ，ミカヅキグサ，ミヤマイヌノハナヒゲ，
ワタスゲを用いているが，これらの種について，表 2 に
基づいて立地区分毎に順位付けをすると以下のようにな
る．
　乾性地Ⅰ：ミタケスゲ＞ミヤマイヌノハナヒゲ＞ミカ
ヅキグサ＞ヤチカワズスゲ＞ワタスゲ
　乾性地Ⅱ：ミタケスゲ＞ミヤマイヌノハナヒゲ＞ミカ
ヅキグサ＞ヤチカワズスゲ＞ワタスゲ
　湿性地Ⅰ：ミタケスゲ＝ミヤマイヌノハナヒゲ＞ミカ
ヅキグサ＞ヤチカワズスゲ
　湿性地Ⅱ：ミタケスゲ＝ミヤマイヌノハナヒゲ＝ミカ
ヅキグサ＞ヤチカワズスゲ
　この結果から，ミタケスゲ，ミヤマイヌノハナヒゲ，
ミカヅキグサを中心に，ヤチカワズスゲ，ワタスゲを加
えた混合播種を継続するのが良いと考える．
　なお，播種種子の量（種子数）についてのデータは，
2019 年のもの（EM2 表 14）があるだけである．気候等
を要因として種毎に豊凶があるため，毎年各種について
一定量を確保するのは困難であり，播種に用いた種子の
種類と量は年によって割合が異なるが，今までの経過観
察から 1 ㎡あたり 10,000 粒（1 ㎠あたり 1 粒）を目安
とした種子確保が必要と考える．
3．2．1．2　散布種
　散布した実験区数の多い，キダチミズゴケ，アオモリ
ミズゴケ，イボミズゴケについて，表 2 に基づいて立地
区分毎に順位付けをすると以下のようになる． 
　乾性地Ⅰ：キダチミズゴケ＞アオモリミズゴケ＞イボ
ミズゴケ

　乾性地Ⅱ：キダチミズゴケ＞イボミズゴケ＞アオモリ
ミズゴケ
　湿性地Ⅰ：アオモリミズゴケ＞イボミズゴケ＝キダチ
ミズゴケ
　湿性地Ⅱ：アオモリミズゴケ＞イボミズゴケ＞キダチ
ミズゴケ
　この結果から，前述の粉状泥炭の被覆による衰退など
の影響はあるが，乾性地はキダチミズゴケ，湿性地はア
オモリミズゴケを中心に，立地の状況によってイボミズ
ゴケ等を加えるのが良いと考える．
　散布量については，2016 年の実験区から散布量を簡
易的に計量しているが，植生復元地 1㎡あたりの総量と
して，2016 年が 1.6 ℓ，2017 年が 0.5 ～ 1.5 ℓ，2018 年
が 1.5 ～ 1.9 ℓ，2019 年が 1.5 ～ 1.8 ℓ，2020 年が 1.5 
ℓ程度である．経過年数が短いため明確ではないが，植
生調査結果のコケ層植被率の推移の状況から植生復元地
1 ㎡あたり 1.5 ℓ程度が基準になると考える．

3．2．2　�植生復元実験区の立地形成と植被率・出現種数
等について

　植生復元のためには，まず実験区における立地の平準
化（立地の再構築）を行う必要がある．植生回復を阻害
する要因をできるだけ排除する上で，客土は最も簡便か
つ有効な方法であり，客土の多寡により立地の水分条件
を適切に調節できる．その上で立地と目的に即した種子
とミズゴケを播種・散布することが重要である．ここで
は，実験区の立地の平準化と作業後の植被率，出現種数
等の関係について述べる．
3．2．2．1　�実験開始後の立地と植被率・出現種数の関

係
　復元実験を進める中で，立地の再構築がその後の植被
率に大きく関わることがわかってきた．図 4 は，前述の
作業後の立地環境の違いによる植被率と出現種数の関係
を，全実験区についてまとめたものである．草本層平均
植被率は，乾性地Ⅰ・Ⅱが明らかに湿性地Ⅰ・Ⅱより高
い傾向が認められる．特に乾性地Ⅱの平均植被率は 5 年
後には 50％を超え，7 年後以降では湿性地Ⅰ・Ⅱより約
20 ～ 30％高くなるなど大きな差を生じている．乾性地
Ⅰにおいても，平均植被率は 6 年後に約 50％で，その
後も徐々に増加している．乾性地Ⅰの平均植被率が乾性
地Ⅱに比べてやや低い理由として，軽石の露出（乾性地
Ⅰで 7 箇所（約 37％）の実験区，乾性地Ⅱで 1 箇所所（約
8％）の実験区）による影響が考えられる．このことから，
軽石露出対策の必要性が示唆される．
　コケ層植被率を左右する要因は粉状泥炭の影響の多寡
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である．粉状泥炭の影響が少ないと思われる乾性地Ⅰが
良好な増加傾向を示し，7 年後からは約 40％かそれ以上
の値を示しているのに比べ，湿性地Ⅰ・Ⅱは粉状泥炭が
流入しやすいため，増加しにくい傾向が認められる．
　アヤメ平稜線部の池溏周辺に広がった裸地の原植生
は，鈴木ほか（2004）から主にミヤマイヌノハナヒゲ－
キダチミズゴケ群集やイワイチョウ－ヌマガヤ群集，ヌ
マガヤ－イボミズゴケ群集と推定される．
　図 5 は，アヤメ平周辺の自然植生地と経過が良好な過
去の植生復元地の草本層とコケ層植被率（鈴木ほか
2004, 2008 より抽出），及び本実験開始直前の同植被率
をそれぞれプロットしたものである．なお本図は，同じ
植被率を示す調査区が複数あっても 1 プロットで表され
ており，調査区数を反映していない（以下同じ）．
　図 6 は，4 年後，7 年後，10 年後の全実験区における
草本層とコケ層植被率を，復元作業後の立地環境毎に示
したもので，アヤメ平周辺の自然植生地の植被率を重ね
ている．植被率に限定した視点では，乾性地Ⅰ・Ⅱが湿
性地Ⅰ・Ⅱより自然植生地に近づいていることが明確に
読み取れる．
　平均出現種数については，実験区の立地が一旦攪乱さ
れるため，自然植生地と比べて多くなる傾向が総合常在
度表（EM2 表 13）からわかる．乾性地Ⅰ・Ⅱが湿性地Ⅰ・
Ⅱよりやや多いようにも思われるが明確ではない．図 4
の平均出現種数のグラフでは，立地環境による数の推移
に大きな差が見られないことからどの環境にも同様な種
子供給があることが読み取れる．
3．2．2．2　客土と植被率・出現種数の関係
　客土の目的は，立地の平準化である．軽石が浮き出て
地下水位が低下した立地や泥炭の表面が乾燥している乾
性地では適湿な条件を与え，過湿地では冠水や湛水を防
ぐことである．また，必要十分な客土はミズゴケ類の発
育を妨げる粉状泥炭の影響を防ぐ効果が大きい．さらに，
乾性，湿性等の立地条件を緩和することで，画一的な植
生復元手法の適用が可能になる．本実験では，客土とし
て主に池溏底に再堆積した流出泥炭を使い，一部にヌマ
ガヤの枯葉を用いた．
　図 7 は，植生復元実験区における作業前の立地環境（乾
性立地：湛水することがほとんどないと考えられる立地，
湿性立地：頻繁に湛水すると考えられる立地）の違いに
よる植被率と出現種数の関係を，全実験区についてまと
めたものである．植被率は，前述したように復元作業後
の立地との関係が深いが，客土の目安になると思われる．
　乾性立地では，客土なしに比べ，2 cm 程度以上の客
土で，4 年後以降の草本層平均植被率が 30％程度多くな

ることから，客土の効果は明確である．コケ層について
も，同様に，2 cm 程度以上の客土で，4 年後以降の平
均植被率が 10 ～ 30％弱の範囲で多くなっており，効果
が認められる．
　湿性立地の草本層平均植被率は，客土量による差が明
確である．3 cm 以上の客土が望ましいが，2 cm 程度の
客土でも 4 年後以降の差は 10 ～ 20％である．コケ層に
ついては，粉状泥炭の被覆等による減少があるため数値
のばらつきが大きいが，2 cm 以上の客土で効果が期待
できると思われる．
　平均出現種数については，乾性立地，湿性立地とも客
土量による大きな差は認められない．
　客土が必要十分に施工できた箇所の回復成績が良いこ
とから，植生復元にあたっては，復元作業地がほとんど
湛水することのないように，まず客土を的確に行うこと
が大切である．
　なお，客土にヌマガヤだけを用いた実験区（裸地の表
層泥炭を一旦掘り返してヌマガヤ枯葉を埋め込む）につ
いては，乾性立地，湿性立地とも平均植被率の増加にあ
る程度の効果が認められる．これは，客土後に 1 ～ 2 
cm ほど周囲より立地が高まったことに起因すると考え
られるが，小面積であってもヌマガヤの枯葉を多量に必
要とすることが問題点である．
3．2．2．3　被覆材としてのヌマガヤ枯葉の効果
　2015 年から播種・散布後の被覆材として，植生ネッ
ト敷設前に周辺から刈り取ったヌマガヤの枯葉を敷くよ
うになり，2017 年からは植生ネットの使用を止めた．
これは，地表面やミズゴケ類に対する乾燥防止と保湿効
果を主なねらいとしている．
　図 8 は，ヌマガヤ枯葉の被覆効果を検証するために，
植生回復作業後の植被率・出現種数を植生ネット単独使
用の場合とヌマガヤ枯葉敷設の場合とで比較したもので
ある．
　コケ層平均植被率は，ヌマガヤ枯葉敷設の方が 3 年後
で 3.4％，4 年後で 11.9％，5 年後で 4.3％高く，草本層
平均植被率についても，4 年後まではヌマガヤ枯葉敷設
の方が高い（5 年後はほぼ同じ）．さらに経年変化を観
察する必要があるが，実験初期における植被率増加につ
いては，ヌマガヤ枯葉の敷設の方が，明らかに植生ネッ
トより有効である．平均出現種数については，枯葉によ
るシードトラップ効果が考えられたが，有効性を示す明
確なデータは得られなかった．
3．2．2．4　コケ層植被率と植生回復の関係
　コケ層を形成するミズゴケ類は，本湿原のコケ層主体
であり，コケ層植被のほとんどがミズゴケ類によるもの
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である．ミズゴケ類には，湿原表面の乾燥防止や植生の
安定化，侵入植物の定着を促す facilitator としての作用
効果が期待され，植生回復に大きな役割を担うと考えら
れる．そこで，3 年後の実験区におけるミズゴケ類の植
被率を基準として，草本層及びコケ層植被率，出現種数
を表したのが図 9 である．
　3 年後のコケ層植被率が 40％以上の実験区では，3 年
後の草本層平均植被率が 60％を超え，その後も 60％を
割ることがない．3 年後のコケ層植被率が 30 ～ 35％の
実験区では，同期の草本層平均植被率が 45％を超え，
その後も 50％程度を維持している．また，例外はあるが，
3 年後のコケ層植被率が 20 ～ 25％以下の実験区では，3
年後の草本層平均植被率が 30％程度であり，その後も
50% を超えることはまれである．このことから，植生
回復作業から 10 年間ほどはコケ層植被率と草本層植被
率には相関関係があると判断される．
　コケ層植被率については，変動はあるものの 3 年後の
コケ層植被率がその後もほぼ維持されているようであ
る．なお，出現種数については，コケ層植被率との相関
は認められない．
　以上のことから，散布するミズゴケ類の量は多いほど
良いことがわかるが，ミズゴケ類採取地のことを考慮す
ると，3 年後のコケ層植被率が 30 ～ 35％を維持できる
ようにすることが重要であると考える．そのためには，
ミズゴケ類生育阻害の最大要因となる粉状泥炭による影
響がないように復元立地を形成し，その後も定期的なモ
ニタリングをもとに管理することが必要である．
3．2．2．5　実験区の今後の遷移について
　実験区の植被率・出現種数は，実験前に比べて大きく
改善しているが，複数種の播種・散布を行ったことで，
各実験区の群落内には安定した自然植生では居合わせな
い種が共存していることになる．このことは，各実験区
の相観や総合常在度表（EM2 表 13）にも表れているが，
一方で様々な群落要素を含んでいることにもなり，遷移
の方向が定まらない初期の復元地にあっては環境の状況
に沿って群落を変容させうる期待となる．過去のミタケ
スゲの単一播種地に比べ，出現種数が多くミズゴケ類の
定着も良いことから，今後の遷移が速やかに進行すると
考えられる．

3．3　今後の植生復元にあたっての基本方針と課題

3．3．1　基本方針と手順
　自然の修復・復元力を超えた荒廃地（裸地）の植生復
元の基本は，自然の自己修復力が及ぶ段階まで人為介入

し，後は自然の遷移に任せるのが適切であると考える．
そのためには，現地の生態系をよく観察し熟知した上で

「廉価，省力化，即応性（適用性）」を重視し，導入機材
や外部資材の投入をできるだけ避け，許容される範囲で
復元資材等を現地で開発・調達し，短期間に成し得る緑
化，回復を図ることが重要である．また，簡単な施工で
最大の効果を引き出せる効率的かつ自然に優しい復元技
術の確立が不可欠である．2020 年度までの実験結果を
踏まえ，望ましいと考えられる基本方針と手順は以下の
通りである（EM1 図 16）．
① 　土留め板の木枠の設置により，枠内の排水が悪く

なっている箇所については，土留め板を撤去し，排水
路を確保するなどして，排水を促進する．未分解の藁
菰上に流入した粉状泥炭が堆積し，植物の幼体の定着
を妨げている箇所については，藁菰を取り除く．さら
に，島状に植被がみられる場合は，実験区脇の裸地に
根茎ごと移植する．

② 　播種前に裸地の地表面を浅く耕し，立地によって次
のように実施する．

a 　泥炭層の流出により周囲より低くなっている箇所や，
地表面また地表面直下に軽石がみられる箇所について
は，池溏底に再堆積した流出泥炭を客土する．なお，
再堆積泥炭は採取可能な量に限界があり，客土に利用
できるさらなる代替材について検討する必要がある．
また，客土材として効果が認められたヌマガヤ枯葉は，
大量採取が大きな環境負荷となるため被覆材としての
利用に限定することが望ましい．

b 　粉状泥炭流入等の影響をできるだけ避ける方策とと
もに，平準化で立地がほとんど湛水することがない（湛
水しても 1 cm を超えることがない）ようにするため
には，2 cm 以上の客土が必要である．

c 　池溏底に堆積した流出泥炭の採取が困難な場合は，
池溏に再堆積した流出泥炭上に生えるミヤマホタルイ
の根茎を流出泥炭ごと採取し，客土として利用する．
客土先のミヤマホタルイは，数年は生えるが，やがて
消失する． 

d 　地表面に軽石が多く堆積し，植生復元がより困難と
考えられる箇所については，10 cm 以上掘り返し，軽
石が泥炭の下になるように泥炭層の上下を入れ替えた

（天地返し）後に客土する．
③ 　播種に使用する種子は，ミタケスゲ，ミヤマイヌノ

ハナヒゲ，ミカヅキグサを中心に，ヤチカワズスゲ，
ワタスゲを用い，混合播種を行う．

④ 　播種後に散布する蘚類は，客土後の立地の状況を見
据えたうえ，乾性地にはキダチミズゴケ，湿性地には
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アオモリミズゴケを中心に，状況によってイボミズゴ
ケ等を加える．

⑤ 　播種及びミズゴケ類の散布後，周辺から採取したヌ
マガヤ枯葉を薄く掛ける．

⑥ 　ヌマガヤ枯葉を薄く掛けた後，泥炭上の種子やミズ
ゴケを泥炭になじませるため手で押さえてからチシマ
ザサの桿（現地採取）を用いて固定する．また，ミズ
ゴケ類の定着と生育拡大には支持体が必要であるた
め，固定するチシマザサの稈の間隔は狭めた方が良い
と思われる．一連の復元工程の中で，植生ネット，ヌ
マガヤ枯葉，チシマザサの桿等が支持体として機能す
る．

3．3．2　課題と今後の取組
　植生復元が困難な裸地のうち，排水困難で常時湛水す
る裸地以外については，前述の手順によって植生復元が
可能であるが，客土材として利用できる流出泥炭の量が
限られるため，立地のかさ上げ材として有効な代替品を
見いだす必要がある．排水困難で常時湛水する裸地につ
いては，水中でも生育できるアオモリミズゴケを用いた
方法を検討中である．
　過去のミタケスゲ播種地のうち，低植被率の箇所や構
成種が少なくミズゴケ類が認められない箇所について
は，ミタケスゲの株間にミズゴケ類を散布してヌマガヤ
枯葉で被覆する方法（一部で実験中）が，その後の遷移
の進行に有効であると考えている．植被率が低い箇所で
は，泥炭層の分解や流失が続いていると思われるため，
実験を進めるとともに，できるだけ早い時期での対応が
必要である．
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図 1：A：アヤメ平稜線部の池溏周辺に広がる裸地（国土地理院 KT7110Y-C12A-12（1971.10.3）に加筆）．
B: 踏み付けによる裸地が広がった 1960 年代後半のアヤメ平（東京パワーテクノロジー株式会社尾瀬林業
事業所）．C：植生復元事業により緑化が進んだ現在のアヤメ平（2021.8.2）． 

表 1：植被率・出現種数の変化（植生復元作業後の立地別）
作業年 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後 6年後 7年後 8年後 9年後

平均 14.8 15.7 31.8 41.6 47.8 45.0 49.4 55.0 56.7 51.3
最大 50 30 60 85 90 70 70 80 85 80
最小 1 3 10 10 10 10 30 30 20 30
平均 9.7 13.3 27.9 39.2 47.7 48.2 59.4 59.3 62.5 68.8
最大 20 20 50 60 70 70 75 80 80 80
最小 1 5 10 10 20 10 30 30 30 60
平均 6.9 8.9 25.0 36.7 38.9 37.8 35.7 39.0 40.0 40.0
最大 15 20 40 70 70 60 60 50 50 50
最小 0 5 10 20 15 10 15 25 30 30
平均 9.3 8.1 22.7 35.8 42.3 43.1 40.0 39.0 48.8 40.0
最大 30 15 50 60 70 60 60 60 70 65
最小 1 5 10 15 10 15 15 10 20 15
平均 2.8 19.5 20.0 26.3 29.6 28.2 29.6 40.0 37.5 36.3
最大 10 40 30 50 60 60 70 75 75 70
最小 0 1 5 5 3 3 1 5 10 15
平均 1.5 17.9 23.8 20.4 24.4 23.1 24.0 24.4 16.5 22.5
最大 10 40 50 50 60 70 40 40 40 30
最小 0 5 5 5 3 1 1 1 1 20
平均 0.1 13.3 18.9 16.4 12.7 8.4 9.7 12.2 4.0 4.0
最大 1 30 40 30 40 20 30 30 5 5
最小 0 5 5 5 1 1 3 3 3 3
平均 2.0 16.5 18.7 19.1 19.8 23.1 20.0 15.0 15.0 16.0
最大 10 30 40 60 60 60 60 40 40 40
最小 1 5 10 15 10 15 15 10 20 15
平均 9.4 13.6 15.2 16.1 16.7 18.3 18.8 18.4 19.5 20.3
最大 18 20 22 23 22 23 23 24 23 24
最小 2 5 11 10 11 12 15 13 14 17
平均 5.3 10.8 13.9 14.4 14.5 15.5 16.7 17.3 18.2 19.5
最大 10 13 18 21 19 21 21 22 22 22
最小 1 8 9 8 8 8 13 12 13 17
平均 6.7 11.7 12.8 14.1 14.8 15.6 16.0 17.0 14.5 15.5
最大 15 15 18 19 18 18 18 20 17 18
最小 0 7 10 11 11 10 11 10 12 13
平均 5.9 10.0 12.1 13.4 13.9 14.8 15.0 13.8 14.3 15.0
最大 13 13 16 18 18 17 17 16 15 16
最小 1 6 7 8 9 10 12 12 12 14

出
現
種
数

乾性地
Ⅰ

乾性地
Ⅱ

湿性地
Ⅰ

湿性地
Ⅱ

乾性地
Ⅰ

乾性地
Ⅱ

湿性地
Ⅰ

湿性地
Ⅱ

区分

草
本
層
植
被
率

(％)

乾性地
Ⅰ

乾性地
Ⅱ

湿性地
Ⅰ

湿性地
Ⅱ

コ
ケ
層
植
被
率

(％)

表 2：播種・散布種の 4 年後の定着状況（％）

ミ
タ
ケ
ス
ゲ

ヤ
チ
カ
ワ
ズ
ス
ゲ

ミ
カ
ヅ
キ
グ
サ

ミ
ヤ
マ
イ
ヌ
ノ
ハ
ナ
ヒ
ゲ

ヌ
マ
ガ
ヤ

ワ
タ
ス
ゲ

ヤ
チ
ス
ゲ

ア
オ
モ
リ
ミ
ズ
ゴ
ケ

イ
ボ
ミ
ズ
ゴ
ケ

キ
ダ
チ
ミ
ズ
ゴ
ケ

ウ
マ
ス
ギ
ゴ
ケ

ワ
タ
ミ
ズ
ゴ
ケ

被度5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
被度4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
被度3 24 0 14 0 0 0 0 60 0 46 0 0
被度2 18 67 29 33 0 0 0 0 29 38 29 0
被度1 12 25 29 33 50 25 0 20 29 15 14 0
被度+ 12 8 29 33 50 75 0 20 43 0 43 100

消失 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 14 0
被度5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
被度4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
被度3 45 0 0 0 0 0 0 25 20 29 0 0
被度2 9 13 17 20 0 0 0 50 40 0 0 0
被度1 18 38 33 40 0 0 0 0 0 57 67 0
被度+ 9 50 50 40 100 100 0 25 40 14 33 33
消失 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 67
被度5 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - 0
被度4 11 0 0 0 - - - 0 0 0 - 0
被度3 11 0 0 20 - - - 0 0 0 - 0
被度2 44 20 0 20 - - - 29 17 0 - 0
被度1 33 0 50 20 - - - 43 0 17 - 0
被度+ 0 80 50 40 - - - 29 83 83 - 100

消失 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - 0
被度5 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0
被度4 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0
被度3 27 0 0 0 0 - - 9 11 0 - 0
被度2 0 0 13 38 0 - - 18 22 0 - 0
被度1 55 14 25 0 0 - - 45 22 25 - 0
被度+ 9 71 50 50 0 - - 27 44 50 - 0
消失 9 14 13 13 100 - - 0 0 25 - 100

乾性地
Ⅱ

湿性地
Ⅰ

　
　　播種種
　　散布種

立地・被度

播種種 散布種

乾性地
Ⅰ

湿性地
Ⅱ

片野 光一，吉井 広始，宮澤 公明304



図 2：周囲の泥炭層の流失により，浮き上がったように見える移植ブロック．（東京パワーテクノロジー株式会社尾
瀬林業事業所）

図 3：尾瀬林業株式会社によるアヤメ平植生復元実施区域（尾瀬林業株式会社尾瀬戸倉支社（2006）を参考に作成，背景図は
Google Earth（画像取得 2018.5.25）を使用）

アヤメ平の植生復元 305



図 4：作業後立地別平均植被率・出現種数（2009 ～ 2016 年実験区）

図 5：自然植生地及び過去の植生復元地，植生復元開始時の植被率
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図 6：作業後立地別草本層・コケ層植被率（4 年後，7 年後，10 年後）
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図 7：作業前立地・客土量別平均植被率・出現種数（2009 ～ 2017 年実験区）

図 8：被覆材別平均植被率・出現種数（2009 ～ 2019 年実験区）

図 9：3 年後のコケ層植被率を指標とした草本層・コケ層植被率及び出現種数（2009 ～ 2016 年実験区）
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尾瀬ヶ原の池溏における 
大型水生植物の分布と長期変化

野原　精一 1），藤原　英史 2），安類　智仁 3）

2021 年 12 月 21 日受付，2022 年 2 月 10 日受理

　本州最大の泥炭地・山岳湿原である尾瀬ヶ原における池溏 1,639 箇所で詳細に地形と大型水生植物
の有無の把握を 2017 ～ 2019 年に行った . 現地調査の結果，1998 年の池溏リストと比べて池溏が 80
箇所（4.9%）消失し，浅い池溏において渇水のため水が減って乾いたことが主な要因と考えられた．
前回 1998 年の調査と比較して大型水生植物の割合は，上田代ではヒツジグサは増加，オゼコウホネ
は減少し，中田代ではヒツジグサは増加し，オゼコウホネはやや増加した．上田代はヒツジグサ，背
中アブリ田代はミツガシワとオゼコウホネ，西中田代と中田代や泉水田代はヒツジグサとミツガシワ
が特徴的に多く分布していた．田代によってヒツジグサとオゼコウホネは増減が異なりその原因の一
つは気候変動による洪水の多少が関係していると考えられた．

Long team limnological studies of aquatic vascular plants in bog pool of 
Ozegahara mire ecosystems

Seiichi Nohara1, Eiji Fujiwara2, Tomohito Anrui3

Ozegahara mire is the largest peatland （7.6 km2） and located on the amphitheater-shaped basin surrounded 
by high mountains of 2,000 m in Japan. We conclude that vegetation surveys using UAV are possible and are 
capable of a highly precise community division in places where field reconnaissance is difficult. The eighty 

（4.9%） of 1,639 of the bog pools in Ozegahara mire from 2017-2019 were disappear compared with the pool list 
of surveys in 1998. The reason of degreased phenomenon was expected because of the drought at dry year and 
the shallow depth of bog pools. Nymphaea tetragona was increased at Kamitashiro area, Nuphar pumila var. 
ozeensis was decreased at Kamitashiro area compared with the vegetation in 1998. Nymphaea tetragona was 
small increased at Nakatashiro area, Nuphar pumila var. ozeensis was increased at Nakatashiro area at the same 
time. Kamitashiro area was characteristic of dominant species of Nymphaea tetragona. Senakaaburitashiro area 
was characteristic of dominant species of Menyanthes trifoliata and Nuphar pumila var. ozeensis. 
Nishinakatashiro, Nakatashiro and Sensuitashiro area was characteristic of dominant species of Menyanthes 
trifoliata and Nymphaea tetragona.
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aquatic vascular plants, bog pools, environmental change, Ozegahara mire
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1．はじめに

　尾瀬国立公園は，我が国を代表する典型的な山地湿原・
山岳湿地で本州最大の面積を有する尾瀬ヶ原（849 ha）
と，火山堰止湖である尾瀬沼（180 ha）を中心に，大江
湿原，アヤメ平等の成因及び規模の異なる湿原を，燧ヶ
岳（2,356 ｍ）や至仏山（2,228 ｍ）等の 2,000 ｍ級の山々
が取り囲み，盆地地形を形成している（環境省，2021）．
また，尾瀬沼及び尾瀬ヶ原一帯を源とした只見川は，平
滑ノ滝，三条ノ滝等の瀑布景観を形成している．尾瀬ヶ
原は湖から発達した泥炭湿原ではなく河川の後背湿地か
ら発達した泥炭湿原である（阪口，1974, 1982）．尾瀬ヶ
原は「生きている泥炭地」で（阪口，1989），尾瀬ヶ原
の形成過程としてはブランケット型の本州最大の高層湿
原（ 高 位 泥 炭 地 ） で あ る（ 阪 口，1982; Sakaguchi，
2005）．尾瀬ヶ原には約 1,800 の池溏が分布し，識別番
号が付され水生植物の分布や水質調査など池溏を定点と
した継続的な研究がされている（金井，1998a, b）．
　尾瀬ヶ原には高層湿原から低層湿原まで多様な湿原植
物群落が形成され，北海道と共通の群落も含め，本州の
冷温帯域の山地湿原群落がみられる （宮脇，藤原，1970; 
橘，2005）．もっとも大きな面積は中間湿原（優占種：
ヌマガヤ，ホロムイスゲ）である（吉川ほか , 2021）．
湿原の中央部には池溏の周囲などを中心に高層湿原（優
占種：ミズゴケ属）が発達し，沢が流入する場所では，
ヨシの低層湿原が広がり，湿原内の細流沿いには流水辺
の植物群落（ミズバショウ）が発達する．河川沿いの自
然堤防上には拠水林・河畔林（ハルニレ，ヤチダモ，カ
ラマツ）が形成されている．吉川ほか（2021）は，代表
的な群集・群落について植生調査を行い，1960 年代に
得られた同一の群集・群落の調査資料と種組成や生活形
組成を比較した．種組成の差異は，高層湿原や中間湿原
の群落よりも，低層湿原 （クロバナロウゲ－ホソバオゼ
ヌマスゲ群集，ミズバショウ－リュウキンカ群集，ノダ
ケ－ゴマナ群落）や林縁低木林および河畔林の群落 （ノ
リウツギ－ウワミズザクラ群落，ハルニレ群集）で大き
く，種組成の違いが大きかった群落は，大型の直立広葉
草本を多く含む群落であった．群落間の種組成の類似度
は，中間湿原と低層層湿原の相互の群落間で 1960 年代
よりも大きくなり，群落間の種組成が均質化する傾向が
認められた．尾瀬ヶ原においてはとくに低層湿原と湿原
周縁部の低木林や河畔林にシカの影響が強く表れている
と述べている． 
　第 4 次尾瀬総合学術調査においては，リモートセン
シング技術を活用した植生図作成 （平山ほか，2018）も

試みられた．1 年間の衛星画像を用いて多量のグランド
トゥルースを用いた機械学習により解析し，湿原生態系
の特徴を表す分類クラスとして湿原低木，湿原草地，低
木・草地の 3 クラスに分類できた．最近では，植生図の
ための更に効果的な図作成法や正確さの向上は重要な技
術的なテーマになっており，UAV（無人飛行機）は特
に原発事故など大災害の情報収集（Kaneko and Nohara, 
2014）に効果を発揮し，森林や農業分野でのリモートセ
ンシングや川や堤防のモニタリング，地盤調査や詳細な
相観植生調査に有効である （Suzuki, et al., 2012; Salami, 
et al., 2014; Dunford et al., 2013; Nex and Remondino, 
2013）．また，第 4 次尾瀬総合学術調査では，尾瀬ヶ原
における UAV を用いた尾瀬ヶ原全体の植生図を作成し
ている（鈴木ほか，2022）．尾瀬ヶ原に近い平ヶ岳頂上
部湿原では，1971 年からの 33 年間で湿原面積は 10%
縮小し , ハイマツが湿原へ先駆的に侵入し変化のきっか
けとなり湿原面積の変化にはチシマザサが大きく寄与し
ていた．その植生の変化は湿原の積雪量が減少したこと
が原因であると考えられた（安田ほか , 2007）．尾瀬ヶ
原でも池溏の現地調査とドローン画像から池溏の開水面
が広がってきた（福原ほか , 2021）. このような長期に
わたる詳細な航空写真の解析で湿原の極わずかな変化も
ドローンによる画像解析が有効であった．
　第 1 次尾瀬ヶ原総合学術調査は昭和 25 ～ 27（1950 ～
1952）年度に行われ，その研究報告は「尾瀬ヶ原」
841pp. （尾瀬ヶ原総合学術調査団編，1954）として出版
された．昭和 52 ～ 54（1977 ～ 1979）年度にわたって
文部省科学研究費による第 2 回目の尾瀬ヶ原およびそ
の周辺地域の総合的調査研究が行われた．原（1980a）は，
昭和 25 ～ 27 年（1950 ～ 1952 年）の尾瀬ヶ原総合学術
調査研究に参加してから 25 年ぶりに尾瀬ヶ原を調査し
て，一番驚いた変化は，オゼコウホネとヒツジグサとが
一緒に生えている池が数多く見られたことであったと記
している．昭和 41 ～ 43 年（1966 ～ 1968 年）に調査し
た宮脇，藤原（1970）でも同じように報告されている . 
第 3 次尾瀬総合学術調査で金井（1998a, b）は，尾瀬ヶ
原でおこる出来事を確実に記録し，世代を超えて引き継
ぐために，池溏地図を改定し，これに基づいてヒツジグ
サ，オゼコウホネ，フトヒルムシロ，ジュンサイ，ミツ
ガシワの存否を調査し，第 2 次調査結果（1982）と比較
したところ，上田代におけるヒツジグサの進出とオゼコ
ウホネの消失が著しいことがわかった．
　そこで，第 4 次尾瀬総合学術調査でも第 3 次調査と同
様に尾瀬ヶ原湿原の約1,800箇所の現地調査を実施して，
池溏の大型水生植物の長期的変化を明らかにすることを
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目的に研究を実施した．なかでも様々な分野で実績のあ
る UAV を最大に活用してより詳細な地形図や，第 4 次
の池溏リストを作成し尾瀬ヶ原の池溏の植生解析を行っ
た．更に水質・水深などの調査項目を新たに増やして植
生と水環境の関連を解析した．

2．方法

2．1　調査地点
　北東にそびえる尾瀬最高峰の燧ヶ岳は円錐形の成層火
山である．岩屑なだれの発生により南東麓の尾瀬沼が形
成され，16 世紀に洪水の記録の残る水蒸気噴火があり，
この直前に山頂部の御池岳溶岩ドームが形成された（気
象庁，2021）．古生代の蛇紋岩からなる至仏山，西南面
に古生代の海成層泥岩の八海山がある．これらの尾根に
囲まれた地域に降った水は，大白沢山から新生代の地す
べり堆積物のカッパ山地域から流れてきた猫又川が川上
川と上田代で合流し，さらに上ノ大堀川と合流しヨッピ
川となる．さらに尾瀬沼から流れてきた沼尻川と合流し
只見川となる．その水は平滑滝，三条ノ滝を経て尾瀬地
域から日本海に流れる（図 1）．尾瀬ヶ原には周囲の山
から流れ出した河川が平坦な湿原に入ると蛇行して，拠
水林・湿地林を作る．北から猫又川が流れ，西から川上
川が猫又川に流入し，南の上ノ大堀川がヨッピ川に流入
する．大雨による河川の氾濫により，尾瀬ヶ原の特定地
域が冠水し，池溏生態系の水質等にも大きな影響を与え
ていた（野原ほか，2022）．
　尾瀬景観を把握するため第 3 次調査では 1996 年 6 月

にセスナ機を使って至仏山上空から 645 フィルムカメラ
で撮影し，同時に高度 2,500 ｍから尾瀬ヶ原の垂直航空
写真を撮影しフィルムをスキャンして画像デジタル化し

（図 2）調査研究に用いた．

2．2　現地調査
　河川流路，自然堤防，池溏地形，融雪期積雪深等のデー
タを収集するため，第 4 次調査では UAV（ドローン）
を活用した．撮影は 2014 年 4 月，6 月，2017 年 6 月，
2018 年 8 月，2019 年 8 月，2020 年 8 月，2021 年 5 月，
6 月，7 月，8 月，9 月，10 月に実施した．主に UAV

（Phantom 4 Pro V2.0，DJI JAPAN 社）を活用して尾
瀬ヶ原全域で高度約 150 m から 4K 画像（4096 × 2160
ピクセル）を 60 ％オーバーラップでドローン航空写真
を撮影した（2019 年 8 月中旬）．航空写真のデジタル画
像の写真測量処理と 3D 空間データ生成は Photo Scan

（Agisoft 社 , Russia）を用いた．
　国土地理院 1/25,000 地形図にドローン合成画像（2017
年 6 月撮影）を重ね最新の尾瀬ヶ原の地形図を作成した . 
2020 年 7 月にドローンによって高度 150 ｍから画像を
撮り猫又川拠水林と上田代の状態を把握した．
　尾瀬ヶ原の池溏約 1,800 箇所（金井，1998a, b）のう
ち上田代・中田代・下田代の 1,639 箇所を選び池溏生態
系の物理化学環境の測定やメジャーで水深の測定を行っ
た．電気伝導度，pH はポータブル水質計（WM-22EP, 
東亜 DKK）で池溏水を後日に実験室で測定した．現地
で中央部の水深，水温，電気伝導度は CTD 計測器（Cast 
Away，YSI ナノテック社 , USA）でも測定した．上田

  

N 

尾瀬ヶ原 

燧ケ岳 

至仏山 

景鶴山 

上田代 

中田代 

下田代 

尾瀬沼 

図 1：尾瀬地区の地形図（国土地理院 1/25,000 地形図から作図）.
上田代，中田代，下田代 , 薄紫色：湿原地域，水色：開水面．
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代の池溏水を表層から採水して実験室に持ち帰りクロロ
フィルの分析を行った．池溏におけるヒツジグサ

（Nymphaea tetragona George），オゼコウホネ（Nuphar 
pumila （Timm） DC. var. ozeensis H.Hara，フトヒルム
シロ（Potamogeton fryeri A.Benn.），ジュンサイ（Brasenia 
schreberi J.F.Gmel.），ミツガシワ（Menyanthes trifoliata 
L.）の在不在を現地で目視で確認調査し，第 3 次調査結
果（金井，1998a, b）と比較した．雨量は鳩待峠（国土
交通省，2021）の観測値を参照した．

3．結果

3．1　航空写真による詳細な地形図
　尾瀬ヶ原の地形図（図 1，国土地理院 1/25,000 地形図）
と 1996 年 6 月の尾瀬ヶ原の航空写真（図 2），を示した . 
上田代は尾瀬ヶ原の西南端に位置し標高 1,402 ～ 1,408 
m で，西端から東端までの比高差は約 6 m である．尾
瀬ヶ原の地形図（国土地理院 1/25,000）と池溏地域区分
を図 3 に示した．山ノ鼻田代（YA），背中アブリ田代

 

 
図 2：尾瀬ヶ原の航空写真 .
上図：セスナ機で高度 2,500 ｍから 645 カメラを使って 1996 年 6 月撮影．
下図：ドローンによる合成画像（2017 年 6 月撮影）
（野原ほか , 2022 より引用）．
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図 3：尾瀬ヶ原の地形図（国土地理院 1/25,000）と池溏地域区分 .
YA: 山ノ鼻田代，SA: 背中アブリ田代，HS: 東背中アブリ田代，KA: 上田代，SS: 泉水田代，NN: 西中田代，
NA: 中田代，KS: 北下田代，MS: 南下田代．

 
 

  

A              Ｂ 

図 4：ドローン画像から作成した研究見本園 3D 画像 .
A:2014 年 7 月 , B:2017 年 6 月（野原ほか , 2022 から引用）．

図 5：動画から抜粋した中田代の高電気伝導度の池溏（NA5-93）のドロー
ン画像 .

大型水生植物の分布と長期変化 313



（SA），東背中アブリ田代（HS），上田代（KA），泉水
田代（SS），西中田代（NN），中田代（NA），北下田代

（KS），南下田代（MS）の 9 区分で調査結果を集計した．
猫又川はより標高が高く，徐々に上田代で標高が下がり，
ヨッピ川に流れる．下田代も徐々に標高を下げて沼尻川
からヨッピ川と合流して只見川になる．途中の中田代は
やや標高が高いため，下ノ大堀川周辺の低地以外は洪水
にはならない位置関係にある．UAV（無人航空機，ドロー
ン）による航空写真データ等から小流域図・湿原地形の
より詳細な 3D 画像を作製しドローン合成画像（2017 年
6 月）を示した（図 4）．A:2014 年 7 月 , B:2017 年 6 月（融
雪直後）である．積雪によって押し固められ，融雪後の
6 月には植物が十分成長していないため明瞭な目印が無
い泥炭地でも詳細な地形を表現でき，泥炭地の池溏形状，
水の有無の把握に適していた．
　図 5 には中田代の池溏（NA5-93）のドローン斜め画
像（2017 年 9 月）を示した．前回の調査で消失したと
された池溏の現在の状況を確認し，これまでの航空写真
より詳細に水の有無や植生状態が観察できた . 図 6 には
上田代のドローン合成画像（2017 年 6 月）を示した．
赤丸は高電気伝導度の地点を示した．特に，流入河川の
周辺付近にまとまって分布していた．図 7 には西中田代
のドローン合成画像（2017 年 6 月）を示した．現在は
流れていない水路跡が明瞭に確認された．図 8 には中田
代のドローン画像（2017 年 6 月）を示した．

3．2　池溏の水質と水深
　尾瀬ヶ原の調査した 1,639 池溏のうち下田代を除く約
1,100 箇所の池溏で 2017 ～ 2018 年に水深および現場の
状況の写真撮影を行い，採水して池溏水を PET ボトル
で持ち帰り実験室で pH，電気伝導度の測定を行った（野
原ほか , 2022）．高電気伝導度（平均値 0.86 mS m-1 の 2
倍以上）の池溏は約 60 箇所が認められ，赤い丸で図示
した（図 6，7，8）．上田代では KA1 ～ 2 の地域に多く，
中田代では全体的にまばらに広がっていた．上田代及び
中田代の池溏における電気伝導度と pH，水深の関係を
以下に示した . 上田代及び中田代の全池溏における電気
伝導度の値は 0.5 ～ 6.0 mS m-1 にあり平均値は 0.86 mS 
m-1，pH は 4.5 ～ 8.0 の範囲にあり pH の平均値は 6.1 で
あった．池溏の水深は 0 ～ 4.1 ｍの範囲にあり全体の平
均値は 0.7 m であった（野原ほか , 2022）．尾瀬ヶ原の
池溏の田代毎の平均電気伝導度と pH の関係を見た（野
原ほか , 2021）．上田代，背中アブリ田代，西中田代，
泉水田代の平均電気伝導度はそれぞれ 0.97, 0.65, 0.83, 
0.85, 0.76 mS m-1 であった．比較的に上田代では電気伝

導度が高い傾向にあった．上田代，背中アブリ田代，西
中田代，泉水田代の平均 pH はそれぞれ 6.15, 5.91, 6.77, 
5.76, 5.96 であった．西中田代では平均して pH が高いも
のが多かった．
　図 9 には尾瀬ヶ原の田代毎に（池溏数）を示し，合計
1,639 箇所となった．山ノ鼻田代（16），背中アブリ田代

（51），東背中アブリ田代（34），上田代（251），泉水田
代（19），西中田代（279），中田代（470），北下田代（356），
南下田代（163）である．
　尾瀬ヶ原の 1,639 池溏，水生植物無しの池溏，消失し
た池溏の水深頻度（2017 ～ 2019 年）を図 10 に示した．
大型水生植物の無い池溏は 673 箇所（41％）でより浅い
場所に集中し，前回の調査（金井，1998ab）にあった
が今回消失した池溏は 80 箇所（4.9 ％）であった．消失
した池溏はいずれも水深が 0.1 m より浅いものであっ
た．
　尾瀬ヶ原の田代毎の池溏の平均水深と最大水深の関係
を示した（図 11）．水深は 0 ～ 4.1 ｍの範囲であるが多
くは 2 ｍより浅い池溏が多くなっていた．一番深いの
は人工的に調査時に掘られた群大井戸跡の池溏（KA2-
7703, 4.1 ｍ）であった．上田代では 0 ～ 2 m，背中アブ
リ田代では 0 ～ 2 m，西中田代では 0 ～ 2 m の範囲に
多く，泉水田代では 0 ～ 1.4 m の範囲に多かった．西中
田代では NN3-09 が最も深く 3.4 ｍで深い池溏として新
たに確認された．中田代の池溏には深いものがあり，3 
m を超える 3 箇所の池溏が見られた．最も深い池溏は，
これまでに知られていた中田代の NA5-43 であった．山
ノ鼻田代，背中アブリ田代，東背中アブリ田代，上田代，
泉水田代，西中田代，中田代，北下田代，南下田代の平
均水深はそれぞれ 0.4, 0.6, 0.5, 0.7, 0.8, 0.6, 0.8, 0.4, 0.5 

（m）で山ノ鼻田代，北下田代ではやや浅い池溏が多く
あった．最大水深は山ノ鼻田代，背中アブリ田代，東背
中アブリ田代，上田代，泉水田代，西中田代，中田代，
北下田代，南下田代でそれぞれ 1.0, 1.4, 2.1, 4.1（自然の
池溏では 2.1 m）, 1.3, 3.4, 3.4, 1.5, 1.0（ｍ）であった． 

3．3　池溏リスト 1,639 と大型水生植物
　尾瀬ヶ原池溏の水深と大型水生植物の種数と水深の関
係（2017 ～ 2019 年）を図 12 に示した．4 種が生育して
いる池溏が最も高い種多様性を示した．水深と水生植物
の種数に強い関係は見られないが，種数が増えるに従い
平均水深が深い傾向にあった．平均 1.2 ｍ水深の池溏に
3 種の水生測物が生育し，深い池溏では無植生となって
いた . 
　図 13 には尾瀬ヶ原池溏の水深と大型水生植物の存在
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頻度分布（2017 ～ 2019 年）を示した．尾瀬ヶ原全体で
は 200 箇所の浅いものから徐々に池溏の数が少なくなり
2 m を超えるものは極くわずかであった．ヒツジグサの
分布は 100 箇所を超える 0.5 m の水深の池溏に多く分布
していた．オゼコウホネはヒツジグサに比べると数が少
なく，やや深い 1.5 m 程度の池溏に最も多い．ミツガシ
ワは 0.6 ～ 0.8 m 水深の 100 箇所を超える池溏に分布中
心があり，水深 2 m でも池溏ヘリに生育して水深分布
パターンはヒツジクサに類似していた．フトヒルムシロ

やジュンサイも生育していた池溏の数は少なく，0.2 ～
2 m の水深に分布していた．
　図 14 に尾瀬ヶ原池溏の大型水生植物の在不在と池溏
水深の関係（2017 ～ 2019 年）を示した．生育した池溏
の最低水深は白抜きの棒で示した．2017 ～ 2019 年の調
査対象の水深を計測した 1,639 箇所の池溏でヒツジグサ
は 659箇所，オゼコウホネは 111 箇所，フトヒルムシロ
は 25 箇所，ジュンサイは 6 箇所，ミツガシワは 648 箇
所の池溏で存在を確認し，673 箇所の池溏では無植生で

図 6：尾瀬ヶ原上田代のドローン合成画像（2017 年 6 月）.
赤丸は高電気伝導度の地点．
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あった．生育していた大型水生植物の池溏の平均水深は，
ヒツジグサで 0.90 m，オゼコウホネで 1.18 m，フトヒ
ルムシロで 0.93 m，ジュンサイで 1.20 m，ミツガシワ
で 0.66 m，無植生で 0.42 m であった．生育していた大
型水生植物の池溏の最大水深（最大水深に生育している
とは限らない）は，ヒツジグサで 3.4 m，オゼコウホネ
で 3.10 m，フトヒルムシロで 1.80 m，ジュンサイで 1.90 
m，ミツガシワで 3.40 m，無植生で 3.40 m であった．
　尾瀬ヶ原池溏の大型水生植物の在不在と池溏数とその
地域に対する割合（2017 ～ 2019 年）を図 15 に示した．
調査した 1,639 池溏の水生植物の池溏数（池溏割合）は，
ヒツジグサで 659（40％），オゼコウホネで 111（7%），
フトヒルムシロで 25（2%），ジュンサイで 6（0.3%），
ミツガシワで 648（40%），無植生で 673（41%）であった．
記録にあった池溏では 80 箇所の池溏が消失しておりそ
の割合は 4.9％になっていた（電子資料 1 表 1）．
　図 16 には尾瀬ヶ原の田代毎の大型水生植物の池溏数

（2017 ～ 2019 年）を示した．調査した合計池溏数（）
は山ノ鼻田代（16），背中アブリ田代（51），東背中アブ
リ田代（34），上田代（251），泉水田代（19），西中田代

（279），中田代（470），北下田代（356），南下田代（163）
であった．
　ヒツジグサの池溏数（割合）は山ノ鼻田代 5 箇所

（31%），背中アブリ田代 2 箇所（4％），東背中アブリ田
代 2 箇所（6％），上田代 194 箇所（77％），泉水田代 17
箇所（89％），西中田代 162 箇所（58％），中田代 254 箇

所（54％），北下田代 4 箇所（1％），南下田代 19 箇所（12％）
であった．中田代にヒツジグサの数が多く，泉水田代で
は割合が高かった．
　オゼコウホネの池溏数（割合）は山ノ鼻田代 1 箇所

（6%），背中アブリ田代 14 箇所（27％），東背中アブリ
田代 3 箇所（9％），上田代 28 箇所（11％），泉水田代 0
箇所（0％），西中田代 7 箇所（3％），中田代 46 箇所（10％），
北下田代 11 箇所（3％），南下田代 1 箇所（1％）であっ
た．オゼコウホネの池溏数は中田代に多く，背中アブリ
田代では割合が高かった．
　フトヒルムシロの池溏数（割合）は山ノ鼻田代 0 箇所

（0%），背中アブリ田代 0 箇所（0％），東背中アブリ田
代 0 箇所（0％），上田代 8 箇所（3％），泉水田代 1 箇所

（5％），西中田代 3 箇所（1％），中田代 8 箇所（2％），
北下田代 1 箇所（0％），南下田代 4 箇所（2％）であった．
フトヒルムシロの池溏数は上田代と中田代に多く，割合
は泉水田代では高かった．
　ジュンサイの池溏数（割合）は山ノ鼻田代 0 箇所（0%），
背中アブリ田代 0 箇所（0％），東背中アブリ田代 0 箇所

（0％），上田代 0 箇所（0％），泉水田代 0 箇所（0％），
西中田代 0 箇所（0％），中田代 6 箇所（1％），北下田代
0 箇所（0％），南下田代 0 箇所（0％）であった．ジュ
ンサイの池溏数（割合）は中田代に限られていた．
　ミツガシワの池溏数（割合）は山ノ鼻田代 3 箇所

（19%），背中アブリ田代 20 箇所（39％），東背中アブリ
田代 3 箇所（9％），上田代 50 箇所（20％），泉水田代

図 7：尾瀬ヶ原西中田代のドローン合成画像（2017 年 6 月）.
赤丸は高電気伝導度の地点．
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10 箇所（53％），西中田代 163 箇所（58％），中田代 219
箇所（47％），北下田代 106 箇所（30％），南下田代 74
箇所（45％）であった．ミツガシワの池溏数は中田代に
多く，割合は西中田代では高かった．

3．4　池溏のクロロフィル a量とろ過濁度
　2018 年には上田代 KA1 ～ KA4 の約 40 箇所の池溏に
おいて採水を行い，現地で水温，電気伝導度，水位，水
深の計測を複数回に実施した（野原ほか , 2022）．図 17，

18 に上田代 40 池溏ろ過濁度とクロロフィル a の関係を
示した．ろ過濁度は少なく 10 unit 以下の池溏が殆どで
あり懸濁物の中に占める藻類が占める量は低い池溏がほ
とんどであった．極くわずかに藻類が発生している小さ
な池溏（KA2-4501, KA2-7202, KA3-1001, KA3-1002）も
あった．

図 8：尾瀬ヶ原中田代のドローン合成画像（2017 年 6 月）.
赤丸は高電気伝導度の地点．
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図 9：尾瀬ヶ原の田代毎の池溏数（数字，合計 1639）
YA: 山ノ鼻田代，SA: 背中アブリ田代，HS: 東背中アブリ田代，KA: 上田代，SS: 泉水田代，
NN: 西中田代，NA: 中田代，KS: 北下田代，MS: 南下田代．

図 10：尾瀬ヶ原池溏，水生植物無しの池溏，消失した池溏の
水深頻度（2017 ～ 2019 年）
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4．考察

4．1　泥炭地の水文環境と水生植物
　尾瀬ヶ原は湖から発達した泥炭湿原ではなく河川の後
背湿地から発達した泥炭湿原である（阪口，1974; 
1982）．watery area，watery area と ‘crack’-pool 
network を合わせたシステムの形態は曲流する河道を思
わせ，これは泥炭層を通して泥炭層基底の旧河道が地表
に表現されたものである（阪口，2007）．池溏の水がど
う維持されているかを水位変化，水温，電気伝導度で解
析し，水温変化から水の動きが読み取れ，同じ池溏でも
場所によって泥炭層の透水性が異なっていることが分
か っ た（ 野 原 ほ か , 2022）． 中 田 代 の 池 溏（NA4-09, 
NA9-05, NA9-04）の 1 ｍ泥炭層では地温の日周変化が
大きく比較的表層の温度を反映し，池溏（NA6-5701, 
NA5-80, KA2-57）の 1 ｍ泥炭層では比較的地温の日周
変化が小さく流入が無いか地下水が水源と推定された．
同じ高電気伝導度の池溏でも供給されている旧河道の程
度が異なったと推定された（野原ほか , 2022）．
　研究見本園では冬に他より泥炭が低温になる．上田代

より中田代では 1.0 ｍ地温が約 3 ℃高い（野原ほか , 
2021）．春先には，中田代は早く雪解けがおこるのは地
温が高いことに一因があると考えられた．融雪時の大雨
で，地下水ポテンシャルが大きくなり研究見本園の地下
水ポテンシャルは融雪前に他より早く上昇し赤雪（アカ
シボ）の発生など，地下水圧の上昇が起こって高濃度の
二価鉄や溶存有機炭素が地表で検出されている可能性が
ある（野原ほか , 2012）．今後泥炭湿原の調査の際には
泥炭層のしまり具合や泥炭の植物組成，分解度（分解度
が小さいほど水分含量，透水係数は大）なども尾瀬ヶ原
の将来を考えるときに留意する必要がある（阪口，
2007）．

4．2　山岳湿地の種類と池溏の消長
　山岳湿地の種類には，火口湖，構造湖，雪田，氷河湖，
地すべりを含む重力変形性地形による湿地などがあり，
積雪量の多い北アルプスには湖沼が多く，火山地形と重
力変形地形が主な形成場となる（Takaoka, 2015），八幡
平火山群では，湿地が主に火山原面上と地すべり地内に
ある（Sasaki and Sugai, 2015）．山岳湿地のうち特に泥

図 11：尾瀬ヶ原池溏の水生植物の分布と水深（2017 ～ 2019 年）
上図：平均水深（数字）と標準偏差，下図：最大水深（数字）．YA: 山
ノ鼻田代，SA: 背中アブリ田代，HS: 東背中アブリ田代，KA: 上田代，
SS: 泉水田代，NN: 西中田代，NA: 中田代，KS: 北下田代，MS: 南下田代．

（野原ほか，2022）から引用．上田代の自然池溏の最大水深は 2.1 ｍ．
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炭地は，中部から東北の多雪地域の第四紀火山に多く分
布し（Sakaguchi, 1979），東北地方の新期火山に雪田が
多い理由について緩斜面が広く残存しているためと指摘
された（下川 , 1988）．雪田型湿地は数千～百年スケー
ルの気候変動に対応して出現と消滅を繰り返し，現在の
湿地は気候温暖期に成立した．涵養源は主に融雪水と降
水であり，周辺からの融雪水の供給が 6 月下旬まで継
続することが湿潤環境の維持に大きく寄与していた

（佐々木 , 2019）．地すべり性湿地の形成と消滅には，地
形変化の影響を大きく受け，湿地の立地によって涵養パ
ターンは異なり，気候応答性にも影響している（佐々木 , 
2019）．近世の尾瀬でも大きな地滑りがあり，地滑り地
形が猫又川上流域のカッパ山周辺でも見られる（野原ほ
か , 2022）．今回の調査で記録にあった池溏では 80 箇所
の池溏が消失しておりその割合は 4.9％になっていた（附
表 .1）．浅い池溏が渇水のため水が減って乾いたことが
主な要因と考えられた．近年の気候変動に対する山岳湿
地を含む生態系の動態予測には，気候のみならず湿地周
辺の地形や水文環境も含めた検討が必要である（佐々木，
2019）．高標高域に位置する山岳湿地として湿地周辺の
地形や水文環境に注目した研究は少なく，立地の違いで

涵養パターンが異なり，気候応答性にも差異がある．
　「KA04-44 （上田代東端北部）， NA01-05（中田代北部）
の池溏は 1979 ～ 1981 年の調査以降に消失していること
がわかった． KA04-44 は前回調査ですでに水位の低下
がみとめられ，水は全くたまっていない．NA01-05 は
水路に約 80 m にわたって水がたまったものだが，現在
では植生に被われて水面は見られない」と金井（1998a）
は述べていたが，今回詳細にドローン画像を確認したと
ころ，KA04-44 は池溏に十分な水が存在して水生植物
も復活してきていた．NA01-05 の池溏は背の高いヨシ
が繁茂していて地上からは水面が見えないほどであった
が，踏査の結果高電気伝導度の池溏として確認された．
金井（1998a）が述べたように，年度の異なる空中写真
の比較と現地での観察によって，湿原の変選を跡付ける
資料が得られた．この点からも記録共有のための池溏番
号の必要性が再確認できた．第 4 次尾瀬学術総合調査の
中で，第 3 次尾瀬学術総合調査の池溏リストと比べて池
溏が 80 箇所（4.9%）消失した（図 13）．その原因は詳
細な地形調査などしないと断定しにくいが，現場での水
深等の観察から浅い池溏が調査時に渇水期で水が減って
乾いたことが主な要因と考えられた．

図 12：（上図）尾瀬ヶ原池溏の水生植物の種数と水深の関係（2017 ～
2019 年），平均と標準偏差を示す，（下図）水生植物の種数と池溏数の
関係 .
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　Pearsall（1923）がスコットランド北端で見たものは，
傾斜湿原の末端部に残る陥没状の凹地形で，連合した池
の下の泥炭層に亀裂が入って水が抜けて干上がった跡と
考え，「self-drained pool」 と呼んだ．また，阪口（1989）
は北下田代の等高線方向に細長く伸びる通常の微地形を
斜めに横切る 4 つの池を発見し，泥炭層に亀裂が入り，
それに水が溜まったものと考え，「割れ目池溏」と呼んだ．
1990 年に北下田代の奥まったところの池溏とその周辺
にも荒廃したところが見つかり問題となった（樫村ほか，
1990）．樫村ほか（2007）は下田代で 1992 年に再び調査
をして，「自然排水池溏」について考察している．尾瀬ヶ
原北下田代に割れ目池溏があり付近に多少とも水の抜け
た自然排水池溏があり，それらの形態，植生，水深等を
計測した．それらには池底がすっかり干上がってヌマガ
ヤなどの陸生の植生に変わったもの，水位が大きく低下
したものの安定していてイボミズゴケの豊かなカーペッ

トなど泥炭プラトーの一般的陸生植生に変わったもの，
さらに多少水位が下がっただけでミヤマホタルイが健全
に生育するものまで，水位低下とその安定性によってさ
まざまの池底植生が見られた．
　金井（2006）は 6 年をへだてる尾瀬ヶ原池溏の航空写
真の水面反射を比較し，その差異をつかみ異常な水面反
射が認められた池溏の数と，それぞれの田代の全池溏数
に対する比率を示し異常率は平時の約 3 倍で，平時に起
こっている池底の浮上・露出が，地震によって一層促進・
多発したものと考えた．水生植物が記録されていない池
溏でも異常な水面反射が認められ，池底にある深いひび
割れから，泥土が噴出した可能性があるとした．高高度
の航空写真からの観察だけでは誤同定も多分に含まれて
いることもあるので，地震の影響評価にはより詳細なド
ローン画像による解析が必要である．水位の低い自然排
水池溏の池底で陸化の傾向が見られたが，自然排水池溏

図 13：尾瀬ヶ原池溏の水生植物の種数と水深の関係 .（上図）（2017 ～ 2019 年），（下図）水生植物の種数と池溏数の関係 .

大型水生植物の分布と長期変化 321



の植生変化についてはさらに長いタイムスパンで観察し
てゆくことが望まれる（樫村ほか，2007）．今後，将来
の気候変動に対する池溏の大型水生植物の長期的変化を
評価するために現地での池溏の微地形・水文観測とド
ローンによる高解像度の撮影の継続が重要であろう．

4．3　植生解析
　吉川ほか（2021）によれば，尾瀬ヶ原の群落間の種組
成の類似度は，中間湿原と低層湿原の相互の群落間で
1960 年代よりも大きくなり，群落間の種組成が均質化
する傾向が認められた．第 4 次尾瀬総合学術調査にお
いては，UAV 技術を利用した上田代の池溏の大型水生
植物の植生分布や底質について調査や解析が行われた

（永坂ほか , 2022；福原ほか , 2022）．福原ほか（2022）
によると，中田代のいくつかの池溏の開水面が 1954 年
報告より大きくなり極わずかな変化が長期的に検出でき
たことで，第 4 次尾瀬総合学術調査が意義深いものと
なった．同じ池溏を長期にわたってモニタリングし比較

することにより尾瀬ヶ原湿原の変化が検出できた．

4．4　池溏の大型水生植物の増減
　「尾瀬ヶ原」（1954）に明記されているように，当時ヒ
ツジグサとオゼコウホネの両種は住み分けしているよう
に見え，同じ池に両種が生えているとはきわめて稀で例
外的と考えられていた．金井（1982）は，尾瀬ヶ原調査
に先立つ打合せ会で原寛東大名誉教授が 「25 年前とく
らべて目立った違いの一つとして，ヒツジグサとオゼコ
ウホネの分布パターンの相違であった．また当時は上田
代にはヒツジグサは稀であった」という．そこで年代比
較を可能にするためには，池の一つ一つを特定できるよ
うに名前か番号を与える必要があり，まずすべての池溏
に識別番号を付けることにしたと述べている .
　第 3 次尾瀬学術総合調査の中でも金井（1998a, b）は，
尾瀬ヶ原でおこる出来事を確実に記録し，世代を超えて
引き継ぐために，池溏地図を改定し，これに基づいてヒ
ツジグサ，オゼコウホネ，フトヒルムシロ，ジュンサイ，
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図 14：尾瀬ヶ原池溏の水生植物の在不在の池溏水深の関係（2017 ～ 2019 年）.
上図：平均水深と標準偏差，上の数字は各植生の池溏数，下図：最大水深と最
低水深．Ny: ヒツジグサ，Nu：オゼコウホネ，M: ミツガシワ，Ｐ：フトヒルム
シロ，Ｂ：ジュンサイ．
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ミツガシワの在不在を調査し，第 2 次調査結果（1982）
と比較したところ，上田代におけるヒツジグサの進出と
オゼコウホネの消失が著しいことがわかった． 
　第 4 次調査では大型水生植物の中でもヒツジグサが最
も多く（659 箇所）分布していた（図 14）．金井（1998a, 
b）の第 3 次の調査報告では，上田代のヒツジグサは

60.4%, オゼコウホネは 15.0% であった．今回ヒツジグサ
の池溏数（割合）は上田代で最も多く 194 箇所（77%）
でかなり増加していた．オゼコウホネの池溏数（割合）
は上田代で 28 箇所（11%）であったので，減少していた．
第 3 ～ 4 次調査で上田代ではヒツジグサは増加し，オゼ
コウホネは減少したことになる． 

図 15：尾瀬ヶ原田代毎の水生植物の在不在の池溏割合（2017 ～ 2019 年）.
YA: 山ノ鼻田代，SA: 背中アブリ田代，HS: 東背中アブリ田代，KA: 上田代，SS: 泉水田代，
NN: 西中田代，NA: 中田代，KS: 北下田代，MS: 南下田代．Ny: ヒツジグサ，Nu：オゼコウホネ，
M: ミツガシワ，Ｐ：フトヒルムシロ，Ｂ：ジュンサイ．

図 16：尾瀬ヶ原田代毎の水生植物の池溏数（2017 ～ 2019 年）.
YA: 山ノ鼻田代，SA: 背中アブリ田代，HS: 東背中アブリ田代，KA: 上田代，SS: 泉水田代，NN: 西中田代，
NA: 中田代，KS: 北下田代，MS: 南下田代．Ny: ヒツジグサ，Nu：オゼコウホネ，M: ミツガシワ，Ｐ：
フトヒルムシロ，Ｂ：ジュンサイ．
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　図 19 に第 1 ～ 4 次尾瀬総合学術調査の大型水生植物
の尾瀬ヶ原の池溏数の変化を文献の（金井，1998a, b）
から読み取り図に示した．第 1 次調査では，広範囲に調
査していないことやフトヒルムシロとジュンサイは調査
されていない．金井（1998a, b）は第 2 次調査結果（1982）
と第 3 時調査結果と比較したところ，上田代におけるヒ
ツジグサの進出とオゼコウホネの消失が著しいことがわ
かった．その約 20 年後にも同様な傾向は続いていた．
今回の第 4 次調査を含めると，ヒツジグサ，ミツガシワ，
ジュンサイは第 3 次よりさらに増加が著しいかった．オ
ゼコウホネは第 3 次よりやや増加していた．フトヒルム
シロは第 3 次で減少したが，やや増加し持ちなおしてい
た．オゼコウホネはいったん減ったもののやや回復して
きており，各大型水生植物の尾瀬ヶ原の池溏数は全体的
に増加してきていると考えられた．
　金井（1998a, b）の報告では，西中田代と中田代のヒ
ツジグサは 49.2% で，西中田代と中田代のオゼコウホネ
は 6.4% であった．今回ヒツジグサの池溏数（割合）は
西中田代で 162 箇所（58%），中田代で 254 箇所（54%）
であったので増加した．オゼコウホネの池溏数（割合）

は西中田代で 7 箇所（3%），中田代で 46 箇所（10%）
であったので，合わせて 7.0％となりやや増加したこと
になる．第 3 ～ 4 次調査で中田代ではヒツジグサは増加
し，オゼコウホネはやや増加した．第 2 ～ 4 次尾瀬総合
学術調査の大型水生植物の田代毎の池溏数の変化を図
20 に示した．中田代，上田代のヒツジグサは第 3 次か
ら第 4 次に増加が大きく，西中田代でヒツジグサは第 2
～ 4 次に増加していた．オゼコウホネは，上田代で減少
が著しく，中田代ではやや増加していた．ミツガシワは
西中田代と中田代で第 2 ～ 4 次に増加していたが，他の
田代では変化が見られなかった．南下田代ではミツガシ
ワが第 3 次にはやや減少したが，第 4 次には第 2 次より
も増加していた．フトヒルムシロはあまり変化が無いが，
上田代では第 3 次にいったん減ったが，第 4 次にはやや
回復してきた．各田代によってヒツジグサとオゼコウホ
ネは増減が異なりその原因の一つは気候変動による洪水
の多少も関係している事が考えられ，洪水に有利に分布
するヒツジグサとやや不利なオゼコウホネの生態特性が
あるものと推測される．今後も環境変化と大型水生植物
の田代毎に池溏数の変化を注意深く調べる必要がある．
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図 17：尾瀬ヶ原上田代の各池溏のろ過濁度とクロロフィル量の関係 .
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図 18：尾瀬ヶ原上田代の各池溏のクロロフィル量 .
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5．まとめ

　写真測量と地理情報システムの進歩によってドローン
（UAV）航空写真の作成が容易となり , 尾瀬ヶ原におけ
る UAV を用いて詳細な地形図を作成し航空写真を用い
た池溏の地形と植物種の変化の把握が可能となった . 
　前回の池溏リスト（金井，1998a, b）と比べて 1,639
池溏のうち大型水生植物の無い池溏は 673 箇所（41％）
でより浅い場所に集中し，前回の調査にあったが今回消
失した池溏は 80 箇所（4.9％）であった．消失した池溏
はいずれも水深が 0.1 m より浅いものであった．
　調査した1,639池溏の水生植物の池溏数（池溏割合）は，
ヒツジグサで 659（40％），オゼコウホネで 111（7%），
フトヒルムシロで 25（2%），ジュンサイで 6（0.3%），
ミツガシワで 648（40%）であった．
　上田代はヒツジグサ，背中アブリ田代はミツガシワと
オゼコウホネ，西中田代と中田代や泉水田代はヒツジグ
サとミツガシワが特徴的に多く分布していた．上田代で
はヒツジグサは増加し，オゼコウホネは減少した．中田
代ではヒツジグサは増加し，オゼコウホネはやや増加し
た．田代によってヒツジグサとオゼコウホネは増減が異
なりその原因の一つは気候変動による洪水の多少が関係
している事が考えられ，洪水に有利に分布するヒツジグ
サと不利なオゼコウホネという生態的性質の違いが推測
される．
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図 19：第 1 ～ 4 次尾瀬総合学術調査の大型水生植物の池溏数の変化 .
Nu：オゼコウホネ，M: ミツガシワ，Ｐ：フトヒルムシロ，Ｂ：ジュンサイ．
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尾瀬ヶ原湿原における底泥環境に関連した 
水生植物の池溏内分布

永坂　正夫 1），福原　晴夫 2），高野　典礼 3）

2021 年 10 月 25 日受付， 2021 年 11 月 19 日受理

　尾瀬ヶ原湿原の上田代にある池溏において，2018 年と 2019 年の夏季にシズイ（Schoenoplectus 
nipponicus），ホソバタマミクリ（Sparganium glomeratum var. angustifolium），ヒツジグサ（Nymphaea 
tetragona）の 3 種の水生植物の池溏内分布が何によって規定されているのか明らかにすることを目的
に調査を実施した．3 種がそれぞれ優占する池溏において，湖底に生育する植物を箱メガネで観察す
ることにより分布図を作成し，またトランセクトラインを設けてそれらの被度を計測した．池溏環境
として水中光量，池溏堆積物の堆積厚の測定，底泥コアサンプルの採取と分析（繊維含量，灰分率，
ならびに全リン量）を実施した．水中光量が制限とはならない池溏においては，ヒツジグサが繁茂で
きるかは池溏堆積物の厚さに強く規定されており，ホソバタマミクリの分布もまた池溏堆積物の堆積
状況や分解度に規定されている可能性が示唆されたが，シズイについては底泥環境との関わりから分
布を明らかにすることはできなかった．

The distribution of macropytes in relation to sediment conditions  
in bog pools of the Ozegahara mire.

Masao Nagasaka1, Haruo Fukuhara2, Morihiro Takano3

Nymphaea tetragona, Schoenoplectus nipponicus, and Sparganium glomeratum var. angustifolium are 
dominant macrophytes in bog pools in the Ozegahara mire. Distribution of the plants were surveyed in three 
studied pools in summer of 2018 and 2019 using a hydroscope from a boat. Underwater light intensity, thickness 
of a gyttja layer and peat fiber content, ash content and total phosphorus content in the sediment were 
measured. The survey revealed that the spatial distribution of Nymphaea tetragona in the pools was strongly 
correlated with the thikness of well decomposed gyttja layer on the bottoms of pool. The spatial distribution of 
Sparganium glomeratum var. angustifolium in the pool was also affected by the thikness of the well decomposed 
the gyttja layer on the bottom. The distribution of Schoenoplectus nipponicus was not attributable to sediment 
condition.
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1．はじめに

　尾瀬ヶ原湿原は群馬県，福島県，および新潟県の県境
に位置する本州最大の高層湿原であり，至仏山や燧ヶ岳
など標高 2000 m 級の山々に囲まれた標高約 1400 m の
盆地状の地形に広がっている（図 1）．尾瀬ヶ原には高
い割合で周北極要素の植物が分布し，北海道の泥炭湿原
に産する植物との共通性が高いことが知られている（原・
水島 , 1954; Hara, 1982）．
　尾瀬ヶ原湿原には様々な大きさと形状の池溏が 1800 以
上も存在するが，これらの池溏に分布する代表的な水生植
物としては，浮葉植物のヒツジグサ（Nymphaea tetragona 
Georgi）とオゼコウホネ（Nuphar pumila（Timm）DC. 
var. ozeensis H. Hara），抽水植物のミツガシワ（Menyanthes 

trifoliata L.）などがあり（Kanai, 1982; 金井 , 1999），この
うちオゼコウホネとミツガシワは周北極要素の遺存植物で
ある（吉井ほか，2008）．池溏内での水生植物の分布に関
しては，ヒツジグサやオゼコウホネは池溏全面に分布する
ことが多いが，特異な分布として岸寄りや中心部に局在し
て生育することが第一次尾瀬総合学術調査時から報告さ
れている（西條・阪口，1954）．金井（1999）はこれら池
溏内で片寄りのみられる分布を，へり型，中央型，へり
なし型と名付け，ヒツジグサより深部に生育する傾向が
あるオゼコウホネは中央型の分布が多く，ヒツジグサは
へり型や，へりなし型に分類される池溏が少なくないこ
とを報告した．永坂ほか（2021）は，尾瀬ヶ原湿原の上
田代にある 40 池溏の水生植物調査により，ヒツジグサ
がへり型に分布する池溏の水深は深く，中央付近では水

図 1：調査地点．（a）尾瀬ヶ原湿原の位置 ,（b）尾瀬ヶ原湿原の地形の概要 ,（c）調査を実施した池溏（KA1-04, KA1-12, KA4-
02, KA4-05）の位置 . 国土地理院地図および Kanai（1982）の池溏図を一部改変して作成した．
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中光量低下によりヒツジグサの生育が制限される可能性
があること，へりなし型の池溏では底泥の肥沃度によっ
て周辺部の生育が制限されている可能性を指摘した．
　この 40 池溏ではヒツジグサ，オゼコウホネ，ミツガシ
ワに次いで，ミヤマホタルイ（Schoenoplectus hondoensis

（Ohwi）Hayas.），シズイ（Schoenoplectus nipponicus（Makino）
Soják，群馬県自然史博物館の大森威宏博士による同定の
私信による），ホソバタマミクリ（Sparganium glomeratum

（Beurl. ex Laest.）L. M. Newman var. angustifolium 
Graebn.）の分布が多く見られた（永坂ほか，2021）．ホソバ
タマミクリも周北極要素の植物であるが（吉井 , 2008），
尾瀬ヶ原の池溏における本種の分布に関して，栗田・峰
村（1999, 2008, 2014）はヒツジグサが密生しないか低密
度の池溏の湖水は透明かあまり着色しておらず，それら
の池溏湖底においてホソバタマミクリの生育がみられる
こと，またその現存量の測定結果などを報告している．
しかし，沈水状態で生育するシズイとホソバタマミクリ
が池溏内でどのような状態で分布するのかは，これまで
報告されていない．そこで本研究では上田代のシズイが
優占する池溏，ホソバタマミクリが優占する池溏，及び
シズイとヒツジグサが分布する池溏においてこれらの種

の池溏内分布を調査し，その分布が何によって規定され
ているか要因の検討をおこなった．

2. 方法

2．1　池溏内における水生植物分布
　上田代地区ではヒツジグサの優占する池溏が多いが，
水面下でシズイが沈水状態で生育している池溏が複数存
在する（永坂ほか，2021）．KA1-12（以下，池溏番号は
Kanai（1982）による）はシズイが優占する池溏の一つ
であり，2018 年 9 月 28 日に池溏内の水生植物の分布の
確認と，生育状態の指標として被度を測定した。KA1-
12 における水生植物の分布の確認は西側の湖盆を対象
として実施し（図 2a），湖岸線の 2 m 間隔に測線を設け
て，この測線を中央部に向かってゴムボートで移動しな
がら水中を箱メガネで観察することにより確認した．被
度の測定は，西側の湖盆を横断するようにトランセクト
ライン（ライン AB）を設定し，1 m ごとに 50 cm 方形
枠を沈めて枠内に生育する水生植物の沈水葉の被度を
Braun-Blanquet（1964） の 被 度 階 級（5: 75% 以 上，4: 
50% 以上 75% 未満，3: 25% 以上 50% 未満，2: 5% 以上

図 2：各池溏における調査実施地点．（a）KA1-12,（b）KA4-02,（c）KA4-05,（d）KA1-04. C1 から C8 は底泥コアサンプルの採
取地点，破線はライントランセクトの設定位置を示す．ドローン撮影画像は藤原英史氏（株式会社 ドキュメンタリーチャンネル）
により 2019 年 8 月 7 日に撮影された．
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25% 未満，1: 5% 以下で個体数が多い，+: 被度は低く個
体数も少ない，0：不在）を用いて記録した．
　KA4-02 はホソバタマミクリが優占する池溏である（図
2b）．2019 年 8 月 16 日に池溏内の水生植物の分布の確
認と被度を測定した．分布の確認と被度の測定は KA1-
12 と同じ方法で実施したが，池溏の湖底形状が複雑だっ
たことからトランセクトラインは 2 本（ライン CD とラ
イン EF）直交するかたちで設定した．
　KA4-05 は上田代最大の池溏であり，ヒツジグサが優
占するがシズイも分布する池溏である（図 2c）．2019 年
9 月 20 日に池溏を横断するように 2 本のトランセクト
ラインを設定し（ライン GH とライン IJ），1 m ごとに
水生植物の在不在を箱メガネを用いて確認した．またヒ
ツジグサの生育状況の指標として，群落の中央部で 50 
cm 方形枠をおき，その浮葉の被度を記録した．
　KA1-04 はヒツジグサとシズイが分布する池溏である

（図 2d）．2019 年 9 月 20 日に沈水葉のみで生育してい
るヒツジグサ，浮葉を展開しているヒツジグサ，および
沈水状態で生育しているシズイがどの水深まで分布して
いるか，生育下限深度の測定を行った．

2．2　底泥環境の分析
　KA1-12，KA4-02，および KA1-04 において底泥コア
サンプルを採取し，各種測定を行うことで底泥環境の分
析をおこなった．KA4-05 では湖底の池溏堆積物の堆積
厚の推定のみをおこなった．
　底泥コアサンプルの採取は内径 4.75 cm のポリカーボ
ネート製のパイプを手で押し込むことによりおこなっ
た．KA1-12 のライン AB では岸から池溏中央に向かって
0.3 m，2.7 m，5.4 m の地点（図 2a の C1，C2，C3）で，
KA4-02 のライン CD においては岸から 0.3 m，2.8 m，5.4 
m の地点（図 2b の C4，C5，C6）で 2019 年 8 月 16 日に
底泥コアサンプルを採取した．KA1-04 では岸寄りと中央
付近の 2 地点（図 2d の C7，C8）で，C7 は 2019 年 9 月
20 日に，C8 は 8 月 15 日に底泥コアサンプルを採取した．
各池溏で採取したコアサンプルは現地で池底表層 0 cm
から 10 cm ごとに切り分け，ビニール袋内でよく混合し
た上で冷蔵して持ち帰り，分析当日まで凍結保存した．
　上田代の池溏はシュレンケ（湿原中の小凹地）を起源
として生成してきたと推定されており（Sakaguchi et 
al., 1982），採取した底泥コアサンプルは図 3 の写真と模
式図で示すように，池溏内で生成し堆積した池溏堆積物
の層と，その下にかつて地表で生成した泥炭堆積物の層
からなる．この泥炭堆積物は未分解泥炭で比較的明瞭に
目視で分別でき，その上の池溏堆積物の厚さは池溏ごと

に異なっていることが報告されている（栗田・峰村，
2000）．底泥環境の指標として，コアサンプルにおいて
未分解泥炭が出現した深度をその地点における池溏堆積
物の堆積厚として記録した．
　保存した底泥コアサンプルについては，乾燥底泥重量
あたりの繊維含量，灰分率，ならびに全リン量を測定し
た．繊維含量は池溏底を形成する泥炭の分解度の指標と
して，近藤・遠藤（1993）の目合 150 μ m のふるい上
に残る有機物がサンプルの全有機物量（強熱減量で代替）
に占める割合をもって未分解の繊維含量とする方法によ
り求めた．灰分率は泥炭を形成した母植物と水を介して
供給された無機栄養塩類の含量を表すが，火山灰や河川
の氾濫によってその値は高くなることから（近藤 , 
1997），池溏に生じた流入堆積の指標として採用した．
灰分率の測定は分取した底泥を 600 ℃に保ったマッフ
ル炉で 1 時間強熱し，残った物質重量から求めた．
　尾瀬ヶ原の池溏水には，硝酸態窒素が 10-100 μ gN l-1

で存在するのに対して，リン酸態リンは 0.1-1 μ gP l-1

でしか存在せず，強いリン制限下にある（Sakamoto, 
1982; 林ほか , 1999）．沈水植物や浮葉植物のリン吸収は
窒素吸収とは異なり底泥中に展開する根からのみおこな
わ れ る こ と か ら（Twilley et al., 1977; Carignan and 
Kalff, 1979），限られた試料で測定が可能な全リン量を
底泥リン量の指標として測定した．全リン量は底泥試料
を強熱酸化した後に塩酸で抽出する Andersen（1976）
の方法によりリン酸態リンとして抽出し，南條（1997）
のモリブデンブルー法に従って標準添加法により比色定
量した。
　KA4-05 では距離の長いトランセクトライン下の底泥
環境を迅速に調査する方法として，1 m ごとに先端部に

図 3：底泥環境分析に用いた底泥コアとカーボンファイバー
ポール．（a）KA4-02 で採取したコアサンプル，（b）採取し
た底泥の模式図，（c）KA4-05 において未分解泥炭の位置の
探索に用いたカーボンファイバーポールの先端部．
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長さ 3.6 cm のステンレス製の円錐コーンが付いた直径
16 mm のカーボンファイバーポールを素手で押込み（図
3c），そのポールが容易に貫入しなくなる深さを池溏堆
積物の堆積厚の推定値として記録した．

2．3　池溏の光環境
　水生植物の分布調査時および底泥コアサンプルの採取
時に，それぞれの池溏において水面直下から水深 30 cm
まで 10 cm ごとに光量子計（Li-190R, Li-cor 社）を用い
て水中光量を測定し，次式（1）により消散係数を求めた．

　Iz =I0 e-kz　　（1）

ここで，I0 は表層の光量，Iz は水深 z（m）での光量，k
は消散係数（m-1）であり，それぞれの池溏での代表値
として水深 0.1 m から 0.2 m の層における湖水の消散係
数を算出した．

2．4　植物種の根長
　ヒツジグサ，シズイ，ホソバタマミクリの根が池溏底
泥のどの程度の深さまで展開しているかを明らかにする
ため，植物体を池溏底泥ごと掘り取り，個体の最大根長
を計測した．シズイの計測は KA1-12 において，ホソバ
タマミクリの計測は KA4-02 において岸際の底泥を掘り
取り計測した．ヒツジグサの採取は池溏環境の改変が大
きくなるため、KA1-12 で採取した個体に加え，KA1-12
の付近の KA1-13 で底泥の一部が浮き上がり，剥離した
状態で水面に浮上していた底泥上に生育する個体を計測
することとした．なお，掘り取った底泥は植物体の採取
後に池溏内へ埋め戻した．

3．結果

3．1　池溏内における水生植物分布
　シズイの優占する KA1-12 における水生植物の分布図
を図 4a に，ライン AB における植物被度を図 4b に示
した．池溏内で最も広く分布し優占するのは沈水状態で

図 4：シズイの優占する KA1-12 とホソバタマミクリの優占する KA4-02 における水生植物分布図とトランセクトラインにおける
植物被度．（a）KA1-12 の水生植物分布図，（b）KA1-12 のライン AB における植物被度，（c）KA4-02 の水生植物分布図，（d）
KA4-02 のライン CD における植物被度，（e）KA4-02 のライン EF における植物被度 .
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生育しているシズイであり，次いで広く分布するのは全
周の岸寄りに浮葉を展開しているヒツジグサであった．
他にはオゼコウホネ，フトヒルムシロ（Potamogeton 
fryeri A. Benn.）が限られた場所にのみ生育していた．
　岸寄りのヒツジグサは浮葉を展開し沈水葉の被度も大
きいが，中央に向かって沈水葉のみで生育している個体
が点在するようになる（図 5a, 5b）．このため，水面上
に見える浮葉の分布範囲よりヒツジグサの分布は中央方
向に広がっており，ライン AB での生育下限深度は
110–118 cm であった（図 4b）．ライン AB でシズイの
分布する下限深度は 110 cm でありヒツジグサとほぼ同
じであったが，シズイは岸寄りだけでなく中央部まで被
度階級 2-4 と密な状態で生育していた．池溏中央部には
シズイやヒツジグサの分布の見られない無植生域が広
がっているが，シズイが生育する下限深度は北側では水
深 125 cm 程度であるのに対して，南側では水深 100 
cm 前後とやや浅くなっていた（図 4a）．
　ホソバタマミクリの優占する KA4-02 における水生植
物の分布図を図 4c に，ライン CD，ライン EF におけ
る植物被度を図 4d, 4e に示した．KA4-02 ではホソバタ
マミクリ以外には，限られた場所にミヤマホタルイが生
育していた．KA4-02 の湖底はライン EF の湖底断面図

（図 4e）に見られるように，水深 20 cm 以浅，水深 50 
cm 前後，水深 100 cm 以深の 3 段に分かれるやや複雑

な形状をしていた．湖底が不連続となっている様子は，
ライン CD の D 地点付近で撮影した図 5c, ライン EF の
E 地点付近で撮影した図 5d からも確認できる．ホソバ
タマミクリは最上段には分布せず，2 段目と 3 段目の境
にあって水深変化の著しい部分の湖底と，3 段目の湖底
の最深部付近でも分布が見られなかった（図 4c）．ホソ
バタマミクリの生育下限深度の平均±標準偏差は 138 ±
3 cm（n=4）であった．
　ヒツジグサの優占する KA4-05 に設定したトランセク
トライン GH およびライン IJ における水生植物の分布
とヒツジクサの浮葉被度を図 6 に示した．ライン GH の
湖底は水深 70 cm 未満の 3 つの浅部によって区切られ
た 4 つの湖底に分かれており，ヒツジグサはこの 4 つの
湖底のそれぞれ最深部を中心に分布し，またその浮葉は
被度階級 3-5 と密な状態で展開していた（図 5e, 図 6a）．
このライン GH ではシズイが沈水状態で生育していた
が，いずれも水深 70 cm 未満の浅部に限定して出現し，
ヒツジグサとの混生は見られなかった（図 5f）．
　ライン IJ の中央部には幅 5 m の島があり，湖底はこ
の島により 2 つに分かれている（図 6b）．ヒツジグサは
東（J 地点）側では最深部を中心に，浮葉の被度は被度
階級 5 と密な状態で分布していたが，西（I 地点）側で
は中央部（水平距離 4.0-7.5 m）にはヒツジクサの植生
が見られない湖底があり，岸寄りと島寄りにヒツジグサ

図 5：池溏における水生植物の生育状況．（a）KA1-12 の A 地点付近の湖岸（2018 年 8 月 27 日撮影）,（b）同地点の水中写真．
沈水葉のみで生育しているヒツジグサはシズイにより被陰されている．（c）KA4-02 の D 地点付近の湖岸（2019 年 9 月 19 日撮影）．
湖岸側に 2 段目の湖底と中央側にホソバタマミクリが分布する 3 段目の湖底が見える．（d）E 地点付近の 2 段目の湖底上に分布
するホソバタマミクリ．（e）KA4-05 のライン GH の水平距離 26 m 付近．（f）ライン GH の水平距離 14 m 付近．ヒツジグサと
シズイは明瞭に分かれて分布した．
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の分布は分かれていた．ライン IJ ではシズイの生育は
見られなかった．
　KA1-04 の C7 と C8 には沈水状態でシズイが分布して
おり，その中には沈水葉のみで生育するヒツジグサがま
ばらに分布していた．シズイが分布する最大水深の平均
±標準偏差は 221 ± 4 cm（n=6）であり，沈水葉のみ
で生育しているヒツジグサの最大水深は 222 ± 9 cm

（n=6）と，両種の生育している下限深度に差は見られ
なかった．浮葉を有するヒツジグサが分布する下限深度
は 181 ± 46 cm（n=6）と沈水葉のみで生育している個
体のそれよりもやや浅くなっていた．

3．2　底泥環境の分析
　シズイの優占する KA1-12，ホソバタマミクリの優占
する KA4-02，および池溏内にヒツジグサとシズイの分
布する KA1-04 において採取した底泥コアサンプルの分
析結果（未分解泥炭の出現深度，繊維含量，灰分量およ
び全リン量）を表 1 に示す．

　KA1-12 では岸寄りの C1 および C2 で未分解泥炭は湖
底表層から 7-12 cm と浅い位置から出現し，底泥 0-10 
cm 層の繊維含量は 39.1-44.1% の大きな値を示した．シ
ズイの生育が見られない湖底にある C3 では，未分解泥
炭は湖底表層から 28 cm と深い位置から出現している
が，底泥 0-10 cm 層の繊維含量は 38.6% と C2 とほぼ同
じ値であった．灰分量と全リン量はどちらも岸寄りの
C1 から中央部の C3 に向かって増加する傾向にあった．
　KA4-02 では岸寄りの 2 段目の湖底にある C4 におい
て未分解泥炭の出現深度は 9 cm と浅く，底泥 0-10 cm
層の繊維含量は 42.8% と高い値を示した．しかし C4，
C5，C6 と岸から中央部に向かって底泥環境の連続した
変化は認められず，3 段目の湖底の C5 では 44 cm 以上
の深い位置から未分解泥炭が出現し，底泥 0-10 cm 層の
繊維量も 19.1% と低い値だったが，同じ 3 段目にあって
ホソバタマミクリの見られない C6 では，未分解泥炭は
34 cm 以上の深い位置から出現するものの，底泥 0-10 
cm 層の繊維含量は 32.0％とやや高い値となっていた．

図 6：ヒツジグサの優占する KA4-05 のトランセクトラインにおける水生植物分布と未分解泥炭の推定出現深度．（a）ライン
GH，（b）ライン IJ. 黒色の横棒はヒツジグサの分布範囲，白色の横棒はシズイの分布範囲を示す．
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底泥 0-10 cm 層の灰分量は C4，C5，C6 の順に高くなっ
ていたが，全リン量は C4，C5，C6 共に近い値であった．
KA4-05 を横断するライン GH とライン IJ において、素
手でポールを貫入することにより推定した未分解泥炭の
出現深度を湖底断面図中に破線で示した（図 6a，6b）．
また，それぞれのラインでヒツジグサが分布する地点，
分布の見られない地点，およびシズイが分布する地点の
平均水深と未分解泥炭の出現深度から推定される池溏堆
積物の平均堆積厚を表 2 に示した．なお，ライン GH の
東（G 地点）側の岸際の 3 地点，ライン IJ の東（J 地点）
の岸際の 1 地点では，ポールを貫入させた際の手ごたえ
が連続的に変化したため，未分解泥炭層の出現深度を明
確には捉えられなかったことから，この表 2 の平均値の
算出ではこれらの地点の数値を除外している．
　ライン GH においてヒツジグサが分布する地点の水深
の平均±標準偏差は 110 ± 21 cm（n=22）であり，ヒ
ツジグサが分布しない地点の水深 87 ± 18 cm（n=19）
よりも深い湖底にヒツジグサは分布していた（t 検定 , p 
< 0.001）．このヒツジグサの分布の見られる地点の池溏
堆積物の堆積厚の平均±標準偏差は 42 ± 16 cm（n=22），
分布の見られない地点では 15 ± 5 cm（n=19）であり，
ヒツジグサは明らかに池溏堆積物が厚く堆積した湖底に
分布していた（t 検定 , p < 0.001）．一方，シズイの分布
する湖底の水深は浅く，池溏堆積物の堆積厚も 14 ± 7 
cm（n=5）と薄い状態だった．
　ライン IJ ではヒツジグサのみが分布しているが、そ
の分布地点の水深の平均±標準偏差は 106 ± 15 cm

（n=18），分布しない地点の水深は 104 ± 17 cm（n=4）
と両地点に差はみられなかったが（t 検定 , p > 0.05），
堆積厚はヒツジグサが分布する湖底で 31 ± 8 cm（同，

n=18），分布しない湖底で 21 ± 9 cm（同，n=4）とヒ
ツジグサの分布する湖底において池溏堆積物は有意に厚
く堆積していた（t 検定 , p < 0.05）.
　KA1-04 の岸寄りの C7 では未分解泥炭の出現深度は
浅く，底泥 0-10 cm 層の繊維含量は大きな値だった（表
1）．一方，中央部の C8 では未分解泥炭の出現深度は深く，
繊維含量は 5.0% と最も低い値を示し，分解の進んだ池
溏堆積物が堆積していた．C7 と C8 ともに全リン量は大
きく，C8 の表層 0-10 cm 層では 1.11 mgP g-1 と測定地点
の中で特に高い値を示した．なお，この C8 を除いた C1
から C7 までの底泥表層 0-10 cm 層の灰分量と全リン量
の間には有意な正の相関関係が認められた（Spearman
の順位相関係数の無相関検定 , p < 0.05）．

3．3　池溏の光環境
　水生植物の分布調査時およびコアサンプルの採取時に
測定された水中光量から算出した各池溏の消散係数と，
その消散係数から計算される池溏の最深部における相対
照度を表 3 に示す．KA1-12 では最深部でも 28% の相対
照度があった．8 月と 9 月に計測した KA4-02，KA4-
05，KA1-04 の消散係数は，いずれも 8 月の消散係数の
ほうが高かった．この8月でもKA4-02の最深部では7％，
KA4-05 の最深部では 23％の相対照度であった．水深が
深い KA1-04 では 8 月の最深部の相対照度は 3％に低下
したが，9 月には 12％の相対照度であった．

3．4　植物種の根長
　ヒツジグサ，シズイ，ホソバタマミクリの最大根長を
表 4 に示した．ヒツジグサの最大根長の平均±標準偏差
は 30.5 ± 3.9 cm（n=6）と長いが，シズイの最大根長

表 1：底泥コアサンプルの採取地点の諸元と分析結果

岸からの
距離

水深
未分解泥
炭の出現
深度

0-10 cm 10-20 cm 0-10 cm 10-20 cm 0-10 cm 10-20 cm

池溏
サンプリン
グ地点

(m) (cm) (cm) (%) (%) (%) (%) (mgP g-1) (mgP g-1)

KA1-12 C 1 0.3 104 7 44.1 39.1 48.4 37.1 0.4 0.3
C 2 2.7 119 12 39.1 46.6 56.5 45.0 0.6 0.4
C 3 5.4 120 28 38.6 30.1 59.2 62.1 0.7 0.5

KA4-02 C 4* 0.3 84 9 42.8 64.6 58.6 26.9 0.7 0.6
C 5 2.8 135 > 44 19.1 15.1 65.1 65.9 0.6 0.7
C 6 5.4 144 > 34 32.0 34.0 67.8 65.0 0.7 0.7

KA1-04 C 7 - 95 12 35.8 - 57.8 - 0.7 -
C 8 - 230 > 34 5.0 17.7 51.2 73.1 1.1 0.7

有機物量に占める
繊維含量

灰分量 全リン量

*C4 のコアサンプルの採取長は 20 cm に満たず，10-15 cm の分析値を示した．
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は 5.7 ± 0.8 cm（n=6），ホソバタマミクリは 8.1 ± 2.6 
cm（n=12）と明らかに短かった．

4．考察

　永坂ほか（2021）は，2017 年に上田代で実施した 40
池溏を対象とする水生植物調査で，シズイは 9 池溏に分
布していたことを確認している．シズイは全国の貧栄養
の湖沼や溜池の浅水域に産するが（角野，2014； 鈴木
ほか，2016； 樋口，2018），塊茎で容易に増殖すること
から寒冷地域の水田では難防除雑草として扱われている

（住吉ほか，1997；上野ほか，2019）．尾瀬ヶ原の植物相
については，Hara and Mizushima（1954），黒沢（2007），
吉井ほか（2008）などによる植物目録があるが，シズイ
は尾瀬ヶ原湿原から離れた会津駒ケ岳で記録されている
のみである（黒沢，2007）．上田代の植生調査を実施し

た鈴木ほか（2010）は，ある程度の被度で湖底に生育し
ていた沈水植物としてヒメミズニラ（Isoetes asiatica

（Makino）Makino）を記録しているがシズイはなく，
過去の記録においてはホソバタマミクリやミヤマホタル
イなどと混同されてきたものと考えられている（大森ほ
か，2022）．上田代においては，近年急速にヒツジグサ
の分布が拡大したことが確認されているが（金井，
1999, 2002），シズイの分布の増減については不明であ
る．
　シズイは KA1-12 の湖底に広く分布していたが，最深
部となる中央付近の水深 100-125 cm 以深で分布の欠損
域を生じていた．シズイは抽水状態で生育する植物であ
り，深い湖底で生育することに何らかの生理的制限が生
じている可能性もあるが，KA1-04 で測定されたシズイ
の生育下限深度の平均±標準偏差が 221 ± 4 cm であっ
たことを考えると，KA1-12 の中央付近のシズイの欠損

表 2：KA4-05 のトランセクトラインにおいて推定された池溏堆積物の堆積厚

水深 池溏堆積物の堆積厚

ライン 湖底の植物分布 平均± 標準偏差 (cm) 平均± 標準偏差 (cm) 地点数

ヒツジグサ分布有 110±21 42±16 22

ヒツジグサ分布無 87±18 15±5 19

（うちシズイ分布有） (69±6) (14±7) (5)

ヒツジグサ分布有 106±15 31±8 18

ヒツジグサ分布無 104±17 21±9 4

GH

IJ

ライン GH の水深，堆積厚はヒツジクサの有無で有意に異なる（t 検定，p < 0.001）．ライン IJ では堆
積厚のみ有意に異なる（t 検定 , p <0.05）

表 3：各池溏における消散係数と最深部における相対照度．
消散係数 池溏の最深部水深 最深部での相対照度

池溏 年月日 (m-1) (cm) (%)
KA1-12 2018年8月28日 1.00 128 28
KA4-02 2019年8月16日 1.83 146 7

2019年9月19日 0.41 146 55
KA4-05 2019年8月15日 1.02 144 23

2019年9月20日 0.92 144 27
KA1-04 2019年8月16日 1.51 233 3

2019年9月20日 0.91 233 12

表 4：ヒツジグサ，シズイ，ホソバタマミクリの最大根長と葉柄および葉身長．
最大根長 浮葉葉柄・葉身長*

平均±標準偏差 （cm) 平均±標準偏差 ( cm) 浮葉数 沈水葉数 計測数

ヒツジグサ 30.5±3.9 47.8±31.7 7.6±2.4 8.0±3.0 6

シズイ 5.7±0.8 18.7±3.6 - - 6

ホソバタマミクリ 8.1±2.6 28.3±27.1 - - 12

* ヒツジグサは浮葉の葉柄，シズイとホソバタマミクリは葉身を測定した .
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を水深のみで説明することは難しい．
　止水域に生育する水生植物にとって，水深に伴って減
衰する水中光量と風波の撹乱に伴って生じる底質の環境
傾度はその主要な分布規定要因となる（Spence, 1982; 
Keddy, 2010）．中田代の池溏の溶存有機物量と水中光量
の減衰の関係を調査した野原ほか（1999）は，調査対象
の池溏の 7 割で水深 1 m の相対照度が 1% 以下に減衰し
ており，そうした池溏では浮葉植物の実生や沈水葉だけ
で生育している植物への強い生長制限要因となることを
指摘している．しかしKA1-12では8月の消散係数は1.00 
m-1 と低い値を示し，水深 128 cm の湖底最深部でも相
対照度は 28% と水中光量が十分にあることから（表 3），
中央付近でシズイの分布の欠損が生じた原因を水中光量
の不足から説明することはできない．
　永坂ほか（2021）は，上田代の池溏においてヒツジグ
サの浮葉や沈水葉の被度が小さく，その生育が制限され
た状態の岸寄りの湖底では，未分解泥炭は底泥表面から
5 cm の浅い位置から出現し，底泥 0-10 cm 層の繊維含
量は 40% を超えた高い値であり分解度は低かったこと，
その一方で浮葉や沈水葉が高い被度で繁茂している池溏
の湖底では未分解泥炭は 25 cm よりも深い位置から出
現し，池溏堆積物は厚く堆積しておりその繊維含量は
23-34% と分解の進んだ状態にあったことを確認してい
る．KA1-12 では岸寄りの C1 から C2 にかけて未分解泥
炭は底泥の浅い位置から出現し，その上の底泥 0-10 cm
層の繊維含量は 40% 程度と分解が進んでおらず（表 1），
これらの湖底に生育するヒツジグサは池溏堆積物の分解
度に関連して生育が制限されているものと考えられる．
また中央部の C3 では未分解泥炭は 28 cm と深い位置か
ら出現したが，その上の底泥 0-10 cm 層の繊維含量も
38.6% と C2 と同程度の値であり，そのヒツジグサの生
育もやはり池溏堆積物の分解度に関連して制限されてい
る可能性が考えられた．
　一方，シズイは KA1-12 の湖底において被度階級 2-4
と密な状態で生育しており，池溏堆積物の分解度に関連
した生育制限は認められなかった（図 4a, 4b）．しかし
南側の湖底では水深 100 cm 程度と北側よりも浅い湖底
で分布の欠損が生じている．この地点は湖心に向かって
張り出した湖岸の延長上に位置しており，底泥の浅い位
置に未分解泥炭が存在する可能性がある．近年は泥炭湿
原を地中レーダーで探査することで詳細な地下構造を把
握することも可能となっている（Comas et al., 2005; 
Christoher et al., 2009）．今後，この湖底からコアサン
プルを採取分析することや新たな手法を適用すること
で，この欠損が池溏堆積物の分解度に関連するものか明

らかとなると考えられた．
　ホソバタマミクリの池溏内分布を確認した KA4-02 で
は，池溏湖底の最上段，2 段目から 3 段目の途中，3 段
目の最深部において本種の分布は欠損していた（図 4c, 
4d）．KA4-02 における 8 月の消散係数は 1.83 m-1 とやや
大きかったが，それでも水深 146 cm の最深部では 7%
の相対照度があり（表 3），最深部の欠損を水中光量の
不足から説明することは難しい．
　上田代のいくつかの池溏では底泥の一部が浮き上が
り，剥離した状態で水面に浮上しているのを調査中に確
認しており（例えばヒツジグサの個体を採集した KA1-
13），KA4-02 の不連続な湖底形状も底泥の浮き上がり
によって形成された可能性が考えられる．岸寄りの C4
はホソバタマミクリの見られない 2 段目の湖底面にあ
り，そこでの未分解泥炭の出現深度は浅く，底泥 0-10 
cm 層の繊維含量は 42.8% と高かった（表 1）．また 3 段
目の湖底面でホソバタマミクリの生育が見られた C5 で
は 44 cm 以上の深い位置から未分解泥炭は出現し，底
泥 0-10 cm 層の繊維含量は 19.1% と低い値を示したが，
同じ 3 段目にあって分布の欠損する C6 では未分解泥炭
は 34 cm 以上の深い位置から出現するものの，底泥
0-10 cm 層の繊維含量は 32% とやや高い値を示してお
り，ホソバタマミクリの池溏内分布は池溏堆積物の分解
度に規定されている可能性が示唆された．
　ヒツジグサとシズイが生育する KA4-05 のライン GH
の湖底は，水深 70 cm 未満の 3 つの浅部によって湖底
が分かれているが（図 6a），これは元々は独立した 4 つ
の池溏が融合することで形成されてきたことを示唆して
いる．ヒツジグサはこの湖底の浅部を避けて 4 つの湖底
の深部を中心に分布しており，水深に応じて分布が規定
されているように見えるが（表 2），同時にそれぞれの
湖底における池溏堆積物の堆積厚（t 検定，p < 0.001）
によっても分布は規定されていた．また，ライン IJ で
はヒツジグサの分布は水深では説明されず（t 検定，p 
> 0.05），池溏堆積物の堆積厚（t 検定，p < 0.05）によっ
て説明された．
　植物が長く太い根を持つことは水分や栄養塩吸収にお
いて有利に働く（de Kroon and Visser，2008）．池溏に
生育するヒツジグサは，シズイやホソバタマミクリより
明らかに長い 30 cm を超える根を持ち（表 4），その太
い根は現存量も大きく高い通気能を有している（Kunii 
and Aramaki, 1992; 加藤・土谷，1999）．池溏堆積物が
厚く堆積した湖底では栄養塩類の吸収においてシズイや
ホソバタマミクリよりも有利な形質と考えられる．シズ
イはライン GH の浅部にのみ分布がみられたが，池溏堆
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積物が厚く堆積する湖底ではヒツジグサが高い被度で生
育しているため（図 6a），シズイは被陰によって生育で
きず，ヒツジグサの生育の見られない堆積厚の薄い湖底
に分布していると考えられた（図 5f）．大森（2014）は，
尾瀬ヶ原において減少の続くオゼコウホネがヒツジグサ
と同じ池溏内で生育できるかは，池溏内に入り江や異な
る水深など不均質な空間が必要と指摘しているが，底泥
の堆積厚の違いが両種のすみ分けをもたらしていた可能
性が考えられる．
　ヒツジグサが池溏内において繁茂できるかは，KA4-
05 の結果から湖底に分解の進んだ堆積物が厚く堆積し
ているか否かが重要な要因として働いており，ホソバタ
マミクリの分布に関しても KA4-02 の結果から池溏堆積
物の堆積状況とその分解度が影響している可能性が示唆
された．しかしシズイについては，その分布が池溏堆積
物の堆積状況などに規定されているか明らかにすること
はできなかった．泥炭は分解が進むことで窒素やリンの
無機化が進み，各種の栄養塩の保持量は大きくなる（近
藤 , 1979; Rydin and Jeglum 2013）．栗田・峰村（2002）
はヒツジグサやホソバタマミクリの分布や生育量の規定
要因として底泥の肥沃度に着目し，ヒツジグサの見られ
る池溏の底泥間隙水中の硝酸態窒素やリン酸態リン量が
高い傾向にあったことを報告している．永坂ら（2021）
はヒツジグサが繁茂する池溏の底泥 0-10 cm 層の全リン
量が大きく，またその全リン量は灰分量と高い正の相関
を示すことから，それらは洪水時に運搬された無機粒子

（阪口・相馬，1999）に由来している可能性を指摘した．
本研究においても全リン量が特に高かった C8 地点を除
いた，C1-C7 の底泥 0-10 cm 層の灰分量と全リン量は有
意な正の相関を示し，洪水運搬粒子が池溏へのリン供給
に関与している可能性が示唆されたが，KA1-12 におけ
るヒツジグサやシズイの分布状況，KA4-02 におけるホ
ソバタマミクリの分布状況と全リン量の間には直接的な
関係は見いだせなかった．
　本研究の結果は，池溏内で池溏堆積物の堆積厚が複雑
に異なっており，それは池溏の成因やその後の発達と深
く関連していることを示唆している．近年，尾瀬ヶ原で
は夏期や冬期の降水量いずれにおいても増加傾向が見ら
れ（西村・吉弘，2008； 野原ほか，2021），川沿い位置
する湿原を覆う融雪時期の洪水や，夏季や秋季の大雨で
の洪水（吉井ほか，2014; 野原ほか，2021）が報告され
ている．貧栄養湿地へ流入する窒素やリンは，植物遺骸
や泥炭の分解を促進する（DeBusk and Reddy, 1998, 
2005; Bayley et al., 2005）．栗田・峰村（2008）は池溏
の植物プランクトン，付着藻類，水生植物の現存量の比

較から，池溏内の一次生産への寄与は水生植物が最も大
きいことを推測している．池溏堆積物がどのように生成
堆積し，分解過程を通じて肥沃化（栄養塩供給力が増大）
してゆくのかを明らかにすることは，尾瀬ヶ原湿原の池
溏生態系の理解と今後の池溏の生物相の保全において明
らかにすべき重要な研究課題の一つと考えられた．
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尾瀬地域における衛星リモートセンシングによる植生
モニタリング手法の検討

平山　英毅 1），富田　瑞樹 1），原　慶太郎 1）

2021 年 9 月 30 日受付，2021 年 10 月 29 日受理

　衛星リモートセンシングによる，尾瀬地域の生態系の広域かつ長期に亘るモニタリングに資する植
生図作成手法について検討した．尾瀬地域は年間を通して雲や雪氷に覆われるため，解析に利用可能
な衛星データの数が限られる．本研究では，高時間分解能を有する Sentinel-2 衛星による 2016 年 1 月
から 2019 年 11 月に亘るデータから，計 12 枚となる月毎のモザイク画像を整備した．まず，急傾斜
地で影の影響が大きいためにそれを除去するモザイク処理手法を確立した．整備したモザイク画像を
用いて機械学習のランダムフォレストにより，相観に基づく 9 つのクラスに分類した．これらの処理
により精確な植生図を作成する手法を確立することができた（総合精度 = 0.93，カッパ係数 = 0.92）．

An examination of vegetation mapping techniques for Oze region using satellite 
remote sensing

Hidetake Hirayama1, Mizuki Tomita1, Keitarou Hara1

We examined a method of vegetation mapping for wide-scale and long-term monitoring of ecosystems in 
the Oze Region using satellite remote sensing. This area is often covered with clouds and snow throughout the 
year, therefore the number of satellite data available for analysis is limited. We prepared 12 monthly mosaic 
images from the Sentinel-2/MSI data from January 2016 to November 2019. First, we established a mosaic 
processing method to remove the influence of shadow on steep slopes. Using the mosaic images, we classified 
them into 9 physiognomic classes by random forest of machine learning. A method to produce an accurate 
vegetation map was established by these processes (Overall accuracy = 0.93, Kappa coefficient = 0.92).

キーワード：植生図，衛星リモートセンシング，モザイク処理，機械学習，Sentinel-2 
vegetation mapping, satellite remote sensing, mosaicking, machine learning, Sentinel-2
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1．はじめに

　尾瀬地域は，高層湿原である尾瀬ヶ原と，その周囲に
は燧ヶ岳や至仏山等の 2,000 m 級の山々からなる景観を
有し，学術的に貴重な動植物が生育・生息している（尾
瀬保護財団 , 2017）．2007 年には，尾瀬国立公園として
指定され，生態系や生物多様性の保護・保全が図られて
きたが，近年においては，ニホンジカの侵入による植生
の撹乱や，気候変動に伴う集中豪雨が尾瀬の生態系・生
物多様性に及ぼす影響が懸念されている（鈴木・蛭間 , 
2017）．このような背景から，2017 年には 4 次尾瀬総合
学術調査が開始された（尾瀬保護財団 , 2017; 尾瀬国立

343-352
343doi: 10.14943/lowtemsci. 80.

低温科学 80　（2022）



公園協議会 , 2017）．尾瀬地域の適正な生態系管理のた
めには，その主要構成要素である植生の分布を把握する
ことが肝要であることから，調査課題の一つには，広域
かつ長期に亘る植生モニタリングシステムの構築があげ
られた（鈴木・蛭間 , 2017）．
　広域かつ長期に亘る植生の把握には，衛星リモートセ
ンシング技術を用いたモニタリング手法がきわめて有効
である（Xie et al., 2008; Adam et al., 2010）．さらに，
近年では，AI（Artificial Intelligence：人工知能）技術
の一つである機械学習手法を用いた土地被覆分類手法に
関 す る 研 究 が 進 め ら れ て い る（Sharma et al., 2017; 
Hirayama et al., 2018; Boudewijn et al., 2020; Ramezan 
et al., 2021）．特に，機械学習手法のひとつであるラン
ダムフォレスト（Breiman, 2001）を解析に用いることで，
高精度な分類処理が可能になることが多くの研究で示さ
れている（Zhu, 2013; Zhou, 2018; Mishra et al., 2021）．
一方，年間を通して雲や雪氷に覆われることが多い地域
では，地表面の情報を一度の観測により得ることが困難
である．これまでに，筆者らは，Landsat-8/OLI データ
を整備することで，特定の観測年に対する 1 枚のモザイ
ク画像を作成する手法を提案するとともに，ランダム
フォレストを解析に用いることで相観に基づく 8 クラス

（広葉樹林，針葉樹林，湿原低木，湿原草地，低木・草地，
水域，市街地，裸地）が高い精度で分類できることを示
してきた（平山ほか， 2018）．一方で，植生図の高度化
に向けた課題としては，（1）これまでのモザイク手法で
は濃い雲の影が残るため，手法の改良が必要であること，

（2） 前報における 8 クラスに加えて落葉や常緑の分類を
行うには，年毎ではなく高頻度のモザイク画像を作成す
る必要があること，加えて，（3）衛星リモートセンシン

グデータの分類に機械学習手法を用いるためには，衛星
データの整備のみならず，教師データの効率的な整備方
法（Inglada et al., 2017）が必要であることを指摘した．
　本稿では，これらの課題を解消するために，衛星デー
タと機械学習手法を用いた植生図（以下，衛星植生現況
図）の作成手法を検討した結果を報告する．具体的には，
衛星植生現況図を作成するために，Landsat-8/OLI デー
タよりも高い空間分解能と時間分解能を有している
Sentinel-2/MSI デ ー タ を 解 析 に 用 い た． 収 集 し た
Sentinel-2/MSI データから被雲率が高いシーンと欠損
データを除くと，2016 年 1 月から 2019 年 11 月の間で
286 シーンのデータを解析に供することができた．それ
らの 286 シーンを用いて 12 枚の月毎のモザイク画像を
整備し，ランダムフォレストにより衛星データを解析す
ることで，分類クラス数を増やしつつ，高い分類精度を
持つ衛星植生現況図を作成した．この過程で雲・雪氷お
よび影を除去するためのモザイク手法を確立した．

２．データと方法

2．1　解析対象範囲
　尾瀬国立公園およびその周辺（尾瀬地域）を解析対象
とした（図 1）．尾瀬地域の森林帯には，落葉広葉樹林
であるブナ林と常緑針葉樹林であるオオシラビソ林が広
く 分 布 し て い る（ 前 田・ 宮 川，1976; 濱 尾・ 大 沢， 
1984）．また，尾瀬国立公園の周辺には，落葉針葉樹林
であるカラマツ人工林がみられる．加えて，湿原には日
本最大級の高層湿原である尾瀬ヶ原のほかに，周辺の山
岳の緩斜面には湿原が多数点在する．

2．2　衛星データの収集
　Sentinel-2/MSI および Sentinel-1/C-SAR により観測
された画像を収集・整備し，解析に用いた．Sentinel-2/
MSI は欧州宇宙機関（ESA）により運用されている陸
域観測を主目的とした光学衛星であり，現在は 2 機（2A，
2B）の人工衛星によって全球上の任意の地点を 5 日に
一度の頻度で，地表面の反射光や放射光を 13 の帯域で
観測することが可能である（表 1）．Sentinel-1/C-SAR は，
合成開口レーダーからマイクロ波を発射し，地表面から
反射されるマイクロ波の後方散乱強度を測定する．本研
究では，植生の季節変化を収集するため，高い時間分解
能 を 有 す る Sentinel-2/MSI 画 像， お よ び Sentinel-1/
C-SAR を 用 い た． 衛 星 画 像 は，Copernicus Open 
Access Hub（https://scihub.copernicus.eu/）から収集
した．Sentinel-2 画像によって 2016 年 1 月から 2019 年

図 1： 解析対象範囲．背景図は Sentinel-2/MSI による 6 月の
合成データ．図中の赤枠は尾瀬国立公園の境界を表す
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11 月の間に観測された 640 シーンを収集し，Level2A
プロダクトに変換した．画像の被雲状態と欠損を考慮し，
286 シーンを解析に用いた．Sentinel-1 画像によって
2018 年 5 月から 8 月に観測されたシーンから，月毎に 1
シーンずつを解析に用いた．なお，Sentinel-2/MSI およ
び Sentinel-1/C-SAR データの空間分解能を 10 m に統一
するために，Sentinel-2/MSI のバンド 2 を基準にした最
近傍法によるリサンプリングを実施した．

2．3　月毎のモザイク画像の作成
　モザイク処理の前処理として，収集した衛星データに
対して，ESA（2018）に示されるシーン分類アルゴリ
ズムを適用し，各画素が雲や雪氷と区分されるかを示す
図（品質評価画像）を作成した．本研究では，この品質
評価画像をシーンごとに作成することで，雲や雪氷であ
る可能性が高い画素を特定し，該当する画素を除去した．
加えて，濃い影に覆われた領域の多くが，青色波長の反
射率が 0.015 以下であったため，これらの領域を影領域
とみなし一律に除去した．
　雲や積雪，濃い影を除去した各シーンを観測月毎に重
ね合わせることで観測月毎のモザイク処理を実施した．
この際，各画素の代表値の決定には，月内における青色
波長帯が最小値を取る画素値を代表値とする方法である
最小青チャンネル法（竹内・安岡，2004a） を適用した．
衛星上で観測された画素値には，太陽光が大気を通過す
る際のレイリー散乱によって見かけ上の反射率が増大す
る影響が含まれている．このレイリー散乱の影響を受け
やすい波長帯は青色であることが竹内ほか（2004a）に

よって確認されており，また，青色が最小値をとるとき，
その画素におけるレイリー散乱の影響は最も小さいと考
えられているため，最小青チャンネル法をモザイク処理
に適用した．
　これらのモザイク処理手法によって，2016 年 1 月か
ら 2019 年 11 月に亘る Sentinel-2/MSI データを元に 12
枚の月毎のモザイク画像を作成した．

2．4　植生クラスの分類処理

2．4．1　機械学習による教師付き分類処理
　機械学習手法の一つであるランダムフォレスト

（Breiman, 2001）を用いて植生クラスの分類処理を実施
した．機械学習に供する特徴量として，月毎のモザイク
画像からバンド 9 を除く反射率（12 バンド）と，反射
率から算出した 12 個の指数（表 2）を月ごとに整備し，
解 析 に 用 い た． ま た，Sentine2/MSI と Sentinel-1/
C-SAR を組み合わせることで，植生図上に発生するご
ま塩上の誤分類の分布が小さくなる効果が期待できる

（Liu et al., 2019）．このことから Sentinel-1/C-SAR によ
る観測データとして，5 月から 8 月の 4 ヵ月分の VH 偏
波および VV 偏波を用いることで，計 296 個の特徴量を
植生分類に供した．

2．4．2　教師データおよび検証データ
　分類に用いるクラスは，環境省による統一凡例区分と
尾瀬ヶ原の現地調査（2017 年 9 月 4 日から 6 日，2018
年 9 月 2 から 4 日）から，9 つのクラス（落葉広葉樹林，
常緑針葉樹林，落葉針葉樹林，湿性草地 1（ツルコケモ
モ−ミズゴケクラス），湿性草地 2（ヌマガヤオーダー，
ヨシクラス），低木・草地，水域，構造物，裸地）とし
た（表 3）．
　教師データおよび検証データの整備のために，環境省
1/25,000 植生図（2009 年から 2011 年の調査；以下，環
境省植生図）から 10,000 ポイントを無作為抽出し，同
一画素内に発生したポイントを除く 9,963 ポイントを作
成した．無作為抽出によって得られる各クラスのポイン
ト数は，対象地内における各クラスの面積に依存して大
きく異なった（表 3）．クラスごとの教師データの出現
割合が不均衡である場合，ランダムフォレストが出現数
の少ないクラスを無視して解析してしまう既知の問題が
あ る（Japkowi and Shaju，2002; Visa and Ralescu， 
2005）．本研究では，教師データの不均衡問題に対して，
合 成 マ イ ノ リ テ ィ・ オ ー バ ー サ ン プ リ ン グ 技 法

（Synthetic minority over-sampling technique : 

表 1： Sentinel-2/MSI（2A,2B）が有するバンド（ESA 2021）

バンド 中心波長 (nm) 空間分解能 

（m） No. 名称 2A 2B 

1 Coastal aerosol 442.7

2 Blue 492.4

3 Green 559.8

4 Red 664.6

5 RedEdge 1 704.1

6 RedEdge 2 740.5

7 RedEdge 3 782.8

8 NIR 832.8

8A Narrow NIR 864.7

9 Water vapour 945.1

10 SWIR – Cirrus 1373.5

11 SWIR1 1613.7

12 SWIR2 2202.4

442.3 60

10492.1

10559.0

10665.0

20703.8

20739.1

20779.7

10833.0

20864.0

60943.2

601376.9

201610.4

202185.7
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表 2： 植生分類に供した指数．RENDVI は RedEdge 1,2, 3 の各バンドをそれぞれ組み入れた 3 つの指数を算出した

指数 式 参考文献 
正規化植生指数 

Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI) 

 
Rouse et al., 
（1974）

拡張植生指数 
Enhanced Vegetation Index (EVI) 2.5 Huete et al., 

（2002） 
レッドエッジ正規化植生指数 1 

Red Edge Normalized Difference Vegetation 
Index 1(RENDVI-1) 

 

Gitelson and 
Merzlyak 1994 

レッドエッジ正規化植生指数 2 
Red Edge Normalized Difference Vegetation 

Index 2(RENDVI-2) 
 

レッドエッジ正規化植生指数 3 
Red Edge Normalized Difference Vegetation 

Index 3(RENDVI-3) 
 

改良クロロフィル吸収率指数 
Modified Chlorophyll Absorption Ratio 

Index (MCARI)  

Daughtry et al., 
（2000） 

正規化水指数 
Normalized Difference Water Index (NDWI)  Mcfeeters 1996 

正規化湿潤指数 
Normalized Difference Moisture Index 

(NDMI) 
 Gao 1996 

正規化土壌指数 
Normalized Difference Soil Index 

(NDSI) 
 竹内・安岡 2004b

輝度指数 
Brightness Index 

(BI) 
 

Escadafal et al., 
（1989） 

土壌調整植生指数 
Soil Adjusted Vegetation Index 

(SAVI) 
 Huete 1988 

正規化都市化指数 
Normalized Difference Built-up Index 

(NDBI) 
 Zha et al., （2003） 
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表 3： 統一凡例区分に対する本研究で用いる植生クラスとグランドトゥルースデータの整備ポイント数

統一凡例区分 植生クラス ポイントの数 
無作為抽出 SMOTE

ウダイカンバ群落 

落葉広葉樹林 5013 1,000

ウラジロヨウラク－ミヤマナラ群団 
オオバクロモジ－ミズナラ群集 

ササ－ダケカンバ群落 
ジュウモンジシダ－サワグルミ群集 

シラカンバ群落 
ダケカンバ群落（ＩＩＩ） 
チシマザサ－ブナ群団 

ハルニレ群集 
ミヤマハンノキ群落 

ヤナギ高木群落（ＩＶ） 
ヤマハンノキ群落 

アカミノイヌツゲ－クロベ群集 

常緑針葉樹林 128 1,000
オオシラビソ群集 

マイヅルソウ－コメツガ群集 
シラビソ－オオシラビソ群集 
スギ・ヒノキ・サワラ植林 

カラマツ植林 ，カラマツ群集 落葉針葉樹林 3603 1,000
ツルコケモモ－ミズゴケクラス 湿性草地 1 81 1,000

ヌマガヤオーダー 
湿性草地 2 176 1,000

ヨシクラス 
コケモモ－ハイマツ群集 

低木・草地 876 1,000

コメバツガザクラ－ミネズオウ群集 
ササ群落（ＩＩ），ササ群落（Ｖ） 

ススキ群団（Ｖ） 
チシマザサ群落(ＩＩ)，チシマザサ群落(ＩＩＩ)

なだれ地自然低木群落 
蛇紋岩地植生(Ｉ) 

雪田草原 
伐採跡地群落(Ｖ) 

開放水域 水域 74 1,000
残存・植栽樹群をもった公園，墓地等

構造物 6 1,000市街地 
造成地 

自然裸地 裸地 6 1,000
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(a) (b)

図 2： 俯瞰図．（a）環境省 1/2.5 万植生図（9 クラス統合），（b） 衛星植生現況図．（a）に示す赤枠は図 3 の拡大図
で示す領域

(a) (b)

(c) (d)

図 3： 図 2 における赤枠範囲の拡大図．（a）環境省植生図（9 クラス統合），（b） 衛星植生現況図，（c）
Google Earth（2014 年 10 月 30 日撮影），（d）Sentinel-2/MSI（6 月モザイク画像）．（b）に示
す赤枠は植生クラスが変化したことを確認した範囲
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SMOTE）;（Chawla et al.，2002）を適用し，各クラス
が出現する割合を均一にした．最終的には，教師データ
としてクラス毎に 750 ポイント，検証データとして 250
ポイントを整備した．

3．結果

3．1　月毎のモザイク画像の整備
　雲と雪氷そして影の影響が除去された月毎のモザイク
画像を整備することができた．雲と雪氷の領域は，品質
評価画像では検出しきれなかった薄雲についても，最小
青チャンネル法をモザイク処理に採用したことで適切に
除去できていた．さらに，影の領域について，青色波長
の値に閾値を設定したことで，その大半を除去すること
ができた．整備したモザイク画像から地表面の大部分を
観測でき，展葉や紅葉・落葉等の植生の季節変化を的確
に捉えることができていた．

3．２　衛星植生現況図

　衛星植生現況図における植生クラスの分布パターン
は，同じ分類基準で統合した環境省植生図の分類クラス
の分布パターンと非常に類似していることが確認できた

（図 2-a, b）．また，図 2-a の白色の領域は，2017 年 9 月
時点では自然環境調査 Web-GIS（http://gis.biodic.go.jp/
webgis/index.html）にてデータ公開されていなかった
領域であるが，衛星植生現況図では公開済みの領域から
無作為抽出した教師データを整備することでクラスの分
布図を補完できた．さらに，拡大図（図 3）からは，

2009-2011 年の調査により整備された環境省植生図（図
3-a）と 2014 年 10 月 30 日に撮影された画像（図 3-b）
において落葉針葉樹林が分布していた領域の一部が，
2016 年以降の Sentinel-2/MSI データを用いたモザイク
画像（図 3-d）と衛星植生現況図（図 3-b）では低木・
草地や湿性草地 2 クラスに変化したことが示された．こ
の落葉針葉樹林クラスの分布は，環境省植生図における
統一凡例ではカラマツ植林に区分されていた領域であ
り，Sentinel-2/MSI の 2016 年以降のデータを用いたモ
ザイク画像（図 3-d）や，Google Earth が提供している
2015 年以降の空中写真から当該箇所の樹林が伐採等に
より除去され，裸地や草地に変化したことが確認できた．
　ランダムフォレストによる植生分類モデルの精度検証
の結果，非常に高い分類精度（総合精度 = 0.93，カッパ
係数 = 0.92）が示された．精度検証の結果（表 4），植
生クラス毎の分類精度として，落葉針葉樹林，湿性草地
1 および 2，水域，構造物，裸地の 6 クラスが特に高い
精度で分類された（精度 ≧ 0.96）．一方，落葉広樹林，
常緑針葉樹林，低木・草地の 3 つのクラスは，それぞれ
のクラス間における不一致が発生していた． 

4．考察

　 本 研 究 で 確 立 し た モ ザ イ ク 処 理 手 法 に よ っ て，
Sentinel-2/MSI データから月毎のモザイク画像を整備す
ることができた．整備した月毎のモザイク画像をランダ
ムフォレストによって解析することで，非常に高い分類
精度（総合精度 = 0.93，カッパ係数 = 0.92）を有する 9
つの分類クラスからなる植生分類モデルが構築できた

表 4： 植生分類モデルの精度検証表

衛星植生現況図

環
境
省
植
生
図
（
統
合
）
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（表 4）．そして，環境省植生図では 2017 年 9 月以前に
はデータが公開されていなかった領域を，衛星植生現況
図では補完することができていた（図 2-b）．

4．1　高精度な植生分類モデルが構築できた要因
　近年では，衛星データを用いた植生分類に深層学習や
機械学習処理を適用することによって高精度な分類モデ
ルが構築できるようになってきた（Sharma et al., 2017; 
Hirayama et al., 2018; Boudewijn et al., 2020; Ramezan 
et al., 2021）．一方で，深層学習や機械学習を用いて高
精度な分類モデルを構築するためには膨大な数の教師
データを整備する必要があることや （Chi et al., 2008; 
Abdi, 2020），整備した教師データにおけるクラス間の
データ数が不均一である場合には，分類精度が低下する
ことが報告されている（Prati et al., 2015; Waldner et al. 
, 2017）．さらに，既知の植生図を教師データとして用い
ることがあるが，植生図作成以降の景観変化によっては
誤った教師データとなることに留意した解析手法の検討
が必要である （Inglada et al., 2017）．以上のことからは，
衛星データを用いた植生分類において教師データの整備
は，最も重要な課題だと言える．
　本研究で作成した植生分類モデルの総合精度が 0.93
と非常に高かったことから，本研究の教師データの収集
方法と解析手法が適切であったと考えられた．また，最
も精度が低かった落葉広葉樹林クラスでも 0.79 の精度
があった．これは，本研究で確立した手法による月毎の
モザイク画像から季節情報が得られ，その季節情報をラ
ンダムフォレストによって適切に処理できたためだと考
えられた．教師データの整備手法に関しては，9 クラス
に統合した環境省植生図をもとに，調査地面積の総画素
である 11,982,419 画素に対して 0.01% 未満である 10,000
点を無作為し整備することで，相観に基づく 9 クラスに
的確な教師データを収集できることを明らかにした． 

4．2　植生クラスの変化抽出への利用可能性
　本対象地における環境省植生図は，2009-2011 年に亘
る調査によって作成された地図である．それに対して衛
星植生現況図は 2016 年から 2019 年の Sentinel-2/MSI
データを用いて作成された．それぞれの植生図における
クラスの分布を比較すると，常緑針葉樹林が分布してい
た領域が，低木・草地や湿性草地 2 クラスに変化した領
域が確認された（図 3-b）．当該領域について，それぞ
れの調査年代に近い空中写真（図 3-c）や衛星写真（図
3-d）を確認すると，この植生クラスの変化は，誤分類

ではなく，実際の変化を的確に表現できていることを確
認した．
　精度検証（表 4）において，環境省植生図と衛星植生
現況図とでは不一致の発生も確認された．衛星植生現況
図が最新の植生クラスの分布を表現できていた結果を踏
まえると，この不一致は，植生分類モデルの誤分類では
なく，植生変化を的確に検出できた可能性がある．つま
り，時間的経過などにより，真値とした既存植生図の一
部が誤りを含んでいる場合においても，本研究で確立し
た手法による分類モデルは，広域的な植生モニタリング
に有効であると考えられた．

5． まとめ

　尾瀬国立公園とその周辺域を対象とした衛星植生現況
図の作成において，本研究で確立した手法による月毎の
モザイク画像と多量な教師データをランダムフォレスト
によって解析することが有効であることが明らかとなっ
た．さらに，Sentinel-2/MSI データの高い時間分解能に
よって，月毎のモザイク画像を整備したことで，相観に
基づく 9 つのクラスから構成される衛星植生現況図を作
成することができた．本研究で確立した植生図の作成手
法によって，Sentinel-2 衛星による長期かつ継続的な観
測データを解析することで，的確な植生把握が可能にな
り，さらには長期的な植生モニタリングが可能になると
考えられた．
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1．昆虫類

　尾瀬の昆虫に関する調査は，朝比奈（1934）のカラカ
ネイトトンボ Nehalennia spciosa（Charpentier, 1840）
の報告や内田（1934）や高木（1936）の昆虫目録など
1930 年代からはじまっている．これ以降 1950 年代～
1980 年代にかけて尾瀬ヶ原におけるトンボ類やチョウ
類などの記録が散見され，トンボ類やチョウ類，コウチュ
ウ類などを中心に調べられてきた．
　まとまった調査としては，1950 年から 1952 年に第 1
次の総合学術調査が行われ，昆虫類ではハチ目 47 種（う
ち 30 種は種未確定），コウチュウ目（食肉亜目 57 種，

多食亜目 310 種，水生甲虫類 34 種），アミメカゲロウ目
7 種，カメムシ目 131 種，トンボ目 35 種，カワゲラ目 7
種，トビケラ目 6 種，バッタ目 31 種，トビムシ目 59 種
が報告された（尾瀬ヶ原総合学術調査団編 , 1954）．そ
の後 1977 年から 1979 年に行われた第 2 次総合学術調査
では，カマアシムシ目 3 種，カゲロウ目 21 種，トンボ
目 44 種，バッタ目 11 種，同翅亜目 87 種，異翅亜目 51 種，
トビケラ目 37 種，ハエ目（ユスリカ科 4 種，ハエ類 81
種），コウチュウ目（ハネカクシ科 38 種，ハムシ科 24 種，
ゾウムシ上科 62 種，その他の甲虫類 61 種）などが記録
されている（Hara et al., 1982）．さらに 1994 年から
1996 年に行われた第 3 次総合学術調査では昆虫相とし
てアリ類（ハチ目）11 種，オサムシ科（コウチュウ目）
27 種，アリヅカムシ（コウチュウ目ハネカクシ科アリ
ヅカムシ亜科）23 種，トビムシ類（トビムシ目）134 種，
カマアシムシ類（カマアシムシ目）20 種，ユスリカ科（ハ
エ目）73 種などが調べられており，この他に受粉生態
学的研究として訪花性のハチ類やハナアブ類が記録され
ている（尾瀬総合学術調査団編 , 1999）．尚、ユスリカ
科については 2000 年以降に分類学的な再検討がなされ
ており（小林 , 2010; 山本 , 2010），山本・山本（2014）
の目録に合わせると 70 種に整理される。
　上記の総合学術調査団以外にも群馬県尾瀬保護専門委
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員や福島県尾瀬保護調査会委員等による調査の中で少な
いながら昆虫類もみられる．
　尾瀬をタイプロカリティとして記載された昆虫類とし
てはオゼイトトンボ Coenagrion terue（Asahina, 1949）
やオゼナガウンカ Stenocranus ozenumennsis Ishihara, 
1952 をはじめ，第 2 次尾瀬総合学術調査報告書ではザ
オウウンカ Kelisia asahinai Y.Hori,1982, オゼクワキヨ
コバイ Pagaronia shibutsuana Y. Hori, 1982, オゼフタテ
ンヨコバイ Epiacanthus ozegaharensis Y. Hori, 1982, ア
サヒナコマルガムシ Anacaena asahinai M. Sato, 1982, 
オゼチビマルハナノミ Cyphon ozensis M. Sato, 1982 が
記載されている．この他にもオゼキイロアブ Atylotus 
ozensis Hayakawa, 1983, イ シ ハ ラ シ ギ ゾ ウ ム シ
Curculio ishiharai Notsu, 1994 などの記載があり，近年
においてもヒメトビケラ科ハゴイタトビケラ属の一種
Oxyethira ozea Olah et Ito, 2013 やカスミカメムシ科フ
タ ス ジ カ ス ミ カ メ 属 の 一 種 Stenotus hasegawai, 
Yasunaga, Akagi and Nagashima, 2017，オゼマダラモ
ンヌカカ Monohelea ozeana Kanasugi, 2019 などが確認
されている．

2．魚類

　斎藤（1993）は尾瀬総合学術調査の第 1 次から第 3 次
などをもとに , イワナ Salvelinus leucomaenis Richardson, 
1836, アメマス S．leucomaenis leucomanis（Pallas, 1814）, 
ヒメマス Oncorhynchus nerka Walbaum, 1792, ドジョウ
Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842 など 10 種が記
載されていること , これらの中には放流された種が含まれ
ることを報告している . さらに , 尾瀬ヶ原ではイワナ , ヤマ
メOncorhynchus masou masou（Brevoort, 1856）, アブラ
ハヤRhynchocypris lagowskii steindachneri Sauvage, 1883, 
ギ ン ブ ナ Carassius auratus langsdorfii Temminck et 
Schlogel, 1846, ド ジ ョ ウ の 5 種 と ウ グ イ Tribolodon 
hakonensis（Günther, 1877）が生息するかも知れないと記
している .
　尾瀬ヶ原の川でイワナやヤマメを見かけることがある
が , 片山（2008）によればこれら 2 種も漁協により長年 , 
放流されていたようである .

3．爬虫類・両生類

　爬虫,両生類についての報告は少ない. 木村ほか（2008）, 
菅原ほか（2010）, 斎藤（1991）などによると爬虫類では
トカゲ目のシマヘビ Elaphe quadrivirgata（Boie, 1826）, 

ジ ム グ リ E. conspicillata（Boie, 1826）, ヤ マ カ ガ シ
Rhabdophis tigrinus（Boie, 1826）などが , 両生類はサン
ショウウオ目のアカハライモリ Cynops pyrrhogaster

（Boie, 1826）, クロサンショウウオ Hynobius nigrescens 
Stejneger, 1907, トウホクサンショウウオ H． lichenatus 
Boulenger, 1883 と流水域に生息するハコネサンショウウ
オ Onychodactylus japonicus（Houttuyn, 1782）の 4 種 , 
カエル目はアズマヒキガエル Bufo japonicus formosus 
Boulenger, 1883 ヤ マ ア カ ガ エ ル Rana ornativentris 
Werner, 1903 , タゴガエル R. tagoi Okada, 1928, ツチガ
エル Glandirana rugosa（Temminck et Schlogel, 1839）
など 7 種が確認されている .

4．鳥類

　尾瀬地域の鳥類に関する文献から生息記録があるのは 
15 目 37 科 118 種が確認されている（福島県，2008）．初夏
のころ , ブナ林ではシジュウカラ Parus minor Temminck 
＆ Schlegel, 1848 の鳴声が聞かれる . ほかにコガラ Poecile 
montanus（Conrad von Baldenstein, 1827）や ヤ マ ガ ラ
Sittiparus varius Temminck ＆ Schlegel, 1848 の声も聞か
れ，また稀にウグイス Horornis diphone（Kittlitz, 1830）
やオオルリ Cyanoptila cyanomelana（Temminck, 1829）
の声も聞かれる . 森の上空を鳴きながら飛んでいるのは , ツ
ツドリ Cuculus saturatus（Blyth, 1843）, ホトトギス C. 
poliocephalus Latham, 1790 や ジ ュ ウ イ チ Hierococcyx 
hyperythrus（Gould, 1856）などである . カケス Garrulus  
glandarius（Linnaeus, 1758）の大きな声もときおり聞かれる .
　北沢ほか（1954）は , 森内の鳥類の摂食場所を明らか
にしている . これによると, ブナ林では , 上部からノスリ
Buteo japonicus Temminck ＆ Schlegel, 1844とトビ Milvus 
migrans（Boddaert, 1783）,フクロウ Strix uralensis Pallas, 
1771, カケス , オオルリ, コサメビタキ Muscicapa dauurica 
Pallas, 1881, コゲラ Dendrocopos kizuki Temminck, 1836, 
トラツグミ Zoothera dauma（Latham, 1825）, アカハラ
Turdus chrysolaus Temminck, 1831, キジバトStreptopelia 
orientalis（Latham, 1790）, シジュウカラ, ツツドリ, ホトト
ギス , ジュウイチ , コガラ , エナガ Aegithalos caudatus

（Linnaeus, 1758）, ア オ ゲ ラ Picus awokera Timminck, 
1836, ウグイス , トラツグミ, アオジ Emberiza spodocephala 
Pallas, 1776, ノジコ E. sulphurata Temminck ＆ Schlegel, 
1848 が利用している.
　また , 針葉樹林では上部から , ホシガラス Nucifraga 
caryocatactes（Linnaeus, 1758）, キクイタダ キ Regulus 
regulus（Linnaeus, 1758）, サメビタキ Muscicapa sibirica 
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Gmelin, 1789, シ ジ ュ ウ カ ラ , ヒ ガ ラ Periparus ater 
Linnaeus, 1758, キビタキ Ficedula narcissina（Temminck, 
1836）, アカゲラ Dendrocopos major（Linnaeus, 1758）, 
ウグイス , ウソ Pyrrhula pyrrhula Linnaeus, 1758, メボ
ソムシクイ Phylloscopus xanthodryas（Swinhoe, 1863）, 
ルリビタキ Tarsiger cyanurus（Pallas, 1773）, コマド
リ Luscinia akahige Temminck, 1835, ミ ソ サ ザ イ
Troglodytes troglodytes（Linnaeus,1758）が利用している .
　なお , 山ノ鼻付近ではイワツバメ Delichon urbica

（Linnaeus, 1758） や ハ リ オ ア マ ツ バ メ Hirundapus 
caudacutus（Latham, 1802）もみられる .

5．哺乳類

　尾瀬の哺乳類については徳田（1954）が , ヒメヒミズ
モ グ ラ（ ヒ メ ヒ ミ ズ Dymecodon pilirostris True, 
1886）, ヒメネズミ Apodemus argenteus（Temminck, 
1844）, アカネズミ A. speciosus（Temminck, 1844）, ク
マ（ ニ ホ ン ツ キ ノ ワ グ マ Ursus thibetanus japonicus 
Schlegel, 1857）, カモシカ（ニホンカモシカ Capricornis 
crispus（Temminck, 1844））， キ ツ ネ（ ホ ン ド ギ ツ ネ
Vulpes vulpes japonica Gray, 1868）, タヌキ Nyctereutes 
procyonoides（Gray, 1834）, アナグマ（ニホンアナグマ
Meles anakuma Temminck, 1844）, テン（ホンドテン
Martes melampus melampus（Wagner, 1841））， イタチ

（ニホンイタチ Mustela itatsi（Temminck, 1844））， オコ
ジョ（ホンドオコジョ Mustela erminea nippon Cabrera, 
1913） ム サ サ ビ（ ホ オ ジ ロ ム サ サ ビ Petaurista 
leucogenys Temminck, 1827）, モモンガ（ニホンモモン
ガ Pteromys momonga Temminck, 1844）, リス（ニホ
ン リ ス Scirus lis Tmminck, 1844）, ヤ マ ネ Glirulus 
japonicus（Schinz, 1845）, ノウサギ（ニホンノウサギ
Lepus brachyurus Temminck, 1844）が生息し , シカ（ニ
ホンジカ Cervus nippon Temminck, 1838）, イノシシ
Sus scrofa Lnnaeus, 1758 はいないと記している（（   ）
内に現在用いられている和名等を付した）．
　野原（2012）は福島県（2008）をもとに，32 種が確
認されていること，地域の特徴を示す種として，ヒメネ
ズ ミ， ヤ チ ネ ズ ミ Eothenomys andersoni（Thomas, 
1905）ホンドオコジョを挙げている．
　昭和 60 年代（1985）からニホンジカ（以下シカ）が
尾瀬地域に生息するようになり（内藤・木村，1998）, 
以後シカによる植生のかく乱や食害等について多くの報
告がなされている（内藤・木村，1996, 2000； 斎藤ほか，
2004, 2005 など）. これらによると , 湿原のかく乱や食

害の度合い , 範囲などは年によって異なるが , シカによ
る影響は現在（2021 年）まで継続して確認されている .
　 シ カ は 林 縁 を 好 む（ 川 村，1957； 丸 山，1981；
Takatsuki，2003）ことが指摘されているが , 尾瀬ヶ原
とその周辺は森林に囲まれた湿原や川があり , 渓畔林も
発達している . 合わせて食物となる植物 , 生活の場とな
る森林や林縁などが多く（斎藤ほか，2020）, シカにとっ
ては生息しやすい条件が揃っているのかも知れない .
　また，イノシシも 2011 年にヨシッポリ田代で白骨化
した死骸が確認されているし（橋本 , 2013），2012 年に
背中アブリ田代でイノシシと思われる生活痕が確認され
ている（斎藤ほか , 2014）.
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尾瀬ヶ原と尾瀬沼及びその周辺域から記録された水生昆虫
塘　忠顕 1），鈴木　花苗 2），大友　真夏 2），林　宏至朗 2），大平　創 2）

2021 年 9 月 21 日受付，2021 年 10 月 28 日受理

　第 4 次尾瀬総合学術調査の一環として 2017 年から 2019 年の無雪期に，尾瀬ヶ原と尾瀬沼及びその
周辺域における水生昆虫相の現状を把握するため，尾瀬ヶ原地域を流れる河川，木道下や木道沿いを
流れる沢，木道沿いの池溏，尾瀬沼及びそこに流出入する河川，沢，尾瀬沼周辺の湿地・湿原で幼虫
と成虫の採集調査を実施した．その結果，11 目 66 科 144 種の水生昆虫が記録された．この中にはこ
れまでに尾瀬地域からは記録のなかった 30 の分類群が含まれており，このうち種名まで明らかになっ
た新記録は 18 種であった．本州では寒冷地のみに分布し，過去の尾瀬総合学術調査で湿地や池溏か
ら記録されている 20 種のうち，10 種が今回の調査で再確認された．

Aquatic insects recorded in Ozegahara, Ozenuma and their surrounding area

Tadaaki Tsutsumi1, Kanae Suzuki2, Manatsu Ootomo2, Koshiro Hayashi2, Hajime Ohira2

In the fourth scientific researches of the Ozegahara Moor and surrounding area, we conducted an aquatic 
insect faunal survey, covering the Ozegahara Moor, the Ozenuma, and their surrounding area during the 
snowless season from 2017 to 2019 to understand the current status of the aquatic insect fauna. We recorded 
144 taxa belonging to 66 families in 11 orders within this area. This included 30 taxa recorded in this area for 
the first time. Eighteen of these thirty taxa were produced new species level records. Among 20 lentic species 
recorded in past scientific researches of this area, which inhabit only the wetlands and ponds in the cold region 
in Honshu（the main island of Japan）, 10 species were reconfirmed.

キーワード：水生昆虫類，尾瀬ヶ原，尾瀬沼，水域，第 4 次尾瀬総合学術調査 
aquatic insects, Ozegahara, Ozenuma, aquatic system, fourth scientific researches of the Oze district
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1．はじめに

　標高約 1,400 m の場所に位置する尾瀬ヶ原は面積約
8.49 km2 と本州最大の高層湿原であり（福島県，2007; 
環境省，2021），湿原の中に数多くの池溏が見られ，湿
原内外には川上川，猫又川，ヨッピ川，大堀川（上ノ大
堀川，下ノ大堀川），沼尻川，只見川などの大きな河川
やそれらの河川に流入するヨセ沢，テンマ沢，カラ沢，
長沢などの多数の沢が見られる（川合，1954a）．一方，
標高約 1,665 m の場所に位置する尾瀬沼は只見川の源流
が堰き止められた約1.80 km2 からなる大型湖沼で（宮地，
1936; 福島県，2007; 環境省，2021），その周囲には大江
湿原，浅湖湿原，オンダシ，沼尻平，小沼湿原など多数
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の湿地や湿原が存在し，大江川やオンダシ沢，早稲沢，
ヒノキ沢など多数の沢が尾瀬沼に注ぐ．尾瀬ヶ原では気
温が夏季に 24 ℃前後まで上昇するが，尾瀬沼では 20℃
をわずかに超えるまでしか上昇せず，冬季には平均気温
の最低が尾瀬ヶ原，尾瀬沼ともに− 13 ℃を下回る（福
島県，2007; 野原，2012）．降水量は夏（6-9 月）と冬（12-2
月）に多く，平均年間降水量（1990-1997 年）は尾瀬ヶ
原（山ノ鼻）で 1,781.1 mm，尾瀬沼で 1,485.9 mm に及
ぶ（福島県，2007; 野原，2012）．積雪は 3 月に最大とな
り，3 月の平均積雪深は尾瀬ヶ原（山ノ鼻）では 3 m を
超え，尾瀬沼でも 2.5 m を超える（福島県，2007; 野原，
2012）．このような気候的特徴が尾瀬ヶ原と尾瀬沼及び
その周辺における豊富で多様な水環境を育む要因になっ
ていると考えられる．尾瀬ヶ原と尾瀬沼及びその周辺に
存在する水環境を生息場所として利用する水生昆虫につ
いては，これまでに 3 回実施されてきた総合学術調査に
おいてカゲロウ目（Ohsawa, 1982），トンボ目（朝比奈，
1954; Asahina, 1982），カワゲラ目（川合，1954b），カメ
ムシ目（長谷川，1954; Tomokuni, 1982），ヘビトンボ目

（桑山，1954），アミメカゲロウ目（桑山，1954），トビ
ケ ラ目（ 川 合，1954b; Tanida, 1982），コ ウ チ ュ ウ目

（Nakane, 1954; Uéno, 1954; 上 野，1954; Kimoto, 1982; 

Satô, 1982），ハエ目（Kurasawa et al., 1982; Hashimoto, 
1982; 平林ほか，1999）に関するインベントリー調査（ファ
ウナ調査）が実施され，それぞれの総合学術調査の報告
書にはこれらの水域に生息する多数の水生昆虫類が記録
された．また，福島県や群馬県が定期的に発行している
尾瀬ヶ原や尾瀬沼を含む尾瀬地域における学術調査報告
書である「尾瀬の保護と復元」や「尾瀬の自然保護」，
福島県生物同好会や群馬県高等学校教育研究会生物部会
が発行している会誌「福島生物」や「群馬生物」などに
も，これらの水域に生息する水生昆虫類に関する知見が
掲載されている．このような知見蓄積の結果，尾瀬地域
では流水域にも止水域にも寒冷地に生息する水生昆虫を
主とするファウナが形成されていることが明らかにされた
が，これまでにこの地域から記録された水生昆虫の具体的
な種数については示されていない．また，尾瀬地域からは，
いずれも成虫ではあるが，Pantala flavescens（Fabricius, 
1798）ウスバキトンボ，Tramea virginia（Rambur, 1842）
ハネビロトンボ，Eretes griseus（Fabricius, 1781）ハイイ
ロゲンゴロウのような暖地に生息するとされる種（中島ほ
か，2020; 尾園ほか，2021）も記録されている．
　2017 年から 2019 年にかけて実施された 4 回目の総合
学術調査である第 4 次尾瀬総合学術調査において，著者

図 1：調査地位置図
国土地理院地図を 2.5 万分の 1 の縮尺とし，pdf 化したものを加工して用いた（2021 年 9 月 7 日閲覧，pdf 化）． A. 尾瀬ヶ原西
部
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図 1：（つづき）
国土地理院地図を 2.5 万分の 1 の縮尺とし，pdf 化したものを加工して用いた（2021 年 9 月 7 日閲覧，pdf 化）．B. 尾瀬ヶ原東
部

図 1：（つづき）
国土地理院地図を 2.5 万分の 1 の縮尺とし，pdf 化したものを加工して用いた（2021 年 9 月 7 日閲覧，pdf 化）．C. 尾瀬沼及び
その周辺
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らは尾瀬ヶ原と尾瀬沼及びその周辺域に生息する水生昆
虫の現状把握のため，尾瀬ヶ原と尾瀬沼及びその周辺域
にて水生昆虫相調査を実施した．本稿では調査結果を報
告するとともに，これまでに尾瀬ヶ原と尾瀬沼及びその
周辺域から記録された水生昆虫のリストを提示する．

2．調査地と調査方法

　尾瀬ヶ原及びその周辺域における水生昆虫相調査は，
川上川，ヨッピ川，上ノ大堀川，下ノ大堀川，沼尻川，
ヨセ沢，セン沢，長沢，イヨドマリ沢，ダンゴヤ沢，尾
瀬ヶ原（山ノ鼻の尾瀬研究見本園を含む）の木道下や木
道沿いを流れる沢・小流などの流水域と，木道沿いにあ
る池溏，林内の水溜まりなどの止水域で，2017 年 8 月
14-16 日，9 月 12-14 日，2019 年 8 月 15-17 日に実施した

（図 1A, B）．尾瀬沼及びその周辺域における水生昆虫相
調査は，沼尻川，ダンゴヤ沢，ヒノキ沢，早稲沢，尾瀬
沼に流入する沢や木道下の沢・小流などの流水域と，白
砂湿原，沼尻平，オンダシ，浅湖湿原，大江湿原，小沼
湿原などの湿地・湿原，木道からアプローチできた尾瀬
沼湖畔，木道沿いの水溜まりや水路の枡内などの止水域
で，2018 年 9 月 2 日と 9 月 19 日に実施した（図 1C）．
また，カゲロウ類，トンボ類，カワゲラ類，ヘビトンボ
類，トビケラ類については，木道沿いや林道沿いの陸上
で成虫の採集も実施した．カメムシ類，コウチュウ類の
成虫は水中から採集したものである．
　水生昆虫（成虫を含む）の採集は，目合い約 1 mm，
前幅 28 cm あるいは 40 cm，網の深さ 30 cm あるいは
35 cm，柄の長さ 82 cm の水生昆虫稚魚すくい網（HOGA
社製）を用いて実施した．採集した個体は 70% エタノー
ルの液浸標本とし，実体顕微鏡を用いて，丸山・髙井

（2000），丸山・花田（2016），川合・谷田（2018），中島
ほか（2020），尾園ほか（2021）に基づき同定した．標
本はすべて福島大学貴重資料保管室動物標本室に保管さ
れている．

3．�尾瀬ヶ原と尾瀬沼及びその周辺域から記録さ
れた水生昆虫類

　尾瀬ヶ原と尾瀬沼及びその周辺域から記録された水生
昆虫類の採集データを種ごとに記した．ここで言う “ 種 ”
には，種名を特定した分類群だけではなく，「科の一種」
や「属の一種」のように上位の分類階級までの同定に留
めた種小名不詳種，さらに，spp. を付した複数の種小名
不詳種を含む分類群も含まれている．また，本稿で分類
群の数を記述する際には，これらをいずれもひとつの種

とみなし，種数と表現した．ただし，「科の一種」や「属
の一種」のように上位の分類階級までの同定に留めた分
類群と種名が明らかにされた同科，同属の種が記録され
ている場合は数に含めなかった．採集データは和名，学
名，採集年月日，採集場所（採集エリア），採集個体数
の順で並べた．同じ種が同日に複数の場所で採集された
場合，採集年月日は省略した．同日に同じ採集場所（採
集エリア）が複数記されているのは，採集エリアは同じ
でも採集場所が異なることを意味している．成虫やカゲ
ロウ類の亜成虫で雌雄の別を確認した場合はそれぞれの
個体数を記した．幼虫や成虫・亜成虫で雌雄の別を確認
しなかった場合は個体数の後に ex（s）. と記した．成虫，
亜成虫と記されていない記録はすべて幼虫のものであ
る．
　水生昆虫の目の配列や目内における科の配列，科内に
おける属の配列，学名と和名は川合・谷田（2018）にし
たがった．ただし，カゲロウ目，カワゲラ目，トビケラ
目それぞれにおける科の配列，学名と和名は丸山・花田

（2016）に，トンボ目における科の配列と学名は尾園ほ
か（2021）に，コウチュウ目の学名は中島ほか（2020）
にしたがった．また，属や種の分割が行われた分類群に
おける過去の記録の扱いについては，分布域の関係など
で尾瀬での記録種の所属が明らかな場合は，記録された
種名ではなく該当する種名で示した．

EPHEMEROPTERA カゲロウ目
Leptophlebiidae トビイロカゲロウ科
Paralepophlebia japonica（Matsumura, 1931）ナミトビ
イロカゲロウ
　2017.9.13, イヨドマリ沢 , 1 ex.
Paralepophlebia westoni Imanishi, 1937 ウェストントビ
イロカゲロウ
　2017.8.14, 下ノ大堀川ミズバショウ群生地 , 1 ex.; 上田
代木道沿い小流 , 6 exs., 亜成虫（2 ♀）; 2017.8.15, ヨッピ
吊橋付近 , 2 exs.; 沼尻川 , 成虫（2 ♂）; 見晴地区の河川 , 
3 exs., 成虫（1 ♂ 2 ♀）, 亜成虫（1 ♀）; 2017.8.16, ヨセ沢 , 
1 ex.; 2017.9.13, イヨドマリ沢 , 1 ex.; 2017.9.14, 山ノ鼻−
竜宮間 , 成虫（1 ex.）; 2018.9.2, 大江湿原 , 3 exs.; 白砂湿
原付近 , 4 exs.; 2018.9.19, 長蔵小屋無料休憩所付近水溜ま
り , 2 exs.; 尾瀬沼三平下（尾瀬沼山荘）休憩所付近 , 2 
exs.; 尾瀬沼大清水平分岐付近 , 5 exs.; 尾瀬沼大清水平分
岐付近 , 2 exs.; 大江湿原尾瀬沼ビジターセンター方面へ
の分岐直後の沢 , 2 exs.; 尾瀬沼長蔵小屋無料休憩所裏 , 1 
ex.; 2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間 , 1 ex.; 山ノ鼻−牛首分
岐間 , 12 exs.; 2019.8.16, 見晴−東電小屋分岐間 , 3 exs.; 
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東電小屋−ヨッピ吊橋間 , 2 exs.; 東電小屋−ヨッピ吊橋
間 , 3 exs.; 見晴（弥四郎小屋）−竜宮間 , 1 ex.; 2019.8.17, 
山ノ鼻研究見本園 , 3 exs.
Paralepophlebia sp. トビイロカゲロウ属の一種
　2017.8.16, 山ノ鼻−鳩待峠間の沢 , 5 exs.; 2018.9.19, 尾
瀬沼ヒュッテ付近の沢 , 1 ex.
今回種同定できた種以外のトビイロカゲロウ属の種とし
て， P. spinosa Uéno, 1931 トゲトビイロカゲロウが尾
瀬ヶ原や尾瀬沼周辺から記録されている（星，1980; 栗
田・峰村，1986, 1990, 1992, 1994, 1995, 1998, 2003, 2004, 
2006a）．
Ephemerellidae マダラカゲロウ科
Drunella ishiyamana Matsumura, 1931 ヨシノマダラカ
ゲロウ
　2017.8.14, 川上川橋 , 10 exs.; 2017.8.16, ヨセ沢 , 1 ex.; 
2017.8.16, 川上川橋 , 2 exs.; 2017.9.13, 長沢上流 , 7 exs.; 
2018.9.19, 早稲沢 , 4 exs.; 2018.9.19, ヒノキ沢 , 5 exs.; 
2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間（ヨッピ川）, 7 exs.
Drunella sacharinensis（Matsumura, 1931）フタマタマ
ダラカゲロウ
　2017.8.14, 川上川橋 , 3 exs.; 2017.8.16, 川上川橋 , 2 exs.; 
2017.9.13, 長沢上流 , 1 ex.; 2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐
間（ヨッピ川）, 3 exs.
Drunella trispina（Uéno, 1928）ミツトゲマダラカゲロ
ウ
　2017.8.14, 川上川橋 , 3 exs.; 2017.9.13, 長沢上流 ,  1 ex.; 
2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間（ヨッピ川）, 9 exs.
Ephemerella aurivillii（Bengtsson, 1908）キタマダラカ
ゲロウ
　2018.9.19, 早稲沢 , 5 exs.; 2018.9.19, 尾瀬沼ヒュッテ−
三平下の分岐手前の沢 , 1ex.; ヒノキ沢 , 1 ex.
Ephemerellidae Gen. sp. マダラカゲロウ科の一種
　2017.9.13, ダンゴヤ沢 , 成虫（1 ♀）; 2017.9.14, 山ノ鼻
−竜宮間 , 亜成虫（1 ♂）
Ephemeridae モンカゲロウ科
Ephemera japonica McLachlan, 1875 フタスジモンカゲ
ロウ
　2017.8.14, 川上川橋 , 1 ex.; 見晴地区の河川 , 1 ex.; 
2017.8.15, 沼 尻 川 , 2 exs.; 2017.8.16, 川 上 川 橋 , 1 ex.; 
2017.9.13, 長 沢 上 流 , 3 exs.; イ ヨ ド マ リ 沢 , 1 ex.; 
2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間（ヨッピ川）, 1 ex.
Ameletidae ヒメフタオカゲロウ科
Ameletus spp. ヒメフタオカゲロウ属の複数種
　2017.8.14, 川上川橋 , 3 exs.; 2017.8.15, ヨッピ吊橋付近 , 
1 ex.; 2017.8.16, 川上川橋 , 亜成虫（1 ♀）; 山ノ鼻−鳩

待峠間の沢 , 2 exs.; 2018.9.2, 沼尻川（白砂湿原−沼尻平
間）やや上流側 , 3 exs.; 白砂湿原付近 , 1 ex.
ヒ メ フ タ オ カ ゲ ロ ウ 属 の 種 と し て は， A. costalis

（Matsumura, 1931）マエグロヒメフタオカゲロウと A. 
montanus Imanishi, 1930 ヒメフタオカゲロウが尾瀬ヶ
原から記録されている（栗田・峰村，1990, 2004; 栗田ほ
か，2015）．
Siphlonuridae フタオカゲロウ科
Siphlonurus（Shiphlonurus）sanukensis Takahashi, 
1929 ナミフタオカゲロウ
　2017.8.14, 下ノ大堀川ミズバショウ群生地 , 2 exs.; 
2017.9.13, イヨドマリ沢 , 4 exs.
Siphlonurus（Shiphlonurus）yoshinoensis Gose, 1979 ヨ
シノフタオカゲロウ
　2018.9.19, 尾瀬沼山荘−大清水平分岐間の沢 , 1 ex.
Baetidae コカゲロウ科
Baetiella japonica（Imanishi, 1930）フタバカコゲロウ
　2017.9.13, 長沢上流 , 1 ex.
Baetis thermicus Uéno, 1931 シロハラコカゲロウ
　2017.8.14, 川上川橋 , 5 exs.; 2017.8.15, 沼尻川 , 1 ex.; 
2017.8.16, 川上川橋 , 1 ex.; ヨセ沢 , 4 exs.; 2017.9.13, 長沢
上流 , 7 exs.; ダンゴヤ沢 , 2 exs.; 2018.9.19, 早稲沢 , 3 
exs.; 2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間（ヨッピ川）, 2 exs.
Baetis sp. J コカゲロウ属の一種 J
　2019.8.16, 見晴−東電小屋分岐間 , 2 exs.
小林（1987）がアルファベットを用いて識別した未記載
種の一つである．
Baetis sp. コカゲロウ属の一種
　2017.9.13, 長沢上流 , 1 ex.; 2018.9.19, ヒノキ沢 , 1 ex.
今回種同定できた種以外のコカゲロウ属（広義）の種と
して，電子資料 1 表 1 に記した 7 種が尾瀬ヶ原から記録
されている（栗田・峰村，1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 
1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003）．
Procloeon sp. ヒメウスバコカゲロウ属の一種
　2019.8.17, 山ノ鼻研究見本園 , 3 exs.
Heptageniidae ヒラタカゲロウ科
Ecdyonurus kibunensis Imanishi, 1936 キブネタニガワ
カゲロウ
　2017.8.14, 川上川橋 , 5 exs.; 2017.8.16, 川上川橋 , 3 exs.
Cynygmula sp. ミヤマタニガワカゲロウ属の一種
　2017.8.14, 川上川橋 , 3 exs.; 2018.9.2, 沼尻川（白砂湿
原−沼尻平間）やや上流側 , 7 exs.
ミヤマタニガワカゲロウ属の種としては，C. hirasana

（Imanishi, 1935）ミヤマタニガワカゲロウが尾瀬ヶ原や
尾瀬沼周辺から記録されている（川合，1954a; 木村ほか，
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1978; 星，1980, 1981; 栗 田・ 峰 村，1984, 1989, 2004, 
2013, 2014; 栗 田 ほ か，2015, 2016, 2018; 峰 村 ほ か，
2019）．
Epeorus aesculus Imanishi, 1934 キイロヒラタカゲロウ
　2018.9.19, 尾瀬沼ヒュッテ付近の沢 , 1 ex.; 2019.8.15, 
ヨッピ川（山ノ鼻−牛首分岐間）, 1 ex.
Epeorus latiforium Uéno, 1928 エルモンヒラタカゲロウ
　2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間（ヨッピ川）, 1 ex.
Epeorus nipponicus（Uéno, 1931）ユミモンヒラタカゲ
ロウ
　2017.8.16, 川上川橋 , 2 exs.; 2017.9.13, 長沢上流 , 8 exs.
Epeorus sp. ヒラタカゲロウ属の一種
　2017.8.14, 川上川橋 , 7 exs.; 2017.8.16, ヨセ沢 , 1 ex.; 川
上川橋 , 2exs.; 2017.9.13, 長沢上流 , 3 exs.
今回種同定できた種以外のヒラタカゲロウ属の種とし
て，電子資料 1 表 1 に記した 5 種が尾瀬ヶ原や尾瀬沼周
辺から記録されている（川合，1954a;  木村ほか，1978; 
土 屋，1978; 星，1981; Ohsawa , 1982; 栗 田・ 峰 村，
1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1999, 2002, 2003, 2004, 
2006b; 栗田ほか，2016, 2018; 峰村ほか，2019）．

　カゲロウ目においては，これら以外の科として
Potamanthidae カワカゲロウ科（Potamanthus formosus 
Eaton, 1892 キイロカワカゲロウ）が尾瀬ヶ原から記録
されている（木村ほか，1978）．

ODONATA トンボ目 
Lestidae アオイトトンボ科
Lestes sponsa（Hansemann, 1823）アオイトトンボ
　2017.8.14, 尾瀬ヶ原（詳細不明）, 1 ex.; 2017.8.15, 東電
小屋付近 , 4 exs.; 見晴 , 3 exs.; 東電尾瀬橋付近 , 1 ex.; 
ヨッピ吊橋−龍宮小屋間 , 1 ex.; 龍宮小屋−下ノ大堀川
間 , 1 ex.; 2017.8.16, 山ノ鼻研究見本園 , 1 ex.; 2019.8.15, 
山ノ鼻−牛首分岐間 , 1 ex.; 牛首分岐−竜宮間 , 1 ♀ ; 
2019.8.16, ヨッピ吊橋−牛首分岐間 , 1 ex.; 東電小屋−
ヨッピ吊橋間 , 3 ♀ ; 見晴（弥四郎小屋）−竜宮間 , 1 
ex.; 2019.8.17, 山ノ鼻研究見本園 , 1 ex.
アオイトトンボ属の一種 Lestes sp.
　2019.8.16, 見晴付近 , 1 ex.; 2019.8.17, 山ノ鼻研究見本
園 , 1 ex.
アオイトトンボ以外のアオイトトンボ属の種としては，
L. temporalis Selys, 1883 オオアオイトトンボが尾瀬ヶ
原から記録されている（星，1990）．
Calopterygidae カワトンボ科
Mnais constalis Selys, 1869 ニホンカワトンボ

　2019.8.16, 東電小屋分岐−東電尾瀬橋間 , 1 ex.
Coenagrionidae イトトンボ科
Coenagrion lanceolatum（Selys, 1872）エゾイトトンボ
　2017.8.14, ホソバ池溏 , 1 ex.; 尾瀬ヶ原（詳細不明）, 3 
exs.; 2017.8.15, 東電尾瀬橋付近 , 2 exs.; 2017.8.16, 山ノ鼻
研究見本園 , 1 ex.; 2017.9.12, ヨッピ川−牛首間 , 4 exs.; 
2018.9.2, 白砂湿原付近 , 1 ex.; 2018.9.19, 尾瀬沼湖畔（大
清水平合流−小沼湿原間，曲り田代手前）, 1 ex.; 沼尻
休憩小屋のオンダシ側の湿地 , 1 ex.; 2019.8.16, 東電小屋
−ヨッピ吊橋間 , 1 ex.; 東電小屋−ヨッピ吊橋間 , 5 exs.; 
2019.8.17, 山ノ鼻研究見本園 , 1 ex.
Coenagrion terue（Asahina, 1949）オゼイトトンボ
　2017.8.15, 東電尾瀬橋付近 , 1 ex.
Enallagma circulatum Selys, 1883 ルリイトトンボ
　2017.9.12, 牛首−龍宮小屋間 , 3 exs.
Coenagrionidae Gen. sp. イトトンボ科の一種
　2017.8.15, ヨッピ吊橋−龍宮小屋間 , 3 exs.; 東電尾瀬
橋付近 , 2 exs.; 2018.9.2, 浅湖湿原 , 2 exs.; 2019.8.16, 竜宮
−牛首分岐間 , 2 exs.; 2019.8.17, 山ノ鼻研究見本園 , 1 ex.
Epiophlebiidae ムカシトンボ科
Epiophlebia superstes（Selys, 1889）ムカシトンボ
　2017.8.14, 川上川橋 , 1 ex.; 2017.9.13, 長沢上流 , 3 exs.; 
2018.9.19, 尾瀬沼ヒュッテ付近の沢 , 1 ex.
Aeshnidae ヤンマ科
Aeshna crenata Hagan, 1856 オオルリボシヤンマ
　2017. 8.14, 上田代 , 3 exs.; 上田代 1 ex.; ホソバ池溏 , 3 
exs.; 尾瀬ヶ原（詳細不明）, 1 ex.; 2017.8.15, 龍宮小屋−
下ノ大堀川間 , 1 ex.; 2017.8.16, 山ノ鼻研究見本園 , 1 ex.; 
ヨッピ川−牛首分岐北側 , 1 ex.; 2019.8.16, ヨッピ吊橋−
牛首分岐間 , 2 exs.; 見晴（弥四郎小屋）−竜宮間 , 1 ex.
Aeshna junca（Linnaeus, 1758）ルリボシヤンマ
　2017.8.15, 東電小屋付近 , 2 exs.; 東電尾瀬橋付近 , 1 
ex.; 2017.9.12, ヨッピ川−牛首間 , 1 ex.; 2018.9.2, 浅湖湿
原 , 2 exs.; 2018.9.2, 浅湖湿原 , 3 exs.; オンダシ , 1 ex.; オ
ンダシ−沼尻平間 , 3 exs.; 2019.8.16, 東電小屋−ヨッピ
吊橋間 , 2 ex.（1 つは羽化殻）; 見晴 , 1 ex.; 2019.8.17, 山
ノ鼻研究見本園 , 1 ex.
ルリボシヤンマ属の一種 Aeshna sp.
　2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間 , 1 ex.; 牛首分岐−竜宮
間 , 2 exs.; 牛首分岐−竜宮間 , 3 exs.; 牛首分岐−竜宮間 , 
6 exs.; 牛首分岐−竜宮間 , 1 ex.; 牛首分岐−竜宮間 , 9 
exs.; 2019.8.16, ヨッピ吊橋−牛首分岐間 , 1 ex.; 東電小屋
−ヨッピ吊橋間 , 1 ex.; 見晴（弥四郎小屋）−竜宮間 , 1 
ex.; 竜宮−牛首分岐間 , 1 ex.; 2019.8.17, 山ノ鼻研究見本
園 , 8 exs.; 山ノ鼻研究見本園 , 2 exs.
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Gomphidae サナエトンボ科
Davidius sp. ダビドサナエ属の一種
　2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間 , 1 ex.; 2019.8.16, 見晴
−東電小屋分岐間, 2 exs.; 東電小屋分岐−東電尾瀬橋間, 
5 exs.
尾瀬ヶ原から記録されているダビドサナエ属の種は D. 
moiwanus moiwanus（Okumura, 1935）モイワサナエ
だけである（朝比奈，1954; Asahina, 1982; 星，1990）．
Trigomphus melampus（Selys, 1869）コサナエ
　2017.8.14, 上田代 , 1 ex.; ホソバ地塘 , 2 exs.; 尾瀬ヶ原

（詳細不明）, 3 exs.; 2017.8.15, 東電尾瀬橋−見晴間 , 1 
ex.; 2017.8.16, 山ノ鼻研究見本園 , 1 ex.; 2017.9.12, ヨッピ
川−牛首間 , 1 ex.; 2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間 , 1 ex.; 
牛首分岐−竜宮間 , 1 ex.; 牛首分岐−竜宮間 , 3 exs.; 牛
首分岐−竜宮間 , 1 ex.; 2019.8.16, 東電小屋−ヨッピ吊橋
間 , 1 ex.; 2019.8.17, 山ノ鼻研究見本園 , 1 ex. 
Corduliidae エゾトンボ科
Cordulia amurensis Selys, 1887 カラカネトンボ
　2017.8.14, 上田代 ,1 ex.; 上田代 , 4 exs.; 竜宮分岐付近 , 
4 exs.; 尾瀬ヶ原（詳細不明）, 1 ex.; 2017.8.15, 見晴 , 3 
exs.; ヨッピ吊橋−龍宮小屋間 , 1 ex.; 2017.8.16, 尾瀬ヶ原

（詳細不明）, 10 exs.; 2017.9.12, 牛首−龍宮小屋間 , 1 ex.; 
2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間 , 2 exs.; 牛首分岐−竜宮
間 , 1 ex.; 2019.8.16, 東電小屋−ヨッピ吊橋間 , 1 ex.; 見
晴（弥四郎小屋）−竜宮間 , 1 ex.; 竜宮−牛首分岐間 , 3 
exs.; 竜宮−牛首分岐間 , 1 ex.; 2019.8.17, 山ノ鼻研究見本
園 , 1 ex.; 山ノ鼻研究見本園 , 1 ex.
Epitheca sp. トラフトンボ属の一種
　2018.9.2, オンダシ , 2 exs.
尾瀬沼及びその周辺域から記録されているトラフトンボ
属の種は E. bimaculata（Charmentier, 1887）オオトラ
フ ト ン ボ だ け で あ る（ 奥 村，1932; 朝 比 奈，1954; 
Asahina, 1982; 星，1990）．
Somatochlora uchidai Förster, 1909 タカネトンボ
　2017.9.12, 龍宮小屋付近 , 4 exs.; 2018.9.19, 尾瀬沼湖畔

（大清水平合流−小沼湿原間，曲り田代手前）, 1 ex.; 
2019.8.17, 山ノ鼻研究見本園 , 1 ex.
Libellulidae トンボ科 
Leucorrhinia dubia orientalis Selys, 1887 カオジロトン
ボ
　2017.8.14, 上田代 , 1 ex.; 竜宮分岐付近 , 1 ex.; 尾瀬ヶ
原（詳細不明）, 2 exs.; 2017.8.15, 東電小屋付近 , 2 exs.; 
見晴 , 3 exs.; 東電尾瀬橋付近 , 2 exs.; ヨッピ吊橋付近 , 1 
ex.; ヨッピ吊橋−龍宮小屋間 , 1 ex.; 2017.9.12, ヨッピ川
−牛首間 , 1 ex.; 2019.8.15, 牛首分岐−竜宮間 , 2 exs.; 牛

首 分 岐 − 竜 宮 間 , 4 exs.; 牛 首 分 岐 − 竜 宮 間 , 1 ex.; 
2019.8.16, 見晴 , 2 exs.; 2019.8.17, 山ノ鼻研究見本園 , 1 
ex.; 山ノ鼻研究見本園 , 6 exs.
Sympetrum risi Bartenev, 1914 リスアカネ
　2017.9.12, 龍宮小屋付近 , 2 exs.; 龍宮小屋付近 , 2 exs.
Sympetrum danae（Sulzer, 1776）ムツアカネ　
　2018.9.19, 沼尻 , 成虫 1 ♂
Sympetrum frequens（Selys, 1883）アキアカネ
　2017.8.15, 東電尾瀬橋付近 , 1 ex.; 2019.8.16, 東電小屋
−ヨッピ吊橋間 , 4 exs.
Sympetrum sp. アカネ属の一種
　2017.8.15, 東電尾瀬橋付近 , 1 ex.; 2019.8.15, 山ノ鼻−
牛首分岐間 , 1 ex.; 2019.8.16, 竜宮−牛首分岐間（セン沢）, 
1 ex.; 東電小屋−ヨッピ吊橋間 , 1 ex.; 東電小屋−ヨッピ
吊橋間 , 1 ex.
今回種同定できた種以外のアカネ属の種として，電子資
料 1 表 1 に記した 6 種が尾瀬ヶ原や尾瀬沼周辺から記録
されている（奥村，1931; 浜田，1978; 朝比奈，1954; 
Asahina , 1982; 星，1990; 加藤・岩熊，1997; 加藤ほか，
1999; 太田，2021）．
Nannophya pygmaea Rambur, 1842 ハッチョウトンボ
　2017.9.12, ヨッピ川−牛首間 , 2 exs.
Orthetrum japonicum（Uhler, 1858）シオヤトンボ
　2017.8.15, 見晴−竜宮分岐間 , 1 ex.
Libellula quadrimaculata asahinai Schmidt, 1957 ヨ ツ
ボシトンボ
　2017.8.15, 東電尾瀬橋付近 , 2 exs.

　これまでに尾瀬ヶ原と尾瀬沼及びその周辺からは 55 種
のトンボ類成虫が記録されている（奥村，1931; Asahina, 
1982; 星，1990; 加藤ほか，1999; 太田，2021; ただし，鏑
木（1933）が鎌田・土出・戸倉を経て片品川と中ノ岐沢
との合流点から三平峠に向かう尾瀬道から記録した
Gynacantha japonica Bartenev, 1910 カトリヤンマは除
く）．Asahina（1982）は 1933 年以降，尾瀬ヶ原で確認
された 45 種を記録し，星（1990）は Asahina（1982）が
記録していない 5 種（Sympecma paedisca（Brauer,1882）
オツネントンボ，オオアオイトトンボ，Paracercion 
calamorum（Ris, 1916） ク ロ イ ト ト ン ボ，P. 
hieroglyphicum（Brauer, 1865） セ ス ジ イ ト ト ン ボ，
Sympetrum pedemontanum erratum（Selys, 1872）ミヤ
マ ア カ ネ ） を 尾 瀬 ヶ 原 か ら，2 種（Shaogomphus 
postocularis（Selys, 1869）ホンサナエと Asiagomphus 
melaenops（Selys, 1854）ヤマサナエ）を尾瀬沼から記録
している．また，加藤ほか（1999）は Deielia phaon（Selys, 
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1883）コフキトンボを尾瀬ヶ原の地溏から，太田（2021）
は Sy. fonscolombii（Selys, 1840）スナアカネを大江湿原
から記録している．奥村（1931）が 1931 年 8 月に尾瀬沼

（沼尻平）と尾瀬ヶ原で記録し，鏑木（1933）も尾瀬地域
での分布に言及している Copera annulata（Selys, 1863）
モノサシトンボは，Asahina（1982）と星（1990）では
記録されていない．一方，1979 年の尾瀬ヶ原での記録
以降，しばらく記録のなかった Somatochrola arctica

（Zetterstedt, 1840）ホソミモリトンボについては，2018
年に大江湿原，沼尻平，尾瀬ヶ原で確認されている（太
田，2020）．

PLECOPTERA カワゲラ目
Scopuridae トワダカワゲラ科
Scopura montana Maruyama, 1987 ミネトワダカワゲラ
　2017.8.16, ヨセ沢 , 1 ex.; 2017.9.13, 長沢下流 , 6 exs.
Nemouridae オナシカワゲラ科
Amphinemura longispina（Okamoto, 1922）ムネオナシ
カワゲラ
　2017.8.16, 川上川橋 , 成虫（5 ♂ 3 ♀）
Amphinemura sp. フサオナシカワゲラ属の一種
　2017.8.16, 川上川橋 , 1 ex.; 2017.9.13, ダンゴヤ沢 , 成虫

（1 ♀）; 尾瀬ヶ原（詳細不明）, 成虫（1 ♀）; 2017.9.14, 
山ノ鼻−竜宮間 , 成虫（4 ♀）; 2018.9.19, 早稲沢 , 2 exs.; 
2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間 , 1 ex.; 2019.8.16, 見晴（尾
瀬小屋）, 1 ex.
今回種同定できた種以外のフサオナシカワゲラ属の種と
して，A. monotuberculata（Kawai, 1956）カギオナシ
カワゲラが鳩待峠から記録されている（Kawai, 1956）．
Indonemoura sp. インドオナシカワゲラ属の一種
　2017.9.13, イヨドマリ沢 , 1 ex.; 2017.9.14, 山ノ鼻−竜
宮間 , 成虫（4 ♀）
Protonemura sp. ユビオナシカワゲラ属の一種
　2017.8.14, 川上川橋 , 2 exs.; 2017.8.15, 沼尻川 , 3 exs.; 
2017.8.16, 山ノ鼻−鳩待峠間の沢 , 2 exs.; 2017.9.13, 長沢
下流 , 5 exs.; 長沢上流 , 1 ex.; イヨドマリ沢 , 3 exs.; ダン
ゴヤ沢 , 5 exs., 成虫（1 ♂ 1 ♀）; 尾瀬ヶ原（詳細不明）, 
成虫（1 ♂）; 2018.9.2, 沼尻川（白砂湿原−沼尻平間）
やや上流側 , 6 exs.; 2018.9.19, 早稲沢 , 1 ex., 成虫 1 ♀ ; 
ヒ ノ キ 沢 , 1 ex.; 尾 瀬 沼 ヒ ュ ッ テ 付 近 の 沢 , 3 exs.; 
2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間 , 1 ex.
ユビオナシカワゲラ属の種として，P. orbiculata Shimuzu, 
1998 エンバンオナシカワゲラが尾瀬ヶ原から記録されて
いる（大高ほか，2017）．
Nemoura sp. エダトゲオナシカワゲラ種群に属するオナ

シカワゲラ属の一種
　2017.8.15, 見晴地区の河川 , 成虫（1 ♂）
オナシカワゲラ属は成虫の形態に基づいていくつかの種
群に分けられているが（丸山・花田，2016），本種はエダ
トゲオナシカワゲラ種群（Nemoura cercispinosa group）
に属する種である．
Nemoura papilla Okamoto, 1922 チクビオナシカワゲラ
　2017.8.14, 下ノ大堀川ミズバショウ群生地 , 成虫（2 ♂
1 ♀）
Nemoura uenoi Kawai, 1954 ウエノオナシカワゲラ
　2017.8.15, 沼尻川 , 成虫（2 ♂ 2 ♀）
Nemoura sp. オナシカワゲラ属の一種
　2017.8.14, 下ノ大堀川ミズバショウ群生地 , 6 exs.; 川
上川橋 , 1 ex.; 上田代木道沿いの小流 , 10 exs.; 2017.8.15, 
沼尻川 , 2 exs.; 見晴地区の河川 , 8 exs.; 見晴−竜宮分岐
間 , 1 ex.; 尾 瀬 ヶ 原（ 詳 細 不 明 ）, 成 虫（1 ♀ ）; 
2017.8.16, 川上川橋 , 成虫（1 ♀）; 2017.9.13, ダンゴヤ沢 , 
1 ex.; 2018.9.2, 大江湿原 , 2 exs.; 浅湖湿原−沼尻平間 , 7 
exs.; オンダシ , 5 exs.; 沼尻川（白砂湿原−沼尻平間）や
や上流側 , 2 exs.; 白砂湿原 , 3 exs.; 沼尻川（ダンゴヤ沢
より上流側）, 2 exs.; 2018.9.19, 早稲沢 , 1 ex.; 尾瀬沼湖
畔（大清水平合流−小沼湿原間，曲り田代手前）, 2 
exs.; 尾瀬沼ヒュッテ付近 , 成虫（1 ♀ 1 ♂）; 尾瀬沼長
蔵小屋無料休憩所付近 , 1 ex.; 尾瀬沼三平下（尾瀬沼山
荘）休憩所付近 , 1 ex.; 尾瀬沼大清水平分岐付近 , 6 exs.; 
尾瀬沼大清水平分岐付近 , 5 exs.; 水路の枡（尾瀬沼ビジ
ターセンター付近）, 4 exs.; 2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐
間 , 5 exs.; 2019.8.16, 見晴−東電小屋分岐間 , 3 exs.; 東電
小屋−ヨッピ吊橋間 , 7 exs.; 見晴（弥四郎小屋）−竜宮
間 , 1 ex.; 竜宮−牛首分岐間（セン沢）, 1 ex.; 2019.8.17, 
山ノ鼻研究見本園 , 2 exs.: 山ノ鼻研究見本園 , 6 exs.
Chloroperlidae ミドリカワゲラ科
Alloperla sp. キミドリカワゲラ属の一種
　2018.9.19, 尾瀬沼ヒュッテ付近の沢 , 3 exs.
Chloroperlidae Gen. sp. ミドリカワゲラ科の一種
　2017.8.14, 川上川橋 , 2 exs.; 2017.8.15, 沼尻川 , 1 ex.; 
2017.9.13, 長沢下流 , 2 exs.; 長沢上流 , 5 exs.: イヨドマリ
沢 , 4 exs.; 2018.9.19, 早稲沢 , 3 exs.; ヒノキ沢 , 2 exs. 
Perlidae カワゲラ科
Calineuria stigmatica（Klapálek, 1907）モンカワゲラ
　2017.8.16, 山ノ鼻−鳩待峠間の沢 , 1 ex.; ヨセ沢 , 2 
exs.; 2018.9.19, ヒノキ沢 , 1 ex.
Calineuria sp. モンカワゲラ属の一種
　2017.9.13, 長沢上流 , 9 exs.; イヨドマリ沢 : 5 exs.
モンカワゲラ属の種としては，C. jezoensis（Okamoto, 
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1912）エゾモンカワゲラが尾瀬ヶ原と鳩待峠から記録さ
れている（Kawai, 1956）．
Flavoperla sp. キコナガカワゲラ属の一種
　2017.8.16, ヨセ沢 , 成虫（1 ♀）
Gibosia sp. コナガカワゲラ属の一種
　2017.9.13, 長沢上流 , 1 ex.
Niponiella limbatella Klapálek, 1907 ヤマトカワゲラ
　2017.8.16, ヨセ沢 , 3 exs.
Xanthoneuria sp. キカワゲラ属の一種
　2017.8.14, 川上川橋 , 3 exs.; 2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分
岐間（ヨッピ川）, 2 exs.
キカワゲラ属の種としては，X. jouklii（Klapálek, 1907）
ジョウクリカワゲラが尾瀬ヶ原から記録されている（栗
田・ 峰 村，1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006a, b, 
2007, 2008b, 2009, 2012a, 2013, 2014; 峰村ほか，2006a; 栗
田ほか，2016）．
Kamimuria quadrata（Klapálek, 1907）クロヒゲカワゲラ
　2018.9.19, 尾瀬沼ヒュッテ付近 , 成虫（1 ♀）
Neoperla sp. フタツメカワゲラ属の一種
　2018.9.19, 尾瀬沼ヒュッテ付近の沢 , 3 exs.
フタツメカワゲラ属の種としては，N. geniculata（Pictet, 
1841）フタツメカワゲラが尾瀬ヶ原から（川合，1954b; 
Kawai, 1956），N. niponensis（McLachlan, 1875）ヤマト
フタツメカワゲラが尾瀬沼周辺から（星，1981）記録さ
れている．
Perlodidae アミメカワゲラ科
Megarcys ochracea Klapálek, 1912 オオアミメカワゲラ
　2017.8.14, 川上川橋 , 1 ex.; 2017.8.16, ヨセ沢 , 1 ex.; 
2017.8.16, 川上川橋 , 1 ex.; 2017.9.13, 長沢上流 , 1 ex.; イ
ヨドマリ沢 , 1 ex.
Pseudomegarcys japonica Kohno, 1946 ヒロバネアミメ
カワゲラ
　2017.8.15, 沼尻川 , 2 exs.; 2018.9.19, 長蔵小屋−ヒノキ
沢間（ヒノキ沢手前）の沢 , 3 exs.
Sopkalia yamadae（Okamoto, 1917）ニッコウアミメカ
ワゲラ
　2018.9.19, 早稲沢 , 1 ex.
Ostrovus sp. コグサヒメカワゲラ属の一種
　2017.8.15, 尾瀬ヶ原（詳細不明）, 成虫（1 ♀）
Kagotus sp. アサカワヒメカワゲラ属の一種
　2017.9.13, 尾瀬ヶ原（詳細不明）, 成虫（1 ♀）
アサカワヒメカワゲラ属の種としては，K. asakawae

（Kohno, 1941）アサカワヒメカワゲラが尾瀬ヶ原から記
録されている（土屋，1978; 栗田・峰村，1993, 1995, 
1998, 1999, 2003）．

Isoperla sp. クサカワゲラ属の一種
　2017.9.13, ダンゴヤ沢 , 3 exs.
クサカワゲラ属の種としては，電子資料 1 表 1 に記した
4 種が尾瀬ヶ原や尾瀬沼周辺などから記録されている

（川合，1954b; Kawai, 1956; 土屋，1978; 栗田・峰村，
1987, 1991, 1993, 1997; 星，1981; 倉西・大高，1991）．

　カワゲラ目においては，これら以外の科として
Capniidae クロカワゲラ科，Taeniopterygidae シタカワ
ゲラ科，Peltoperlidae ヒロムネカワゲラ科の種が尾瀬ヶ
原や尾瀬沼周辺から記録されている（Kawai, 1956; 木村
ほか，1978; 星，1980, 1981; 倉西・大高，1991; 栗田・
峰村，1992, 2004, 2006a; 大高ほか，2017）．

HEMIPTERA カメムシ目 
Belostomatidae コオイムシ科
Appasus sp. コオイムシ属の一種
　2017.8.14, 上田代 , 1 ex.; 尾瀬ヶ原（詳細不明）, 成虫（1 ♀）
コオイムシ科については，A. major（Esaki, 1934）オオ
コ オ イ ム シ（ 長 谷 川，1954; Tomokuni, 1982; 金 杉，
2016; 茶珍ほか，2019, 2020; 茶珍，2021, 2022）が尾瀬ヶ
原から記録されている．
Corixidae ミズムシ科
Sigara maikoensis（Matsumura, 1915）アサヒナコミズ
ムシ
　2017.8.14, ホソバ池溏 , 6 exs., 成虫（3exs.）; 2017.8.15, 
東電小屋−見晴間 , 2 exs., 成虫（1 ♀）; 見晴 , 成虫（1 
ex.）; ヨッピ吊橋−龍宮小屋間 , 1 ex.; 2017.8.16, ヨッピ
川−牛首分岐南側 , 4 exs.; 成虫（1 ♀ 3 ♂）; 2017.9.12, 
ヨッピ川−牛首間 , 4 exs.; 牛首−龍宮小屋間 , 成虫（2 
♂）; 2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間 , 成虫（1 ♀ 2 ♂）; 
牛首分岐−竜宮間，成虫（1 ♀ 1 ♂）; 2019.8.16, 竜宮−
牛首分岐間 , 成虫（1 ♂）
Sigara sp. コミズムシ属の一種
　2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間，2 exs.
アサヒナコミズムシ以外のコミズムシ属として，S. 
substriata（Uhler, 1896）コミズムシが尾瀬ヶ原から記
録されている（Tomokuni, 1982; 栗田・峰村，2010b）．
Notonectidae マツモムシ科
Notonecta（Notonecta）reuteeri reuteri Hungerford, 
1928 キイロマツモムシ
　2017.8.14, 竜 宮 分 岐 付 近 , 1 ex., 成 虫（1 ex.）; 
2017.8.15, 東電小屋−見晴間 , 成虫（2 exs.）; ヨッピ吊
橋−龍宮小屋間 , , 成虫（1 ex.）; 龍宮小屋−下ノ大堀川
間 , 成虫（1 ex.）; 2017.9.12, ヨッピ川−牛首間 , 1ex.; 
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2018.9.2, 白砂湿原 , 成虫（1 ex.）; 2019.8.15, 山ノ鼻−牛
首分岐間 , 2exs., 成虫（1 ex.）; 牛首分岐−竜宮間 , 1ex., 
成虫（1 ex.）; 牛首分岐−竜宮間 , 1 ex.; 2019.8.16, ヨッ
ピ吊橋−牛首分岐間 , 1 ex.; 東電小屋−ヨッピ吊橋間 , 1 
ex., 成虫（1 ex.）; 東電小屋−ヨッピ吊橋間 , 1 ex.; 東電
小屋−ヨッピ吊橋間 , 1 ex.; 東電小屋−ヨッピ吊橋間 , 1 
ex.; 見晴（弥四郎小屋）−竜宮間 , 1 ex.; 2019.8.17, 山ノ
鼻研究見本園 , 3 exs.; 山ノ鼻研究見本園 , 成虫（1 ex.）
Notonecta（Paranecta）triguttata Motschulsky, 1861 マ
ツモムシ
　2017.8.14, 上田代 , 2 exs.; 2017.8.15, 東電小屋付近 , 1 
ex.; ヨッピ吊橋付近 , 1 ex.; ヨッピ吊橋−龍宮小屋間 , 成
虫（1 ex.）; 2017.8.16, 上田代 , 成虫（1 ex.）; 2017.9.12, ヨッ
ピ川−牛首間 , 1 ex.; 2018.9.2, 浅湖湿原 , 1 ex.; 沼尻平 , 2 
exs.; 2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間 , 成虫（1 ex.）; 牛首
分岐−竜宮間 , 成虫（2 exs.）; 2019.8.16, ヨッピ吊橋−
牛首分岐間 , 成虫（1 ex.）
Veliidae カタビロアメンボ科
Microvelia reticulate（Burmeister, 1835）マダラケシカ
タビロアメンボ
　2017.8.16, ヨッピ川−牛首分岐南側 , 成虫（1 ♂）; 
2017.9.12, ヨッピ川−牛首間 , 1 ex., 成虫（12 exs.）; 龍宮
小屋付近 , 成虫（3 exs.）; 2018.9.19, 尾瀬沼湖畔（大清水
平合流−小沼湿原間，曲り田代手前）, 1 ex., 成虫（3 ♀）
Veliidae Gen. sp. カタビロアメンボ科の一種
　2017.8.16, ヨッピ川−牛首分岐北側 , 3 exs.; ヨッピ川
−牛首分岐南側 , 5 exs.
Gerridae アメンボ科
Aquarius paludum paludum（Fabricius, 1794）アメンボ
　2017.8.16, ヨッピ川−牛首分岐北側 , 成虫（6 exs.）, 
2017.9.12, ヨッピ川−牛首間 , 成虫（2 exs.）
Gerris（Gerris）latiabdominis Miyamoto, 1958 ヒメア
メンボ
　2017.8.14, 上田代 , 成虫（2 exs.）; ホソバ地溏 , 成虫（1 
ex.）; 2017.8.15, 東電小屋付近 , 1 ex.; 見晴 , 3 exs.; ヨッ
ピ吊橋−龍宮小屋間 , 1 ex.; 龍宮小屋−下ノ大堀川間 , 
成虫（1 ex.）; 2017.8.16, ヨッピ川−牛首分岐北側 , 5 
exs.; 2017.9.12, ヨッピ川−牛首間 , 3 exs.; 2017.8.14, 上田
代木道沿いの小流 , 成虫（1 ♀）; 2018.9.2, 大江湿原 , 成
虫（2 ♀）; 2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間 , 成虫（4 
exs.）; 山ノ鼻−牛首分岐間 , 成虫（1 ex.）; 牛首分岐−
竜宮間 , 成虫（2 exs.）; 2019.8.16, ヨッピ吊橋−牛首分
岐間 , 成虫（1 ex.）; 東電小屋−ヨッピ吊橋間 , 成虫（1 
ex.）; 東電小屋−ヨッピ吊橋間 , 成虫（3 exs.）; 竜宮−
牛首分岐間 , 成虫（1 ex.）; 2019.8.17, 山ノ鼻研究見本園 , 

4 exs.; 山ノ鼻研究見本園 , 成虫（1 ex.）
Gerris（Macrogerris）gracilicornis（Horváth, 1879）コ
セアカアメンボ
　2017.9.12, ヨッピ川−牛首間 , 成虫（4 exs.）; 龍宮小
屋付近 , 2 exs., 成虫（2 exs.）; 龍宮小屋付近 , 成虫（1 
♂ 2 ♀）; 2018.9.2, オンダシ , 成虫（2 ♀）; ダンゴヤ沢 , 
成虫（2 ♀）; 2018.9.19, 尾瀬沼山荘−大清水平分岐間の
沢 , 成虫（1 ♀）; 水路の枡（尾瀬沼ビジターセンター
付近）, 2 exs., 成虫（1 ♀）
Gerris（Macrogerris）yezoensis Miyamoto, 1958 エゾコ
セアカアメンボ
　2017.8.14, 竜 宮 現 象 出 口 , 2 exs., 成 虫（1 ♂ ）, 
2017.9.13, 長沢下流 , 成虫（1 ♂ 1 ♀）; 2018.9.19, 長蔵小
屋無料休憩所付近水溜まり , 成虫（1 ♀）; 2019.8.16, 東
電小屋−ヨッピ吊橋間 , 成虫（1 ♀）; 2019.8.17, 山ノ鼻
研究見本園 , 成虫（1 ♀）
Gerris sp. ヒメアメンボ属の一種
　2018.9.2, 浅湖湿原−沼尻平間 , 1 ex.
今回種同定された種以外のヒメアメンボ属として， 
G.（M.）insularis（Motschulsky, 1866）ヤスマツアメ
ンボが尾瀬ヶ原から記録されている（Tomokuni, 1982）．

　これら以外のカメムシ目として，Ranatra unicolor Scott, 
1874 ヒメミズカマキリ（Nepidae タイコウチ科）， Mesovelia 
vittigera Horváth, 1895 ミズカメムシ（Mesoveliidae ミズ
カメムシ科），Salda morio Zetterstedt, 1838 オゼミズギワ
カメムシ， Saldula opacula（Zetterstedt, 1838）シロヘリ
ミズギワカメムシ，S. pallipes（Fabricius, 1794）ウスイロ
ミズギワカメムシ，S. saltatoria（Linnaeus, 1758）ミズギ
ワカメムシ（Saldidae ミズギワカメムシ科）が尾瀬ヶ原や
尾瀬沼周辺などから記録されている（長谷川，1954; 
Tomokuni, 1982; 茶珍ほか，2019）．

MEGALOPTERA ヘビトンボ目
Sialidae センブリ科
Sialis tohokuensis Hayashi and Suda, 1995 トウホククロ
センブリ
　2017.8.15, 東電下大堀橋 , 成虫（1 ♂ 1 ♀）
Sialis sp. センブリ属の一種
　2017.8.14, 上田代木道沿いの小流 , 4 exs.; 2017.8.15, 見
晴地区の河川 , 2 exs, 成虫（1 ♀）; 見晴−竜宮分岐間 , 
2 exs.; 尾瀬ヶ原（詳細不明）, 成虫（1 ♀）; 2018.9.2, 大
江湿原 , 2 exs.; 浅湖湿原−沼尻平間 , 1 ex.; オンダシ付
近 , 1 ex.; 白砂湿原付近 , 1 ex.; 2018.9.19, 長蔵小屋無料
休憩所付近水溜まり , 1 ex.; 尾瀬沼湖畔（大清水平合流
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−小沼湿原間，曲り田代手前）, 1 ex.; 2019.8.15, 山ノ鼻
−牛首分岐間 , 1 ex.; 2019.8.16, 見晴（弥四郎小屋）−竜
宮間 , 1 ex.; 2019.8.17, 山ノ鼻研究見本園 , 4 exs.
センブリ科については，S. japonica van der Weele, 1909
ヤマトセンブリと S. nikkoensis Nakahara, 1915 ニッコ
ウセンブリが尾瀬ヶ原から記録されているが（桑山，
1954），前者の和名はネグロセンブリに変更されており，
後者はネグロセンブリのシノニムである（関本・吉澤，
2016）．星（1980）は沼尻川（白砂湿原よりも尾瀬沼側）
で，栗田・峰村（1980）は猫又川支流で Protohermes 
grandis（Thunberg, 1781）ヘビトンボ（Corydalidae ヘ
ビトンボ科）を記録している．

NEUROPTERA アミメカゲロウ目
Osmylidae ヒロバカゲロウ科
Osmylus（Plesiosmylus）tessellatus McLachlan, 1875 ウ
ンモンヒロバカゲロウ
　2017.8.15, 沼尻川 , 成虫（1 ♀）
Spilosmylus flavicornis（McLachlan, 1875）キマダラヒ
ロバカゲロウ
　2017.8.15, 東電下大堀橋 , 成虫（1 ♀）
ヒロバカゲロウ科については，これら 2 種以外に
Osmylus hyalinatus McLachlan, 1875 スカシヒロバカゲ
ロウ， Eososmylus nigricornis Nakahara, 1914 クロヒゲ
ヒロバカゲロウ， Lysmus harmandinus（Navás, 1910）
ヒロバカゲロウが尾瀬ヶ原や尾瀬沼周辺などから記録さ
れているが（内田，1934; 桑山，1954），クロヒゲヒロバ
カゲロウはヒロバカゲロウのシノニムである（関本・吉
澤，2016）．

TRICHOPTERA トビケラ目
Rhyacophilidae ナガレトビケラ科
Rhyacophila impar Martynov, 1914 タシタナガレトビ
ケラ
　2017.8.15, 見晴地区の河川 , 1 ex.
Rhyacophila kawamurae Tsuda, 1940 カワムラナガレト
ビケラ
　2017.8.14, 川上川橋 , 1 ex.; 2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分
岐間（ヨッピ川）, 1 ex.
Rhyacophila lezeyi Navás, 1933 レゼイナガレトビケラ
　2017.8.16, ヨセ沢 , 成虫（15 ♂ 11 ♀）
Rhyacophila shikotsuensis Iwata, 1927 シコツナガレト
ビケラ
　2017.8.14, 上田代木道沿いの小流 , 1 ex.; 2017.8.16, 山
ノ鼻−鳩待峠間の沢 , 1 ex.; 2017.9.13, 長沢上流 , 1 ex.

Rhyacophila towadensis Iwata, 1927 トワダナガレトビ
ケラ
　2017.9.13, イヨドマリ沢 , 3 exs.; ダンゴヤ沢 , 3 exs.; 
2018.9.19, 尾瀬沼ヒュッテ付近の沢 , 1 ex.
Rhyacophila transquilla Tsuda, 1940 トランスクィラナ
ガレトビケラ
　2017.8.16, ヨセ沢 , 成虫（1 ♂）
Rhyacophila yamanakensis Iwata, 1927 ヤマナカナガレ
トビケラ
　2017.8.15, 沼尻川 , 成虫（1 ♂）
Glossosomatidae ヤマトビケラ科
Glossosoma ussuricum（Martynov, 1934）イノプスヤ
マトビケラ
　2017.8.14, 川上川橋 , 5 exs.; 2017.8.16, ヨセ沢 , 2 exs.; 
川上川橋 , 3 exs.; 2017.9.13, 長沢下流 , 1 ex.; 長沢上流 , 4 
exs.
Glossosoma sp. ヤマトビケラ属の一種
　2018.9.19, 大清水平合流−小沼湿原間，曲り田代手前
で尾瀬沼に流入する沢 , 1 ex.
イノプスヤマトビケラ以外のヤマトビケラ属の種として
は，G. nichinkata Schmid, 1971 ニチンカタヤマトビケ
ラが尾瀬ヶ原から記録されている（Tanida, 1982; 谷田・
野崎，1997）．
Hydroptilidae ヒメトビケラ科
Hydroptila sp. ヒメトビケラ属の一種
　2017.8.14, 上田代木道沿いの小流 , 成虫（1 ♂）
Oxyethira ozea Oláh and Ito, 2013 オゼハゴイタヒメト
ビケラ
　2017.8.14, 下ノ大堀川ミズバショウ群生地 , 成虫（4 ♂）
Stenopsychidae ヒゲナガカワトビケラ科
Stenopsyche marmorata Navás, 1920 ヒゲナガカワトビ
ケラ
　2017.8.14, 龍宮小屋付近 , 成虫（1 ♀）; 2017.8.15, 東電
小屋付近 , 成虫（1 ex.）; 2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間

（ヨッピ川），2 exs.
Philopotamidae カワトビケラ科
Chimarra sp. コタニガワトビケラ属の一種
　2018.9.19, ヒノキ沢 , 1 ex.
Dolophilodes japonica（Banks, 1906）タニガワトビケラ
　2017.8.16, ヨセ沢 , 5 exs.; 川上川橋 , 2 exs.
Dolophilodes sp. タニガワトビケラ属の一種
　2018.9.19, 尾瀬沼ヒュッテ付近の沢 , 3 exs.
タニガワトビケラ以外のタニガワトビケラ属の種として
は， D. angustata Kuhara,2005 サキボソタニガワトビケ
ラと D. iroensis（Kobayashi, 1980）イロタニガワトビ
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ケラが尾瀬ヶ原から記録されている（栗田・峰村，
2002, 2006a, b, 2009, 2012a: 栗田ほか，2016）．
Kisaura sp. トゲタニガワトビケラ属の一種
　2017.8.16, 川上川橋 , 成虫（6 ♀）
Wormaldia sp. ヒメタニガワトビケラ属の一種
　2017.9.13, 長沢上流 , 2 exs.; イヨドマリ沢 , 1 ex.; ダン
ゴヤ沢 , 1 ex.
Polycentropodidae イワトビケラ科
Plectrocnemia sp. ミヤマイワトビケラ属の一種
　2017.8.15, 沼尻川 , 1 ex.; 2017.8.16, 川上川橋 , 4 exs.; 
2017.9.13, 長 沢 上 流 , 4 exs.: イ ヨ ド マ リ 沢 , 3 exs.; 
2018.9.19, 早稲沢 , 1 ex.; 2019.8.15, 牛首分岐−竜宮間 , 1 
ex.; 2019.8.16, 東電小屋−ヨッピ吊橋間 , 1 ex.
ミヤマイワトビケラ属の種としては， P. ondakeana 
Tsuda, 1942 オンダケミヤマイワトビケラが尾瀬ヶ原か
ら記録されている（Tadnida, 1982; 谷田・野崎，1997）．
Hydropsychidae シマトビケラ科
Parapsyche maculata（Ulmer, 1907）シロフツヤトビケ
ラ
　2017.8.16, 山ノ鼻−鳩待峠間の沢 ,  2 exs.
Hydropsyche orientalis Martynov, 1934 ウルマーシマト
ビケラ
　2017.9.13, 長沢上流 , 3 exs.
Hydropsyche selysi Ulmer, 1907 セリーシマトビケラ
　2017.8.14, 川上川橋 , 7 exs.; 2017.8.16, 川上川橋 , 1 ex.
Phryganeidae トビケラ科
Oligotricha sp. アミメトビケラ属の一種
　2017.8.14, 上田代 , 1 ex.; 上田代 , 3 exs.; 竜宮分岐付近 , 
3 exs.; 尾瀬ヶ原（詳細不明）, 2 exs.; 2017.8.15, 見晴 , 3 
exs.; 東電尾瀬橋付近 , 1 ex.; ヨッピ吊橋付近 , 1 ex.; 
2017.8.16, 山ノ鼻研究見本園 , 1 ex.; 2017.9.12, ヨッピ川
−牛首間 , 2 exs.; 龍宮小屋付近 , 4 exs.; 龍宮小屋付近 , 1 
ex.; 2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間 , 2 exs.; 牛首分岐−竜
宮間 , 5 exs.; 牛首分岐−竜宮間 , 1 ex.; 牛首分岐−竜宮
間 , 3 exs.; 2019.8.16, ヨッピ吊橋−牛首分岐間 , 1 ex.; 東
電小屋−ヨッピ吊橋間 , 1 ex.; 東電小屋−ヨッピ吊橋間 , 
2 exs.; 見晴（弥四郎小屋）−竜宮間 , 1 ex.; 竜宮−牛首
分岐間 , 5 exs.; 竜宮−牛首分岐間 , 1 ex.; 2019.8.17, 山ノ
鼻研究見本園 , 3 exs.; 山ノ鼻研究見本園 , 2 exs.
Tanida（1982）と谷田・野崎（1997）はアミメトビケ
ラ属の種として，O. fluvipes（Matsumura, 1904）アミ
メトビケラと O. spicata Wiggins and Kuwayama, 1957
ヤチアミメトビケラの 2 種を尾瀬ヶ原から記録してい
る．
Semblis sp. ゴマフトビケラ属の一種

　2017.8.14, 竜宮現象出口 , 2 exs.; 上田代木道沿いの小
流 , 1 ex.; 2017.8.15, ヨッピ吊橋付近 , 3 exs.; 見晴地区の
河川 , 1 ex.; 2017.8.16, 川上川橋 , 1 ex.: 2018.9.2, ダンゴヤ
沢 , 1 ex.; 2018.9.19, 大清水平合流−小沼湿原間，曲り田
代手前で尾瀬沼に流入する沢 , 2 exs.
ゴマフトビケラ属としては，S. melaleuca（McLachlan, 
1871）ゴマフトビケラが尾瀬ヶ原から記録されている（谷
田・野崎，1997）．また，Tanida（1982）が S. phalaenoides

（Linnaeus, 1758）カラフトゴマフトビケラとして尾瀬ヶ原か
ら記録した種はゴマフトビケラの誤同定である（谷田ほか，
2019）．
Eubasilissa regina（McLachlan, 1871）ムラサキトビケ
ラ
　2017.8.15, 東電下大堀橋 , 成虫（1 ♀）
Brachycentridae カクスイトビケラ科
Micrasema hanasense Tsuda, 1942 ハナセマルツツトビ
ケラ
　2017.9.13, ダンゴヤ沢 , 1 ex.
Micrasema spinosum Nozaki and Tanida, 2007 トゲマル
ツツトビケラ
　2017.8.14, 上田代木道沿いの小流 , 成虫（2 ♂ 1 ♀）
Micrasema uenoi Martynov, 1933 ウエノマルツツトビ
ケラ
　2017.9.13, イヨドマリ沢 , 1 ex.; ダンゴヤ沢 , 1 ex., 成
虫（2 ♂）
Lepidostomatidae カクツツトビケラ科
Lipidostoma complicatum（Kobayashi, 1968）フトヒゲ
カクツツトビケラ
　2017.8.16, ヨセ沢 , 成虫（3 ♂ 1 ♀）; 2017.9.14, 山ノ鼻
−竜宮間 , 成虫（3 ♂）
Lepidostoma crassiorne（Ulmer, 1907）オオカクツツト
ビケラ
　2018.9.19, 尾瀬沼山荘−大清水平分岐間の沢 , 1 ex.
Lepidostoma emarginatum（Ito, 1985）カンムリカクツ
ツトビケラ
　2017.8.16, 山ノ鼻−鳩待峠間の沢 , 1 ex.
Lepidostoma japonicum（Tsuda, 1936）コカクツツトビ
ケラ
　2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間 , 3 exs.
Lepidostoma semicirculare（Ito, 1994）ハンエンカクツ
ツトビケラ
　2017.9.14, 山ノ鼻−竜宮間 , 成虫（1 ♂）
Lepidostoma tsudai（Tani, 1971）ツダカクツツトビケラ
　2017.9.14, 山ノ鼻−竜宮間 , 成虫（4 ♂）
Lepidostoma sp. カクツツトビケラ属の一種
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　2017.8.14, 上田代木道沿いの小流 , 8 exs.; 2017.8.15, 沼
尻川 , 2 exs., 1pupa; 2017.8.15, ヨッピ吊橋付近 , 2 exs., 
成虫（1 ♂ 1 ♀）; 見晴地区の河川 , 1 ex.; 2017.8.16, ヨ
セ沢 , 2 exs.;  2017.8.16, 川上川橋 , 1 ex.; 2017.9.13, ダン
ゴヤ沢 , 1 ex., 成虫（1 ♀）; 2017.9.14, 山ノ鼻−竜宮間 , 
成虫（8 ♀）
今回種同定できた種以外のカクツツトビケラ属の種とし
て，L. satoi（Kobayashi, 1968）サトウカクツツトビケ
ラが尾瀬ヶ原から記録されている（栗田・峰村，2002）．
Limnephilidae エグリトビケラ科
Nothopsyche sp. ホタルトビケラ属の一種
　2017.8.14, 上田代木道沿いの小流 , 3 exs., 1 pupa
N. pallipes Banks, 1906 トビイロトビケラか N. ulmeri 
Schmid, 1952 ウルマートビイロトビケラのどちらかで
あるが（野崎，2018），尾瀬ヶ原からは両種がともに記
録されている（Tanida, 1982; 谷田・野崎，1997）．
Limnephilus orientalis Martynov, 1935 トウヨウウスバ
キトビケラ
　2017.8.15, 上ノ大堀川橋 , 成虫（1 ♀）
Tanida（1982） が 尾 瀬 ヶ 原 か ら 記 録 し た 本 種 は L. 
ornatulus Schmid, 1965 クモガタウスバキトビケラと L. 
sparsus Curtis, 1834 シロフキリバネトビケラの誤同定で
あるが（Nozaki and Tanida, 1996），本種も尾瀬ヶ原か
ら記録されている（谷田・野崎，1997）．
Limnephilus sparsus Curtis, 1834 シロフキリバネトビ
ケラ
　2017.8.15, 上ノ大堀川橋 , 成虫（1 ♀）
Nemotaulius sp. スジトビケラ属の一種
　2017.9.12, 龍宮小屋付近 , 1 ex.; 2018.8.14, 三平下付近 , 
成虫（1 ♀）; 2018.9.19, 長蔵小屋無料休憩所付近水溜ま
り , 3 exs.; 尾瀬沼湖畔（大清水平合流−小沼湿原間，曲
り田代手前）, 5 exs.; 尾瀬沼ヒュッテ付近 , 成虫（1 ♀）
スジトビケラ属の種としては，N. admorsus（McLachlan, 
1866）エグリトビケラが尾瀬ヶ原や尾瀬沼及びその周辺
から記録されている（栗田ほか，1975; Tanida , 1982; 栗
田・峰村，1982: 大高ほか，1987; 倉西・大高，1991; 谷田・
野崎，1997）．
Hydatophylax sp. トビモンエグリトビケラ属の一種
　2017.8.14, 上田代木道沿いの小流 , 2 exs.; 2017.8.15, 見
晴地区の河川 , 2 exs.; 2019.8.16, 東電小屋−ヨッピ吊橋
間 , 5 exs.
尾瀬ヶ原から記録されているH. nigrovittatus（McLachlan, 
1872）クロモンエグリトビケラ（Tanida, 1982; 栗田・峰
村，1995; 谷田・野崎，1997; cf. 野崎，2018）とはやや
異なる形態的特徴が認められるため，トビモンエグリト

ビケラ属の一種とした．トビモンエグリトビケラ属の種
としては他に H. koizumii（Iwata, 1928）コイズミトビ
ケラが尾瀬ヶ原から記録されている（川合，1954b）．
Pseudostenophylax sp. オンダケトビケラ属の一種
　2017.8.15, 沼尻川 , 1 ex.; 2017.8.16, 山ノ鼻−鳩待峠間
の沢 , 2 exs.; 2017.8.16, ヨセ沢 , 4 exs.; 2017.9.13, 長沢下
流 , 6 exs.; 長 沢 上 流 , 2 exs.; イ ヨ ド マ リ 沢 : 7 exs.; 
2018.9.2, 沼尻川（白砂湿原−沼尻平間）やや上流側 , 3 
exs.; 沼尻川（ダンゴヤ沢より上流側）, 4 exs.; 2018.9.19, 
長蔵小屋−ヒノキ沢間（ヒノキ沢手前）の沢 , 1 ex.; 早
稲沢 , 6 exs.
オンダケトビケラ属の種としては，P. ondakensis（Iwata, 
1928）オンダケトビケラが尾瀬ヶ原や尾瀬沼周辺から記
録されている（川合，1954a, b; 栗田，1979; 栗田・峰村，
1980, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 
1993, 1994, 1995, 1996; 星，1981; Tanida , 1982; 倉西・
大高，1997）．
Limnephilidae Gen. sp. エグリトビケラ科の一種
　2018.9.2, 沼尻川（白砂湿原−沼尻平間）やや上流側 , 
2 exs.
Uenoidae クロツツトビケラ科
Uenoa tokunagai Iwata, 1927 クロツツトビケラ
　2017.9.13, ダンゴヤ沢 , 1 ex.
Goeridae ニンギョウトビケラ科
Goera japonica Banks, 1906 ニンギョウトビケラ
　2018.9.19, 尾瀬沼長蔵小屋無料休憩所付近 , 1 ex.
Goera sp. ニンギョウトビケラ属の一種
　2017.8.16, 山ノ鼻−鳩待峠間の沢 , 2 exs.
ニンギョウトビケラ以外のニンギョウトビケラ属の種と
しては，G. kawamotonis Kobayashi, 1987 カワモトニン
ギョウトビケラが尾瀬ヶ原から記録されている（栗田・
峰村，1985）．
Leptoceridae ヒゲナガトビケラ科
Mystacides sp. アオヒゲナガトビケラ属の一種
　2017.8.15, 東電下大堀橋 , 成虫（2 ♀）;  2017.9.14, 山ノ
鼻−竜宮間 , 成虫（1 ♀）; 2018.9.19, 尾瀬沼大清水平分
岐付近 , 2 exs.; 2018.9.19, 尾瀬沼大清水平分岐付近 , 1 ex.
Molannidae ホソバトビケラ科
Molanna moesta Banks, 1906 ホソバトビケラ
　2018.9.19, 尾瀬沼三平下（尾瀬沼山荘）休憩所付近 , 1 
ex.
Molanna nervosa Ulmer, 1927 クロホソバトビケラ
　2017.8.15, 東電下大堀橋 , 成虫（1 ♂）; ヨッピ吊橋付近 , 
1 ex.; 2019.8.17, 山ノ鼻研究見本園 , 1 ex.
Calamoceratidae アシエダトビケラ科
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Anisocentropus pallidus（Martynov, 1935）ウスイロコ
バントビケラ
　2018.9.19, 尾瀬沼大清水平分岐付近 , 4 exs.
Odontoceridae フトヒゲトビケラ科
Perissoneura paradoxa McLachlan, 1871 ヨツメトビケラ
　2017.8.16, ヨセ沢 , 成虫（1 ♂）

　トビケラ目については，これら以外の科として
Hydrobiosidae カワリナガレトビケラ科（Apsilochorema 
sutshanum Mrtynov, 1934 ツメナガナガレトビケラ），
Phryganopsychidae マ ル バ ネ ト ビ ケ ラ 科

（Phryganopsyche sp. マ ル バ ネ ト ビ ケ ラ 属 の 一 種 ），
Apataniidae コエグリトビケラ科（Apatania kitagamii

（Iwata, 1927）ミヤマトビケラ，A. aberrans（Martynov, 
1933）ヒラタコエグリトビケラ）が尾瀬ヶ原から記録さ
れ て い る（ 川 合，1954b; Tanida, 1982; 栗 田・ 峰 村，
1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 
2006a, b, 2007, 2008b, 2009, 2012a; 谷田・野崎，1997; 峰
村ほか，2007; 大高ほか，2017; 栗田ほか，2018）．

LEPIDOPTERA チョウ目 
Crambidae ツトガ科
Elophila interruptalis（Pryer, 1877）マダラミズメイガ
　2017.8.15, ヨッピ吊橋付近 , 1 ex.

COLEOPTERA コウチュウ目 
Noteridae コツブゲンゴロウ科
Noterus japonicus Sharp, 1873 コツブゲンゴロウ
　2017.8.15, 見晴 , 成虫（1 ♀ 1 ♂）; 2017.9.12, ヨッピ川
−牛首間 , 7 exs.
Dytiscidae ゲンゴロウ科
Nebrioporus anchoralis（Sharp, 1884）チャイロシマチ
ビゲンゴロウ
　2017.8.15, 沼尻川 , 成虫（9 exs.）; 2019.8.16, 見晴（弥
四郎小屋）−竜宮間，2 exs.
Hydroglyphus japonicus（Sharp, 1873）チビゲンゴロウ
　2017.8.16, ヨッピ川−牛首分岐南側 , 成虫（1 ex.）; 
2017.9.12, ヨッピ川−牛首間 , 成虫（1 ex.）; 2018.9.19, 
沼尻休憩小屋付近オンダシ側の湿地 , 成虫（2 exs.）
Hydroporinae Gen. sp. ケシゲンゴロウ亜科の一種
　2017.8.14, 下ノ大堀川ミズバショウ群生地 , 2 exs.; 
2017.8.15, 見晴地区の河川 , 1 ex.
Platambus pictipennis（Sharp, 1873）モンキマメゲンゴ
ロウ
　2017.8.14, 川上川橋 , 成虫（2 ♀）

Agabus conspicuus Sharp, 1873 クロズマメゲンゴロウ
　2019.8.16, 東電小屋−ヨッピ吊橋間 , 成虫（1 ex.）
Agabus japonicus Sharp, 1873 マメゲンゴロウ
　2017.9.12, 龍宮小屋付近 , 成虫（3 ♀）; 2018.9.2, 大江
湿原 , 成虫（5 exs.）; 2018.9.19, 長蔵小屋無料休憩所付
近水溜まり , 成虫（1 ex.）; 水路の枡（尾瀬沼ビジター
センター付近）, 成虫（2 ex.）
Rhantus erraticus Sharp, 1884 オオヒメゲンゴロウ
　2017.9.12, 龍宮小屋付近，成虫（1 ex.）
Colymbetinae Gen. sp. ヒメゲンゴロウ亜科の一種
　2017.9.13, 長沢下流 , 1ex.; 2018.9.19, 長蔵小屋無料休憩
所付近水溜まり , 2 exs.
Eretes griseus（Fabricius, 1781）ハイイロゲンゴロウ
　2017.8.15, 龍宮小屋−下ノ大堀川間 , 成虫（1 ex.）
Acilius japonicus Blinck, 1939 メススジゲンゴロウ
　2017.9.12, 牛首−龍宮小屋間 , 成虫（1 ♀）
Cybister chinensis Mortschulsky, 1854 ゲンゴロウ
　2017.8.14, 竜宮分岐付近 , 成虫（2 ♀）; 2107.8.15, ヨッ
ピ吊橋−龍宮小屋間 , 1 ex.; 龍宮小屋−下ノ大堀川間 , 成
虫（1 ♀ 1 ♂）; 2017.9.12, 牛首−龍宮小屋間 , 成虫（1 
ex., 目視）; 2019.8.15, 牛首分岐−竜宮間 , 成虫（1 ♀）
Gyrinidae ミズスマシ科
Gyrinus sachalinensis Kamiya, 1936 ミヤマミズスマシ
　2017.9.12, 龍宮小屋付近 , 成虫（7 exs.）
オサムシ亜目（コツブゲンゴロウ科，ゲンゴロウ科，ミ
ズスマシ科）については，これら以外に Nectoporus 
sanmarkii（C.R.Sahlberg, 1826）マルガタシマチビゲン
ゴロウ，Platambus sawadai（Kamiya, 1932）サワダマ
メゲンゴロウ，P. optatus（Sharp, 1884）ホソクロマメ
ゲンゴロウが尾瀬ヶ原から記録されている（Nakane, 
1954; Uéno, 1954; 上 野，1954; Satô, 1982; 茶 珍 ほ か，
2019, 2020; 茶珍，2022）．
Hydrophilidae ガムシ科
Hydocassis lacustris（Sharp, 1884）マルガムシ
　2017.8.14, 上田代木道沿いの小流 , 2 exs.
Anacaena asahinai M.Satô, 1982 アサヒナコマルガムシ
　2017.9.12, ヨッピ川−牛首間 , 成虫（4 exs.）; 龍宮小
屋付近 , 成虫（2 exs.）
Crenitis japonica（Nakane, 1963）コマルガムシ
　2017.9.13, 長沢下流 , 1 ex.
Enochrus japonicus（Sharp, 1873）キベリヒラタガムシ
　2018.9.19, 沼尻休憩小屋付近オンダシ側の湿地 ., 成虫

（1 ex.）; 龍宮小屋付近 , 成虫（6 ♀ 3 ♂）
Enochrus simulans（Sharp, 1873）キイロヒラタガムシ
　2017.8.14, 尾 瀬 ヶ 原（ 詳 細 不 明 ）, 成 虫（1 ex.）; 
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2017.8.15, 東電小屋付近 , 成虫（3 exs.）; 東電小屋−見
晴間 , 成虫（1 ex.）; 東電尾瀬橋付近 , 成虫（5 exs.）; 
東電尾瀬橋付近 , 成虫（2 exs.）; 2017.9.12, ヨッピ川−
牛首間 , 成虫（2 ♀）
ガムシ科については，これら以外の水生種として
Coelostoma orbiculare（Fabricius, 1775）ヒメセマルガ
ムシが尾瀬ヶ原から記録されている（Nakane, 1954; 上
野，1954; Satô, 1982; 茶珍，2021, 2022）．Nakane（1954）
と上野（1954）が尾瀬ヶ原から記録した E. umbratus

（Sharp, 1884）フタモンヒラタガムシはキイロヒラタガ
ムシのシノニムとされている（Jia and Wang, 2010）．
Scirtidae マルハナノミ科
Hydrocyphon sp. ケシマルハナノミ属の一種
　2019.8.17, 山ノ鼻研究見本園 , 1 ex.
マ ル ハ ナ ノ ミ 科 の 成 虫 は，Scirtes sobrinus Lewism 
1895 ヒメマルハナノミ，Contacyphon ozensis（M.Satô, 
1982）オゼチビマルハナノミ，C. variabilis（Thunberg, 
1787）チビマルハナノミ，Herthania japonicola（Nakane, 
1963）アカチャチビマルハナノミが尾瀬ヶ原から記録さ
れている（Satô, 1982）．幼虫は尾瀬ヶ原（川上川と猫又
川）から Elodes 属か Sacodes 属に属する種が記録され
ている（Nakane, 1954; 栗田・峰村，2006b）．
Ptilodactylidae ナガハナノミ科
Ptilodactylidae Gen. sp. ナガハナノミ科の一種
　2017.8.16, 山ノ鼻−鳩待峠間の沢 , 2 exs.
ナガハナノミ科としては，Anchycteis sp. クロツヤヒゲナ
ガハナノミ属の一種，Epilichas flabellatus（Kiesenwetter, 
1874）エダヒゲナガハナノミ，Pseudoepilichas niponicus

（Lewis, 1895）クリイロヒゲナガハナノミが尾瀬ヶ原など
から記録されている（鏑木，1933; Nakane, 1954; 茶珍ほか，
2019）．
Elmidae ヒメドロムシ科
Elmidae Gen. sp. ヒメドロムシ科の一種
　2018.9.19, 早稲沢 , 1 ex.
ヒメドロムシ科の成虫は，O. maculatus Nomura, 1958 ム
ナミゾマルヒメドロムシ，Optioservus variabilis Nomura, 
1958 スネアカマルヒメドロムシ，Heterlimnius hasegawai

（Nomura, 1958）クボタマルヒメドロムシが尾瀬ヶ原か
ら記録されている（Satô, 1982; 茶珍ほか，2019; 茶珍，
2022）幼虫は尾瀬ヶ原（川上川，猫又川，沼尻川，沼尻
川付近）から記録されている（土屋，1978; 栗田・峰村，
1989, 1990, 1992, 1994, 1998, 2003, 2004, 2006a, 2008b, 
2009, 2010a）．
Chrysomelidae ハムシ科
Plateumaris sericea（Linnaeus, 1758）スゲハムシ（キ

ヌツヤミズクサハムシ）
　2018.8.14, 小渕沢田代 , 成虫（1 ex.）
Donacia ozensis Nakane, 1954 コウホネネクイハムシ
　2017.8.15, 龍宮小屋−下ノ大堀川間 , 成虫（1 ex.）; 
2017.8.16, 山ノ鼻研究見本園 , 成虫（2 exs.）; ヨッピ川
−牛首分岐南側 , 成虫（4 exs.）
Donacia provostii Fairmaire, 1885 イネネクイハムシ
　2017.8.15, 龍宮小屋−下ノ大堀川間 , 成虫（6 exs.）
Donacia sparganii gracilipes Jacoby, 1885 アシボソネク
イハムシ
　2017.8.15, 龍宮小屋−下ノ大堀川間 , 成虫（4 exs.）
ハムシ科としては，これら 4 種以外に Donacia vulgaris 
Zschach, 1788 ホソネクイハムシ，Plateumaris constricticollis 
babai Chûjô, 1959 シナノオオネクイハムシ，P. shirahatai 
Kimoto, 1971 シラハタネクイハムシが尾瀬ヶ原から記録
されている（Nakane, 1954; Satô, 1982; Kimoto, 1982; 金
杉，2015, 2016, 2019）．

　これら以外のコウチュウ目として，成虫は Hydraena 
riparia Kugelann, 1794 ホソダルマガムシ（Hydraenidae
ダルマガムシ科），Luciola lateralis Motschulsky, 1860
ヘイケボタル（Lampyridae ホタル科）が尾瀬ヶ原から
記録されており（Nakane, 1954; Satô, 1982; 茶珍，2021, 
2022），幼虫は Eubrianax sp. マルヒラタドロムシ属の
一種（Psephenidae ヒラタドロムシ科）が尾瀬ヶ原（川
上川）から記録されている（栗田・峰村，2014; 栗田ほか，
2015）．

DIPTERA ハエ目
Pediciidae オビヒメガガンボ科
Dicranota spp. ホソオビヒメガガンボ属の複数種
　2018.9.19, 早稲沢 , 4 exs.; 尾瀬沼ヒュッテ−三平下の
分岐手前の沢 , 1 ex.; 大江湿原尾瀬沼ビジターセンター
方面への分岐直後の沢 , 1 ex.
ホソオビヒメガガンボ属の種としては，D. ontakensis 
Alexander, 1947 が尾瀬ヶ原から記録されている（中村，
2012）．
Limoniidae ヒメガガンボ科
Antocha sp. ウスバヒメガガンボ属の一種
　2017.9.13, ダンゴヤ沢 , 1 ex.
ウ ス バ ヒ メ ガ ガ ン ボ 属 の 種 と し て は，A. dentifera 
Alexander, 1924 と A. gracillima Alexander, 1925 が尾
瀬ヶ原から記録されている（中村，2012）．
Hexatoma sp. ヒゲナガガガンボ属の一種
　2017.8.15, 沼尻川 , 1 ex.; 2017.9.13, 長沢上流 , 2 exs.; 
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2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間（ヨッピ川）, 1 ex.
Tupilidae ガガンボ科
Tipulidae Gen. sp. ガガンボ科の一種
　2017.8.14, 川上川橋 , 1 ex.; 2017.9.13, 長沢下流 , 1 ex.; 
長沢上流 : 1 ex.; 2018.9.19, 水路の枡（尾瀬沼ビジターセ
ンター付近）, 1 ex.; 尾瀬沼ヒュッテ付近（沢）, 2 exs.
Dixidae ホソカ科
Dixa obtusa Takahashi, 1958 キスジクロホソカ
　2017.8.16, ヨッピ川−牛首分岐北側 , 2 exs.; 2017.9.12, 
龍宮小屋付近 , 1 ex.; 2019.8.17, 山ノ鼻研究見本園 , 1 ex.
Chaoboridae フサカ科
Chaoboridae Gen. sp. フサカ科の一種
　2017.8.15, 東電小屋−見晴間 , 5 exs.; 2017.9.12, ヨッピ
川−牛首間 , 3 exs.; 2019.8.16, ヨッピ吊橋−牛首分岐間 , 
2 exs.
Culicidae カ科
Culicidae Gen. sp. カ科の一種
　2017.8.15, ヨッピ吊橋−龍宮小屋間 , 1 ex.; 2017.8.16, 
ヨッピ川−牛首分岐南側 , 2 exs.; 2017.9.12, ヨッピ川−
牛首間 , 2 exs.; 2017.8.14, 上田代木道沿いの小流 , 2 
pupae; 2018.9.2, 大江湿原 , 2 exs.; 沼尻平 , 4 exs.
Thaumaleidae ユスリカバエ科
Thaumaleidae Gen. sp. ユスリカバエ科の一種
　2017.9.13, ダンゴヤ沢 , 1 ex.
Simuliidae ブユ科
Prosimulium sp. オオブユ属の一種
　2017.8.14, 上田代木道沿いの小流 , 1 ex.; 2017.8.16, 川
上川橋 , 1 ex.
Simuliidae Gen. sp. ブユ科の一種
　2017.9.13, ダンゴヤ沢 , 1 ex.; 2018.9.19, 尾瀬沼ヒュッ
テ付近の沢 , 1 ex.
Chironomidae ユスリカ科
Chironomidae Genr. spp. ユスリカ科の複数属の複数種
　2017.8.14, 上田代 , 2 exs.; 上田代 , 2exs.; 上田代木道沿
いの小流 , 20 exs.; 2017.8.15, 見晴 , 2 exs.; 東電尾瀬橋付
近 , 1 ex.; 見晴地区の河川 , 1 ex.; 2017.8.16, 山ノ鼻−鳩
待峠間の沢 , 2 exs.; 2017.9.12, 龍宮小屋付近 , 12 exs.; 龍
宮小屋付近, 3 exs.; 2017.9.13, 長沢下流, 2 exs.; 長沢上流, 
2 exs.; イヨドマリ沢 , 3 exs.; ダンゴヤ沢 , 1 ex.; 2018.9.2, 
大江湿原 , 3 exs.; 浅湖湿原−沼尻平間 , 2 exs.; オンダシ , 
1 ex.; オンダシ付近の沢, 1 ex.; 沼尻平, 2 exs.; 沼尻川（白
砂湿原−沼尻平間）, 7 exs.; 沼尻川（白砂湿原−沼尻平
間）やや上流側 , 3 exs.; 白砂湿原付近 , 1 ex.; 白砂湿原
付近, 1 ex.; 2018.9.19, 長蔵小屋無料休憩所付近水溜まり, 
6 exs.; ヒノキ沢−早稲沢間の沢 , 1 ex.; 尾瀬沼三平下（尾

瀬沼山荘）休憩所付近 , 1 ex.; 尾瀬沼山荘−大清水平分
岐間の沢 , 1 ex.; 大清水平合流−小沼湿原間，曲り田代
手前で尾瀬沼に流入する沢 , 5 exs.; 大江湿原尾瀬沼ビジ
ターセンター方面への分岐直後の沢 , 5 exs.; 水路の枡

（尾瀬沼ビジターセンター付近）, 1 ex.; 2019.8.15, 山ノ鼻
−牛首分岐間, 1 ex.; 2019.8.16, 東電小屋−ヨッピ吊橋間, 
2 exs.; 2019.8.16, 見晴（弥四郎小屋）−竜宮間 , 2 exs.; 
竜宮−牛首分岐間 , 2 exs.; 竜宮−牛首分岐間（セン沢）, 
1 ex.; 2019.8.17, 山ノ鼻研究見本園 , 1 ex.; 山ノ鼻研究見
本園 , 1 ex.; 山ノ鼻研究見本園 , 3 exs.
尾瀬ヶ原のユスリカ科は，Hashimoto（1982）が 4 種，
Kurasawa et al.（1982）が 8 属，平林ほか（1997, 1999）
が 73 種を報告している．平林ほか（1997, 1999）が記録
し た 73 種 に は Hashimoto（1982） が 記 録 し た 2 種，
Kurasawa et al.（1982）が記録した 3 属が含まれていな
い．また，1979 年の尾瀬の自然保護に掲載された第 1
報に始まり，2019 年の第 35 報まで継続された栗田ほか
による「尾瀬山ノ鼻地区における生活排水の流水に及ぼ
す影響について」でも，ユスリカ科については詳細なファ
ウナが報告されている．尾瀬沼のユスリカ科も，宮地

（1936），栗田ほか（1974），五味ほか（1980），栗田・峰
村（1981），大高ほか（1987）が種レベルで報告している．
Athericidae ナガレアブ科
Atherix basilica Nagatomi, 1958 ミヤマナガレアブ
　2019.8.17, 山ノ鼻研究見本園 , 4 exs.
Tabanidae アブ科
Tabanidae Gen. sp. アブ科の一種
　2019.8.15, 山ノ鼻−牛首分岐間 , 1 ex.
Empididae オドリバエ科
Empididae Gen. sp. オドリバエ科の一種
　2017.9.13, 長沢下流 , 1 ex.
Syrphidae ハナアブ科
Syrphidae Gen. sp. ハナアブ科の一種
　2018.9.2, 沼尻平 , 4 exs.

　これら以外のハエ目として，Blephariceridae アミカ科，
Psychodidae チョウバエ科，Ceratopogonidae ヌカカ科，
Stratiomyidae ミズアブ科の種が笠科川（イシゴネ沢），
尾瀬ヶ原，尾瀬沼及びその周辺から記録されている（栗
田 ほ か，1974; 土 屋，1978; 栗 田，1979; 栗 田・ 峰 村，
1984, 1988, 1993, 1994, 1995, 2012b; 加藤ほか，1999; 福原
ほか，2006; 福原ほか，2012; 金杉，2016; 大高ほか，
2017）．また，幼虫に水生種を含むそれ以外の科として，
Kurahashi（1982）は Scathophagidae フンバエ科（4 種），
Anthomyiidae ハナバエ科（5 種），Muscidae イエバエ
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科（37 種），大高ほか（2017）は Ephydridae ミギワバ
エ科（1 種），イエバエ科（2 種）を尾瀬ヶ原から報告し
ている．

4．考察

　第 4 次尾瀬総合学術調査の一環として 2017 年から
2019 年に実施した尾瀬ヶ原と尾瀬沼及びその周辺域に
おける水生昆虫相調査の結果，11 目 66 科 144 種の水生
昆虫が記録された．この中にはこれまで尾瀬地域から記
録のなかった次の 30 の分類群（未記録の上位分類群や
種小名不詳種を含む）に属する水生昆虫が含まれており，
そのうち種名まで明らかになった新記録は 18 種であっ
た：カゲロウ目はナミフタオカゲロウ，ヨシノフタオカ
ゲロウ，コカゲロウ属の一種 J など 4 種，カワゲラ目は
ムネオナシカワゲラ，チクビオナシカワゲラ，ウエノオ
ナシカワゲラ，クロヒゲカワゲラなど 7 種，ヘビトンボ
目はトウホククロセンブリ，トビケラ目はヤマナカナガ
レトビケラ，ハナセマルツツトビケラ，トゲマルツツト
ビケラ，カンムリカクツツトビケラ，ハンエンカクツツ
トビケラ，ツダカクツツトビケラ，クロホソバトビケラ，
ウスイロコバントビケラ，ヨツメトビケラなど 12 種，
コウチュウ目はケシマルハナノミ属の一種，ハエ目はキ
スジホソクロカなど 5 種（電子資料 1 表 1）．これまで
に尾瀬ヶ原と尾瀬沼及びその周辺域から記録された水生
昆虫は，今回の調査で初めて確認された30種を加えると，
合計 11 目 89 科 440 種となった：カゲロウ目 8 科 48 種，
トンボ目 12 科 55 種，カワゲラ目 8 科 51 種，カメムシ
目 8 科 18 種，ヘビトンボ目 2 科 3 種，アミメカゲロウ
目 1 科 4 種，トビケラ目 20 科 89 種，ハチ目 1 科 1 種，チョ
ウ目 1 科 1 種，コウチュウ目 11 科 43 種，ハエ目 17 科
127 種（ ユ ス リ カ 科 の 種 類 数 は Hashimoto（1982），
Kurawsawa et al.（1982），平林ほか（1997, 1999）によっ
て記録された 78 種とした）（電子資料 1 表 1）．ただし，
1930 年代から今日までの間の，各分類群における分類学
的研究の進展や誤同定によって，過去に尾瀬地域から記
録された種の中には現在ではこの地域には分布しない可
能性が高いと判断される種，具体的には北海道のみに分
布する Epeorus uenoi（Matsumura, 1933）キタヒラタ
カゲロウ，Stavsolus scriptus（Klapálek, 1912）エゾヒメ
カワゲラ，Hydropsyche newae Kolenati, 1859 キタシマ
ト ビ ケ ラ，Brachycentrus ameriacanus（Banks, 1899）
アメリカカクスイトビケラ，本州中部地方以西のみに分
布する R. niwae Iwata, 1927 ニワナガレトビケラ，本州
中 西 部 以 西 の み に 分 布 す る Goera kawamotonis 

Kobayashi, 1987 カワモトニンギョウトビケラ，九州と対
馬のみに分布する Cincticostella levanidovae（Tshernova, 
1952）カスタネアマダラカゲロウの 7 種が 440 種の中に
含まれているため，これら 7 種を除いた 433 種が尾瀬ヶ
原と尾瀬沼及びその周辺域に生息する種である．今回の
調査では過去に記録された中の 289 種は記録されなかっ
た．なお，2007 年の尾瀬国立公園発足時に国立公園に
編入された会津駒ヶ岳，田代山，帝釈山の山岳域からは
約 200 種の水生昆虫が記録されているが（福島県，
2008; 塘，2010），科レベルで見ると，山岳域の流水域か
らは記録されたカワゲラ目のホソカワゲラ科，トビケラ
目のキタガミトビケラ科，ハエ目のアミカモドキ科が尾
瀬ヶ原と尾瀬沼及びその周辺域からは記録されていな
い．また，山岳域ではアミカ科が 14 種以上記録されて
おり，多様性が高かったが，尾瀬ヶ原と尾瀬沼及びその
周辺域からは笠科川の支流，イシゴネ沢から 1 種が記録
されただけと少なかった（土屋，1978）．アミカ科は山
岳域の山間渓流の急流にある岩や石の表面に生息する種
が多く（岡崎，2018），尾瀬ヶ原周辺の河川にもそのよ
うな環境は豊富に見られるので，アミカ科の種多様性は
もっと高いと考えられる．
　尾瀬をタイプ産地として記載された水生昆虫が知られ
て い る（Nakane, 1954; Wiggins and Kuwayama, 1957; 
Satô, 1982; 中 村，2012; Oláh and Ito, 2013; 枝・ 笹 本，
2017）．今回，それらの中の 4 種，オゼイトトンボ，オゼ
ハゴイタヒメトビケラ，アサヒナコマルガムシ，コウホネ
ネクイハムシの生息を確認することができたが，カギオ
ナシカワゲラ，オゼチビマルハナノミ，ムネミゾマルヒメ
ドロムシ，クボタマルヒメドロムシ，オビヒメガガンボ科
の Pedicia seticauda（Alexander, 1925），ヒメガガンボ
科 の Dicranomyia euphileta（Alexander, 1924），
Ulomorpha nigricolor Alexander, 1925，ガガンボ科の
Tipula ecaudata Alexander ,  1924，T. turbida 
Alexander, 1924 は確認されなかった．尾瀬をタイプ産
地とするヤチアミメトビケラも確認できなかったが，尾
瀬ヶ原の池溏内にはアミメトビケラ属の幼虫が多数生息
していた．尾瀬地域ではアミメトビケラ属のトビケラ類
としてヤチアミメトビケラ以外にアミメトビケラも記録
されているが，成虫に関しては前者が圧倒的に多いこと
が知られている（谷田・野崎，1997）．したがって，池
溏内に多数生息していたアミメトビケラ属の幼虫にヤチ
アミメトビケラが含まれる可能性は高いと考えられる．
また，第 1 次から第 3 次までの尾瀬総合学術調査で記録
された，本州では寒冷地の湿地や池溏や林内の水溜まり
などの水域に限定的な 20 種の止水性種のうち，今回の
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調査では，ルリイトトンボ，オオルリボシヤンマ，カオ
ジロトンボ，ムツアカネ，キイロマツモムシ，エゾコセ
アカアメンボ，シロフキリバネトビケラ，メススジゲン
ゴロウ，ミヤマミズスマシ，アサヒナコマルガムシの
10 種が確認された（電子資料 1 表 1）．特に池溏にはカ
オジロトンボの幼虫，キイロマツモムシの個体数が多
かった．流水性種ではあるが，本州では寒冷地に限定的
なオンダケトビケラ属の一種は，幼虫の個体数が多く，
オオアミメカワゲラの幼虫も，個体密度は高くないもの
の，その分布範囲は広かった．これらの種と同様に本州
では寒冷地に分布が限定されるホソミモリトンボは，今
回の調査では未発見であったが，2018 年に尾瀬ヶ原で
は約 40 年ぶり，尾瀬沼では約 60 年ぶりにその生息が確
認された（太田，2020）．
　近年，地球温暖化の影響により，暖地性の昆虫の北上，
分布拡大が各地で報告されている（桐谷・湯川，2010）．
尾瀬地域は寒冷地であるため，暖地性種の生息には適さ
ないと考えられるが，国内では八重山諸島以外には定着
していないウスバキトンボや分布が四国，九州よりも南
西の地域に限られるハネビロトンボ（尾園ほか，2021），
西日本では普通に見られ，高水温の環境を好むとされる
ハイイロゲンゴロウ（中島ほか，2020）などの暖地性種
が，1 回目の総合学術調査から尾瀬ヶ原で記録されてい
る（ 朝 比 奈，1954; Uéno, 1954; 上 野，1954; 浜 田，
1978）．今回の調査でもハイイロゲンゴロウは尾瀬ヶ原
で確認された．また，国内には定着しておらず，多くは
南方からの飛来個体と考えられているスナアカネ（尾園
ほか，2021）が 2020 年に尾瀬沼地域で記録された（太田，
2021）．しかし，これらはいずれも成虫の移動分散力が
強い種で，成虫が尾瀬地域へ移動した際に記録された可
能性が高い．現在のところ，尾瀬ヶ原と尾瀬沼及びその
周辺域での定着がはっきりと裏付けられた暖地性水生昆
虫はいない．
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尾瀬ヶ原における水生コウチュウ相・水生カメムシ相
の特徴 

（昆虫綱，コウチュウ目・カメムシ目）
茶珍　護 1）

2021 年 9 月 29 日受付，2022 年 1 月 17 日受理

　これまでに，尾瀬ヶ原から 6 科 24 種の水生コウチュウ目と 8 科 14 種の水生カメムシ目が記録され
ている．国内の分布状況から，それらを北方系種，本土部分布種，列島広域分布種に分類したところ，
水生コウチュウ目では北方系種が 11 種（46％），本土部分布種 8 種（33％），列島広域分布種 5 種（21％）
であった．また水生カメムシ目では北方系種 3 種（21％），本土部分布種 6 種（43％），列島広域分布
種 5 種（36％）であった．尾瀬ヶ原では水生コウチュウ目，水生カメムシ目とも北方系種の割合が高く，
特に水生コウチュウ相は山地・寒冷地性の環境と強く関連していると推測された．

Faunal characteristics of aquatic Coleoptera and Hemiptera （Insecta） in the 
Ozegahara moor, central Japan

Mamoru Chachin1

To date, 24 species in six families of aquatic coleopterans and 14 species in eight families of aquatic 
hemipterans （Insecta） have been recorded from the Ozegahara moor, central Japan. Based on geographic 
distribution within the Japanese archipelago, the coleopteran fauna comprised of 11 northern species （46%）, 8 
species with mainland distribution （33%）, and 5 species widespread in the archipelago （21%）. The hemipteran 
fauna comprised of 3 northern species （21%）, 6 species with mainland distribution （43%）, and 5 species 
widespread in the archipelago （36%）. High proportions of northern species in the aquatic coleopteran and 
hemipteran faunas of the Ozegahara moor suggest influence of cool climate in the high moor habitats on the 
faunal composition. 
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1．はじめに

　尾瀬ヶ原は，北緯 36°54.7′東経 139°11.8′（山ノ鼻），
標高約 1400 ｍに位置する東西 6 km，南北 2 km，面積 7.6
㎢の本州最大の高層湿原である．また尾瀬ヶ原の気候と
して，年平均気温 5.4℃，平均年間降水量は 1781.1 mm（山
ノ鼻）で，積雪量は 3 月に最大になり，山ノ鼻では 3 m
を超える（野原，2012）．尾瀬ヶ原には，大小約 1800 の
池溏が分布しており，寒冷地の動植物が数多く残る希少
な湿原として知られている（原・水島 , 1954; 朝比奈 , 
1954；Asahina, 1982）．中央ヨーロッパでは，高層湿原
の気温は，高層湿原の外部の気温より低いことが知られ
ており（Spitzer et al.，2003），低緯度に位置する高層
湿原が北方系の昆虫を含む亜寒帯域に生息する生物に
とって重要な環境であることが示唆されている（Spitzer 
and Danks, 2006）．尾瀬ヶ原でも，朝比奈（1954）や
Asahina（1982）がトンボ相で北方系要素が高いことを
示しており，また中村（1998）はカマアシムシ相につい
て同様のことを述べている．北方系要素が高い点は，幼
虫期，成虫期ともに水中あるいは水面で生活する真水生
の水生コウチュウ目および水生カメムシ目についてもあ
てはまると考えられるが，これまで尾瀬ヶ原の水生コウ
チュウ相と水生カメムシ相の特徴について言及した研究
はないため，本稿で考察した．

2．�尾瀬ヶ原における水生コウチュウ目・水生カ
メムシ目の概要

　尾瀬ヶ原の水生コウチュウ目については，高木（1936）
によりメススジゲンゴロウ Acilius japonicus Brinck, 
1939 が記録されて以降，1950 年から 1952 年に第 1 次尾
瀬ヶ原総合学術調査が行われ，Nakane（1954），Uéno

（1954），上野（1954）により 4 科 14 種が記録された．
また Nomura（1958）は，ヒメドロムシ科に属するクボ
タマルヒメドロムシ Heterlimnius hasegawai （Nomura, 
1958） （記載当時は，Optioservus kubotai Nomura, 1958，
のちに Kamite（2009）により現在の学名に整理された）
を , 尾瀬ヶ原を含む本州中部から新種記載した．さらに
1977 年から 1979 年に行われた第 2 次尾瀬総合学術調査
では，Satô（1982）によって，尾瀬の標本を基にアサヒ
ナコマルガムシ Anacaena asahinai M.Satô, 1982 が新種
記載されるとともに，これを含む 6 科 22 種の水生コウ
チュウ目が記録されている．近年では，金杉（2016），
大 高 ほ か（2017）， 茶 珍（2021）， 茶 珍 ほ か（2019，
2020），塘ほか（2022）の記録がみられる．これらの研
究により，これまでに，尾瀬ヶ原からコツブゲンゴロウ

科 1 種，ゲンゴロウ科 12 種，ミズスマシ科 1 種，ダル
マガムシ科 1 種，ガムシ科 6 種，ヒメドロムシ科 3 種か
らなる 6 科 24 種の水生コウチュウ目が記録されている．
　また尾瀬ヶ原の水生カメムシ目については，鏑木

（1933）が マツモムシ Notonecta triguttata Motschulsky, 
1861 を記録して以降，第 1 次尾瀬ヶ原総合学術調査で
は長谷川（1954）により 7 科 10 種が記録され，第 2 次
尾瀬総合学術調査では Tomokuni（1982）により 5 科 8
種が記録された．その後，加藤ほか（1999），栗田・峰
村（2012），金杉（2016），茶珍ほか（2019，2020），茶
珍（2021），平澤（2021），塘ほか（2022）の記録がある . 
これらの研究により，これまでに，尾瀬ヶ原からタイコ
ウチ科 1 種，コオイムシ科 1 種，ミズムシ科 2 種，マツ
モムシ科 2 種，ミズカメムシ科 1 種，イトアメンボ科 1 種，
カタビロアメンボ科 1 種，アメンボ科 5 種からなる 8 科
14 種の水生カメムシ目が記録されている .
　尚，本稿の末尾にこれまでの文献記録による尾瀬ヶ原
の水生コウチュウ目および水生カメムシ目の目録を付し
た．

3．�国内の分布状況からみた尾瀬ヶ原の水生コウ
チュウ相・水生カメムシ相の特徴

　Hayashi et al. （2020）によると，日本列島から水生コ
ウチュウ目 12 科 358 種，水生カメムシ目 13 科 118 種が
知られている．日本の水生コウチュウ目および水生カメ
ムシ目は，ユーラシア大陸東部の水生昆虫相と共通の要
素をもつ一方，約 4 割に相当する 178 種（水生コウチュ
ウ目 156 種，水生カメムシ目 22 種）は日本に固有であ
る（Hayashi et al.,2020）．その分布様式には大きな地域
性があり，「北海道地域」，「本州・四国・九州地域」，「南
西諸島地域」の 3 地域間で違いが大きい．「本州・四国・
九州地域」を特徴づける種の多くは朝鮮半島や中国中南
部地域と共通するが，そのうち本州東部には北海道と共
通し，西日本には分布しない種が分布する．これらは本
州中部以西とはやや異なる水生昆虫相をもつ（中島ほか，
2020）という．
　上記の分布状況を参考にして尾瀬ヶ原で確認されてい
る水生コウチュウ目と水生カメムシ目を，地理的な分布
域をもとに，北海道・本州（中部地方以北）に分布する

「北方系種」，北海道～九州に分布する「本土部分布種」，
南西諸島まで広く分布する「列島広域分布種」の 3 つに
分類した（表 1, 表 2）．
　尾瀬ヶ原の水生コウチュウ目 24 種の内訳は，北方系
種が 11 種（46%），本土部分布種が 8 種（33%），列島
広域分布種が 5 種（21%）であった（表 1， 図 1A）．なお，
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表 1：尾瀬ヶ原で記録されている水生コウチュウ目．
区分 学名 和名 生息環境 分布 備考

Northern 
species

北方系種

Nebrioporus anchoralis （Sharp, 1884） チャイロシマチビゲンゴロウ 低水温の渓流 北海道，本州（中部地方以北） 日本固有種
Nectoporus sanmarkii sanmarkii （C.R.Sahlberg, 
1826） マルガタシマチビゲンゴロウ 低水温の渓流 北海道，本州（中部地方以北） 

Rhantus erraticus Sharp, 1884 オオヒメゲンゴロウ 池溏 北海道，本州（山陽地方以北） ※ 1
Acilius japonicus Brinck, 1939 メススジゲンゴロウ 池溏 北海道，本州（中部地方以北） 日本固有種
Gyrinus sachalinensis Kamiya, 1936 ミヤマミズスマシ 地溏，河川のよどみ 北海道，本州（中部地方以北） 
Hydraena riparia Kugelann, 1794 ホソダルマガムシ 高層湿原内の細流 北海道，本州（中部地方以北） 
Anacaena asahinai M.Satô, 1982 アサヒナコマルガムシ 高層湿原内の細流 北海道，本州（中部地方以北）
Crenitis japonica （Nakane, 1963） コマルガムシ 高層湿原内の細流 北海道，本州（中部地方以北）日本固有種
Heterlimnius maculatus （Nomura, 1958） ムナミゾマルヒメドロムシ 低水温の渓流 本州（東北～中部地方） 日本固有種
Heterlimnius variabilis （Nomura, 1958） スネアカヒメドロムシ 低水温の渓流 本州（東海地方以北） 日本固有種
Heterlimnius hasegawai （Nomura, 1958） クボタマルヒメドロムシ 低水温の渓流 北海道，本州（中部地方以北）

Mainland 
distribution 

species
本土部分布種

Platambus pictipennis （Sharp, 1873） モンキマメゲンゴロウ 河川 北海道～九州
Platambus sawadai （Kamiya, 1932）　 サワダマメゲンゴロウ 河川 北海道～九州 日本固有種
Platambus optatus （Sharp, 1884） ホソクロマメゲンゴロウ 河川脇のよどみ 北海道～九州
Agabus conspicuus Sharp, 1873 クロズマメゲンゴロウ 池溏 北海道～九州
Cybister chinensis Motschulsky, 1854 ゲンゴロウ 池溏 北海道～九州
Hydrocassis lacustris （Sharp, 1884）　 マルガムシ 河川 北海道～九州 日本固有種
Enochrus japonicus （Sharp, 1873）　 キベリヒラタガムシ 池溏 北海道～九州
Coelostoma orbiculare （Fabricius, 1775） ヒメセマルガムシ 池溏 北海道～九州

Archipelago 
widespread 

species
列島広域分布種

Noterus japonicus Sharp, 1873 コツブゲンゴロウ 池溏 北海道～南西諸島
Hydroglyphus japonicus （Sharp, 1873） チビゲンゴロウ 池溏 北海道～南西諸島
Agabus japonicus Sharp, 1873 マメゲンゴロウ 池溏 北海道～南西諸島
Eretes griseus （Fabricius, 1781）　 ハイイロゲンゴロウ 池溏 北海道～南西諸島
Enochrus simulans （Sharp, 1873） キイロヒラタガムシ 池溏 北海道～南西諸島

※ 1　山陽地方まで分布するが冷水が流入するような環境を好むことから（中島ほか，2020），この区分に含めた．

表 2：尾瀬ヶ原で記録されている水生カメムシ目．
区分 学名 和名 生息環境 分布 備考

Northern 
species

北方系種

Notonecta reuteri Hungerford, 1928 キイロマツモムシ 池溏 北海道，本州（中部地方以北）
Microvelia reticulata （Burmeister, 1835） マダラケシカタビロアメンボ 池溏 北海道～九州 ※ 2
Gerris yezoensis Miyamoto, 1958 エゾコセアカアメンボ 池溏 北海道，本州（北陸地方以北）

Mainland 
distribution 

species
本土部分布種

Appasus major （Esaki, 1934） オオコオイムシ 池溏 北海道～九州
Sigara maikoensis （Matsumura, 1915） アサヒナコミズムシ 池溏 北海道～九州
Sigara substriata （Uhler, 1896）　 コミズムシ 池溏 北海道～九州
Notonecta triguttata Motschulsky, 1861 マツモムシ 池溏 北海道～九州
Hydrometra procera Horváth, 1905 ヒメイトアメンボ 池溏 北海道～九州
Gerris insularia （Motschulsky, 1866） ヤスマツアメンボ 池溏 北海道～九州

Archipelago 
widespread 

species
列島広域分布種

Ranatra unicolor Scott, 1874 ヒメミズカマキリ 池溏 北海道～南西諸島
Mesovelia vittigera Horváth, 1895 ミズカメムシ 池溏 本州～南西諸島
Aquarius paludum paludum （Fabricius, 
1794） アメンボ 池溏 北海道～南西諸島

Gerris gracilicornis （Horváth, 1879） コセアカアメンボ 池溏 北海道～南西諸島
Gerris latiabdominis Miyamoto, 1958 ヒメアメンボ 池溏 北海道～南西諸島

※ 2　九州まで分布するが冷涼な池沼に生息する種であることから（林・宮本，2018），この区分に含めた．

※その他 海外からの飛来個体 

北方系種

11種
本土部分布種

8種

列島広域

5種
分布種

北方系種
3種

本土部分布種
6種

列島広域

5種
分布種

(45.8%)

(33.3%)

(20.8%) (21.4%)

(42.9%)

(35.7%)

北方系種
13種
(23.6%)

本土部分布種
24種

(43.6%)

列島広域
7種 分布種

(12.7%)

九州分布種
本州・

8種
(14.5%)

九州以南分布種 2種 その他 1種

水生コウチュウ目（A) 水生カメムシ目（B) トンボ目（C)

(3.6%) (1.8%)

図 1： 尾瀬ヶ原で記録されている水生コウチュウ目（A）・水生カメムシ目（B）・トンボ目（C）の各区分の割合．トンボ目（C）
は塘ほか（2022）より作図．
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北方系種のうちの 5 種と本土部分布種のうちの 2 種は日
本固有種である．尾瀬で確認されている水生コウチュウ
目は北方系種の割合が高く，4 割以上を占めている． 
　尾瀬ヶ原の水生カメムシ目 14 種の内訳は，北方系種
が 3 種（21％），本土部分布種が 6 種（43％），列島広域
分布種が 5 種（36％）であった（表 2, 図 1B）． 

4．考察

　Hayashi et al. （2020）から算出した日本の水生コウ
チュウ相全体に占める北方系種の割合は 16.8％であり，
同じく水生カメムシ相全体に占める北方系種の割合は
9.3％である．また，尾瀬ヶ原で研究が進んでいるトン
ボ 目 で は， 記 録 さ れ て い る 55 種 の う ち（ 塘 ほ か，
2022），北方系種は 23.6％にあたる 13 種である（図
1C）．尾瀬ヶ原における水生コウチュウ目に占める北方
系種の比率（46%）はこれらのいずれよりも高い．北海
道東部にある当幌川湿原における水生無脊椎動物相で
は，同じ湿原内でも北方系の種は低温な環境を選択し，
南方系の種は広範囲の温度環境に適すことが示されてい
る（宮口ほか，2008）．このことは，尾瀬ヶ原の水生コ
ウチュウ目と水生カメムシ目についても同様のことが言
える．Satô （1982）は，尾瀬ヶ原の高層湿原内の小川や
細流に生息するマルガタシマチビゲンゴロウ，コマルガ
ムシ，スネアカヒメドロムシ，また高層湿原の池溏や水
たまりに生息するメススジゲンゴロウ，ミヤマミズスマ
シ，ホソダルマガムシ，アサヒナコマルガムシを北方系
要素が高い種としてあげている．また Tomokuni（1982）
は，本州では山間の限られた場所にのみ生息する半水生
種のオゼミズギワカメムシSalda morio （Zetterstedt, 1838）
とキイロマツモムシを最も尾瀬ヶ原のカメムシ相を特徴
づける種としてあげている．尾瀬ヶ原における水生カメ
ムシ目の北方系種の比率（21%）は，水生コウチュウ目
ほど高くはなかったが，日本産水生カメムシ目全体に占
める北方系種の比率（9.3％）と比較すると 2 倍以上高
い . また，ほぼ同緯度で尾瀬ヶ原から直線距離で約 85 
㎞に位置する福島県白河市南湖（北緯 37°6′, 東経 140
°12′，標高約 370 ｍ）では，12 種の水生コウチュウ目，
19 種の水生カメムシ目が記録されているが（三田村・
吉井，2011），北方系種は含まれていない．
　 植物相でも，尾瀬ヶ原の湿原植物の 78％が北海道と
共通し，比較的距離が近い霧ヶ峰や日光戦場ヶ原よりも
八幡平地域や八甲田山域等，北海道や北東北との共通種
が多いという指摘もある（吉井ほか，2008）．尾瀬ヶ原
の年平均気温（5.4℃）は北海道北部の稚内（北緯 45°）

での年平均気温（7.0℃）（気象庁，2021）よりも低い．
これらのことから，尾瀬ヶ原の動植物相は，山地・寒冷
地的で北方系要素が高い尾瀬ヶ原の環境と密接に関係し
ていることがうかがえる．朝比奈（1981）が指摘したよ
うに，尾瀬ヶ原は，高層湿原に生息する種が豊富である
ことから，寒冷地域に存在する湿原における生物相の比
較研究の場として重要である．
　今後，尾瀬ヶ原から見つかる可能性がある水生コウ
チュウ目としては，塘（2010）によって近隣の尾瀬国立
公園編入地域（会津駒ケ岳地区及び田代山帝釈山地区）
で記録されているカノシマチビゲンゴロウ Oreodytes kanoi 

（Kamiya, 1938） やコクロマメゲンゴ ロウ Platambus 
insolitus （Sharp, 1884）， ア カ ツ ヤ ド ロ ム シ Zaizevia 
rufa Nomura ＆ Baba, 1961 が挙げられる．また北海道・
本州（関東地方以北）に分布する北方系種のスジヒメガ
ムシ Hydrobius pauper Sharp,1884 と，吉井ほか（2015）
によって近隣の福島県只見町で確認されているエゾゲン
ゴロウモドキ Dytiscus marginalis czerskii Zaitzev, 1953
も尾瀬ヶ原に生息する可能性がある．
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尾瀬ヶ原の水生コウチュウ目・水生カメムシ目
目録（2021）
　これまでに尾瀬ヶ原から記録されている水生コウチュ
ウ目 6 科 24 種，水生カメムシ目 8 科 14 種のそれぞれに
ついて , 記録の出典を示した．学名は有効名だけを示し
た .

COLEOPTERA　コウチュウ目
Noteridae　コツブゲンゴロウ科（1種）
Noterus japonicus Sharp, 1873　 コ ツ ブ ゲ ン ゴ ロ ウ

（Uéno，1954； 上 野，1954；Satô，1982； 大 高 ほ か
2017；茶珍ほか，2019；茶珍，2021；塘ほか，2022）

Dytiscidae　ゲンゴロウ科（12 種）
Hydroglyphus japonicus （Sharp, 1873）　チビゲンゴロ
ウ（Uéno，1954； 上 野，1954；Satô，1982； 茶 珍，
2021；塘ほか，2022）
Nebrioporus anchoralis （Sharp, 1884）　チャイロシマチ
ビゲンゴロウ（Satô，1982；塘ほか，2022）
Nectoporus sanmarkii sanmarkii （C.R.Sahlberg, 1826）　
マルガタシマチビゲンゴロウ（Uéno，1954；上野，
1954；Satô，1982；茶珍，2019）
Platambus pictipennis （Sharp, 1873）　モンキマメゲン
ゴロウ（Uéno，1954；上野，1954；Satô，1982；茶珍，
2021；塘ほか，2022）
Platambus sawadai （Kamiya, 1932）　サワダマメゲンゴ
ロ ウ（Uéno，1954； 上 野，1954；Satô，1982； 茶 珍，
2019）
Platambus optatus （Sharp, 1884）　ホソクロマメゲンゴ
ロウ（Satô，1982；茶珍，2019，2020）
Agabus conspicuus Sharp, 1873　クロズマメゲンゴロウ

（Satô，1982；塘ほか，2022）
Agabus japonicus Sharp, 1873　マメゲンゴロウ（Uéno，
1954； 上 野，1954；Satô，1982； 茶 珍 ほ か，2019，
2020；塘ほか，2022）
Rhantus erraticus Sharp, 1884　 オ オ ヒ メゲ ン ゴ ロ ウ

（Satô，1982；塘ほか，2022）
Eretes griseus （Fabricius, 1781）　ハイイロゲンゴロウ

（Uéno，1954；上野，1954；塘ほか，2022）
Acilius japonicus Brinck, 1939　メススジゲンゴロウ（高

木，1936；Uéno，1954； 上 野，1954；Satô，1982； 加
藤ほか，1999；茶珍ほか，2019；塘ほか，2022）
Cybister chinensis Motschulsky, 1854　 ゲ ン ゴ ロ ウ

（Uéno，1954； 上 野，1954；Satô，1982； 加 藤 ほ か，
1999：金杉，2016；茶珍ほか，2019；茶珍，2021；塘ほ
か，20
22）

Gyrinidae　ミズスマシ科（1種）
Gyrinus sachalinensis Kamiya, 1936　ミヤマミズスマシ

（Uéno，1954； 上 野，1954；Satô，1982； 茶 珍 ほ か，
2019；茶珍，2021；塘ほか，2022）

Hydraenidae　ダルマガムシ科（1種）
Hydraena riparia Kugelann, 1794　ホソダルマガムシ

（Satô，1982；茶珍，2021）

Hydorophilidae　ガムシ科（6種）
Hydrocassis lacustris （Sharp, 1884）　 マ ル ガ ム シ

（Nakane, 1954； 上 野，1954； Satô，1982； 塘 ほ か，
2022）
Anacaena asahinai M.Satô, 1982　アサヒナコマルガム
シ（Satô，1982；大高ほか，2017；茶珍ほか，2019；茶
珍，2021；塘ほか，2022）
Crenitis japonica （Nakane, 1963）　 コ マ ル ガ ム シ

（Nakane, 1954；上野，1954；Satô，1982；茶珍，2021；
塘ほか，2022）
Enochrus japonicus （Sharp, 1873）　キベリヒラタガム
シ（Satô，1982；茶珍ほか，2019；茶珍，2021；塘ほか，
2022）
Enochrus simulans （Sharp, 1873）　キイロヒラタガムシ

（Nakane,1954； 上 野，1954； Satô，1982； 茶 珍 ほ か，
2019；茶珍，2021；塘ほか，2022）
Coelostoma orbiculare （Fabricius, 1775）　ヒメセマルガ
ムシ（Nakane,1954；上野，1954； Satô，1982；茶珍，
2021）

Elmidae　ヒメドロムシ科（3種）
Heterlimnius maculatus （Nomura, 1958）　ムナミゾマ
ルヒメドロムシ（茶珍ほか，2019）
Heterlimnius variabilis （Nomura, 1958）　スネアカヒメ
ドロムシ（Satô，1982）
Heterlimnius hasegawai （Nomura, 1958）　クボタマル
ヒメドロムシ（Nomura,1958;Satô，1982）

茶珍　護384



HEMIPTERA　カメムシ目
Nepidae　タイコウチ科（1種）
Ranatra unicolor Scott, 1874　ヒメミズカマキリ（長谷
川，1954）

Belostomatidae　コオイムシ科（1種）
Appasus major （Esaki, 1934）　オオコオイムシ（長谷川，
1954；Tomokuni，1982； 金 杉，2016； 茶 珍 ほ か，
2019；茶珍，2021；塘ほか，2022）

Corixidae　ミズムシ科（2種）
Sigara maikoensis （Matsumura, 1915）　アサヒナコミズ
ムシ（茶珍ほか，2020；茶珍，2021；塘ほか，2022）
Sigara substriata （Uhler,1896）　コミズムシ（Tomokuni，
1982）

Notonectidae　マツモムシ科（2種）
Notonecta triguttata Motschulsky, 1861　マツモムシ（鏑
木，1933；長谷川，1954；Tomokuni，1982；茶珍ほか，
2019，2020；茶珍，2021，塘ほか，2022）
Notonecta reuteri Hungerford, 1928　キイロマツモムシ

（長谷川，1954；Tomokuni，1982；加藤ほか，1999；栗
田・峰村，2012；茶珍ほか，2020；茶珍，2021；塘ほか，
2022）

Mesoveliidae　ミズカメムシ科（1種）
Mesovelia vittigera Horváth, 1895　ミズカメムシ（長谷

川，1954）

Hydrometridae　イトアメンボ科（1種）
Hydrometra procera Horváth, 1905　ヒメイトアメンボ

（長谷川，1954）

Veliidae　カタビロアメンボ科（1種）
Microvelia reticulata （Burmeister, 1835）　マダラケシ
カタビロアメンボ（長谷川，1954；Tomokuni，1982；
茶珍ほか，2020；茶珍，2021；平澤，2021；塘ほか，
2022）

Gerridae　アメンボ科（5種）
Aquarius paludum paludum （Fabricius, 1794）　アメン
ボ（長谷川，1954；塘ほか，2022）　
Gerris gracilicornis （Horváth, 1879）　コセアカアメン
ボ（長谷川，1954；茶珍，2021，塘ほか，2022）
Gerris latiabdominis Miyamoto, 1958　ヒメアメンボ（長
谷川，1954；Tomokuni，1982；茶珍ほか，2019，2020；
茶珍，2021；塘ほか，2022）
Gerris insularia （Motschulsky, 1866）　 ヤスマツアメン
ボ（Tomokuni，1982）
Gerris yezoensis Miyamoto, 1958　エゾコセアカアメン
ボ（Tomokuni，1982；塘ほか，2022）
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1．はじめに

　ヌカカは双翅目ヌカカ科に属する体長 1 ～ 3 ㎜程度
の微少な昆虫類であり，国内からは 250 種以上が確認さ
れている（金杉，2014）．このうち Culicoides 属など一
部のグループの雌成虫は人畜などからの吸血性を有する
ことが知られており，伝染病を媒介するなど衛生害虫と
しても重要であることから研究が進んでいる．しかし，
他の属の種では昆虫などの体液を吸血することが知られ
ているが，分類や生態の情報などは未だ不十分である．
　尾瀬ヶ原におけるヌカカの記録としては，Oka and 
Asahina（1948）によるトンボダニカForcipomyia（Pterobosca）
tokunagai が最も古いものと思われる．本種は尾瀬ヶ原
がタイプ産地であり，トンボの翅に付着し翅脈から体液

を吸うことが確認されている．また，吸血性のヌカカ類と
してはライトトラップによる調査でキモンヌカカCulicoides 
aterinervis，エゾヌカカ C. erairai，ウスシロフヌカカ C. 
pictimargo，シナノヌカカ C. sinanoensis，ミヤマヌカカ
C. tainanus の 5 種の記録がある（金杉，2016）．さらに
福原ら（2012）により尾瀬ヶ原の融雪期に発生する彩雪
現象であるアカシボに生息するヌカカ幼虫が確認されて
いるが，この調査では科もしくは属レベルの同定であり，
種までは確認されていない．このように尾瀬ヶ原におけ
るヌカカ類の知見は限られている．しかしながら，ヌカ
カ類の幼虫の多くは水中や湿った土壌中などに生息する
ことが知られており，尾瀬ヶ原はヌカカ幼虫の成育に好
適な環境と考えられ，より多くの種が生息しているもの
と推察される．今回，尾瀬ヶ原の山ノ鼻地区においてラ
イトトップによる調査を行い，捕獲されたヌカカ類のう
ち同定された種について報告する．
　尚，本調査は群馬県尾瀬保全対策事業の一環としても
実施されたものであり，群馬県自然環境課尾瀬保全推進
室の協力をいただいている．

〒 376-0132　群馬県桐生市新里町鶴ケ谷 460-1
群馬県立ぐんま昆虫の森
Tel: 0277-74-6441　Fax: 0277-74-6466
E-mail: kanasugi-t@pref.gunma.lg.jp
Gunma Insect World, Kiryu, Gunma, 376-0132 Japan.

尾瀬ヶ原におけるヌカカ類（双翅目：ヌカカ科）の記録
金杉　隆雄

2021 年 9 月 30 日受付，2021 年 10 月 26 日受理

　尾瀬ヶ原の山ノ鼻地区においてライトトラップによるヌカカ類の捕獲調査を行った．その結果，種
までの同定ができた Culicoides 属 12 種，Monohelea 属 1 種のヌカカについて報告する．

Record of biting and predaceous midges（Diptera: Ceratopogonidae）
in the Ozegahara moor, central Japan

Takao Kanasugi

A survey of biting and predaceous midges was carried out in the Ozegahara moor by using suction type 
light traps. Twelve species of Genus Culicoides and one species of Genus Monohelea were identified.

キーワード：ヌカカ，ライトトラップ，Culicoides 属，Monohelea 属 
biting midges, predaceous midge, light trap, genus Culicoides, genus Monohelea
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2．材料と方法

　ヌカカ類の調査は，2017 年 7 月 21 日～ 22 日および
同年 8 月 21 日～ 22 日の夕方 18 時頃から翌朝 6 時頃に
かけて実施し，4 Ｗブラックライト光源を用いた吸引式
ライトトラップを用いた（図 1）．捕獲された昆虫類は
実体顕微鏡を用いてソーティングを行うまでは冷凍庫で
保管し，ソーティングを行う際にエタノールで液浸標本
にしてヌカカ類を選別，同定を行いながら，カウンター
を用いて個体数をカウントした．また，必要に応じてプ
レパラート標本を作製して生物顕微鏡で翅の斑紋などの
詳細な形態を観察して種を同定した．

3．尾瀬ヶ原から記録されたヌカカ類

　Family Ceratopogonidae
　　Subfamily Ceratopogoninae
　　Genus Culicoides Latreille, 1809
　C.（Avaritia）chiopterus（Meigen, 1830）チビヌカカ
　　4 ♀ , 21-22. Ⅷ . 2017
　C.（A.）pastus Kitaoka, 1980　マキバヌカカ
　　3 ♂ 160 ♀ , 21-22. Ⅷ . 2017
　C.（A.）sinanoensis Tokunaga, 1937　シナノヌカカ
　　2♂2647♀, 21-22. Ⅶ . 2017； 5♂226♀, 21-22. Ⅷ . 2017
　北日本で発生量が多い種である（武辺ほか，1989；長
谷川ほか，1998；佐々木・山岡，2007）．尾瀬ヶ原では
エゾヌカカに次いで多いようであるが，翅の斑紋の酷似
したナミヌカカ C. sanguisuga（Coquillett, 1901）と混
生している可能性がある．
　C.（A.）tainanus Kieffer, 1916　シガヌカカ
　　64 ♀ , 21-22. Ⅶ . 2017； 1 ♂ 42 ♀ , 21-22. Ⅷ . 2017

　平地から山地で普通にみられる種である．以前は C. 
maculatus Shiraki, 1913　ミヤマヌカカや C. sigaensis 
Tokunaga, 1937 などが用いられていたが，現在は表記
の学名 ･ 和名となっている．
　C.（Culicoides）aterinervis Tokunaga, 1937 キモンヌカカ
　　6 ♀ , 21-22. Ⅶ . 2017； 78 ♀ 7 ♂ , 21-22. Ⅷ . 2017
　C.（C.）dubius Arnaud, 1956　オオモンヌカカ
　　6 ♂ 27 ♀ , 21-22. Ⅷ . 2017
　C.（C.）punctatus（Meigen, 1804）　ホシヌカカ
　　1 ♂ 6 ♀ , 21-22. Ⅷ . 2017
　 C.（Oecacta）erairai Kono et Takahashi, 1940 エ ゾ

ヌカカ（図 2）
　　 2700 ♂ 157714 ♀ , 21-22. Ⅶ . 2017； 27 ♂ 4583 ♀ , 

21-22. Ⅷ . 2017
　尾瀬ヶ原における優占種である．夏期に大量に発生し，
山小屋などに侵入して吸血被害をもたらしているのは主
に本種といえる．但し，個体により翅の斑紋などにやや
違いが見られ，これが個体差によるものか，複数の種が

図 1：ヌカカ調査用ライトトラップ

図 2：エゾヌカカ　Culicoides erairai 図 3：オゼマダラモンヌカカ　Monohelea ozeana
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含まれているのか今のところ判断できていない．今回の
報告では全て C. erairai エゾヌカカとして記録してお
く．
　C.（O.）kibunensis Tokunaga, 1937　キブネヌカカ
　　6 ♂ 45 ♀ , 21-22. Ⅶ . 2017； 1 ♂ 5 ♀ , 21-22. Ⅷ . 2017
　 C.（O.）pictimargo Tokunaga et Shogaki, 1953　 ウ

スシロフヌカカ
　　9 ♂ 56 ♀ , 21-22. Ⅶ . 2017； 4 ♂ 19 ♀ , 21-22. Ⅷ . 2017
　C.（Trithecoides）humeralis Okada, 1941 ムナジロヌカカ
　　1 ♂ 2 ♀ , 21-22. Ⅶ . 2017, 9 ♀ 21-22. Ⅷ . 2017
　C.（T.）matsuzawai Tokunaga, 1950　マツザワヌカカ
　　1 ♂ 5 ♀ , 21-22. Ⅷ . 2017
　　　Genus Monohelea Kieffer, 1917
　M. ozeana Kanasugi, 2019　オゼマダラモンヌカカ（図3）
　　1 ♂ 6 ♀ , 21-22. Ⅶ . 2017； 26 ♂ 18 ♀ , 21-22. Ⅷ . 2017
　尾瀬ヶ原における調査で採集された標本により 2019
年に記載された種である（Kanasugi, 2019）．現在まで
のところ尾瀬ヶ原以外からは確認されていない．

4．まとめ

　今回の調査により，Culicoides 属 12 種 , Monohelea 属
1 種の 2 属 13 種が同定された．この他にも Forcipomyia
属 の 複 数 の 不 明 種 を は じ め，Allohelea 属 2 種，
Alluaudomyia 属 3 種以上および属未確定の多数のヌカ
カ類が確認されているが未記載種も含まれている可能性
があり，種の確定までに至らなかったため，今回の報告
は見送ることとした．
　尾瀬ヶ原におけるヌカカ類の優占種はエゾヌカカ C. 
erairai とみられ、この他にも多くの Culicoides 属の種
が生息していることが判明した．Culicoides 属は吸血性
の種が多く含まれており，今回の調査でも少数ながら吸
血個体が得られている．これらの吸血個体がヒトあるい
は野生動物から吸血したのかはわからないが，尾瀬ヶ原

における登山者の吸血被害等の軽減のためにも詳細な調
査が必要と言える．
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尾瀬国立公園から記録された 
アザミウマ類（昆虫綱：総翅目）

塘　忠顕 1），桝本　雅身 2）

2021 年 ９ 月 21 日受付，2021 年 10 月 25 日受理

　尾瀬国立公園内におけるアザミウマ相調査の結果，3 科 26 属 59 種のアザミウマ類が記録された．
山岳域特異性種と考えられる 4 種は，尾瀬国立公園内でも山岳域以外からは確認されなかった．
Taeniothrips sp. 1 と Thrips sp. 2 は，尾瀬ヶ原からしか確認されず，また，尾瀬国立公園以外でも生
息が確認されていない．寄主植物も合わせて考えると，これら 2 種は生息環境として尾瀬ヶ原のよう
な広大な湿原環境を必要としているのかもしれない．尾瀬国立公園内に広く分布する Stenchaetothrips 
dentatus Masumoto and Okajima, 2013 は，これまでにオスの特徴が報告されていないため，主要な
形態的特徴を記載した．

The thrips recorded in Oze national park, Japan（Insecta: Thysanoptera）

Tadaaki Tsutsumi1, Masami Masumoto2

Through the thrips faunal surveys in the Oze national park in Japan, we have recorded 59 species belonging 
to 26 genera of three families from the Oze mountainous area, Ozegahara area, and Ozenuma and area 
surrounding it. Four species that are considered to inhabit only mountain areas, Apterothrips secticornis

（Trybom, 1896）, Thrips pini（Uzel, 1895）, Thrips sp. 1, and Bactrothrips montanus Haga and Okajima, 1989, 
were not recorded in the Ozegahara area, nor were they recorded in Ozenuma and area surrounding it. Five 
other species, Anaphothrips badius（Williams, 1913）, Taeniothrips sp. 1, Thrips sp. 2, Haplothrips sp. 1, and 
Liothrips sp. 1, appear to require a marsh environment as a habitat considering their distribution and host plants 
in the Oze national park. Among them, Taeniothrips sp. 1 and Thrips sp. 2, which utilize mugwort（Artemisia）
and Inula ciliaris（Miq.）Maxim. var. glandulosa Kitam.（Asteraceae）as a host plant, respectively, are 
unrecorded species in Japan that are distributed only in the Ozegahara area. These two species may require a 
vast marsh environment, such as the Ozegahara moor as a habitat. Stenchaetothrips dentatus Masumoto and 
Okajima, 2013, which utilizes bamboo grass as a host plant, is widely distributed in the Oze national park. As no 
characteristics of the males of this species have been reported so far, only the main morphological 
characteristics were described.

キーワード：尾瀬ヶ原，尾瀬沼，山岳域，湿原環境，Stenchaetothrips dentatus 
Ozegahara Moor, Ozenuma, mountainous area, marsh environment, Stenchaetothrips dentatus
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1．はじめに

1．1　アザミウマとは
　アザミウマ（昆虫綱：アザミウマ目）は体長 1-5 mm
ほどの微小な昆虫であるため，人の目に付くことはほと
んどないが，世界から約 6,300 種が記載されており

（Thrips Wiki, 2021），葉や花などの植物組織上，落葉落
枝層，枯木や枯枝などの樹皮下，菌類の子実体上など，
様々な場所を生息環境として利用している．アザミウマ
類の口器は吸汁型で，大顎と小顎が変形した針状の口針

（刺針）を備えている．この口針を用いて餌資源となる
ものの組織を破壊し，吸収し，摂食する．アザミウマの
餌資源は種によって様々で，植物組織や植物汁を食する
植食性種，菌類の菌糸や胞子を食する菌食性種，ダニ，
カイガラムシ，アザミウマのような小型節足動物を食す
る 捕 食 性 種 が 知 ら れ て い る． 植 食 性 種 の 中 に は
Frankliniella occidentalis Pergande, 1895 ミカンキイロ
アザミウマのように野菜，果実，花卉などの農作物に甚
大な被害を与えるオルソトスポウィルスを媒介する種

（Mound, 2002）や Ponticulothrips diospyrosi Haga and 
Okajima, 1983 カキクダアザミウマのように寄主植物の
葉に虫こぶを形成し，植物の生産性を低下させる種など，
農業上重要な害虫種が含まれている（梅谷ほか（編），
1988; 塘，2011）．植食性種は植物を餌資源として利用す
るだけでなく，産卵基質や生息場所としても利用してい
る．捕食性種の多くも産卵基質として植物を利用し，植
物を寄主とする小型節足動物を餌とすることから，生息
場所が植物組織上である場合が多い．日本からは穿孔亜
目のメロアザミウマ科，シマアザミウマ科，アザミウマ
科，有管亜目のクダアザミウマ科に属する 450 種が記録
されている（Masumoto and Okajima, 2021）．

1．2　尾瀬国立公園のアザミウマ相調査
　尾瀬国立公園が 2007 年 8 月 30 日に日光国立公園から
分離独立した時，尾瀬国立公園に編入された会津駒ヶ岳，
田代山，帝釈山などの山岳域での生物多様性調査が，福
島県によって 2007-2008 年に環境省委託の第 7 回自然環
境保全基礎調査として実施された．しかし，この調査で
アザミウマ類は１種も記録されなかった（福島県，
2008）．一方，尾瀬国立公園指定直前の 2007 年 8 月 26
日に三田村敏正氏が会津駒ヶ岳で実施した調査によっ
て，6 種のアザミウマ類が記録されている（斎藤ほか，
2011）．2008 年 9 月 22-24 日と 2009 年 8 月 16-19 日には
福島県尾瀬保護指導委員会による調査の一環として，会
津駒ヶ岳，田代山，帝釈山でアザミウマ相調査が実施さ

れ，17 種が記録された（塘，2010）．その後，福島大学
大学院共生システム理工学研究科が 2012-2015 年に実施
したプロジェクト研究（文部科学省特別経費（プロジェ
クト）採択事業：遷移途中にある自然環境を自然遺産と
して良好に保全するための研究モデルの策定 – 磐梯朝日
国立公園の人間と自然環境系（生物多様性の保全）に関
する研究−）において，磐梯朝日国立公園内の山岳域の
アザミウマ相と比較することを目的として，2012 年に
尾瀬国立公園編入地域と燧ヶ岳での調査が実施された．
また，2013-2016 年には福島県のレッドリスト改定のた
めの調査の一環として，編入地域周辺と燧ヶ岳での調査
が実施された（塘・志賀，2013; 塘ほか，2016）．これら
の一連の調査によって，尾瀬国立公園の山岳域からはこ
れまでに 34 種のアザミウマ類が記録されている（塘ほ
か，2016）．一方，尾瀬ヶ原や尾瀬沼周辺でのアザミウ
マ相調査は，一切実施されてこなかった．そのため，
2017-2019 年に実施された第 4 次尾瀬総合学術調査では，
アザミウマ相調査が基礎研究の研究項目の一つ，生物相
のインベントリー調査に位置付けられた．
　尾瀬山岳域での調査と第 4 次尾瀬総合学術調査で記録
されたアザミウマ類の採集データ（各種の採集年月日，
採集場所，寄主植物等，雌雄・齢期別の採集個体数，翅
多型が知られている種については翅型別個体数）につい
ては，すでに報告済みである（塘・桝本，2020）．そこで，
本稿では尾瀬国立公園内を尾瀬山岳域，尾瀬ヶ原域，尾
瀬沼及びその周辺域の 3 地域に分け，各地域のアザミウ
マ相の特徴とそれぞれの地域を特徴付ける種について詳
述する．

2．調査地と調査方法

　尾瀬国立公園におけるアザミウマ相調査は，尾瀬山岳
域，尾瀬ヶ原域，尾瀬沼及びその周辺域の 3 地域に分け
て実施した．
尾瀬山岳域：
　2008-2009 年，帝釈山・田代山（馬返峠登山口〜帝釈
山〜田代山山頂，舟岐林道の一部），会津駒ヶ岳（滝沢
登山口〜会津駒ヶ岳〜中門岳）．
　2012-2014 年，田代山・帝釈山（猿倉登山口〜田代山
山頂，馬返峠付近），会津駒ヶ岳（滝沢登山口〜会津駒ヶ
岳山頂〜中門岳，中門岳〜大津岐峠〜キリンテ登山口），
燧ヶ岳（御池登山口〜燧ヶ岳俎嵓〜柴安嵓）．
　2015 年，会津駒ヶ岳（滝沢登山口〜ヘリポート跡付
近）．
　いずれも登山道沿いで実施した．
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尾瀬ヶ原域（第 4 次尾瀬総合学術調査）：
　2017 年 8 月 14-16 日 と 9 月 12-14 日，2019 年 7 月
13-15 日と 8 月 15-17 日，山ノ鼻〜見晴，牛首分岐〜ヨッ
ピ吊り橋，東電小屋分岐〜見晴，ヨッピ吊り橋〜竜宮十
字路，長沢新道の一部，尾瀬植物研究見本園（山ノ鼻研
究見本園），鳩待峠〜山ノ鼻．
　いずれも木道沿いで実施した．
尾瀬沼及びその周辺域（第 4 次尾瀬総合学術調査）：
　2018 年 8 月 13-15 日と 9 月 2 日，2019 年 8 月 23-24 日，
尾瀬沼，沼尻〜白砂田代，三平下〜三平峠，尾瀬沼ヒュッ
テ〜小渕沢田代，沼山峠〜尾瀬沼ビジターセンター．
　いずれも木道沿いで実施した．
　アザミウマ類の採集は，ビーティングネットを用いた
ビーティング法と花から細筆を用いて直接採集する方法
を併用して実施した．2008 年の会津駒ヶ岳では，林床
からリター（落葉落枝）を約 3 L 採取し，吉井式ツルグ
レン装置（125W のスタンレー赤外線電球使用，土壌試
料の受網の直径 38 cm，目合約 5 mm，抽出時間は約 72
時間）によって抽出された土壌動物からアザミウマ類を
選別する方法も実施した．採集したアザミウマ類は
10%KOH によって体内組織を溶解後，エタノール系列
で脱水し，カナダ・バルサム封入による永久プレパラー

ト標本とし，光学顕微鏡を用いて同定した．

3．結果

　上述した調査によって，尾瀬国立公園内からは 2 亜目
3 科 6 亜科 26 属 59 種のアザミウマ類が記録された（塘・
桝本，2020; 表 1）．尾瀬山岳域からは 2 亜目 3 科 3 亜科
21 属 34 種，尾瀬ヶ原域からは 2 亜目 2 科 4 亜科 17 属
39 種，尾瀬沼及びその周辺域からは 2 亜目 2 科 3 亜科
14 属 25 種が記録された．
　尾瀬国立公園内から記録された 59 種の中の 10 種は日
本産既知種に該当せず，田代山山頂のイネ科植物から採
集された Scirtothrips sp. 1，尾瀬ヶ原のヨモギ類の葉か
ら採集された Taeniothrips sp. 1，尾瀬ヶ原のオゼミズ
ギクの花から採集された Thrips sp. 2，尾瀬沼南西部の
小沼湿原のクロベの葉から採集された Haplothrips sp. 
2， 尾 瀬 沼 及 び そ の 周 辺 域 の 枯 枝 か ら 採 集 さ れ た
Hoplandrothrips sp. 1，会津駒ヶ岳登山道沿いのリンド
ウ類の花と尾瀬ヶ原のアケボノソウから採集された
Liothrips sp. 1 の 6 種は，尾瀬国立公園以外からは見つ
かっていない．

表 １：尾瀬国立公園から記録されたアザミウマ類一覧
尾瀬山岳域 尾瀬ヶ原域 尾瀬沼及びその周辺域

Terebrantia 穿孔亜目
Aeolothripidae シマアザミウマ科
　　Aeolothrips kurosawai Bhatti, 1971 ●
Thripidae, Dendrothripinae アザミウマ科デンドロアザミウマ亜科
　　Dendrothrips utari Kudô, 1984 ●
Thripidae, Panchaetothripinae アザミウマ科アミメアザミウマ亜科
　　Helionothrips aino（Ishida, 1931） ●
Thripidae, Sericothripinae アザミウマ科セリコアザミウマ亜科
　　Hydatothrips abdominalis（Kurosawa, 1937） ハラオビアザミウマ ●
Thripidae, Thripinae アザミウマ科アザミウマ亜科
　　Anaphothrips badius（Williams, 1913） ●
　　Anaphothrips obscurus（Müller, 1776）クサキイロアザミウマ ● ● ●
　　Apterothrips secticornis（Trybom, 1896） ●
　　Aptinothrips stylifer Trybom, 1894 ● ● ●
　　Bolacothrips sp. 1 ●
　　Ernothrips lobatus（Bhatti, 1967） ●
　　Frankliniella intonsa（Trybom, 1895）ヒラズハナアザミウマ ● ● ●
　　Frankliniella tenuicornis（Uzel, 1895）カホンカハナアザミウマ ●
　　Megalurothrips distalis（Karny, 1913）マメハナアザミウマ ● ●
　　Microcephalothrips abdominalis（Crawford, 1910）コスモスアザミウマ ● ●
　　Mycterothrips glycines（Okamoto, 1911）ダイズアザミウマ ●
　　Mycterothrips japonicus Masumoto and Okajima, 1998 ●
　　Scirtothrips cryptomeriae Masumoto and Okajima, 2019 ●
　　Scirtothrips dorsalis Hood, 1919 チャノキイロアザミウマ ●
　　Scirtothrips sp. 1 ●
　　Stenchaetothrips biformis（Bagnall, 1913）イネアザミウマ ● ● ●
　　Stenchaetothrips dentatus Masumoto and Okajima, 2013 ● ● ●
　　Taeniothrips oreophilus Priesner, 1935 アシグロアザミウマ ● ● ●
　　Taeniothrips sp. 1 ●
　　Thrips alni Uzel, 1895 ● ● ●
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4．考察

4．1　尾瀬国立公園のアザミウマ相

4．1．1　尾瀬山岳域のアザミウマ相
　尾瀬国立公園の山岳域から記録された 34 種のアザミ
ウマ類のうち 12 種は尾瀬ヶ原域や尾瀬沼及びその周辺
域からは記録されなかった．しかし，この 12 種の中の
6 種，Aeolothrips kurosawai Bhatti, 1971，Bolacothrips sp. 1，
Ernothrips lobatus（Bhatti, 1967），Frankliniella tenuicornis

（Uzel, 1895）カホンカハナアザミウマ，Mycterothrips glycines
（Okamoto, 1911）ダイズアザミウマ， Hoplothrips corticis（De 
Geer, 1773）は，尾瀬国立公園以外の地域では平地にも
分布しており，寄主植物等も寒冷地や高山草原のみに生
育するものではない（黒沢，1968; 梅谷ほか（編），
1988; Masumoto and Okajima, 2002; Okajima, 2006; 高倉

ほか，2006; 前田・塘，2011; 塘・志賀，2021）．これら
6 種は山岳域特異性種ではなく，尾瀬ヶ原域や尾瀬沼及
びその周辺域にも分布していると思われる．12 種の中
の 1 種，Scirtothrips sp. 1 は，Scirtothrips 属の日本産
既 知 10 種 と は 異 な る 形 態 的 特 徴 を 示 し た が（cf. 
Masumoto and Okajima, 2007, 2019a），メス 1 個体しか
得られておらず，形態に奇形状態を示す点（単眼前方刺
毛 I，後胸背楯板前方の外側刺毛を欠き，触角第 2 節の
鐘状感覚器下の MD 刺毛は左の触角にはあるが，右の
触角には欠く）も認められたため，この種が日本産既知
種に該当するのか否か，その分布が山岳域特異的である
のか否かについては判断できない．また，12 種の中の 1
種はアザミウマ亜科に属することは間違いないが，日本
産既知属には該当属がいない属不明種である．この種は
田代山のカヤツリグサ科からメス 1 個体が得られたが，
カヤツリグサ科が真の寄主植物であるか否かは不明であ

　　Thrips brevicornis Priesner, 1920 ● ●
　　Thrips brunneus Ishida, 1936 ● ● ●
　　Thrips coloratus Schmutz, 1913 ビワハナアザミウマ ● ● ●
　　Thrips flavus Schrank, 1776 キイロハナアザミウマ ● ● ●
　　Thrips griseus Bagnall, 1916 ● ●
　　Thrips hawaiiensis（Morgan, 1913）ハナアザミウマ ●
　　Thrips nigropilosus Uzel, 1895 クロゲハナアザミウマ ● ●
　　Thrips nonakai Masumoto and Okajima, 2013 ●
　　Thrips pini（Uzel, 1895） ●
　　Thrips setosus Moulton, 1928 ダイズウスイロアザミウマ ● ●
　　Thrips shiranesanus Masumoto and Okajima, 2013 ●
　　Thrips sukki Bhatti and Lee, 1999 ● ●
　　Thrips syringae Masumoto and Okajima, 2013 ●
　　Thrips tabaci Lindeman, 1889 ネギアザミウマ ●
　　Thrsip typicus Masumoto and Okajima, 2013 ● ● ●
　　Thrips sp. 1 ●
　　Thrips sp. 2 ●
　　Yoshinothrips pasekamui Kudô, 1985 ● ● ●
　　Gen. sp. 1 ●
Tubulifera 有管亜目
Phlaeothripidae, Idolothripinae クダアザミウマ科オオアザミウマ亜科
　　Bactrothrips montanus Haga and Okajima, 1989 ミズナラオオアザミウマ ●
Phlaeothripidae, Phlaeothripinae クダアザミウマ科クダアザミウマ亜科
　　Ecacanthothrips inarmatus Kurosawa, 1932 トゲナシクダアザミウマ ●
　　Haplothrips aculeatus（Fabricius, 1803）イネクダアザミウマ ● ● ●
　　Haplothrips brevitubus（Karny, 1913）アカメガシワクダアザミウマ ●
　　Haplothrips kurdjumovi Karny, 1913 ハナクダアザミウマ ● ●
　　Haplothrips sp. 1 ミズギククダアザミウマ（仮称） ● ●
　　Haplothrips sp. 2 ●
　　Holothrips hagai Okajima, 1987 ● ●
　　Holothrips yuasai（Kurosawa, 1954） ● ●
　　Hoplandrothrips sp. 1 ●
　　Hoplothrips corticis（De Geer, 1773） ●
　　Hoplothrips fungi（Zetterstedt, 1840） ● ●
　　Hoplothrips ulmi（Fabricius, 1781） ●
　　Liothrips mayumi Okajima, 2006 ●
　　Liothrips shishiudo Okajima, 2006 ●
　　Liothrips sp. 1 ● ●

34 種 39 種 25 種
この表で示した 59 種のアザミウマ類は，すべて塘・桝本（2020）によって報告済みの種である．
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り，分布域も不明であるため，この種についても山岳域
特異的に分布する種であるのか否かについては判断でき
ない．なお，本種と同種と考えられる個体は尾瀬国立公園
以外の場所で，カヤツリグサ科以外の植物から記録されて
いる．12 種の中の残りの 4 種，Apterothrips secticornis

（Trybom, 1896）ハネナシアザミウマ , Thrips pini（Uzel, 
1895），Thrips sp. 1，Bactrothrips montanus Haga and 
Okajima, 1989 ミズナラオオアザミウマは山岳域特異性種
であり，尾瀬国立公園の山岳域を特徴付ける種であると考
えられる．
　ハネナシアザミウマが属する Apterothrips 属は 2 種か
らなる小さな属で，日本には本種のみが分布している

（Kudô, 1989）．本種は全北区（旧北区と新北区），オー
ストラリア区，新熱帯区に広く分布するが，分布は局地
的である．日本ではメスしか記録されていない．メスは
体長 1.2-1.4 mm，体色は一様に暗褐色で，触角も暗褐色．
無翅．日本では長野県（木曽駒ヶ岳と蝶ヶ岳）と福島県

（会津駒ヶ岳）の山岳域のみから記録されており（Kudô, 
1989; 塘，2010; 斎藤ほか，2011; 志賀ほか，2014），両
県のレッドリストにはどちらも情報不足として掲載され
ている（長野県，2015; 福島県，2020）．本種はイネ科植
物を寄主植物として利用するが，尾瀬国立公園内の山岳
域でも会津駒ヶ岳山頂付近から中門岳までの間に広がる
湿性草原（雪田草原）以外では分布が確認されていない

（塘・桝本，2020）．
　Thrips pini は体色が一様に暗褐色で，触角第 1-2 節
は淡褐色，第 3 節は褐色で基部 1/3 は黄色味を帯び，第
4-5 節は暗褐色で基部はわずかに色が薄く，第 6-7 節は
暗褐色の種である．腹部腹板に副刺毛を有するが，側背
板にはこれを欠き，前翅前脈の刺毛列中央に刺毛を欠く
大きなギャップがあり，後胸背楯板は中央部が不規則な
網目状を呈する点で日本産 Thrips 属の他種と識別でき
る．日本では山岳域のマツ科植物を寄主植物として利用
す る こ と が 知 ら れ て い る（Masumoto and Okajima, 
2013）．本種は尾瀬ヶ原域や尾瀬沼及びその周辺域のマ
ツ科植物からは未記録であったが，山岳域でも帝釈山か
らメス 1 個体が得られているだけなので，尾瀬国立公園
内では個体数が少ないのかもしれない．
　Thrips sp. 1 は山梨県，長野県，新潟県，福島県，山
形県のブナ帯上部の標高域においてのみ生息が確認され
ている未記載種であり，体色は黄色〜黄褐色で，触角第
1 節は体色と同色，第 2 節は第 1 節よりも色が濃く，第
3 節は基半部は黄色で先端半部は淡褐色，第 4-5 節は基
半部は淡褐色で先端半部は褐色，第 6-7 節は褐色の種で
ある．翅多型を示すが，ほとんどの個体が微翅型で，雌

雄ともに稀に長翅型が生じる．後胸背楯板の刻紋がほぼ
消失し，模様が生じない点で同属他種と識別できる（塘
ほか，2016）．腹部第 8 節背板後縁に櫛歯状突起を欠くが，
微小な微突起を不規則に生じることが多い．ヒメノガリ
ヤス，タカネノガリヤスなどカラスムギ連に属する 5 種
のイネ科植物を寄主植物とすることが知られており（木
目澤ほか，2014; 志賀ほか，2015; 塘ほか，2016），分布
域においては個体数も多い．本種の寄主植物は尾瀬ヶ原
域や尾瀬沼及びその周辺域にも分布しているが，今回の
調査では山岳域以外での生息を確認することはできな
かった．
　ミズナラオオアザミウマが属する Bactrothrips 属は，日
本産アザミウマ類の中でも体長が最大のものの一つであ
る．日本産は 7 種が記録されており（Haga and Okajima, 
1989），オスの腹部第 6 節背板側部に後方に向かう角状
突起があり，第 7-8 節背板側部にも小突起があるのが大
きな特徴である．本種はメスの体長 5.4-7.2 mm，オスの
体長 4.4-6.8 mm で，体色は一様に黒褐色，脚の脛節は
黄色と暗褐色の二色で，中脚脛節は大部分が暗褐色であ
るが，後脚脛節は先端 1/3 が黄色で，触角第 3 節の感覚
錐は第 3 節の長さの 1/3 よりも短く，オスの腹部第 6 節
の角状突起は内側に湾曲することで日本産 Bactrothrips
属の他種と識別できる．地表に落下せず，枝に付いた状
態の枯葉上に生える菌類を摂食する．本種は長野県，山
梨県，福島県に分布し，冷温帯林のミズナラやカシワの
枯 葉 か ら 得 ら れ て い る（Haga and Okajima, 1989; 
Okajima, 2006; 塘・桝本，2020）．長野県と福島県のレッ
ドリストにはどちらも情報不足として掲載されている

（長野県，2015; 福島県，2020）．本種は尾瀬国立公園内
の山岳域でも会津駒ヶ岳登山口付近のミズナラ林からし
か記録されなかった（2012 年に 2 齢幼虫 1 個体，2015
年にメス 1 個体と１齢幼虫 1 個体，塘・桝本，2020）．

4．1．2　尾瀬ヶ原域のアザミウマ相
　尾瀬ヶ原域から記録された 39 種のアザミウマ類のうち
16 種は尾瀬山岳域や尾瀬沼及びその周辺域からは記録さ
れなかった．しかし，16 種の中の 11 種は，尾瀬国立公
園以外の地域にも広く分布する種であり，Dendrothrips 
utari Kudô, 1984 と Thrips nonakai Masumoto and 
Okajima, 2013 はマルバアオダモなどのモクセイ科植物，
Thrips syringae Masumoto and Okajima, 2013 はハシド
イやミヤマイボタなどのモクセイ科植物，Mycterothrips 
japonicus Masumoto and Okajima, 1998 はヤナギ属など
のヤナギ科植物を寄主植物としており，Ecacanthothrips 
inarmatus Kurosawa, 1932 トゲナシクダアザミウマと
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Hoplothrips ulmi（Fabricius, 1781）は枯木や枯枝の樹皮
下に生息する種であり，寄主植物の分布も広い（Kudô, 
1984; Okajima, 2006;  Masumoto and Okajima, 2006, 2013）．
また，Hydatothrips abdominalis（Kurosawa, 1937）ハラ
オビアザミウマ，Scirtothrips dorsalis Hood, 1919 チャノキ
イロアザミウマ，Thrips hawaiiensis（Morgan, 1913）ハナ
アザミウマ，Thrips tabaci Lindeman, 1889 ネギアザミウマ，
Haplothrips brevitubus（Karny, 1913）アカメガシワクダア
ザミウマは寄主植物として多数の植物を利用する広食性
種であり，尾瀬ヶ原のような広大な湿原環境との明瞭な
関係性は示さない（梅谷ほか（編），1988; Kudô, 1991; 多々
良，2004; 前田・塘，2011; 塘・志賀，2021）．したがって，
これら 11 種は尾瀬ヶ原のような広大な湿原域特異的に
分布する種ではなく，尾瀬山岳域や尾瀬沼及びその周辺
域にも生息していると思われる．
　Thrips shiranesanus Masumoto and Okajima, 2013
は，尾瀬ヶ原域のみで記録された種である．本種はオス
が未知で，メスは体長 1.9-2.0 mm と Thrips 属の中では
比較的大型の種である．体色は一様に暗褐色で，触角第
1-2 節は暗褐色，第 3-4 節は黄色，第 5 節はわずかに褐
色味を帯び，第 6-8 節は褐色である．前翅は暗色で，基
部 1/4 は淡色である．本種は体色が暗褐色で，腹部腹板，
側背板ともに副刺毛を欠き，腹部第 8 節背板後縁の櫛歯
状突起は完全で，腹部第 9 節背板に 2 対の鐘状感覚器を
もち，腹部第 7 節腹板後縁刺毛が通常 2 対しかない点で
日本産 Thrips 属の他種と識別できる．本種は群馬県の
白根山の標高約 2,100 m の場所で，ニガナ属（キク科）
の花とオトギリソウ属（オトギリソウ科）の花から得ら
れた個体に基づいて 2013 年に記載された種である

（Masumoto and Okajima, 2013）．タイプ産地以外から
は 2014 年に長野県の志賀高原の標高約 1,950 m の場所
でヒゲノガリヤス（イネ科）から得られている（志賀，
2015）．尾瀬国立公園からの記録はそれに次ぐ 3 ヶ所目
の記録で，尾瀬ヶ原域のトキソウ（ラン科）の花から１
個体，ハクサンチドリ（ラン科）の花から 4 個体が記録
された．本種は尾瀬山岳域からは記録されていないが

（塘・桝本，2020），高標高の山岳域特異的に分布する種
であることは間違いないと思われる．しかし，これまで
に本種が採集された植物に基づいて考えると，明るい場
所に生育する植物を寄主植物として利用しているものと
思われ，湿原環境に強く依存する訳ではないものと思わ
れる．
　Liothrips mayumi Okajima, 2006 も尾瀬ヶ原域のみで
記録された種である．L. mayumi は富山県の立山でマ
ユミ（ニシキギ科）から得られた個体に基づいて記載さ

れたが（Okajima, 2006），これまでタイプ産地以外から
の記録はない．尾瀬ヶ原のミヤマイボタ（モクセイ科）
から得られた個体はこの種に酷似し，少なくともメスの
形態的特徴において L. mayumi と区別することはでき
ない．しかし，本種はオス個体が得られていないため（メ
ス 2 個体と 2 齢幼虫 4 個体），L. mayumi のオスの形態
と比較することができない．また，本種はミヤマイボタ
から成虫と同時に幼虫も採集されていることから，ミヤ
マイボタを寄主植物として利用していることは間違いな
いものと考えられる．Liothrips 属の多くの種は寄主特
異性が高いが，本種と L. mayumi の寄主植物は科レベ
ルで異なることから，本種は L. mayumi とは別種であ
る可能性も考えられる．ミヤマイボタは湿原生植物では
ないため，それを寄主植物とする本種は湿原環境に強く
依存する種ではないものと思われる．
　尾瀬ヶ原域のみで記録された 16 種の中の残りの 3 種，
Anaphothrips badius（Williams, 1913），Taeniothrips 
sp. 1，Thrips sp. 2 は，尾瀬ヶ原域を特徴付ける種であ
ると考えられる．Anaphothrips 属は，日本産 6 種が記
録 さ れ て お り（Kudô, 1989; Masumoto and Okajima, 
2017），いずれもイネ科植物を寄主植物として利用して
いる．Anaphothrips 属は尾瀬国立公園から 2 種が記録
され，A. obscurus（Müller, 1776）クサキイロアザミウ
マは尾瀬山岳域，尾瀬沼及びその周辺域からも記録され
たが，A. badius は尾瀬ヶ原域からしか記録されなかっ
た（塘・桝本，2020）．A. badius のメスは体長 1.3-1.5 
mm，体色は一様に暗褐色で，触角第 1-2 節と第 6-9 節
も暗褐色（触角第 6 節に二次縫合線があるため，触角は
9 分節する），第 3-4 節は他節よりも色が薄い．前翅は褐
色．オスは体長約 1.0 mm で，体色はメスと同様．オス
は翅多型が認められ，基本的には長翅型であるが，山の
鼻研究見本園内では短翅型が 1 個体記録された（塘・桝
本，2020）．A. badius は体色が一様に暗褐色であること
で 日 本 産 Anaphothrips 属 の 他 種 と 識 別 で き る．A. 
badius は旧北区，特にヨーロッパに広く分布するが，
日本では北海道と福島県のみから記録されており

（Kudô, 1989; 塘，2012; 塘・ 志 賀，2013; 塘・ 志 賀，
2021），群馬県からは初記録となる．福島県内ではこれ
までに尾瀬国立公園（尾瀬ヶ原の見晴付近）以外に 3 ヶ
所から記録されており，吾妻山系（1 個体，塘・志賀，
2013）と駒止湿原（数個体，塘，2012）では記録された
個体数が少ないが，裏磐梯地域ではヨシ（アシ）湿地に
多産する（塘・志賀，2021）．尾瀬ヶ原域でもヨシから
は多数が得られるが，ヨシ以外のイネ科植物には少ない
ことから（塘・桝本，2020），ヨシが生育する湿原環境
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に依存する種であると考えられる．
　Taeniothrips sp. 1 はヨモギ類の葉のみから得られた
種であるが，その形態的特徴が日本産 Taeniothrips 属
の既知 3 種と一致しない（塘・桝本，2020）．尾瀬山岳
域や尾瀬沼及びその周辺域にもヨモギ類は分布している
が，本種の生息は確認されなかったことから，本種は生
息環境として尾瀬ヶ原のような広大な湿原環境を必要と
する種であるのかもしれない．
　Thrips sp. 2 は，日本産 Thrips 属の既知 33 種に該当種
はいないため（cf. Masumoto and Okajima, 2013, 2019b），
未記載種である可能性が高い．形態的にはT. nigropilosus 
Uzel, 1895 クロゲハナアザミウマと T. urticae Fabricius, 
1781 の中間的な特徴を示す種で，後胸背楯板に鐘状感覚
器がない点は T. nigropilosus に似るが，前胸背板前縁
にやや長い刺毛がある点，腹部背板 S1 刺毛間に刻線が
ない点，後胸背楯板の網目状刻紋が顕著ではない点は T. 
urticae に似る（塘・桝本，2020）．本種はオゼミズギク
の花のみからメス 3 個体が得られたが，これら 3 個体は
異なる場所（見晴付近，牛首分岐とヨッピ吊り橋の間）
で異なる時期（2017 年 8 月，2017 年 9 月，2019 年 8 月）
に記録された．オゼミズギク以外からは得られていない
ため，オゼミズギクを寄主植物として利用していること
は間違いないと考えられる．湿原生植物であるオゼミズ
ギクを寄主植物とすることから，本種は湿原環境に強く
依存する種であると考えられる．オゼミズギクは尾瀬沼
及びその周辺域の湿原環境にも生育するが，生息を確認
していない．

4．1．3　尾瀬沼及びその周辺域のアザミウマ相
　尾瀬沼及びその周辺域から記録された 25 種のアザミ
ウマ類のうち 5 種は尾瀬山岳域や尾瀬ヶ原域からは記録
されなかった．これら 5 種のうち，小沼湿原のクロベの
葉からメス１個体が得られた Haplothrips sp. 2 は，前胸
背板の前縁刺毛が前角刺毛よりは短いが，微小とは言え
ず，複眼後方刺毛や前胸背板の刺毛の先端が尖らず，膨
らみもしない（いわゆる blunt の状態）点で，日本産
Haplothrips 属の既知種（外来種を含む）に該当しない

（塘・桝本，2020）．本種はヨーロッパやイランなどに分
布する H. subtilissimus（Haliday, 1852）に似るが，触
角第 3 節の色が淡褐色である点，メスにも前脚付節に小
さな歯状突起がある点，前胸背板前縁刺毛が前角刺毛よ
り も 短 い 点 な ど で 異 な る（cf. Minaei and Mound, 
2008）．オーストラリアに分布する H. anceps Hood, 
1918 にも似るが，刺毛先端が膨らまない点で異なる（cf. 
Mound and Minaei, 2007）．南米やハワイに分布する H. 

graminis Hood, 1912 にも似るが，複眼後方刺毛先端が
尖らず，前胸背板前縁刺毛が短くない点で異なる（cf. 
Mound and Matsunaga, 2017）．ミトコンドリア DNA
の COI 領域の部分配列（526bp）を用いた解析では，本
種は H. chinensis Priesner, 1933 シナクダアザミウマ，
アカメガシワクダアザミウマ，H. kurdjumovi Karny, 
1913 ハナクダアザミウマからなるクレードと姉妹群を
構成した（大泉舞華ほか，未発表）．山岳域で豪雪地域
でもある場所に生息することから，今後は極東ロシアに
分布する種との比較検討が必要である．今回はメス 1 個
体しか得られておらず，クロベが本種の真の寄主植物で
あるか否かも不明であるため，この種が尾瀬沼及びその
周辺域を特徴付ける種であるのか否かについては判断で
きない．本属の多くはイネ科またはキク科の花を寄主植
物としており，捕食性種は通常木本植物上に生息するダ
ニ類を捕食している（Mound and Minaei, 2007）．同様
に捕食性のハナクダアザミウマが木本植物から多く得ら
れることから，本種も捕食性の可能性がある．
　尾瀬沼及びその周辺域のみから記録された 5 種のう
ち，Helionothrips aino（Ishida, 1931），Hoplandrothrips 
sp. 1，Liothrips shishiudo Okajima, 2006 の 3 種は，そ
れぞれの寄主植物等は尾瀬国立公園内に広く認められる
にも関わらず，尾瀬沼及びその周辺域以外では確認され
なかった．特に H. aino は尾瀬国立公園以外の地域にも
広く分布する種であり，アケビ科，マタタビ科，マメ科，
ミツバウツギ科などを寄主植物として利用する広食性種
であることが知られている（Kudô, 1992; 塘・志賀，
2021）．それにも関わらず，尾瀬国立公園内では尾瀬沼
及びその周辺域のオオカメノキ（レンプクソウ科）から
しか記録されず，それ以外の植物からは確認されなかっ
た．Hoplandrothrips sp. 1 は，その形態的特徴が日本産
Hoplandrothrips 属の既知 9 種のいずれとも一致しな
かった（cf. Okajima, 2006）．尾瀬沼周辺域には広く分布
し，枯枝から比較的多くの個体が得られた．枯枝は特定
の樹種ではなく，類似の枯枝は尾瀬山岳域や尾瀬ヶ原域
にも認められたが，この種は得られていない．L. 
shishiudo はシシウド（セリ科）を寄主植物として利用
する種で，これまでに長野県，福島県，山形県の山岳域
から記録されているが，いずれも分布は局所的である

（Okajima, 2006; 塘ほか，2016）．シシウドは尾瀬山岳域
にも尾瀬ヶ原域にも広く分布しているにもかかわらず，
得られていない．また，尾瀬沼及び周辺域においても，
Liothrips 属であることが明らかな 2 齢幼虫 1 個体が三
平下付近のシシウドから得られたのみで，成虫は未記録
である．これら 3 種は尾瀬沼及びその周辺域を特徴づけ
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る種というよりは，寄主植物等があっても分布が局所的
であるため，尾瀬山岳域や尾瀬ヶ原域からは記録されな
かったものと思われる．
　Scirtothrips cryptomeriae Masumoto and Okajima, 
2019 はオスが未知で，メスは体長 0.9-1.0 mm と非常に
小型で，体色は褐色味を帯びた黄色の種である．ただし，
単眼域と腹部背板の側方部はわずかに暗色化し，腹部第
4-8 節 背 板 と 第 4-7 節 腹 板 の 前 縁 隆 起（antecostal 
ridges）は暗色である．触角第１節は淡色であるが，第
2-8 節は淡褐色で，前翅も淡褐色である．本種は腹部腹
板の中央部に微刺列を欠き，触角第 2 節の鐘状感覚器の
下方に MD（mid-dorsal）刺毛があり，体色や前翅の色
が淡色ではなく，腹部第 8 節背板の前方中央に微刺がな
いことで日本産 Scirtothrips 属の他種と識別できる

（Masumoto and Okajima, 2007, 2019a）．本種はこれま
で千葉県，東京都，神奈川県のスギ（ヒノキ科）と広島
県のヒノキ（ヒノキ科）が寄主植物として知られている．
尾瀬沼及びその周辺域では専らクロベ（ネズコ）（ヒノ
キ科）を寄主植物として利用していたが，クロベは本種
の寄主植物としては初記録である．なお，尾瀬沼及びそ
の周辺域にはクロベが広く分布しているが，本種はクロ
ベがあっても生息していない場所が多かった（本種が記
録されたのは専ら尾瀬沼北部の福島県域）．本種は尾瀬
山岳域と尾瀬ヶ原域からは未記録であったが，その分布
域は広いこと（Masumoto and Okajima, 2019a），体サ
イズが小さく，体色が淡色で発見され難いこと，尾瀬山
岳域では針葉樹を対象としたアザミウマ類の調査が不充
分であることから，今後，クロベを含むヒノキ科植物か
ら発見される可能性はあるものと思われる．

4．1．4　湿原環境に依存する種
　上述したように，尾瀬国立公園内では尾瀬ヶ原域だけ
から確認された Anaphothrips badius，Taeniothrips sp. 
1，Thrips sp. 2 の 3 種は，広大な湿原環境を必要とする
種であるものと思われる．ところで，尾瀬国立公園内に
おける湿原環境は，尾瀬山岳域にも田代山の山頂（田代
山湿原）や小田代湿原，会津駒ヶ岳と中門岳の間の雪田
草原の池溏周辺，燧ヶ岳の登山道沿い（広沢田代や熊沢
田代など）にも存在する．しかし，それらの規模は大き
くない（尾瀬山岳域の調査では多数の田代が存在する燧
裏林道沿いの調査を実施していない）．一方，尾瀬沼及
びその周辺域には大江湿原，浅湖湿原，沼尻平，小沼湿
原，小渕沢田代など多くの湿原環境が存在する．そこで，
尾瀬ヶ原域と尾瀬沼及びその周辺域のアザミウマ相を比
較したところ，4 種の共通種 : Thrips sukki Bhatti and 

Lee, 1999，ハナクダアザミウマ，Haplothrips sp. 1 ミズ
ギ ク ク ダ ア ザ ミ ウ マ（ 仮 称 ），Hoplothrips fungi

（Zetterstedt, 1840）が認められた（塘・桝本，2020）．
　4 種の中の 3 種，T. sukki，ハナクダアザミウマ，H. 
fungi は，尾瀬国立公園以外の地域にも広く分布する種
であり，T. sukki はヨモギ類を寄主植物として利用して
おり，ハナクダアザミウマは各種植物組織上（草本より
も木本に，花よりも葉に多い傾向がある）に，H. fungi
は枯木や枯枝の樹皮下に生息する（塘，1995; Okajima, 
2006; Masumoto and Okajima, 2013; 塘・志賀，2021）．
ハナクダアザミウマは磐梯朝日国立公園や日光国立公園
では山岳域に普通で（志賀ほか，2014; 塘ほか，2016），
他の地域でも冷温帯で多く認められる種であるので（塘，
1995; 塘・志賀，2021），尾瀬国立公園内の山岳域から記
録されなかったのは不思議である．どの種も湿原環境に
強く依存する訳ではないため，おそらく尾瀬山岳域にも
分布していると思われる．
　残りの 1 種，ミズギククダアザミウマは湿原生植物で
あるミズギクやオゼミズギクを寄主植物として利用する
種であるため，湿原環境に強く依存する種であると考え
られる．本種が含まれる Haplothrips 属は世界から 239
種が記載されおり，クダアザミウマ科の中でも多くの種
を含む属で（Thrips Wiki, 2021），日本には在来種 9 種
と外来種 2 種が分布している（Okajima, 2006; Fujimoto 
et al., 2019; 安岡，2019）．尾瀬国立公園からは未記載種
を含む 5 種が記録されたが（塘・桝本，2020），本種は
この未記載種の中の 1 種である．本種は福島県南会津町
と昭和村の境に位置する駒止湿原のミズギク（キク科）
の花から最初に記録された種である（塘，2012）．尾瀬
国立公園内では尾瀬ヶ原域には広く分布し，ミズギクの
変種であるオゼミズギクを寄主植物として利用している
が，尾瀬沼及びその周辺域では三平下付近からメス 3 個
体しか記録されていない（塘・桝本，2020）．オゼミズ
ギクは田代山山頂の田代山湿原や燧ヶ岳登山道沿いの広
沢田代などの山岳域にも生育するが，これらの地域から
は未発見である（塘ほか，2016）．本種は雄に顕著な２
型性（大型雄と小型雄）があり，複眼後方刺毛の長さに
顕著な雌雄差が見られるなど，性的２型も示す（塘ほか，
2016）．このような特徴は日本産 Haplothrips 属の他種
には見られない．前胸背板前縁刺毛は微小で先端は尖ら
ず，触角第 3 節の感覚錐は 2 本，前翅亜基部刺毛は 3 本
すべて先端が尖る点で日本を含む全北区、オーストラリ
ア及びニュージーランドに分布する H. leucanthemi 
Schrank, 1781 に似るが，オスの挿入器（aedeagus）先
端 が 尖 る 点 で 明 ら か に 異 な る（cf. Okajima, 2006; 

塘　忠顕，桝本　雅身398



Fujimoto et al., 2019; Minaei and Mound, 2008）．おそら
く本種は未記載種であると考えられる．ミトコンドリア
DNA の COI 領域の部分配列（526bp）を用いた解析では，
本種と H. leucanthemi は遺伝的距離はあるものの，同
一のクレード内に位置付けられた（大泉舞華ほか，未発
表）．また，ミズギクを寄主植物とする駒止湿原産の個
体とオゼミズギクを寄主植物とする尾瀬ヶ原産の個体と
の間にはハプロタイプの違いが認められた（大泉舞華ほ
か，未発表）．
　尾瀬ヶ原域と尾瀬山岳域の共通種は 6 種で，その中の
4 種，Megalurothrips distalis（Karny, 1913）マメハナア
ザ ミ ウ マ，Microcephalothrips abdominalis（Crawford, 
1919）コスモスアザミウマ，Thrips brevicornis Priesner, 
1920，Thrips setosus Moulton, 1928 ダイズウスイロアザ
ミウマは平地にも分布する種であり，各種植物の花や葉

（マメハナアザミウマはマメ科植物の花や葉，コスモス
アザミウマはキク科植物の花，T. brevicornis は林内や
林縁部の白色の花，ダイズウスイロアザミウマは各種植
物の葉）から得られる（黒沢，1968; 前田・塘，2011; 
Masumoto and Okajima, 2013）．T. brevicornis を除く 3
種は広域分布種であり，湿原環境に強く依存する種では
ない．共通種 6 種の中の 1 種，Thrips griseus Bagnall, 
1916 はアザミ類（キク科）を寄主植物とする種である
が（Masumoto and Okajima, 2013），湿原環境に強く依
存する種ではない．残りの 1 種，Liothrips sp. 1 は日本
産 Liothrips 属の既知 23 種と形態的特徴が合致せず，未
記載種の可能性がある（cf. Okajima, 2006）．本種は山岳
域では会津駒ヶ岳の登山道沿いのリンドウ類（リンドウ
科）の花から，尾瀬ヶ原域では見晴付近のアケボノソウ

（リンドウ科）の花から得られており（塘・桝本，
2020），寄主植物としてリンドウ科を利用する種である
と思われる．リンドウ類とアケボノソウはともにやや
湿った環境を好む植物であることから，本種は湿原環境
に依存する種かもしれない．

5．Stenchaetothrips dentatus オスの記載

　Stenchaetothrips 属は Thrips 属と形態的に非常によく
似ているが，単眼前方刺毛が単眼間刺毛よりも顕著に長
いことで識別できる．イネ科植物を寄主植物として利用
しており，日本産は 7 種が記録されている（Masumoto 
and Okajima, 2013）．尾瀬国立公園からは 2 種が記録さ
れ， S. biformis（Bagnall, 1913）イネアザミウマは様々
なイネ科植物から得られたが，S. dentatus Masumoto 
and Okajima, 2013 は専らササ類から得られた（ササ類

以外のイネ科植物やイネ科植物以外からもわずかではあ
る が 記 録 さ れ て い る： 斎 藤 ほ か , 2011; 塘・ 桝 本，
2020）．
　Stenchaetothrips dentatus はメスの体長 1.3-1.5 mm で，
体色は翅胸部が時々わずかに淡色化するが，一様に褐色
で，触角は第 1-2 節が褐色，第 3 節が黄色，第 4 節は黄
色だが，基部 1/2-1/3 は褐色味を帯び，第 5 節は褐色だが，
基部 1/2-1/3 は淡色化し，第 6-7 節は褐色（第 6 節基部
1/3 はしばしばわずかに淡色化する）．本種は前翅先端
3/4 は一様に暗色，基部 1/4 は淡色で，腹部第 9 節背板
に 2 対の鐘状感覚器をもち，複眼後方第 3 刺毛が第 1 刺
毛よりも顕著に長く，腹部背板後縁には側方に明瞭な小
歯があることで同属他種と識別できる．
　本種は塘（1995）が長野県菅平高原から記録した個体
に基づき Masumoto and Okajima （2013）によって記載

1
m

m

1A

1B

図 １：Stenchaetothrips dentatus Masumoto and Okajima オス
A. 体色が全体に褐色となる「褐色型」の全形図．B. 体色が
褐色と黄色の二色からなる「二色型」の全形図．
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された種であるが，長野県菅平高原ではオスが記録され
ていない．しかし，尾瀬山岳域からはオスが記録されて
いる（塘，2010; 斎藤ほか，2011）．本種は尾瀬国立公園
内では山岳域の他，尾瀬ヶ原域，尾瀬沼及びその周辺域
からも記録され，3 地域すべてに分布している（表 1）．
以下にオスの形態的特徴を記載する．
　オスは長翅型で，体長 1.0-1.2 mm．体色は頭部と翅胸
部が淡褐色で，前胸部はやや薄く，腹部は褐色（図
1A）．脚は淡褐色．触角第 1 節は頭部と同色で，第 2 節
は第 1 節よりも薄く，第 3-4 節は黄色で，第 4 節の先端
部は淡褐色，第 5 節は褐色で基半部が黄色，第 6-7 節は

褐色．また，体色が二色で，頭部から腹部第 4 節までが
黄褐色で，腹部第 5 節背板中央部が褐色で，腹部第 6 節
以降が褐色となる個体や腹部第 7 節以降だけが褐色とな
る個体も見られる（図 1B）．体色が二色の個体は頭部の
単眼域は褐色味を帯び，触角第 1-3 節は黄色，第 4-5 節
も黄色であるが，第 4 節先端と第 5 節先端半部は褐色，
第 6 節は褐色であるが，基部は黄色味を帯び，第 7 節は
褐色．前翅は基部 1/4 は淡色で，それ以外は一様に淡褐
色．目立つ刺毛は着色される．複眼後方第 3 刺毛は第 1
刺毛よりも顕著に長い．腹部背板後縁の両側に不規則な
小歯があり，腹部後方節には中央部にもある．腹部第 8
節背板後縁の櫛歯状突起は短く，長さは不揃いであるが，
間隔はやや規則的（図 2A）．腹部第 9 節背板の鐘状感
覚器は 2 対（図 2A）．腹部第 9 節背板の S1 刺毛は S2
刺毛と同じ位置か S2 刺毛よりもわずかに前方から生じ，
長さは S2 刺毛とほぼ同じで，SI 刺毛と S2 刺毛との基
部間距離は S1 刺毛どうしの基部間距離よりも短い（図
2A）．腹部第 3-7 節にある腹板腺は長楕円形で前縁と後
縁の中央部がやや凹む（図 2B）．
　尾瀬山岳域，尾瀬ヶ原域，尾瀬沼及びその周辺域それ
ぞれから採集された個体を含む 5 個体の各部測定結果は
以下の通りである（単位は µm）．体長 1064-1248，頭長
108-116，頭部の頬部間幅 136-148，複眼の背面長 60-72，
複眼の背面幅 40-48，前胸背板中央長 108-130，前胸背板
中央幅 160-180，後胸背楯板長 108-128，前翅中央部幅
36-40，腹板腺幅 56-80，触角第 1 節から第 7 節の各節の
長さ（幅）20-24（24-28），30-33（22-24），44-50（14-17），
42-48（14-18），34-40（14-18），47-55（16-18），16-19（6-8）．
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VIII, IX, X はそれぞれ腹部第 4, 5, 8, 9, 10 節を表している．
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1. はじめに

　ミジンコ類（Cladocera）は湖沼のプランクトンを特徴づ
ける動物群であるが，狭義のミジンコ，すなわちミジンコ
属（Daphnia O. F. Mueller, 1785）では，種同定のための
形態的特徴に乏しく，また形態の可塑性も大きいため，分
類がしばしば混乱してきた（Benzie，2005；Adamowicz 
et al.，2009; Kotov, 2015）．さらに，Daphnia 属の形態的
可塑性を考慮せず，既存の図鑑等に掲載されている種と
は形態が異なるといった理由で新種記載がされて来たこと
も，種同定の困難さに拍車をかけてきた．例えば，Kotov

（2015）は，Daphnia 属とされる 361 種の記載を精査し，
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　2017 年 10 月に尾瀬ヶ原湿原で採集された Daphnia 6 個体の 12S rRNA の DNA 塩基配列を調べた
ところ，2 つのミトタイプが検出された．この配列をさまざまな Daphnia 種と比較したところ，D. 
dentifera の塩基配列に最も近いことがわかった．さらに，近隣地域で採集された個体との分子系統関
係を調べたところ，近隣の栃木や福島の池沼で採集された D. dentifera 個体とクレードを形成した．
この結果から，尾瀬ヶ原で採集された個体は D. dentifera であり，尾瀬を含む南東北の D. dentifera
個体群と北東北や三陸・中部地域との個体群の間では，現在，遺伝子交流がほとんどないことが示唆
された．

Daphnia species in Ozegahara mire identified with genetic information

Jotaro Urabe1, Hajime Ohtsuki1, Wataru Makino1, Haruo Fukuhara2

This study examined genetically Daphnia specimens collected in October 2017 at Ozegahara mire（Gunma 
Prefecture）to identify species and to clarify phylogenetic relationships Daphnia individuals collected in the 
vicinity areas. The DNA sequence of 12S rRNA was congruent with those of D. dentifera. A phylogenetic 
analysis with D. dentifera specimens collected mainly in the Japan Islands showed that the specimens collected 
in Ozegahara mire were clustered with those collected in the north Tohoku area, including Fukushima 
Prefecture. The result suggests low gene flow between the current populations in the north-Tohoku and other 
areas in Japan.

キーワード：尾瀬ヶ原湿原，Daphnia 属，動物プランクトン，分子系統，ミジンコ，12S rRNA 
Ozegahara mire, Daphnia, zooplankton, molecular phylogeny, water flea, 12S rRNA
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その 70% 以上は種として扱うことに疑問が残ると指摘
している．このため，Daphnia 属の種同定には，形態的
検討だけでなく，DNA 塩基配列による分子系統分類と
あわせて行うことが不可欠とされている（Adamowicz 
et al.，2009; Kotov，2015）．
　我が国で入手できる図鑑では，湖沼に産する Daphnia
属として，上野（1973）は 11 種，水野（1991）は 14 種，
田中（2017）は 16 種を掲載している．しかし，その多
くは欧州で記載された Daphnia 種と形態が類似してい
ることを根拠に分類したものである．これら図鑑に掲載
されている種のうち，これまで DNA 塩基配列により我
が国湖沼での分布が確認されているのはD. pulex Leydig, 
1860; D. pulicaria Forbes, 1893; D. galeata Sars, 1864; D. 
ambigua Scourfield, 1947; D. tanakai Ishida, Kotov & 
Taylor, 2006; D. magna Straus, 1820; D. longiremis Sars, 
1862; D. cristata Sars, 1862 の 8 種である（表 1）．この
他に DNA 塩基配列から，上記図鑑には掲載されていな
い D. dentifera Forbes, 1893（Ishida et al., 2011），D. 
mitsukuri Ishikawa, 1896（Maruoka et al., 2019）, D. 
ishidai Kotov, Garibian, Bekker, Tayler and Karavanov, 
2020（Kotov et al., 2020）, D. sinensis Gu, Xu, Li, Dumont 
et Han, 2013（Makino et al., 2017）　の分布が我が国で確
認されている．これら日本に生息する Daphnia 属の詳細
は Makino et al.（in prep）で報告し，考察する予定である．
　尾瀬ヶ原湿原では池溏や尾瀬沼に Daphnia 属 が分布
していることが報告されてきた．それら研究では，尾瀬ヶ

原 湿 原 の Daphnia 種 は，D. longispina（ 上 野，1954；
Kurasawa，1982；Hanazato and Nohara，1992）あるい
は D. rosea と同定されている（平，2000）．しかし，日
本各地の湖沼で採集した Daphnia 属の DNA 塩基配列を
調べた Ishida et al.（2011）や So et al.（2015）の研究で
は，D. longispina や D. rosea は確認されていない．また、
近年では分子系統解析から D. rosea や D. hyalina とさ
れる種は、D. longispina のシノニムとするのが妥当であ
るとの結果も示されている（Peterusek et al. 2008）. 幸
いなことに，2017 年から行われた第 4 次尾瀬総合学術調
査では複数の池溏で動物プランクトンが採集され，その
中に Daphnia 属の個体が含まれていた．そこで本研究で
は，尾瀬ヶ原湿原の池溏で採集された Daphnia 個体につ
いて，Daphnia 属の分子系統分類に広く使われている
12S rRNA（Tayler，1996；Ishida，2011; Maruoka et 
al., 2018）の DNA 塩基配列を調べて種同定を行うとと
もに，他地域の同種個体との分子系統関係を解析した．

2. 材料と方法

　尾瀬ヶ原湿原上田代にある 3 つの池溏 , KA1-04, KA4-
47, KA1-08（2 ヵ所）で 2017 年 10 月 20 日に動物プラ
ンクトンを採集した．各池溏の位置は，金井（1999）の
付図 4 を参照されたい．池溏のおよその水深・開水面面
積は，KA1-04 では 1.7 m・920 m2，KA4-47 では 1.1 m・
100 m2，KA1-08 では 1.2 m・1370 m2 であった（永坂ほ

表 1：我が国で出版されている動物プランクトン図鑑に掲載されている Daphnia 種と，DNA 塩基配列で分布が確認さ
れている Daphnia 種．

日本淡水生物学 日本淡水動物プランク
トン検索図鑑

日本産ミジンコ図鑑 DNA 塩基配列での分布確認種

上野（1973） 水野・高橋（1991） 田中・牧田（2017） 　 　
D. magna D. magna D. magna D. magna De Gelas and De Meester（2005）
D. similis D. similis D. similis

D. sinensis Makino et. al（2017）
D. pulex D. pulex D. pulex D. pulex So et al.（2015）

D. pulicaria D. pulicaria Urabe et al.（2003）
D. biwaensis D. biwaensis D. biwaensis

D. obtusa D. obtusa
D. mitsukuri Maruoka et al.（2019）

D. ambigua D. ambigua D. ambigua Makino et al.（2017）
D. longispina D. longispina D. longispina

D. dentifera Ishida et al.（2011）
D. rosea D. rosea

D. ishidai Kotov et al.（2020）
D. ezoensis D. ezoensis D. ezoensis
D. hyalina D. hyalina
D. galeata D. galeata D. galeata D. galeata Ishida & Taylor（2007）
D. cucullata D. cuculata D. cuculata

D. tanakai D. tanakai Ishida et al.（2006）
D. cristata D. cristata D. cristata Makino et al.（in prep.）

D. longiremis D. longiremis D. longiremis D. longiremis Makino et al.（in prep.）
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か，2021）．動物プランクトンの採集は，各池溏の岸か
ら目合 100 μ m（NXX13）のプランクトンネットを投
げ込み，水平曳きにより行った．採集した動物プランク
トンは環境省自然環境局生物多様性センター（2009）の
動物プランクトン DNA 試料採集方法により，現地にて
50% エタノールで固定し，漸次濃度を上げ，最終的に
99% エタノールに置換して保存した．採集を行った 3
つの池溏の 4 採集箇所のうち，池溏 KA1-04 と KA4-47
の試料には Daphnia 個体が含まれており，それら試料
を本研究に用いた．
　Daphnia の遺伝解析にあたっては，抱卵している成熟
個体を池溏 KA1-04 から 4 個体，KA4-47 から 2 個体を
無作為に選んで行った．各個体は個別に QuickExtractTM 
DNA Extraction solution（Epicentre）中で，65℃に 2
時間，その後 95℃に 10 分間の温度条件で処理すること
で DNA を抽出した．12S rRNA 領域を増幅する PCR お
よび塩基配列決定には Taylor et al.（1996）のプライマー
を使用した．PCR の温度条件は，94℃ 2 分間の初期変
性の後，98℃ 10 秒間，50℃ 30 秒間，68℃ 30 秒間を 30
サイクル行った．実験のより詳細な方法については
Maruoka et al.（2018）のとおりである．尾瀬で採集さ
れた Daphnia 個体の分子系統解析は，付表 1 に示した
種及び Ishida et al.（2011）で報告されている個体の
DNA 塩基配列を用いて行った．この他に，2017 年 4 月
に愛知県常滑市の溜池で採集された D. ambigua および

2011年9月に富山県立山連峰ミクリガ池で採集されたD. 
tanakai の固定サンプル，筆者らの研究室で継代飼育さ
れている宮城県大沢ため池で 2007 年に採集された D. 
pulex についても上記と同様の方法で塩基配列を調べ本
研究の解析に用いた．境塩基配列のアラインメントおよ
び分子系統樹の作成は Mega X（Kumar et al., 2018）を
用いて行った．分子系統は進化距離として Kimura 
2-parameter を使用した近隣結合法（NJ 法）により作成
し，ブートストラップ解析は 1000 回繰り返しで行った．
　本研究で調べた尾瀬ヶ原湿原の Daphnia 個体の塩基
配列は DDBJ（DNA Data Bank of Japan; https://www.
ddbj.nig.ac.jp/index.html）に登録されている（付表 1）．

3. 結果と考察

　尾瀬ヶ原湿原で採集した Dapnia 計 6 個体の 12S 
rRNA の塩基配列 429bp を調べた結果，池溏 KA1-04 と
KA40-47 からそれぞれ 1 つのミトタイプが検出された．
そこで，本研究では各ミトタイプを池溏番号で識別した

（Oze_KA1-04, Oze_KA40-47）．この配列を既存報告の
Daphnia 種と比較したところ，D. longispina や D. rosea
とは異なり，D. dentifera の配列と最も近いことがわかっ
た（図 1）．さらに，Ishida et al.（2011）が報告してい
る日本各地の湖沼で採集された D. dentifera 個体との分
子系統関係を調べたところ，尾瀬ヶ原湿原で採集した

Diaphanosoma brachurum

93

D. sinensis

D. hyalina

D. similis

D. longispina

D. galeata
D. galeata

D. dentifera
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D. obtusa
D. mitsukuri
D. ambigua

D. pulex
D. pulicaria

D. magna
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図 1：尾瀬ヶ原湿原で採集された Daphnia 個体（Oze_KA1-04）と Daphnia 種との分子系統関係 . 分子系統樹は，
Diaphanosoma brachyurum を外群とし，12S rRNA 遺伝子 391bp の DNA 塩基配列をもとに近隣結合法（NJ 法）により
作成した．系統樹に添えてある数字は，確率 50% 以上の Bootstrap 値（1000 回）．各種の DNA 情報の出典は付表 1 に示
した．

尾瀬ヶ原湿原のミジンコ 405



Daphnia 個 体 は 栃 木 県 の 西 ノ 湖（Tcg17） や 湯 の 湖
（Tcg19），福島県の会津駒ヶ岳・中門大池（Fsm22）や
西会津野沢の大沼（Fsm24）で採集された個体とクラス
ターを形成した（図 2）．特に，尾瀬ヶ原湿原で採集し
た Daphnia のうち Oze_KA4-47 は会津駒ヶ岳・中門大
池で採集された個体（Fsm22）と 12S rRNA の塩基配
列が一致した．
　D. dentifera は北米 Yellowstone 国立公園の沼沢で
Forbes（1983）により採取され記載された種である．
本種は Brooks（1953）により形態についての詳細な検
討が行われ，その論文でも D. dentifera と記述された．
しかし，その後 Brooks（1957）は，北米で D. longispina
と同定されてきた個体とあわせて D. rosea とするのが

妥当と結論づけた．しかし，Taylor et al.（1996）は，D. 
longispina や D. rosea の原記載地が欧州であることを背
景に，それらと北米産の個体とでは 12S rRNA の塩基
配列が種レベルを超えて異なることから，北米産の個体

（D. rosea s.l.）には北米で記載された D. dentifera を復
活させてそれを種名として用いることを提案した．
Ishida and Taylor（2007a）は日本にも北米産と同じ D. 
rosea s.l.（D. dentifera）が広く分布していることを明ら
かにし，北米個体との系統関係を詳細に検討した．その
結果，日本の D. rosea s.l. は遺伝的多様性が北米に比べ
て高く，しかも系統的に古い遺伝子型も含まれることを
発見した．Ishida and Taylor（2007a）は，日本列島は
最終氷河期に氷河に覆われなかったため各所に湖沼が残
され，これらが退避地（refugia）となったため，日本
では D. rosea s.l. の古い系統が保存され，多様性も高い
のではないかと推察している．なお，日本産と北米産の
D. rosea s.l. の 12S rRNA の塩基配列の違いは最大でも
2％以下であり，それぞれ単系統にならない（Ishida 
and Taylor, 2007a, 図2）．よって，日本産のD. rosea s.l.も
Taylor et al.（1996）にしたがって D. dentifera とする
ことが妥当といえる（Ishida et al., 2011）．
　12S rRNA による解析の結果，今回調べた尾瀬ヶ原の
D. dentifera 個体は，福島県や栃木県で採集された個体
とクレードを形成していた．この結果は，尾瀬を含む南
東北の D. dentifera 個体群と北東北や北陸地域の個体群
との間ではしばらく遺伝交流がなかったことを示唆して
いる．
　D. dentifera は D. galeata と交雑し雑種を形成するこ
とが知られている（Ishida and Taylor, 2007b; Ishida et 
al., 2011; Ma et al., 2019）．一般に D. galeata は日本国内
では底緯度・低標高の大きな湖沼に分布し，頭部形態は
尖頭型から丸頭型まで多様である．一方，D. dentifera
は高緯度・高標高の池沼に分布し尖頭型にならない

（Ishida et al., 2011）．今回調べた D. dentifera の頭部形
態は尖頭型ではなかった．しかし，Ishida et al.（2011）
によれば，尾瀬ヶ原湿原（36°56'N，標高約 1400 ｍ）
は D. dentifera と D. gaelata の分布が重なる緯度・標高
に位置している．よって，尾瀬ヶ原湿原の Daphnia 個
体 が D. dentifera と D. galeata との雑種である可能性
は排除できない．この点については，核 DNA での検討
が必要である．
　本研究では，2 つの池溏から採集した 6 個体を調べた
結果であり，尾瀬ヶ原湿原全体では他の Daphnia 種が
分布している可能性もある．例えば，D. tanakai は中部
山岳地帯（Ishida et al., 2006）のみならず，蔵王連峰の
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図 2：尾瀬ヶ原湿原で採集された Daphnia 個体（Oze_KA1-
04, Oze_KA4_47）と Ishida et al.（2011）が報告している日
本各地及び北米で採集された D. dentifera 個体の分子系統関
係 . 分子系統樹は，欧州産の D. longispina を外群とし，12S 
rRNA遺伝子429bpのDNA塩基配列をもとに近隣結合法（NJ
法）により作成した．系統樹に添えてある数字は，確率 50%
以上の Bootstrap 値（1000 回）．
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湿原にも分布している（Iwabuchi et al., 2017）．尾瀬瀬ヶ
原湿原のミジンコ類相の把握には，遺伝解析を含めたさ
らなる調査が必要である．
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尾瀬ヶ原の池溏に生息する枝角類に対する洪水の影響
帆苅　信 1），朴　虎東 2）

2021 年 10 月 31 日受付， 2021 年 12 月 21 日受理

　近年尾瀬ヶ原では洪水が増加していることが指摘されており，湿原内の生物への影響が懸念されて
いる．そこで尾瀬ヶ原上田代の 24 池溏について 2018 年 5 月～ 11 月にかけて枝角類の調査を行い，
洪水による影響の有無を調べた．その結果，洪水による直接的な影響はみられなかったが，洪水の結
果池溏内に侵入したであろう魚類によって枝角類は影響を受けていることが明らかになった．また，
魚類が確認された池溏のうち，多くの池溏では翌月には個体群密度が大幅に増加していたことから，
魚類は 1 つの池溏にとどまらず，他の池溏に移動している可能性が示唆された．

Effects of floods on Cladocera in pools of the Ozegahara mire

Makoto Hokari1, Ho-Dong Park2

In recent years，floods have been increasing in the Ozegahara mire. Floods may be affecting organisms in 
the pools of the mire. To investigate the effects of flooding，cladocerans were studied in 24 pools in the 
Kamitashiro area of the Ozegahara mire from May to November 2018. The direct effects of the floods were 
unclear; however，the effects of the fish that would have invaded the pools during the floods on cladocerans 
were clarified. In many pools where fish were confirmed，the population density of cladocerans increased 
significantly in the following month. Fish may，therefore，have moved into multiple additional pools.

キーワード：枝角類，動物プランクトン，泥炭池溏，尾瀬ヶ原 
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1．はじめに

　地球温暖化に起因する集中豪雨は近年増加傾向にあ
り，最近 10 年間（2011 ～ 2020 年）の日本国内での大
雨発生頻度は，1970 年代後半に比べて約 1.5 倍に増加し
ている（気象庁，2021）．尾瀬ヶ原では集中豪雨によっ
て湿原内を流れる河川の洪水が引き起こされ，周囲の池
溏や湿原に濁流が流入する現象が観測されており（吉井
ほか，2014），近年その頻度が増していることが指摘さ
れている（福原ほか，2022）．これらの洪水は池溏内の

枝角類に対して大きな影響を与えていると考えられ，濁
流による池溏外への流出の他，川からの氾濫水と共に魚
類 が 池 溏 内 に 侵 入 す る こ と が 指 摘 さ れ て い る

（Maruyama et al.，1982；阪口・相馬，1999）．魚類に
よる捕食圧は枝角類を含む動物プランクトン群集の個体
群密度を大きく減少させることが明らかになっており

（Hrbacek et al.，1961; Brooks et al.，1965; Hanazato 
and Yasuno，1989），池溏内の枝角類は洪水に伴って侵
入した魚類による影響を十分に受けることが予想され
る．
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尾瀬ヶ原の動物プランクトン調査に関しては，上野
（1936）をはじめ，尾瀬ヶ原総合学術調査における動物
プランクトン調査（上野，1954a，1954b; Kurasawa et 
al.，1982; 花里ほか，1999; 平，2000; 帆苅・朴，2021）
のほか，片山（1998，2000，2001，2002，2003，2004，
2006，2007，2008a，2008b，2009，2010，2012），栗田・
峰村（2005，2006，2007，2011）がある．それらの調査
では尾瀬ヶ原の上流部に位置する上田代やその下流部に
位置する中田代の池溏を中心として定性的・定量的な採
集が行われ，動物プランクトンの出現種，餌環境の解析，
池溏に生息するイモリによる捕食影響などが報告されて
きた．しかし，季節変化となると花里（1999）が 1 池溏
について，栗田・峰村（2006）が 4 池溏について，帆苅・
朴（2021）が 4 池溏について報告しているが，いずれも
池溏間の差が大きいことが指摘されており，尾瀬ヶ原の
池溏全体としての把握はできていない．また，近年増加
してきているといわれる洪水によって池溏内の動物プラ
ンクトン群集がどのような影響を受けているのかはよく
わかっていない．
　本研究は尾瀬ヶ原上田代地域の池溏について，枝角類
の季節変化を明らかにすること，また，洪水の影響が大
きいと思われる池溏と洪水の影響が小さいと思われる池
溏の枝角類を比較し，洪水による直接的な影響と，洪水
によって侵入した強力な捕食者である魚類による影響を
明らかにすることを目的とした．

2．方法

　尾瀬ヶ原上田代にある池溏のうち 24 ヶ所（図 1，2）
を選び，それぞれの池溏で枝角類の採集ならびに環境要
因の測定を行った．調査は 2018 年 5 月から 11 月にかけ
て 6 回実施した．
　枝角類の採集は，池溏の岸の 1 定点から長さ 1 m（直
径 5 cm）のカラム式採水器を使って底質直上までの湖
水を 50 L または 75 L 採水し，それを NXX13 のプラン
クトンネット（メッシュサイズ 100 µm，離合社）を用
いて濾過濃縮することによって行った．得られたサンプ
ルは 90 % エタノールで固定し，光学顕微鏡下で種の同
定と計数を行い，湖水 1 L あたりの個体群密度を求めた．
枝角類の同定は田中（1994，1995，1996，1997，1998，
2001）に従い行った．Daphnia 属に関してはさらに
Ishida et al.（2011）を参考にした．
　環境要因としては，池溏の岸から水温，溶存酸素濃度

（HQ30d，蛍光式溶存酸素メーター，HACH）を測定した．
　調査した池溏の区分は福原ほか（2022）による洪水影
響の区分を採用した．これは，1）濁水による池溏の濁
り具合の目視観察とドローン映像による濁りの確認，2）
池溏の標高からの検討，3）魚類の侵入の 3 点を検討し，
洪水影響大池溏と洪水影響小池溏に区分したものであ
る．洪水影響の大小は洪水を受ける頻度の多寡を意味し，
洪水影響小池溏とは設定雨量以下では浸水する可能性が
低いことを示している．設定雨量は 2019 年 5 月 20 ～
21 日にかけて発生した洪水時の累加雨量 84 mm を採用

図 1： 尾瀬ヶ原上田代（Kamitashiro）における調査池溏の位置 
金井（1999）を改変，図中の池溏番号は金井（1999）による
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KA4-16 KA4-25

KA4-34 KA4-37

KA4-39 KA4-47

図 2：尾瀬ヶ原上田代の池溏の写真　（2018 年 7 月 14 ‐ 15 日撮影）
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している．洪水影響大池溏（15 池溏：KA1-08，KA1-
12，KA1-21，KA1-25，KA1-30，KA2-53，KA2-69，
KA2-75，KA2-77，KA3-41，KA4-05，KA4-16，KA4-
37，KA4-39，KA4-47） と 洪 水 影 響 小 池 溏（9 池 溏：
KA1-04，KA1-05，KA1-06，KA2-32，KA2-44，KA3-
39，KA4-09，KA4-25，KA4-34）として，それぞれの得
られた枝角類の個体群密度を比較した．また，野原ほか

（2022）によるもんどり法と釣りによる 2018 年 7 月と 8
月の池溏の魚類調査から，アブラハヤが KA1-08 と
KA2-53 に，ドジョウが KA1-25 と KA2-69 に，ギンブ
ナ KA2-53，KA2-77，KA3-41，KA4-37 で確認された．
そこで調査池溏を魚の生息が確認できた池溏（7 月は 5
池 溏：KA1-08，KA1-25，KA2-69，KA2-77，KA3-41，
8 月は 2 池溏：KA2-53，KA4-37）とそれ以外の池溏（7
月は魚が確認できなかった 5 池溏と調査を行っていない
14 池溏，8 月は魚が確認できなかった 18 池溏と調査を
行っていない 4 池溏）に区分し，7 月と 8 月における枝
角類の個体群密度を比較した．それぞれの区分による個

体群密度の差については，t 検定を用いて解析を行った．

3．結果

3．1　池溏の環境要因
　各池溏における環境要因（水温，溶存酸素濃度）の計
測結果を表 1，2 に示す．水温は 5 月の雪解け以降に上
昇し，8 月に 21.7 ～ 25.4 ℃に達した．その後水温は低
下し，11 月には 6.7 ～ 7.9 ℃となった．各池溏間の水温
差は 1.2 ～ 6.6 ℃であり，KA2-75 と KA2-77 は調査期間
を 通 じ て 水 温 が 低 く，KA1-04，KA1-21，KA1-30，
KA2-44，KA4-39 は水温が高くなることが多かった．
　溶存酸素濃度は 5 月以降夏にかけて低下し，8 月に
KA1-08，KA2-32，KA2-53，KA2-77 で 3.53 ～ 3.97 
mgO2 L-1 に達した．その後多くの池溏で溶存酸素濃度は
上昇に転じたが，KA1-08 だけは 10 月でも 3.31 mgO2 L-1

と低い状態が続いた．

池溏名 2018/5/20 2018/7/14-15 2018/8/13 2018/9/16 2018/10/13 2018/11/3

KA1-04 16.2 25.9 23.0 18.3 14.3 6.7

8.212.818.327.5250-1AK

4.415.812.429.4260-1AK

3.314.915.320.4280-1AK

5.510.022.426.4221-1AK

4.715.024.523.7212-1AK

4.516.023.522.8252-1AK

6.419.912.428.8203-1AK

9.413.024.427.4223-2AK

9.76.617.027.429.4244-2AK

6.516.817.121.3235-2AK

1.513.128.427.2296-2AK

9.317.020.522.2257-2AK

KA2-77 15.1 22.2 25.0 20.3 14.6

1.618.020.522.6293-3AK

9.68.418.029.420.7214-3AK

KA4-05 14.9 25.8 24.2 20.3 15.2

7.519.020.525.6290-4AK

8.515.912.421.6261-4AK

8.417.919.323.5252-4AK

1.517.913.423.6243-4AK

KA4-37 13.5 26.6 24.9 21.9 14.8 7.6

9.412.129.428.6293-4AK

3.516.127.421.7274-4AK

表 1：尾瀬ヶ原池溏における水温（℃）
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3．2　池溏の枝角類
　今回の調査では，9 属 9 種の枝角類（Diaphanosoma 
brachyurum，Scapholeberis kingi，Daphnia dentifera，
Ceriodaphnia quadrangula，Streblocerus serricaudatus，
Acroperus  harpae，Alona gut ta ta，Chydorus 
sphaericus，Polyphemus pediculus）を確認した．各池
溏ごとの出現種と個体群密度を表 3 で，出現種ごとの平
均個体群密度の季節変化を図 3 で示す．枝角類全体の平
均としては 5 月に 9.47 ind. L-1（SD=17.56）であった個
体群密度が増加し，8 月には 26.18 ind. L-1（SD=27.12）
とピークに達した．その後 9 月は 3.27 ind. L-1（SD=2.97）
と急激に減少し 11 月には 0.54 ind. L-1（SD=0.37）となっ
た．出現種別の個体群密度の平均でみると，個々の池溏
でのばらつきが大きいが，5 ～ 8 月は D. brachyurum
が 7.65 ～ 24.44 ind. L-1（SD=11.29 ～ 27.36）であり，出
現種のうちの 80.8 ～ 93.4% を占めた．9 月になると D. 
dentifera が増加して 1.34 ind. L-1（SD=2.13）と出現種

の 40.9% に達し，D. brachyurum は 1.38 ind L-1（SD=2.69）
と出現種の 42.1% に低下した．10 月以降は D. dentifera
が 0.38 ～ 2.86 ind. L-1（SD=0.44 ～ 3.16） と 出 現 種 の
69.3 ～ 79.1% を占めた．

3．3　枝角類の個体群密度に対する洪水の影響
　今回の調査期間中の 2018 年 10 月 1 日に川の水が湿原
内に流入し洪水となった（大山，2019）．洪水前の 9 月
の枝角類全体の個体群密度が 3.27 ind L-1（SD=2.96）で
あったのに対し，洪水後の 10 月の枝角類全体の個体群
密度は 3.61 ind L-1（SD=3.15）と増加した．
　福原ほか（2022）により調査をした 24 池溏を洪水影響
大池溏の 15 池溏と，洪水影響小池溏の 9 池溏に分類し，
種ごとに個体群密度に対する洪水影響を評価した．その結
果，9 月 の D. brachyurum 個 体 群 密 度（t（14）=2.57，
p=0.011，r=0.57）とChydorus sphaericus 個体群密度（t（15）
=1.77，p=0.048，r=0.42），10 月の D. brachyurum 個体群

池溏名 2018/5/20 2018/7/14-15 2018/8/13 2018/9/16 2018/10/13 2018/11/3

KA1-04 8.20 6.99 6.71 6.57 5.09 9.40

47.517.695.661.650-1AK

43.709.460.674.660-1AK

13.377.396.323.780-1AK

88.656.652.655.621-1AK

46.634.679.580.412-1AK

64.599.643.777.652-1AK

02.570.735.644.603-1AK

83.869.579.312.523-2AK

91.502.606.674.644-2AK

83.680.605.348.535-2AK

97.777.432.416.696-2AK

39.650.516.436.657-2AK

KA2-77 7.33 6.20 3.53 4.19 7.14 7.6

04.567.645.656.693-3AK

59.730.720.739.614-3AK

KA4-05 8.03 8.15 6.86 7.25 7.79 9.07

38.641.600.693.690-4AK

92.739.643.694.661-4AK

13.500.580.539.652-4AK

47.754.673.507.543-4AK

KA4-37 8.26 6.40 6.77 7.50 8.54 9.67

07.612.848.774.793-4AK

66.739.661.712.674-4AK

表 2：尾瀬ヶ原池溏における溶存酸素濃度（mgO2 L-1）
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密度（t（15）=2.28，p=0.019，r=0.51）と
C. sphaericus 個 体 群 密 度（t（14）=2.18，
p=0 . 0 2 3，r=0 . 5），C er i od a phn i a 
quadrangula 個 体 群 密 度（t（14）=2.01，
p=0.032，r=0.47）に有意な差が検出された． 
9 月の D. brachyurum 個体群密度は 1.38 
ind L-1（SD=2.68）で 9 月における全枝角
類の個体群密度（その月の各個体群密度
の合計）の 42.1％，C. sphaericus 個体群
密度は 0.21 ind L-1（SD=0.47）で全枝角
類の個体群密度の 6.5％であった．10 月の
D. brachyurum 個体群密度は 0.21 ind L-1

（SD=0.43）で 10 月における全枝角類の個
体群密度の 5.9％，C. sphaericus 個体群密
度は 0.38 ind L-1（SD=0.84）で全枝角類
の個体群密度の 10.5％，C. quadrangula
個 体 群 密 度 は 0.027 ind L-1（SD=0.067）
で全枝角類の個体群密度の 0.74％に相当
した．

3．4　�枝角類の個体群密度に対する魚類の影響
　2018 年 7 月ならびに 8 月の魚類調査（野原ほか，2022）
を基に魚類の確認できた池溏（7 月は KA1-08，KA1-25，
KA2-69，KA2-77，KA3-41 の 5 池 溏，8 月 は KA2-53 と
KA4-37 の 2 池溏）と，それ以外の池溏の個体群密度を比
較して，枝角類の個体群密度に対する魚類の影響を評価
した．その結果，7 月は D. dentifera 個体群密度（t（22）
=2.01，p=0.028，r=0.39），C. quadrangula 個体群密度（t

（19）=1.97，p=0.032，r=0.41），D. brachyurum 個体群密

度（t（18）=3.49，p=0.001，r=0.64），C. sphaericus 個 体
群密度（t（19）=1.79，p=0.045，r=0.38）と全枝角類の個
体群密度（t（22）=1.95，p=0.032，r=0.38）で有意な差が
検出された．また，8 月は D. brachyurum 個体群密度（t（5）
=2.55，p=0.026，r=0.75），Alona guttata 個体群密度（t（21）
=1.83，p=0.040，r=0.37）で有意な差が検出された．7 月
の D. dentifera 個体群密度は 0.26 ind L-1（SD=0.39）で
同 月 に お け る 全 枝 角 類 の 個 体 群 密 度 の 2.7%，C. 
quadrangula 個体群密度は 0.48 ind L-1（SD=1.09）で全

43-4AK52-4AK90-4AK93-3AK44-2AK23-2AK60-1AK50-1AK40-1AK02/5/8102 KA4-39 KA4-47 KA1-12 KA1-21 KA1-30 KA2-75 KA4-05 KA4-16 KA4-37 KA2-53 KA1-08 KA1-25 KA2-69 KA2-77 KA3-41
Daphnia dentifera 0.40 - - - 0 - - - - - - - - - - 0.60 - 1.40 - - - - - -
Ceriodaphnia quadrangula 0.40 - - - 0.66 - - - - - - - - - - 0 - 3.80 - - - - - -
Diaphanosoma brachyurum 0 - - - 0 - - - - - - - - - - 0 - 30.60 - - - - - -

2018/7/14-15 KA1-04 KA1-05 KA1-06 KA2-32 KA2-44 KA3-39 KA4-09 KA4-25 KA4-34 KA4-39 KA4-47 KA1-12 KA1-21 KA1-30 KA2-75 KA4-05 KA4-16 KA4-37 KA2-53 KA1-08 KA1-25 KA2-69 KA2-77 KA3-41
Daphnia dentifera 1 0 0.60 0 1.44 0.20 0 0 1.00 0 0 0 0 0.20 0.20 0.40 0.60 0.20 0 0 0.00 0.00 0.22 0.20
Ceriodaphnia quadrangula 0.40 0 0 0 3.60 0 0 1.92 0 0 0 0 0 0 0 3.60 0 1.80 0 0.22 0 0 0 0
Diaphanosoma brachyurum 4.80 11.40 9.60 14.40 20.16 17.80 2.3 6 3.00 2.40 6.80 8.20 53.80 2.00 3.60 11.60 9.60 4.00 0.30 0.22 1.10 1.00 0 0.20
Chydorus sphaericus 0 0 4.80 0.60 0 0 0.80 0 0.80 0.20 0.60 0 0 1.60 0.40 6.80 0.20 0 0.20 0.32 0.20 0.20 0 0
Alona guttata 0 0.20 0.20 0 0 0.20 0 0 0 0 0 0 0 0.20 0.20 0 0.20 0 0 0 0 1.20 0 0
Polyphemus pediculus 0 0 0.20 0 0.48 0 0 0 0 0.80 0.20 0 0 0 0 0 0.60 0 0 0 0.20 0 0 0.80
Acroperus harpae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.2 0 0
Bosmina longirostris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0.00 0 0 0

43-4AK52-4AK90-4AK93-3AK44-2AK23-2AK60-1AK50-1AK40-1AK31/8/8102 KA4-39 KA4-47 KA1-12 KA1-21 KA1-30 KA2-75 KA4-05 KA4-16 KA4-37 KA2-53 KA1-08 KA1-25 KA2-69 KA2-77 KA3-41
Daphnia dentifera 0 0 0.20 0 0.96 0 0 1.80 0 0 0 0 0.40 0 0.40 0 0.20 0 0.10 0 0 0.40 0 0
Ceriodaphnia quadrangula 0 0 0 0 8.16 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.80 0 0 0 0 0 0
Diaphanosoma brachyurum 96.30 12.40 12.00 13.80 36.48 13.20 9.60 12.00 86.80 2.80 32.40 25.00 71.00 18.40 11.00 6.80 4.00 11.20 1.10 63.80 5.20 30.40 0.22 10.60
Chydorus sphaericus 0 0 1.20 0.30 0 0 0.20 0 0 0.80 0.20 0 0 2.60 0.40 2.40 0.20 0 0.20 0 0 1.20 0 0
Alona guttata 0 0.60 0 2.10 0 0 0.60 0 0 0 0 0 0.60 0 0.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polyphemus pediculus 0 3.60 0 0 0 0.80 0 0 0 0.20 0 0.20 0 0 0 0.20 0 0 0 0 0.20 0 0 0.60
Acroperus harpae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0
Streblocerus serricaudatus 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0

43-4AK52-4AK90-4AK93-3AK44-2AK23-2AK60-1AK50-1AK40-1AK61/9/8102 KA4-39 KA4-47 KA1-12 KA1-21 KA1-30 KA2-75 KA4-05 KA4-16 KA4-37 KA2-53 KA1-08 KA1-25 KA2-69 KA2-77 KA3-41
Daphnia dentifera 0.40 0.60 0.24 0 1.00 0.30 0 7.26 5.20 0 0.20 6.50 0.60 4.00 0.40 1.00 0.80 0.40 0.60 0 2.20 0.40 0 0
Ceriodaphnia quadrangula 0 0 0.48 0 0 0 0.60 0 0 0 0 0.10 0 0.60 0 0 0 1.80 0 0 0.20 0.40 0.60 0
Diaphanosoma brachyurum 0.20 0 0 0 0 0.30 0 0 0 3.40 0.60 0.20 1.00 0 3.60 0 1.00 4.60 2.40 12.32 0 2.00 0 1.40
Chydorus sphaericus 0.20 0 0 0.10 0 0.10 0 0 0 0.20 0 0.30 0 0.40 0.80 0 0 0 0.60 0 0 2.20 0 0.20
Alona guttata 0 0 0.72 0 0.20 0 0.60 0 0.20 0 0.20 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20
Polyphemus pediculus 0 0.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.20 0 0 0 0.40 0 0 0.20
Scapholeberis kingi 0.10 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2018/10/13 KA1-04 KA1-05 KA1-06 KA2-32 KA2-44 KA3-39 KA4-09 KA4-25 KA4-34 KA4-39 KA4-47 KA1-12 KA1-21 KA1-30 KA2-75 KA4-05 KA4-16 KA4-37 KA2-53 KA1-08 KA1-25 KA2-69 KA2-77 KA3-41
Daphnia dentifera 0.40 8.80 2.44 0 0.20 10.80 0.40 4.40 4.00 0.20 0 2.60 5.20 4.60 0.40 2.60 1.80 0.96 0 0.20 6.00 8.40 0 4.20
Ceriodaphnia quadrangula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0.20 0 0 0 0 0 0 0.20 0.20 0 0
Diaphanosoma brachyurum 0 0 0 0 0 0 0.20 0 0 1.20 0 0.08 0 0 0 0 1.40 0 0 1.00 0 0.40 0 0.80
Chydorus sphaericus 0 0 0 0 0.20 0 0 0 0 2.60 0.60 0.12 0 0.20 0.20 0 0.40 0 0 3.40 0.60 0.60 0.20 0
Alona guttata 0.20 0 0.02 0 0.20 0 0.40 0.40 0.40 0.60 0 0.04 0 0.20 0 0 0.40 0 0 0 0.20 0 0 0.20

43-4AK52-4AK90-4AK93-3AK44-2AK23-2AK60-1AK50-1AK40-1AK3/11/8102 KA4-39 KA4-47 KA1-12 KA1-21 KA1-30 KA2-75 KA4-05 KA4-16 KA4-37 KA2-53 KA1-08 KA1-25 KA2-69 KA2-77 KA3-41
Daphnia dentifera 0 - - - - - - - - - - - - - - 0.85 - 0.65 - - - - 0 -
Chydorus sphaericus 0.4 - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - - - - 0 -
Alona guttata 0.27 - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - - - - 0 -

表 3：尾瀬ヶ原池溏における枝角類（ind. L-1）

図 3： 尾瀬ヶ原池溏における枝角類の平均個体群密度の季節変化 
7 月と 8 月は，Fish : 野原ほか（2022）より魚が確認された池溏，No fish : 
それ以外の池溏で，それぞれの平均個体群密度を示した．* は有意差（p<.05）
があることを示す．

0

5

10

15

20

25

30

Fish No fish Fish No fish

May Jul. Aug. Sep. Oct. Nov.

Po
pu

la
tio

n 
de

ns
ity

 (i
nd

.L
-1
)

Daphnia dentifera Ceriodaphnia quadrangula
Diaphanosoma brachyurum Chydorus sphaericus
Alona guttata Polyphemus pediculus

*

帆苅　信，朴　虎東416



枝角類の個体群密度の 4.9%，D. brachyurum 個体群密度
は 8.10 ind L-1（SD=11.29）で全枝角類の個体群密度の
82.4%，C. sphaericus 個体群密度は 0.74 ind L-1（SD=1.63）
で全枝角類の個体群密度の 7.5% に相当した．また，8 月
の D. brachyurum 個体群密度は 24.44 ind L-1（SD=27.36）
で全枝角類の個体群密度の 93.4%，A. guttata 個体群密
度は 0.17 ind L-1（SD=0.46）で全枝角類の個体群密度の
0.65% に相当した．
　7 月に魚がいた 5 池溏では全枝角類の平均個体群密度
は 1.26 ind L-1（SD=0.89）であったが，8 月も 0.22 ind 
L-1 であった KA2-77 を除くと残りの 4 池溏の全枝角類
の平均個体群密度は 28.2 ind L-1（SD=26.42）と 7 月の
22.4 倍に増加した．

4．考察

4．1　尾瀬ヶ原池溏の環境要因ならびに枝角類
　尾瀬ヶ原池溏における水温では季節的な変化は概ね同
様であったが各池溏間の水温差は 1.2 ～ 6.6 ℃あり，年
間を通じて他の池溏より水温が高い池溏や水温が低い池
溏があった．この原因としては池溏によって地下水の影
響が異なるためであると推察される（野原ほか，1999，
2021）．溶存酸素濃度についても水温同様に他の池溏よ
り低い池溏があった．これも池溏ごとに地下水の影響が
異なるためと推察されるが，平（2000）はセストン量が
多い池溏では溶存酸素濃度が低くなる傾向があると報告
しており，地下水以外にも原因がある可能性がある．
　尾瀬ヶ原池溏における枝角類調査は，上野（1936）以
降，数多くの報告が行われており，これまでに 13 属 22
種が知られている．今回の調査では 9 属 9 種の枝角類を
確認したが，いずれの種もこれまでにも尾瀬ヶ原で記録
されてきた種である．
　尾瀬ヶ原の枝角類の季節変化については，花里ほか

（1999），栗田・峰村（2006），帆苅・朴（2021）による
報告があるが，いずれも調査池溏が 1 ～ 4 と少ないこと，
池溏ごとの差が大きいことなどから，その全体像は明ら
かになっていない．今回も池溏ごとの差は大きいものの，
全体としては 5 月から 8 月にかけては D. brachyurum
が優占し，9 月は D. dentifera と D. brachyurum が優占，
10 月以降は D. dentifera が優占した．これは花里ほか

（1999）が KA1-30 の Daphnia 属が 8 月に減少して秋に
再び現存量を増すと報告した内容と一致し，栗田・峰村

（2006）の D. brachyurum が 8 月に優占するとの報告と
も一致する．尾瀬ヶ原の標高は約 1400 m と高いものの
池溏は総じて浅いため，夏季の水温は一時的に高くなり

やすい傾向がある．今回も 7 月に 28.8 ℃を記録したが，
その他の調査でも上野（1954）が 29.6 ℃，栗田・峰村

（2011）で 30.5 ℃，片山（2012）で 29.3 ℃，帆苅・朴（2021）
が 29.4℃を記録している．この池溏の水温が夏季に高い
ことが高温環境にも対応している D. brachyurum が優
占する原因であるとしている（帆苅・朴，2021）．これ
は 30 ℃近い水温になると D. dentifera は繁殖すること
ができない可能性が高くなるのに対し（Xie et al.，
2000），D. brachyurum は 30 ℃になっても繁殖速度が
衰えない種であるため（Hanazato and Yasuno，1985; 
Han et al.，2011），夏季の温度上昇は同種にとって適し
た環境であると推察されるからである．
　池溏ごとの差が大きいことに関しては，池溏ごとに捕
食者の密度が異なる可能性がある他に，年間を通じて比
較的水温が低い池溏（KA2-75 と KA2-77）や比較的水
温 が 高 い 池 溏（KA1-04，KA1-21，KA1-30，KA2-44，
KA4-39），8 ～ 10 月の溶存酸素濃度が低い池溏（KA1-08）
が存在することから，池溏の環境条件も一様でないこと
が原因である可能性も示唆された．

4．2　尾瀬ヶ原池溏の枝角類に対する洪水影響
　大雨等による洪水としては，尾瀬ヶ原上田代では
2017 年 10 月から 2018 年 12 月の期間では，2017 年 10
月 23 日と 2018 年 10 月 1 日に川の水が湿原内に流入し
たことが記録されている（大山，2019）．その他に，毎
年 5 月の融雪期に湿原全体が融雪水に覆われる．今回洪
水前の 2018 年 9 月 16 日と洪水後の同年 10 月 13 日に採
集を行った．9 月の枝角類全体の個体群密度が 78.4 ind 
L-1 であったのに対し，洪水後の 10 月の枝角類全体の個
体群密度は 86.7 ind L-1 と増加した．また，9 月～ 10 月
にかけて出現する種の構成も変化がなかった．よって
2018 年 10 月 1 日の洪水に関しては，池溏内の枝角類へ
の直接的な洪水影響はほとんどないか，あっても短時間
で解消されたと考えられる．
　福原ほか（2022）による洪水区の池溏と非洪水区のそ
れぞれの個体群密度を比較したところ，9 月と 10 月の D. 
brachyurum 個体群密度と C. sphaericus 個体群密度，
10 月の C. quadrangula 個体群密度で有意差が検出され
た．しかし，9 月の D. brachyurum 個体群以外はその
月の枝角類全体に占める割合も少ないため，洪水が池溏
の枝角類全体に大きな影響を与えたとは考えにくい．一
方 9 月の D. brachyurum 個体群密度は，その月の枝角
類全体の個体群密度の 42.1％を占めているため，洪水に
よって 9 月の枝角類の個体群密度を減少させられた可能
性があると言える．ただし 9 月は大雨による洪水から
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11 か月，融雪浸水からも 4 か月経過している．前述の
ように 2018 年 10 月 1 日の洪水では個体群密度や種組成
の変化がみられなかったことから，洪水による直接的な
影響ではなく，洪水によって侵入したと考えられる強力
な捕食者（魚類）の影響と考えるべきであろう．魚類の
影響に関しては後述する．

4．3　尾瀬ヶ原池溏の枝角類に対する魚類の影響
　尾瀬ヶ原池溏の動物プランクトン群集を決定する特徴
の 1 つとして，魚が生息せずその代わりにイモリが捕食
性脊椎動物として存在していることだと言われてきた
が，花里（1999）は実験池におけるイモリの捕食影響，
池溏内の隔離水界実験を行い，池溏内の枝角類にはイモ
リの捕食による顕著な影響はみられないことを明らかに
した．
　Maruyama et al．（1982）は上田代の池溏でアブラハヤ

（Carassius auratus langsdorfii）を，ヨッピ川へつながる
源五郎堀でギンブナ（Carassius auratus langsdorfii）を
確認している．また，齋藤（1993）はヨッピ川左岸の泉
水池にてギンブナを確認している．2018 年にも上田代の
池溏でアブラハヤ，ドジョウ，ギンブナを確認した（野
原ほか，2022）．宮地ほか（1976）によれば，アブラハヤ
やドジョウ，ギンブナともに底生藻類や底生昆虫，小動
物や泥中の有機物などを捕食するとある．尾瀬ヶ原を流
れる河川では，アブラハヤやギンブナの他に，イワナ

（Salvelinus leucomaenis pluvius），ヤマメ（Onchorhynchus 
masou masou），ドジョウ（Misgurunus anguillicaudatus）
が確認されており（齋藤，1993），阪口・相馬（1999）は
洪水の際に尾瀬ヶ原の中を流れる河川から魚類が池溏内
に流入することを指摘している．
　一方，一旦池溏に侵入した魚類が越冬できるのかにつ
いては，齋藤（1993）は泉水池のギンブナは体長差から
越冬している可能性が高いと考察している．越冬する多
くの魚種では，越冬を行う場所の水深が越冬の成否を分
けると考えられているが（中野，2017），ヒナモロコや
ドジョウなどコイ科やドジョウ科の一部の魚種では泥中
に潜って越冬するため，水深が重要ではない可能性が指
摘されている（田中，1999; 中島・鬼倉，2009）．宮地ほ
か（1976）もドジョウは泥底に潜って冬眠し，ギンブナ
と同じコイ科のキンブナは泥中に体を埋めて越冬すると
あることから，底質が泥である池溏ではギンブナが越冬
できている可能性がある．
　花里ほか（1999）は野外実験水槽の実験から無脊椎捕食
者より魚類の影響が大きいことを指摘している．そこで
2018 年の魚類調査（野原ほか，2022）を基にそれぞれ魚の

いる池溏，魚のいない池溏に分け，それぞれ比較検討を行っ
た．その結果，7 月は D. dentifera，C. quadrangula，D. 
brachyurum，C. sphaericus の個体群密度と枝角類全体の
個体群密度に，8 月は D. brachyurum，A. guttata の個体
群密度に有意な差が検出された。また，その中でも 7，8 月
の D. brachyurum 個体群と 7 月の枝角類全体では効果量：
r が 0.64 ～ 0.75 と大きな違いがみられた．7，8 月の D. 
brachyurum 個体群は枝角類全体の 8 ～ 9 割を占めるこ
とから，池溏の枝角類にとっては魚類の影響が大きいこ
とが明らかになった．池溏内の魚類は阪口・相馬（1999）
が指摘するように融雪期の溢水，大雨による洪水によっ
て池溏と河川がつながることにより，侵入したものと考
えられ，洪水における間接的な影響と考えることができ
るだろう．
　一方，今回の枝角類の個体群密度をみると，7 月に魚
類が確認された 5 池溏のうち，KA2-77 を除く 4 池溏で
枝角類の個体群密度が22.4倍に増加した．このことから，
KA2-77 を除く 4 池溏においては，8 月には強力な捕食
者である魚類は存在していないことが示唆される．2018
年の魚類調査でも 7 月に魚類が確認された池溏の全て
で，8 月には魚類が確認されていない（野原ほか，
2022）．7 月から 8 月にかけては，池溏全体の枝角類の
平均個体群密度も 9.83 ind L-1 から 26.18 ind L-1 と約 2.7
倍に増加した時期であり，侵入した魚類が餌不足で死滅
したとは考えにくい．また，池溏内に確認された魚種は
動物プランクトンのみならず，藻類，泥中の有機物など
も摂食する生態をもっており（宮地ほか，1976），この
点からも餌不足で死滅したとは考えにくい．なぜ 7 月に
魚類が確認された池溏では枝角類の個体群密度が増加す
るほど魚類が減少したのか不明であるが，KA1-08 や
KA1-25 では池溏の一部が他の池溏とつながっており，
魚類が他の池溏に移動した可能性も考えられる．今後，
池溏間のつながりや水の流れにともなった魚類の移動に
も注目して調査を進めていく必要があるだろう．
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尾瀬ヶ原上田代池溏群における 
岸辺水生無脊椎動物への洪水影響　Ⅱ

－夏季調査－
福原　晴夫 1），木村　直哉 2），永坂　正夫 3），野原　精一 4）

2021 年 12 月 1 日受付， 2022 年 1 月 29 日受理

　尾瀬ヶ原上田代において池溏の岸辺水生無脊椎動物の調査を 2018 年夏季（7 月）に 23 池溏で行い，
洪水が与える影響の可能性を検討した．トンボ目を中心に高地・寒冷地に生息するとされる分類群が
多数出現した．一定の降水量を設定して洪水影響大と小に分けた池溏群について，岸辺水生無脊椎動
物の相対密度を比較したところ，総個体数（ササラダニ類を除く），サラダニ類，ミズダニ類，トン
ボ目，ハエ目，ハエ目の中のヌカカ科，ユスリカ科の相対密度は洪水影響大の池溏において低下し，
洪水によって個体数が減少する可能性を見出した．この原因として直接的な流出と岸辺環境の攪乱が
推定された．これらの結果は，先に報告した秋季の調査結果とほぼ一致し，洪水が岸辺水生無脊椎動
物に与える影響の可能性が明確に示された．岸辺水生無脊椎動物の生活史特性を洪水影響との関係で
論じた．

The effects of flooding on shore aquatic invertebrates of pools  
at the Kamitashiro in the Ozegahara mire Ⅱ　-summer survey-

Haruo Fukuhara1, Naoya Kimura2, Masao Nagasaka3, Seiichi Nohara4

Surveys of the shore aquatic invertebrates were conducted at 23 pools of the Kamitashiro at the Ozegahara 
mire (altitude; about 1,400 m, length; 6 km, width; 2 km, area; 7.6 km2) in summer (July, 2018) to estimate the 
possibility of influences of floods on them． Characteristic taxa habituating at high latitude and cool condition 
area were found in this mire. Possibility of the lowering the relative densities of total animals (except 
Cryptostigmata)，Cryptostigmata, Hydrachnellae，Odonata and Diptera, Chironomidae and Ceratopogonidae in 
Diptra were suggested after heavy flooding over the mire. Direct flowing out of animals from pools and 
disturbance of shores may result in lowering of densities of these animals. Relationships between the life cycle 
strategies of the animals and the effect of flooding were discussed.

キーワード：高層湿原，底生動物，気候変動，泥炭湿地，ユスリカ科 
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1．はじめに

　近年の気候変動下で，世界の各地で降水量と降水頻度
が増加し，洪水を頻発させてきていることが知られてい
る（IPCC，2014；気象庁，2020）．洪水により泥炭湿地
を含む湿原へ無機物質が運搬され，植生や土壌の変化が
もたらされている（e.g. Hupp and Osterkamp, 1996; 
Mizugaki et al., 2006; Nakayama, 2008）．その結果，気
候変動は泥炭地の生物多様性に大きく影響してきている
と予想されている（Poff，2002；Minayeva and Shirin，
2012；Minayeva et al.，2016）．
　Batzer and Boix（2016a）は泥炭湿原を含む様々な湿
原の大型無脊椎動物のファウナや生態をまとめ，分類群
ごとに特徴を報告している．洪水が泥炭湿地の水生動物
に与える影響については触れられていない．泥炭地の無
脊椎動物に与える洪水の影響に関する研究には，実験的
な冠水（flooding）による影響の解明がいくつか見られ
るが（e.g. Neckles et al., 1990; Rosenberg et al.，2001），
いわゆる洪水の氾濫水による影響に関しては見当たらな
い．前報（以下前報は福原ほか（2021）を示す）で，尾
瀬ヶ原を除く本邦の代表的な泥炭湿地の大型水生無脊椎
動物の主な研究を挙げ，これらの中でも洪水の影響を
扱った報告は見られないことを指摘した．
　尾瀬ヶ原では阪口・相馬（1999）が洪水による湿地の
富栄養化や魚類の池溏への侵入による生態系の変化の可
能性をいち早く指摘し，また，植物プランクトンへの影
響（栗田・峰村，2011），動物プランクトン・大型無脊
椎動物への影響（栗田・峰村，2012）の可能性を指摘し
た先駆的研究がみられる．しかし，洪水影響の具体的な
解明はなされなかった．
　このような背景のもとに前報では尾瀬ヶ原の 12 池溏
の調査に基づき，洪水が岸辺水生無脊椎動物の密度低下
に与える影響を検討し，分類群により影響が異なる可能
性を論じた．
　尾瀬ヶ原は，新潟県，群馬県，福島県にまたがる標高
1,400 m の小盆地にあり，長さ 6 km，幅 2 km，面積 7.6 
km2 のブランケット型に近い本州最大の高層湿原（高位
泥炭地）である（図 1a．b）（阪口，1982；Sakaguchi，
2005）．
　すでに前報で示したように，日本の平均気温は 100 年
あたり 1.24℃の率で上昇し，日降水量 100 mm 以上の日
数，短時間強雨の年間発生回数の増加が示されている（気
象庁，2020）．尾瀬地域においても夏期平均気温の上昇，
年最低気温の低下，年降水量の増加，１時間降水量の年
最大値の増加，最深積雪深の増加が挙げられる（西村・

吉弘，2008）．また，短時間強雨の発生率が年々高くなっ
ていることが指摘されている（吉井ほか，2014）．
　本報では，岸辺水生無脊椎動物に与える洪水影響の可
能性を続けて検討するため，2018 年 7 月に行った夏季
調査の結果を述べる．本調査では調査池溏を増やすこと
によって，出現分類群数の増加が期待され，尾瀬ヶ原の
水生動物の特徴を明らかにするとともに，洪水影響に関
して統計的に明瞭な検討が加えられた．本研究は前報同
様に，山岳地帯への入山の困難性のため，河川において
通常行われる洪水前後の比較を調査したものではない．
洪水情報を基に，調査結果から可能性について論じたも
のである．

2.　方法

2．1　調査池溏
　上田代は尾瀬ヶ原の中では西南端に位置し，長さ約 1.3 
km，幅約 550 m, 標高 1,402 ～ 1,408 m で，西端から東
端ま での 比高 は約 6 m である（図 1c）（福原 ほか，
2021）．猫又川，ヨッピ川，川上川，上ノ大堀川などの
河川によって囲まれており，洪水影響の受けやすい地勢
にあると言える．
　上田代は K1 ～ K4 に区分され（図 1c），これらに大
小約 310 の池溏が散在している（金井，1999）．野原ほ
か（2022）によりあらかじめ分けられた洪水区及び非洪
水区の 40 池溏の中から標高，河川からの距離，規模，
空間的位置により図 1c に示す 23 池溏を選び，岸辺水生
無脊椎動物を調査した．調査池溏の諸元を附表 1 に示す．
池溏番号は金井（1999）による．標高は GSI Maps の基
盤地図情報数値標高モデル（DEM5A）（国土地理院，
2021）により求めた（池溏岸の 3 ～４地点の平均値）．
池溏の開水面積，湖岸線長，水深（岸から約 3.5 m），
浮葉植物被度は永坂ほか（2021）による．池溏の開水面
積は 46（⑦ KA4-09）～ 4,842（⑲ KA4-05）m2 で，⑲
KA4-05 は最も規模が大きかった．肢節量は 14 池溏で 1.5
以上あり，凹凸のある池溏が半分であった．岸から約 3.5 
m 離れた水深は，0.55（⑭ KA2-53）～ 2.13（⑤ KA2-
44）m であり，尾瀬ヶ原の池溏は U 字型の断面形状を
成していることから（西條・阪口，1954），採集地点に
おいてもほぼ同じ深さと推定された．
　浮葉植物被度は 0 （⑪ KA1-21）～ 86（⑨ KA1-08）%
であった．浮葉植物の優占種はスイレン科 Nymphaeaceae
のヒツジクサ Nymphaea tetragona Georgi で，一部池溏
に同科のオゼコウホネ Nuphar pumila (Timm) DC. var. 
ozeensis（Miki）H. Hara が混在した．
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2．2　池溏への洪水影響の判定
　福原ほか（2021）はある設定雨量のもとで発生した洪
水により，洪水影響大池溏（frequently flooded Pool: 
FFPool）と洪水影響小池溏（occasionally flooded Pool: 
OFPool ）の二群に分け，岸辺水生無脊椎動物に対する
洪水の影響を検討している．福原ほか（2021）の概要を
記すと，設定雨量として 2019 年 5 月 20 ～ 21 日にかけ
て発生した洪水時（図 2，同日の洪水の状況は福原ほか

（2022）の図 2 にも示されている）の累加雨量 84 mm
を採用し，（1）5 月 22 日の池溏水の濁り具合の目視観
察と 5 月 23 日のドロ－ン映像による濁りの確認，（2）
池溏の標高と氾濫水の流れの方向，（3）2018 年 7，8 月
の魚類捕獲調査により 12 池溏を分けている．本稿では
23 池溏の内，福原ほか（2021）で述べた 12 池溏以外の
11 池溏について，同様に上記の 3 点から洪水影響の大

小を検討した．池溏の濁り状態の目視観察及びドロ－ン
画像の濁り判定，魚類の捕獲状況は野原ほか（2022）に
よる．

1）濁りの確認
　11 池 溏 の う ち 8 池 溏（ ⑨ KA1-08， ⑫ KA1-25， ⑬
KA1-30，⑭ KA2-53，⑮ KA2-69，⑯ KA2-75，⑰ KA2-
77，⑳ KA4-16）に濁りが観察され，これらの池溏は明
らかに洪水の影響を受けていた．3 池溏（③ KA1-06，
⑦ KA4-09，⑧ KA4-25）は透明であった．

2）池溏の標高からの検討
　上田代への氾濫水の流入地点とその標高については前
報に述べた（図 1c）．川上川の氾濫による KA1 への流
入地点は F1 で標高は 1,407.5 m であった．③ KA1-06

図 1：尾瀬ヶ原（a）と上田代の位置（b），調査池溏と調査池溏の記号及び池溏番号（c）．a）, b），c）は電子地形図 1/25,000（国
土地理院）を加工して作成，c）の等高線は金井（1999）を転記（中田代十字路を 100 m とした 1 m 間隔の相対的標高を示して
いる）．○F1 ～○F4 と➡は目視及びドロ－ン画像から確認した氾濫水の流入位置と流れの方向．①～㉓の記号の池溏番号は金井（1999）
による．OFPool，FFPool はそれぞれ洪水影響小と洪水影響大の池溏を示す．c）は福原ほか（2021）を改変．c）の KA1-KA4
は田代内の湿原区分を示す．
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（1,408.0 m）は流入地点より高く，氾濫水は流入しない．
⑨ KA1-08，⑫ KA1-25，⑬ KA1-30 は標高が低く，流入
は容易である．KA2 への流入地点は F2（標高 1,406.1 m）
で⑭ KA2-53，⑮ KA2-69，⑯ KA2-75，⑰ KA2-77 の標
高は 1,404.7 ～ 1,405.0 m であり一帯は低く，浸水地帯で
あった．KA4 においては，⑦ KA4-09，⑧ KA4-25 の標
高は 1,402.3 ～ 1,402.8 m で流入地点 F5 の標高 1,403.1 m
より低く，浸水の可能性は高いと推定されるが，目視等
では濁りは確認されなかった．上田代の最大面積の池溏
⑲ KA4-05 の南西側は標高が低いが，微地形による標高
の差により，水道がそれていた可能性がある .

3）魚類の侵入
　2018 年 7，8 月の魚類捕獲調査（⑦ KA4-09，⑳ KA4-
16，⑧ KA4-25 は未調査）で，⑨ KA1-08（アブラハヤ
Rhynchocypris lagowskii steindachneri Sauvage）， ⑫
KA1-25（ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus Cantor），
⑭ KA2-53（ギンブナ Carassius sp．，アブラハヤ），⑮
KA2-69（ドジョウ），⑰ KA2-77（ギンブナ）に侵入が
確認され，⑱ KA3-41 ではフナの群れが確認された．
OFPool に属する③ KA1-06 では捕獲されなかった．

FFPool の⑬ KA1-30，⑯ KA2-75 では魚類は捕獲できな
かった．
　池溏で魚類が確認された場合は，それらの池溏は確実
に洪水の影響を受けていると判断可能である．未調査池
溏を除外すると，すでに述べた前報の 12 池溏を含めて
OFPool とした池溏では魚類は確認できなかった．
　以上の 3 点から 11 池溏を OFPool と FFPool に分け
た（附表 1）．⑱ KA3-41 は目視と映像による観察では
濁りは確認されなかったが，魚類の目視より洪水影響大
の池溏と判定した．
　前報と合わせ，本調査池溏は OFPool（洪水影響小）
8 池溏（① KA1-04，② KA1-05，③ KA1-06，④ KA2-
32，⑤ KA2-44，⑥ KA3-39，⑦ KA4-09，⑧ KA4-25），
FFPool（洪水影響大）15 池溏（⑨ KA1-08，⑩ KA1-
12， ⑪ KA1-21， ⑫ KA1-25， ⑬ KA1-30， ⑭ KA2-53，
⑮ KA2-69， ⑯ KA2-75， ⑰ KA2-77， ⑱ KA3-41， ⑲
KA4-05，⑳ KA4-16，㉑ KA4-37，㉒ KA4-39，㉓ KA4-
47）となった（附表 1）．
　福原ほか（2021）によると，群馬県利根郡片品村鳩待
峠観測所の測定では，5 ～ 11 月で累加雨量 84 mm 以上
の降雨は過去 15 年間（2004 ～ 2018）では 14 回あり，

(a) (b)

(c) (d)

図 2：尾瀬ヶ原上田代を襲った 2019 年 5 月の洪水．川上川から KA1 に流入する氾濫水（21 日 16 時 14 分）（a），洪水直後の⑨
KA1-08 の岸辺（22 日 11 時 10 分）（b），洪水直後の KA1-14 の池溏岸辺（22 日 11 時 27 分）（c），洪水直後の KA1-07 の池溏岸
辺（22 日 10 時 59 分）（d）．
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年約 1 回程度の頻度で起こっていた．従って OFPool と
した池溏のいくつかは，年に一度程度の確率で氾濫水の
影響を受ける可能性があると言える．

2．3　池溏岸を構成する植物
　池溏の岸辺を構成する優占的な植物種を判定するた
め，OFPool の① KA1-04，② KA1-05 と FFPool の⑩
KA1-12，⑪ KA1-21 について，岸辺に起点を設け 2 m
ごとに 6 ヶ所について，約 0.5 m x 0.5 m の範囲で，あ
らかじめ予備調査で抽出した景観的に優占的な 15 種の
有無を記載し，それらの出現頻度を求めた．植物種の配
列は YList（米倉・梶田，2003）　によった．

2．4　採集方法
　採集方法は基本的に前報によった．本稿においても池
溏岸辺の水中部分に生息する大型無脊椎動物を岸辺水生
無脊椎動物（Shore aquatic invertebrates）として扱う（福
原ほか，2021）．
　2018 年 7 月 17，18 日に岸辺水生無脊椎動物の採集を
行った．同時に表層水について水温，pH，EC（電気伝
導度）（Multi 3034，WTW 社，ドイツ）を測定した．
岸辺水生無脊椎動物の採集には D 型フレームハンド
ネット（目合い 0.5 mm，底辺 0.3 m，高さ 0.35 m，柄
部の長さ 0.5 m）を用い，同一人による 2 分間の時間単
位採集を 3 回行った．
　浮葉植物被度の高い場合はそれらを避け，岸辺に沿っ
てネットで水中部分を約 0.5 m の深さまで連続的に掬い
採った．大形の植物枯死体などをネット内で良くふるっ
て取り除き，残渣にホリマリンを加え，約 10% で保存
して持ち帰った．残渣をバットに広げ，目視で大型の水
生動物を拾い出した後，さらに実体顕微鏡下（10 ～
20x）で小型の水生動物をソートした．同定後，個体数
と生重量（Sartorius BP310P，1 mg 未満は未測定）を
測定した．線虫類 Nematoda については計数・測定せず，
ササラダニ亜目 Cryptostigmata（以下ササラダニ類）
についても個体数のみを計数したが，① KA1-04，②
KA1-05， ⑤ KA2-44， ⑩ KA1-12, ④ KA2-32， ③ KA1-
06，⑮ KA2-69，⑨ KA1-08，⑯ KA2-75 の各池溏につい
ては 2 サンプルのみの計数であったため，個体数のまと
めにあたっては別に扱った．本調査ではミズダニ団
Hydrachnellae（ 以 下 ミ ズ ダ ニ 類 ） と ケ ヨ ソ イ カ 科
Chaobiridae は前報により岸辺動物として扱った．
　 結 果 は CPUE（catch per unit effort） で 示 し，
ncp2min（2 分間採集当たりの個体数），bcp2min（2 分
間採集当たりの mg 湿重生体量）として記した．CPUE

の計測値は絶対密度とは異なるが，個体数の指標となり，
相対密度と解される．以下本論では CPUE の計数値を

「相対密度」として扱う．同定は主に上野（1975），川合・
谷田（2018）により，表中の門，綱，目，科の配列は日
本分類学会連合（2003）により，科内の配列は川合・谷
田（2018）によった．

2．5　デ－タ解析
　デ－タの解析には R を用いた（R Core Team , 2016）．
データの正規性（Shapiro. test），等分散性（Bartlett. 
test）を検定後，嶋田・阿部（2017）により，T-test，
U-test，Kruskal-Wallis rank sum test, Brunner-Munzel 
test（ 以 下 B. M.-test） を 用 い て 検 定 し た． ま た，
Pearson の積率相関係数を求めた．個体数に大きな差が
ある場合には対数変換を行い，検定に供した．p<0.05
を有意と判定し，0.05<=p<0.1 を有意傾向とした．標準
誤差（SE）は平均値の推定誤差を表す場合，標準偏差

（SD）はデ－タのバラツキを評価する場合に用いた．

3．結果

3．1　池溏岸の構成植物
　景観的に出現率の高い分類群（4 池溏 24 地点中の出
現地点数）はミズゴケ類 Sphagnum spp．（21），ヌマガ
ヤ Moliniopsis japonica （Hack.） Hayata（21）， ツ ル コ
ケ モ モ Vaccinium oxycoccos L.（14）， ミ カ ヅ キ グ サ
Rhynchospora alba （L.） Vahl（13）， ヒ メ シ ャ ク ナ ゲ
Andromeda polifolia L.（13），ミヤマイヌノハナヒゲ
Rhynchospora yasudana Makino（9） ヤ チ ス ゲ Carex 
limosa L.（7）であった（表 1）．他に 8 種が低頻度で出
現した．いずれの湖岸もミズゴケ類，ヌマガヤ，ツルコ
ケモモ，ミカヅキグサ，ヒメシャクナゲなどを優占種と
し，顕著な植物種の組成の違いは見られなかった．

3．2　池溏の水質
　調査池溏の水質を附表 2 に示す．表層水温は 24.4 ～
29.9℃で平均 26.7℃であった．pH は 4.84 ～ 6.07（平均 5.60
± 0.34，SD，n = 23）で酸性であった．EC（電気伝導度）
は 0.40 ～ 1.22 （平均 0.59 ± 0.17，SD，n = 23）mS m-1

で極めて低かった． 

3．3　岸辺水生無脊椎動物
　岸辺水生無脊椎動物の採集個体数の結果を附表 2 に示
す．出現分類群数（以下不明種としたものは同定不能の
破損や若齢幼虫であったが，重複の可能性が高いことか
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ら出現分類群数には含めていない）は 23 池溏で 46 分類
群であった．池溏当たりの分類群数は 12 ～ 25，平均
19.5（± 3.1，SD,　n = 23）であった．
　すべての池溏に出現した分類群は，線虫類 Nematoda，
貧毛綱 Oligochaeta，ササラダニ類（ササラダニ亜目
Cryptostigmata），ヌカカ科幼虫 Ceratopogonidae（以
下水生昆虫の幼虫は略），ユスリカ亜科 Chironominae，
エリユスリカ亜科 Orthocladiinae ，アミメトビケラ属
Oligotricha であった．12 池溏以上（50% 以上）に出現
した分類群は，モンユスリカ亜科 Tanypodinae（96%），
ミズダニ類（87%），カラカネトンボ Cordulia amurensis 

（91%），オオルリボシヤンマ Aeshna crenata（87%），
マツモムシ科 Notonectidae（74%），コイワトビケラ属
Cyrnus（70%）， カ オ ジ ロ ト ン ボ Leucorrhinia dubia

（65%），コサナエ Trigomphus melampus（57%），エゾ
イトトンボ Coenagrion lanceolatum，（57%），マダラケ
シカタビロアメンボ Microvelia reticulata（52%），チビ
ゲンゴロウ　Guignotus japonicus（52%），セトトビケ
ラ属 Setodes（52%）であった．
　1 ～ 3 池溏での出現分類群は，3 池溏にシロヘリミズ
ギワカメムシ Salula opacula，アブ科 Tabanidae，2 池
溏にはネキトンボ Sympetrum speciosum speciosum，メ
ススジゲンゴロウ Acilius japonicus，ナミカ亜科の一種
Culicidae　sp.，カ科 Culicidae の一種，タテヒゲナガト
ビケラ属 Ceraclea が出現し，1 池溏には紐型動物門
Nemertea マミズヒモムシ科の一種 Tetrastemmatidae 
sp.，ヒル綱 Hirudinea 吻無蛭目の一種 Arhynchobdellida 

sp.，類線形動物門 Nematomorpha ハリガネムシ目の一
種 Gordioidea sp.，マメシジミ科 Pisidiidae マメシジミ
属 の 一 種 Pisidium sp.， ヒ ル 綱 ヘ モ ピ 科 の 一 種
Haemopidae sp.，アジアイトトンボ Ischnura asiatica，
ハッチョウトンボ Nannophya pygmaea，オオコオイム
シ Appasus major， コ ツ ブ ゲ ン ゴ ロ ウ Neoterus 
japonicus，キベリヒラタガムシ Enochrus japonicus，チ
ビマルハナノミ属の一種 Cyphon sp.，トビイロマルハナ
ノミ属の一種 Scirtes　sp.， ホ ソ カ 科 の 一 種 Dixidae 
sp. であった（附表 2）． 
　23 池溏の総採集個体数（ササラダニ類を除く）は 65.3

（± 37.0，SE）㉒ KA4-39）～ 874.0（± 112.5，SE）（⑤
KA2-44）ncp2min， 平 均 253.8（ ± 93.6, SE）ncp2min 
であり，池溏間で有意な差が認められた（附表 2，図 3，
Kruskal-Wallis rank sum test，p = 0.002）．サラダニ類
は 0.7（⑯ KA2-75）～ 230.3（⑥ KA3-39）ncp2min，平
均 52.1（± 3.6, SE）ncp2min であった．
　目以上の個体数組成（ササラダニ類を除く）では（図
3）， ハ エ 目 Diptera が 極 め て 高 く， 割 合 は 33.8（ ⑩
KA1-12）～ 92.2（⑰ KA2-77）%（平均 66.3%）であった．
次いで貧毛綱（15.3%），ミズダニ類（9.8%）であった．
トンボ目 Odonata とトビケラ目 Trichoptera，カメムシ
目 Hemiptera はそれぞれ 4.8%，2.5%，0.6% と低かった．
その他の分類群は 0.5% 未満であった．
　ハエ目の中で最も相対密度の高かった分類群はユスリ
カ科 Chironomidae で，ハエ目の平均 85.1 （63.9 ～ 96.1）%
を占め，次いでヌカカ科が平均 14.4 （2.5 ～ 35.6）% であっ

表 1：池溏の岸を構成する植物の出現頻度．数値は 2 m 離れた 6 地点の出現数．
科　　名 種　　　名 OFPool FFPool 計

① KA1-04 ② KA1-05 ⑩ KA1-12 ⑫ KA1-21
Tofieldiaceae チシマゼキショウ科 Triantha japonica (Miq.) Baker　イワショウブ　 0 0 1 0 1
Scheuchzeriaceae ホロムイソウ科 Scheuchzeria palustris L.　ホロムイソウ　 0 1 2 0 3
Nartheciaceae キンコウカ科 Narthecium asiaticum Maxim.　キンコウカ 0 1 0 3 4
Eriocaulaceae ホシクサ科 Eriocaulon decemflorum Maxim.　イトイヌノヒゲ　 0 0 2 0 2
Cyperaceae カヤツリグサ科 Carex limosa L.　ヤチスゲ　 4 1 1 1 7

Carex angustisquama Franch.　トマリスゲ（ホロムイスゲ）　 1 1 1 1 4
Rhynchospora alba (L.) Vahl　ミカヅキグサ 3 4 4 2 13
Rhynchospora yasudana Makino　ミヤマイヌノハナヒゲ 1 1 4 3 9
Schoenoplectiella hondoensis (Ohwi) Hayas.　ミヤマホタルイ 0 0 0 1 1

Poaceae イネ科 Moliniopsis japonica (Hack.) Hayata　ヌマガヤ 6 5 5 5 21
Myricaceae ヤマモモ科 Myrica gale var. tomentosa C. DC.　ヤチヤナギ 1 0 0 3 4
Droseraceae モウセンゴケ科 Drosera rotundifolia Labill.　モウセンゴケ　 2 0 1 0 3
Ericaceae　ツツジ科 Oxycoccus oxycoccos L.　ツルコケモモ　 5 4 2 3 14

Andromeda polifolia L.　 ヒメシャクナゲ　 3 3 2 5 13
Gentianaceae リンドウ科 Gentiana triflora Pall. var. japonica (Kusn.) H. Hara　エゾリンドウ 0 0 0 1 1
Menyanthaceae ミツガシワ科 Menyanthes trifoliata L.　ミツガシワ　 0 0 1 0 1
Sphagnaceae　ミズゴケ科 Sphagnum spp.　ミズゴケ属の複数種 6 6 3 6 21
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た（附表 3）．ユスリカ科の中ではユスリカ亜科の割合
が最も高く，平均 76.0（39.6 ～ 99.9）% で，次いでエリ
ユスリカ亜科（平均 20.4%），モンユスリカ亜科（3.6%）
であった．またユスリカ科は総個体数（ササラダニ類を
除く）の平均 57.2（26.3 ～ 87.4）% を占め，最も優占す
る分類群であった．
　科以上の分類群でまとめた生体量は 62（㉒ KA4-39）

（ ± 80，SE,） ～ 1,917（ ⑪ KA1-21）（ ± 93，SE）mg 
bcp2min で，約 30 倍の違いがあった．各池溏の生体量
には有意な違いが認められた（Kruskal-Wallis rank sum 
test，p = 0.012）．
　平均値ではトンボ目の割合が 63.3% で最も高く，次い
でハエ目（11.3%），カメムシ目（10.4%），ミズダニ類

（4.7%），トビケラ目（2.7%）であった．
　主要出現分類群の個体あたりの生体量は貧毛綱 0.16

（± 0.06，SD）mg，ミズダニ類 0.46（± 0.10，SD）mg，
トンボ目 22.28（± 24.15，SD）mg，カメムシ目 25.15（±
23.40，SD）mg，トビケラ目 1.39（± 0.54，SD）mg，
ハエ目 0.20（± 0.06，SD）mg であった．

3．4　OFPool と FFPool の比較

3．4．1　池溏形態と水質
　池溏形態と水質，浮葉植物被度を附表 1 より OFPool，
FFPool 別ににまとめ表 2 に示す．平均値では FFPool
の開水面積が OFPool の約 2 倍となっているが，他の値
はほぼ同じであった．
　池溏形態の統計的比較では，OFPool と FFPool の間
に水深（T-test,　p = 0.250），周囲長（U-test,　p = 0.881），
開水面積（対数変換後の検定，T-test，p = 0.380），肢
節量（T-test,　p = 0.484）に差は認められなかった． 
　OFPool と FFPool の水質には水温（T-test，p = 0.664），
EC（U-test，0.121）には有意な差はなかった．pH には
差 が 認 め ら れ た（T-test．p = 0.002） が 平 均 値 は
OFPoolが5.34，FFPoolが5.76で極めて差は小さかった． 
　浮葉植物被度は OFPool が 36%，FFPool が 42% で差
はなかった（U-test，p = 0.815）．

3．4．2　岸辺水生無脊椎動物
　出現分類群数はそれぞれ OFPool；平均 21.1（± 0.4，
SE，n = 8），最小 19 ～最大 23，FFOPool；平均 18.6（±
0.9，SE,  n = 15），最小 12 ～最大 25 であった（附表 2）．
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FFPool

n
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池溏記号・番号

貧毛綱 ミズダニ類

トンボ目 カメムシ目

トビケラ目

コウチュウ目

ハエ目

SE

図３

図 3：尾瀬ヶ原上田代池溏における岸辺水生無脊椎動物の相対密度．縦軸は CPUE（catch per unit effort，2 分間採集の個体数）
で示す．OFPool（8 池溏） と FFPool（15 池溏）は洪水影響の大小で区別した 2 群の池溏．池溏は総個体数の多い順に並べて
ある．図中に示されていない分類群は極めて少数のため除かれている．
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両群には有意な差（T-test,　p = 0.022）が認められ，
OFPool の方に分類群が多く出現した． 
　浮葉植物の存在は，岸辺水生無脊椎動物の密度に影響
する可能性がある．そこで浮葉植物被度と総採集個体数
の回帰関係を求め，効果を検討した．浮葉植物被度と総
採集個体数の間には OFPool，FFPool ともに有意な関
係が認められなかった（OFPool；r2 = 0.244，p = 0.213，
FFPool；r2 = 0.021，p = 0.611）．本結果と前項で述べた
浮葉植物被度に OFPool と FFPool で差は認められない
ことにより，以下では岸辺水生無脊椎動物の洪水影響の
解析は浮葉植物被度を区別せず，OFPool と FFPool の
間で行った．
　OFPool と FFPool で分類群をまとめ（出現個体数と
出現池溏の少ない分類群であるマミズヒモムシ科の一
種 ,　ハリガネムシ目の一種，ヘモピ科の一種，ミズメ
イガ亜科の一種，マメシジミ科はその他とした），採集
個体数の比較を行った（表 3）．OFPool，FFPool とも
にハエ目の相対密度が最も高く，次いで貧毛綱，ミズダ
ニ類，トンボ目であった．コウチュウ目 Coleoptera，ト

ビケラ目を除き，各分類群の平均個体数は OFPool の方
が多かった．
　FFPool で明確に相対密度の低下を示したのは総個体
数（ サ サ ラ ダ ニ 類 を 除 く ）（OFPool；285.3 ～ 876.0 
ncp2min， FFPool；65.3 ～ 449.3　ncp2min）（U-test，p 
= 0.008），ミズダニ類（U-test, p = 0.017），トンボ目

（U-test, p = 0.027），ハエ目（T-test, p = 0021）であっ
た（図 4）．またササラダニ類も FFPool で有意に少なかっ
た（B. M.-test, p = 0.011）．図には示されていないがカ
メムシ目にも OFPool と FFPool に差が認められた（（B. 
M.-test，p = 0.035）．ハエ目の中ではヌカカ科（T-test, 
p = 0 .018），ユスリカ科（T-test，p = 0.062）が FFPool
で低い相対密度を示した（図 4）．ユスリカ科の中では
モンユスリカ亜科（U-test，　p<0.001），エリユスリカ
亜科（U-test，p<0.001）で有意に FFPool で採集個体数
が少なかった．
　一方，貧毛綱（B. M.-test，p = 0.142），トビケラ目

（U-test，p = 0.176）は OFPool と FFPool の間で差はな
かった（図 4）．

表 3：洪水影響小池溏（OFPool）及び洪水影響大池溏（FFPool）の分類群別個体数．その他にはマミズヒモムシ科の
一種 ,　ハリガネムシ目の一種，ヘモピ科の一種，ミズメイガ亜科の一種，マメシジミ属の一種が含まれる．数値は 2
分間採集の個体数を示す．OFPool は 8 池溏，FFPool は 15 池溏．

分類群 OFPool FFPool
平均 標準誤差 最小 － 最大 平均 標準誤差 最小 － 最大

貧毛綱 76.2 34.1 12.3 - 312.3 39.3 11.0 4.7 - 166.3
ミズダニ類 46.9 8.1 21 - 78.0 22.6 6.0 0.0 - 64.3
トンボ目 19.5 3.0 8.7 - 31.3 12.1 2.3 1.0 - 38.0
カメムシ目 3.9 1.3 1.0 - 11.7 1.4 0.3 0.0 - 3.7
コウチュウ目 0.6 0.2 0.0 - 1.7 1.4 0.4 0.0 - 6.0
ハエ目 294.2 31.6 145.7 - 457.3 180.8 27.6 49.7 - 396.7
トビケラ目 4.8 0.9 1.7 - 8.7 7.4 2.2 0.7 - 27.0
その他 0.3 0.2 0.0 - 1.7 0.2 0.1 0.0 - 1.0
総個体数
（ササラダニ類を除く） 445.8 38.0 285.3 - 876.0 265.3 16.2 65.3 - 449.3

ササラダニ類 89.0 24.5 7.0 - 230.3 32.5 8.7 0.7 - 97.3

表 2：洪水影響小池溏（OFPool，8 池溏）及び洪水影響大池溏（FFPool，15 池溏）の諸元，水質，浮葉植物被度．
OFPool FFPool

平均 標準誤差 最小 － 最大 平均 標準誤差 最小 － 最大
標高　(m) 1,405.6 0.9 1,402.4 - 1,408.3 1,404.9 0.7 1,402.4 - 1,407.6
水深　(m)　　 1.22 0.18 0.78 - 2.13 1.02 0.10 0.55 - 1.47
周囲長　(m) 148 43 35 - 367 134 59 35 - 676
開水面積　(m2) 460 164 46 - 1234 789 430 55 - 4842
肢節量 1.98 0.27 1.06 - 3.24 1.73 0.18 1.11 - 2.74
水温（℃） 26.6 0.6 24.4 - 28.5 26.8 0.6 24.4 - 29.9
pH 5.34 0.10 4.84 - 5.62 5.76 0.10 5.30 - 6.14
EC   （mS m-1）　 0.67 0.08 0.49 - 1.22 0.55 0.05 0.40 - 0.94
浮葉植物被度（%）   36 12 3 - 83 42 11 0 - 86
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図 4：尾瀬ヶ原上田代池溏の箱ヒゲ図で示した OFPool，FFPool 別の岸辺水生動物の相対密度．縦軸は CPUE （catch per unit 
effort, ncp2min；2 分間採集の個体数），OFPool （8 池溏）と FFPool（15 池溏）は洪水影響の大小で区別した 2 群の池溏．
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図 5：尾瀬ヶ原上田代池溏の箱ヒゲ図で示した OFPool，FFPool 別の岸辺水生無脊椎動物の生体量．縦軸は CPUE（catch per unit 
effort, bcp2min; 2 分間採集の mg 生体量），生体量が 1mg 未満の場合は０として計算．OFPool （8 池溏）と FFPool（15 池溏）は洪
水影響の大小で区別した 2 群の池溏．
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　生体量については総生体量（ササラダニ類を除く）と
平均生体量の多かったトンボ目，ハエ目，カメムシ目，
ミズダニ類，トビケラ目について OFPool と FFPool の
比較を行った（図 5）．総生体量（対数変換，T-test，p
＝ 0.222），トンボ目（B. M.-test，p = 0.279），トビケラ
目（B. M.-test，p = 0.871）には OFPool と FFPool に差
はなかった．ハエ目（T-test，p<0.001），ミズダニ類（B. 
M.-test，p = 0.031）は FFPool で生体量は少なかった．
カメムシ目は FFPool で生体量の少ない有意傾向を示し
た（B. M.-test，p = 0.052）．
　次に，属以下（一部科を含む）の分類群の中で，洪水
影響の大小で出現状況に違いがあるかどうかを検討する
ため，OFPool で 5 以上，または FFPool で 8 以上の池
溏に出現した未同定種（sp.）を含む種（同種として出
現する可能性が否定できない分類群を除く）について比
較した（附表 2）．OFPool と FFPool の池溏に共通して
出現した分類群はオオルリボシヤンマ，カラカネトンボ，
カオジロトンボ，アミメトビケラ属の一種 Oligotricha 
sp. であった．OFPool にはコイワトビケラ属の一種
Cyrnus sp.，セトトビケラ属の一種 Setodes sp.，ケヨソ
イカ属の一種，マダラケシカタビロアメンボが多くの池
溏に出現し，FFPool にはコサナエ，チビゲンゴロウの
出現池溏が多かった．
　また，洪水影響大小の池溏にある程度以上（OFPool 
のうち 5 池溏および FFPool のうち 8 池溏以上合わせて
13 以上）の池溏に出現した分類群について，採集個体
数を比較するとカオジロトンボは OFPoool で有意に多
く（U-test，p = 0.023），アミメトビケラ属の一種では
差がなかった（B. M.-test，p = 0.619）（オオルリボシヤ
ンマ，カラカネトンボは同科の不明種を含み重複をさけ
るため該当からはずした）（附表 2）．

4．考察

4．1　出現分類群
　本調査では大型無脊椎動物の科以上で 31 分類群が出
現した．Batzer and Ruhi（2013）は世界の 447 ヵ所の
湿地で出現した大型無脊椎動物をまとめ，各湿地で個体
数の 10% 以上を占めた上位 40 位を示している．この結
果と本調査結果を比較するとマミズヒモムシ科，ハリガ
ネムシ目，アオイトトンボ科 Lestidae，サナエトンボ科
Gomphidae，エゾトンボ科 Corduliidae，ミズギワカメ
ムシ科 Saldidae，カタビロアメンボ科 Veliidae，コオイ
ムシ科 Belostomatidae，コツブゲンゴロウ科 Noteridae
マルハナノミ科 Scirtidae，メイガ科 Pyralidae，イワト

ビケラ科 Polycentropodidae，トビケラ科 Phryganeidae
など 40 位以内に入らない分類群は多かった．これは以
下に述べるように尾瀬ヶ原には寒冷地域の湿地に特有の
生物が生息するためと思われる．
　本調査では，種の詳細な分類学的検討は行っていない
が，出現した特徴的な分類群のいくつかについて述べる．
大高ほか（2017）によるとマミズヒモムシ科は研究見本
園のアカシボ雪において記録があるが，池溏では無い．
ハリガネムシ目の記録は初出である．チビマルハナノミ
属の一種，トビイロマルハナノミ属の一種は尾瀬地域で
の記録は無い．同様にタテヒゲナガトビケラ属も初出で
ある．マメシジミ科のマメシジミの一種は尾瀬ヶ原の湿
地帯（見本園アカシボ残存物）では記録されていたが（大
高ほか，2017），池溏内で採集されていない．
　第 1 次の尾瀬ヶ原総合学術調査において朝比奈（1954）
は本地域の特徴として，高地・寒冷地を特徴とする種を
多産するとし，トンボ目を中心とした種を記載している．
前報では，該当する種として，エゾイトトンボ，オゼイ
トトンボ，オオルリボシヤンマ Aeshna crenata，ルリイ
トトンボ Enallagma circulatum，カラカネトンボ Cordulia 
aenea amurensis，カオジロトンボ，キイロマツモムシ
Notonecta reuteri reuteri，マダラケシカタビロアメンボ，
メススジゲンゴロウを記載した．本調査では加えてアオ
イトトンボ Ischnura asiatica，ハッチョウトンボ，シロ
ヘリミズギワカメムシ，オオコオイムシを新たに記載す
ることができる．アオイトトンボは寒冷を好む種とされ，
ハッチョウトンボは山地帯の湿地に分布するが，特に高
地の多産地帯として尾瀬ヶ原が挙げられている（石田・
石田，2018）．しかし，Asahina（1982）によると，ハッ
チョウトンボはむしろ熱帯低地に分布する種で尾瀬ヶ原
は高所分布の例外的な地域であり，尾瀬ヶ原から離れた
湿地では見られないとする興味深い見解を示している．
シロヘリミズギワカメムシは寒冷地の湿地に生息し（林・
宮本，2018），今回は採集されなかったがオゼミズギワ
カメムシ Salda morio Zetterstedt，1938 とともに尾瀬
に特徴的なカメムシ目の種とされている（Tomokuni, 
1982）．オオコオイムシも高層湿原や谷地に生息する種
とされている（林・宮本，2018）．メススジゲンゴロウ，
ハッチョウトンボ，シロヘリミズギワカメムシ，オオコ
オイムシは出現池溏も極めて少なく注目すべき種と思わ
れる．
　本調査で新たに採集できたハッチョウトンボは群馬県
の絶滅危惧 I 類に指定されており（群馬県，2021），ゲ
ンゴロウは群馬県の絶滅危惧 I 類（群馬県，2021），福
島県の準絶滅危惧に指定されている（福島県，2021）．
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　福原ほか（2021）は 10 月の調査において，ユスリカ
科の中では，モンユスリカ亜科の個体数の占める割合が
57.3% で極めて高いことを報告し，幾つかの湿地におい
ても同じ現象が報告されていることを述べている．今回
の調査においてはモンユスリカ亜科の占める割合は平均
3.6% で他亜科に比較すると高くなかった．平林ほか

（1999）は尾瀬ヶ原におけるユスリカ成虫の捕獲調査か
ら，ユスリカ相の特徴としてモンユスリカ亜科の占める
割合が低く，エリユスリカ亜科，ユスリカ亜科の割合が
高いと述べている．この結果は本調査と一致しているが，
前報の調査とは一致していない．この原因として，本亜
科の生活史サイクルの季節的なずれが生じていた可能性
が高い．

4．2　岸辺水生無脊椎動物に与える洪水の影響
　本研究は従来河川で行われてきたような同調査地を洪
水前後で比較し（e.g.　Death, 2008; Larson et al., 2018;　
平林，2002），影響を検討した結果ではなく，一定の洪
水影響を想定し，可能性について論じたものである．調
査日以前の累加降水量の多い日は群馬県利根郡片品村鳩
待峠観測所によると 5 月 7 日 4 時から 41 mm，5 月 8
日 19 時から 41 mm，7 月 5 日 6 時から 75 mm であっ
た（福原ほか，2021）．7 月 5 日には，図 2 に近い洪水
が発生した可能性が高く，本洪水が岸辺水生無脊椎動物
に大きな影響を与えた可能性が高い．
　OFPool 及び FFPool の出現分類群数を比較すると，
OFPool で有意に多かった．前報の秋季の調査では
OFPool 及び FFPool の出現分類群数はほぼ同じであっ
た．この違いは前報では 12 池溏が対象であったのに対
し，本調査では 23 池溏と多く，出現分類群も増加した
ためと思われる．
　FFPool（洪水影響大）の池溏では岸辺水生無脊椎動
物の総個体数（ササラダニ類を除く）は有意に少なかっ
た（図 5a）（U-test，p = 0.008）．同様にミズダニ類，ト
ンボ目，ハエ目においても有意に少なかった．サラダニ
類に FFPool においても採集個体数の低下が認められ
た．ハエ目の中では個体数の割合の高いユスリカ科が
FFPool において少ない有意傾向を示し，次に個体数の
多かったヌカカ科も有意に少なかった．また，ユスリカ
科の中ではモンユスリカ亜科（U-test，p<0.001），エリ
ユスリカ亜科（U-test，p<0.001）で有意に FFPool で採
集個体数が少なかった．前報の秋季結果と同様に洪水は
岸辺水生無脊椎動物の個体数低下に大きく影響した可能
性が高いと言える．
　前報の秋季調査と異なった点は，ミズダニ類，トンボ

目は有意な低下を示したこと，ハエ目ではヌカカ科が有
意な低下を示した点である．この原因は明らかではない
が，前報の調査においてもそれぞれの平均の個体数は
OFPool で多かったことから，本調査では調査池溏数が
多いことによる統計的な差異が検出できたのかもしれな
い．また，前報の秋季調査と池溏の水温が大きく異なっ
ていた（本調査平均 26.7 ℃，秋季調査時平均 16.6 ℃）．
水温は，日変化を伴うが，池溏は浅く（附表 1），夏季
調査は約 3 ヵ月前であることを考慮すると違いは明確
で，高水温による活動性の違いが影響し，洪水時の流出
につながった可能性もある．
　岸辺水生無脊椎動物の生体量については，トンボ目は
OFPool と FFPool に差はなかった．一方ハエ目，ミズ
ダニ目，カメムシ目は FFPool で有意に生体量が少な
かった（図 5）．この理由として，該当する分類群の個
体成長の違い（3. 3）が考えられる．トンボ目は平均個
体が大きく，個体重の変動係数（CV；平均に対する標
準偏差の % 値）も大きい（CV = 108.4%）．様々な個体
差の幼虫によって構成され，個体数で有意差が認められ
ても生体量では差がなくなったと考えられる．トビケラ
目については変動係数が小さいため（CV = 38.8%），
OFPool と FFPool で採集個体数に差がなかった点を反
映して生体量に差がなかったと推定される．小型で個体
成長に大きな差のなかったハエ目（CV = 31.8%），ミズ
ダニ目（CV = 21.6%）の場合も個体数の低下の影響を
反映して，生体量においても FFOPool で低下した可能
性がある．カメムシ目の場合には個体重に差があるが

（CV = 93.1%）， 個 体 数 の 差 が 反 映 さ れ OFPool と
FFPool で生体量に差が生じたものと考えられる．トン
ボ目は総生体量（ササラダニ類を除く）の 63.3% を占め
るため，この点を反映して，総生体量についても
FFPool において有意な低下を示さなかった可能性があ
る．
　加藤ほか（1999）は尾瀬ヶ原の 4 池溏において食物網
の調査を行い，二次生産の出発点としてユスリカ科幼虫
の重要性を述べている．ユスリカ科幼虫は本調査，前報
の調査において，個体数，生体量共に洪水の影響を大き
く受ける分類群と推定された．従って洪水は池溏におけ
る二次生産過程にも大きく影響している可能性が高い
　Death（2008）は河川では洪水の影響は，分類群によっ
て大きく異なると指摘している．本研究においても，洪
水の影響を大きく受けている分類群としてササラダニ
類，ハエ目ユスリカ科が挙げられる．ササラダニ類は植
食者，微生物食者，広植食者と食性が広く（栗城，
2000），ユスリカ科（モンユスリカ亜科を除く）も植食
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性であり，枯茎・枯葉や付着する藻類などの多い岸辺は
良好な餌環境にある．しかし洪水による直接的な流出と
ともに，基質や餌となる岸辺の枯葉や根などに付着する
糸状藻や菌類，ミズゴケの枯葉などとともに同時に流失
し，個体数を低下させた可能性がある．前報同様，ユス
リカ科の中でモンユスリカ亜科は洪水影響を受け，個体
数の低下が有意に認められた．モンユスリカ亜科の幼虫
は主に肉食性として知られている（e. g. Baker and 
McLachlan，1979；Berg，1995）．本種は営巣すること
なく自由に徘徊していることが想定され，流出しやすい
ことが推定される．
　一方，貧毛綱は前報による調査，及び本調査において
も，平均採集個体数は OFPool で多かったが，FFPool
とは有意な差を示さなかった（図 4）．洪水の影響を受
けにくい分類群と推定される．本報告では貧毛類の同定
は行っていないが，大高（1999）は尾瀬ヶ原の池溏では
フクロイトミミズ Bothrioneura vejdovskyanum, Stolc, 
1886 が優占し，全採集個体の 9 割以上を占めたとして
いる．本調査においても大高（1999）の結果から，本種
の優占が推定される．フクロイトミミズはほとんどが無
性的な繁殖を行うため（大高，1999），個体群の回復力
が強く，洪水影響が顕著でなかった可能性がある．加え
て，刺激に対して虫体が基質（枯死枝や枯死葉，糸状藻，
泥炭分解物など）に巻き付くなどの動作により固着性が
強いことが考えられる．同様にトビケラ目も前報及び本
調査で洪水影響による採集個体数の低下は認められな
かった（図 4）．本調査で出現した分類群は営巣性があり，
洪水による流出が比較的避けられている可能性がある．
　属以下の分類群の中で，OFPool で 5 以上，または
FFPool で 8 以上の池溏に共通して出現した分類群はオ
オルリボシヤンマ，カラカネトンボ，カオジロトンボ　
アミメトビケラ属の一種であった．このうちカオジロト
ンボは OFPool で採集個体数が有意に多かった（U-test，
p = 0.023）．また，OFPool にはコイワトビケラ属の一種，
セトトビケラ属の一種，ケヨソイカ属の一種の出現池溏
数が多く，FFPool にはコサナエ，チビゲンゴロウの出
現した池溏が多かった．これら個々の分類群がなぜ洪水
影響の大小によって出現池溏に偏りが生じているのかの
説明は現時点では一部を除いて困難である．福原ほか

（2021）が示唆したように，ケヨソイカ属は浮遊性であり，
洪水により流出しやすいこと，トビケラ目の中でもセト
トビケラ属は孤立した砂粒の携巣を作ることが知られて
いる（谷田，2018）ことから，両種は洪水により流出し
やすいことも一因ではないかと考えられる．
　洪水が岸辺水生無脊椎動物に与える影響の大小は，洪

水の規模とともに，分類群の生活史特性，成長状態や営
巣の有無，逃避力，繁殖様式などの違いによると考えら
れる．これらの単独または多くは複数の生活史特性によ
り異なった洪水影響が表れていることが推定される．同
時期の洪水においても，それぞれの池溏が受ける洪水の
規模は，位置や標高，規模，肢節量の違いにより異なる．
個々の池溏についての分析が必要となる．
　岸辺水生無脊椎動物の密度が低下する主な原因とし
て，前報で指摘した 2 点，1）洪水による岸辺状態の変化，
2）洪水による魚類の侵入による捕食圧の増加　に加え
て，3）洪水による水質の変化が考えられる．
　1）の洪水による岸辺状態の変化は，大きな原因と考
えられる．図 2 に示されたように，2019 年 5 月下旬の
洪水時には，多くの池溏に氾濫水が流れ込み，池溏岸辺
が攪乱された状態が観察された（洪水による池溏岸の攪
乱の状況は前報の図 2 にも示されている）．溢水による
直接的な動物体の流出，動物の基質となる付着藻類や枯
死した岸辺植物葉茎の流出，岸辺を構成する泥炭の流出
などが起こり，岸辺水生無脊椎動物の個体数が低下した
と推定される．これらは河川の洪水による直接的な流出
や河床の攪乱による影響と極めて類似する点がある

（Poff，2002；Death，2008），
　2）の魚類の捕食圧は一般に同所的に生息する生物の
個体数の低下の大きな原因である（Wellborn et al.，
1996）．尾瀬ヶ原のような特に孤立性の高い高層湿原の
池溏（Batzer and Boix, 2016b）などでの侵入の影響は
大きいと推定される．本調査池溏においても OFPool に
は魚類が捕獲・観察されず（3 池溏は未調査），FFPool
の 15 中の 8 池溏において魚類の存在が確認された（1
池溏は未調査）．前報同様魚類による捕食圧が岸辺水生
無脊椎動物個体数の低下の原因となった可能性が高い．
帆苅・朴（2021）も尾瀬ヶ原における甲殻類動物プラン
クトン密度の低下の原因として魚類の存在を示唆してい
る．魚類の侵入による池溏の生物に与える影響の定量的
な研究は今後の課題となる．
　OFPool と FFPool での水質には pH に有意な差が認
められた（表 2）．その差は極めて小さく（OFPool；平
均 5.34，FFPool；平均 5.76），個体数に大きく影響した
可能性は低い．しかし福原ほか（2022）は尾瀬ヶ原の上
田代 39 湖沼の調査において洪水の影響により池溏水の
pH が上昇傾向にあることを指摘しており，今後の注目
すべき課題となる可能性がある
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５．おわりに

　世界の泥炭地帯の多くは北ヨ－ロッパと北アメリカを
中心に分布している（阪口，1989）．地球の面積のわず
か 3% を占めるに過ぎないこれらの泥炭地は，世界の土
壌炭素の 15-30% を占めることが知られ，地球の炭素サ
イクルに大きく影響する場となっている（Limpens et 
al.，2008；Dice，2009）．近年の気候変動下で将来湿地
帯の炭素サイクルや生物多様性が大きく変化することも
予想される．本研究で取り上げた洪水の影響も湿地帯の
生物多様性に関係する一例とみなすことが出来る． 
　本研究と前報の結果より，高層湿原の典型的な景観で
ある池溏について，洪水の影響が岸辺水生無脊椎動物の
現存量に及んでいる可能性について述べ，洪水影響は池
溏の水質，生物間の相互作用（食物連鎖）にも影響を及
ぼす可能性を論じた．
　洪水は一時的な冠水により湿原の無脊椎動物にも影響
している可能性がある．実験的に冠水状態にした泥炭湿
原でユスリカ科の真正湿地種が湖沼性の種に急速に置き
換 わ っ た 例 は 示 唆 的 で あ る（Rosenberg and Wien, 
2001）. 尾瀬ヶ原湿原の無脊椎動物に及ぼす冠水へ影響
を解明する上で，例えばユスリカ科を例にとると，平林
ほか（1999）が報告した尾瀬ヶ原の池溏及び周辺（河川，
尾瀬沼）の 73 分類群のユスリカ相の調査結果は極めて
貴重である．これらの結果を基礎に，ユスリカ類の生息
属性を明らかにすれば，冠水影響を知ることが出来る良
い例となるであろう．今後の大きな課題である．
　生物群集に及ぼす洪水の影響は，回復の過程の研究も
極めて重要である（e. g. Death，2008）．尾瀬ヶ原池溏
における岸辺無脊椎動物の回復の過程の調査については
着手できなかった．この点についても将来の課題である．
　尾瀬ヶ原が形成された約 8,000 年の間に，何回かの温
暖期も推定されている（阪口，1989）．福原ほか（2022）
も指摘しているが，洪水の多発が池溏に影響を与えてき
たことが予想される．長い湿原の歴史の中では洪水の影
響を短絡的にとらえるのではなく，長期の地史の中のイ
ベントとしてとらえる必要もある．
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附表 1：尾瀬ヶ原上田代調査池溏の諸元と浮葉植物の被度，水質（水温，pH,　EC）．OFPool と FFPool は洪水影響の大小で区
別した 2 群の池溏．

　洪水
　影響 4）

池溏
記号

池溏
番号

福原（2021）
に追加され
た池溏

標高 1），3） 水深 2） 　湖岸
　線長 2）

　開水
　面積 2） 肢節量 3） 水温 pH EC 浮葉植物

被度 2）

（m） （m） （m） （m2）  （℃） （mS m-1） （%）
① KA1-04 1408.3 1.70 236 921 2.19 25.5 5.23 0.62 6 
② KA1-05 1408.2 0.96 210 335 3.24 24.5 5.59 0.59 6 
③ KA1-06 〇 1408.0 0.89 68 138 1.63 24.4 4.84 0.67 74 

OFPool ④ KA2-32 1406.2 0.94 52 97 1.49 27.8 5.56 0.64 3 
⑤ KA2-44 1405.7 2.13 367 1234 2.95 28.5 5.47 1.22 12 
⑥ KA3-39 1403.5 1.50 177 819 1.74 28.2 5.00 0.56 27 
⑦ KA4-09 〇 1402.8 0.78 37 46 1.54 27.0 5.62 0.49 74 
⑧ KA4-25 〇 1402.4 0.83 35 86 1.06 26.5 5.44 0.55 83 
⑨ KA1-08 〇 1407.5 1.15 285 1372 2.17 24.8 5.93 0.94 86 
⑩ KA1-12 1407.6 1.15 141 338 2.16 25.4 6.02 0.50 5 
⑪ KA1-21 1407.6 0.76 35 55 1.33 24.4 5.59 0.60 0 
⑫ KA1-25 〇 1407.3 0.62 141 302 2.29 26.5 5.44 0.55 45 
⑬ KA1-30 〇 1406.5 0.82 44 102 1.23 25.3 5.99 0.58 73 
⑭ KA2-53 〇 1405.0 0.55 54 135 1.31 29.6 5.56 0.63 72 

FFPool ⑮ KA2-69 〇 1405.3 1.00 104 257 1.83 28.5 6.07 0.50 82 
⑯ KA2-75 〇 1404.8 0.83 72 233 1.33 29.9 5.47 0.62 73 
⑰ KA2-77 〇 1404.7 0.66 158 687 1.70 25.8 6.14 0.71 60 
⑱ KA3-41 1403.3 1.42 206 931 1.90 26.4 5.94 0.40 24 
⑲ KA4-05 1402.9 1.13 676 4842 2.74 28.1 5.90 0.43 34 
⑳ KA4-16 〇 1402.6 1.31 51 167 1.11 26.3 5.49 0.42 46 
㉑ KA4-37 1402.8 1.47 311 1569 2.21 27.0 5.57 0.45 1 
㉒ KA4-39 1402.7 1.28 142 749 1.46 26.9 5.99 0.47 8 
㉓ KA4-47 1402.4 1.09 39 99 1.11 27.3 5.30 0.44 17 

1）国土地理院（2021）．　　2）永坂ほか（2021）より．　　3）イタリック体の数値は福原ほか（2021）より．
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附表 2：尾瀬ヶ原上田代 23 池溏の岸辺水生無脊椎動物の相対密度，2 分間採集の個体数で示している．（　　）内は標準誤差，
OFPool は洪水影響小池溏，FFPool は洪水影響大池溏を示す．

OFPool FFPool
①

KA1-04
②

KA1-05
③

KA1-06
④

KA2-32
⑤

KA2-44
⑥

KA3-39
⑦

KA4-09
⑧

KA4-25
⑨

KA1-08
⑩

KA1-12
⑪

KA1-21
⑫

KA1-25
⑬

KA1-30
⑭

KA2-53
⑮

KA2-69
⑯

KA2-75
⑰

KA2-77
⑱

KA3-41
⑲

KA4-05
⑳

KA4-16
㉑

KA4-37
㉒

KA4-39
㉓

KA4-47
Nemertea Enopla Tetrastemmatidae sp. 0.3
紐形動物門 ハリヒモムシ綱 マミズヒモムシ科の一種 （0.3）

Nematomorpha Gordioidea Gordioidea sp. 0.3
類線形動物門 ハリガネムシ目 ハリガネムシ目の一種 （0.3）

Bivalvia Pisidiidae Pisidium sp. 0.3
二枚貝綱 マメシジミ科 マメシジミ属の一種 （0.3）
　 　 　
Oligochaeta 　 Oligochaeta　spp. 48.0 57.0 33.0 59.7 312.3 45.3 12.3 42.0 88.7 166.3 12.7 58.7 63.0 18.0 16.0 40.0 4.7 22.0 28.3 13.0 42.3 8.0 8.3
貧毛綱 　 貧毛綱の複数種 （15.4）（1.7） （9.1） （6.7）（73.0）（18.1）（5.8）（15.6） （42.9）（47.7）（1.9）（16.2）（25.4）（5.6） （7.8）（20.0）（1.9） （4.0） （5.7） （2.0）（12.8）（3.1） （6.3）
　 　 　
Hirudinea Arhynchobdellida Haemopidae sp. 0.3
ヒル綱 吻無蛭目 ヘモピ科の一種 （0.3）
　 　 Arhynchobdellida sp. 0.3
　 　 吻無蛭目の一種 （0.3）
　 　 　
Acarina 　 Hydrachnellae spp. 78.0 21.0 38.3 24.7 49.3 72.0 25.3 66.3 2.0 59.0 11.7 35.7 19.7 0.3 64.3 1.0 20.3 38.0 38.3 48.7
ダニ目 　 ミズダニ団の複数種 （19.6）（5.3） （1.3） （7.9）（13.0）（23.4）（7.5） （3.2） （0.6）（16.5）（6.2） （5.0） （5.7） （0.3）（16.9）（0.0） （1.8） （19.5）（8.4） （10.8）
　 　 Cryptostigmata spp. 52.3 47.0 92.3 122.0 116.7 230.3 7.0 44.0 2.3 11.0 59.7 30.7 27.3 3.0 97.3 0.7 1.7 37.0 4.0 53.0 78.0 1.7 80.3
　 　 ササラダニ亜目の複数種 - - - - - （110.8）（4.5） （9.8） - - - （10.3）（4.6） （2.1） - - （0.7） （2.5） （1.5）（25.2）（25.9）（0.9）（42.2）
　 　 　
Odonata Lestidae Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 0.7 2.0 0.3 1.0 0.7 0.7 0.3 3.3 0.3 0.3
トンボ目 アオイトトンボ科 アオイトトンボ （0.7） （0.6） （0.3） （0.6） （0.3） （0.7） （0.3） （0.3） （0.3） （0.3）
　 Coenagrionidae Ischnura asiatica Brauer 1865 0.3
　 イトトンボ科 アジアイトトンボ （0.3）
　 　 Coenagrion terue  (Asahina, 1949) 0.3 1.0 2.0 1.7
　 　 オゼイトトンボ （0.3） （1.0） （0.8） （1.2）
　 　 Coenagrion lanceolatum (Selys, 1872) 0.7 0.7 1.0 0.3 1.0 3.0 0.7 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3
　 　 エゾイトトンボ （0.3） （0.3） （0.6） （0.3） （0.6） （1.0） （0.3） （0.3） （0.3） （0.3） （0.3）  （0.3）
　 　 Coenagrionidae not det.1） 1.0 0.7 3.3 1.3 2.0 5.0 1.7 0.3 1.0 0.7 5.0 4.0 1.0 8.3 0.3
　 　 イトトンボ科の不明種 （0.6） （0.3） （1.2） （0.9） （1.0） （2.3） （0.3） （0.3） （0.6） （0.7） （2.1） （1.0） （0.6） （3.9） （0.3）
　 Aeshnidae Aeshna crenata Hagen, 1856 1.7 3.7 3.7 2.0 17.7 11.7 1.3 1.3 1.3 4.3 10.3 1.3 1.0 3.7 1.0 4.0 2.0 3.7 0.7 7.7
　 ヤンマ科 オオルリボシヤンマ （1.2） （1.5） （2.0） （0.6） （1.2） （3.9） （0.9） （0.7） （0.9） （0.9） （2.6） （0.9） （0.6） （0.3） （0.6） （1.2） （1.0） （1.3） （0.7） （3.3）
　 　 Aeshna not det.2） 3.7 1.7 0.3 3.3 8.7 5.7 15.7 1.3 0.3 0.7 0.7 1.3 6.3 1.7 1.7 2.0 0.3 6.3 1.7 4.0
　 　 ルリボシヤンマ属の不明種 （1.7） （0.9） （0.3） （0.9） （1.3） （0.3） （3.0） （0.7） （0.3） （0.3） （0.3） （0.3） （2.9） （0.9） （0.9） （2.0） （0.3） （3.4） （1.2） （1.5）
　 　 Aeshnidae　not det.1） 0.3 1.7 0.3 0.3 0.3 3.7 0.3 3.3
　 　 ヤンマ科の不明種 （0.3） （0.9） （0.3） （0.3） （0.3） （3.2） （0.3） （0.9）
　 Gomphidae Trigomphus melampus (Selys, 1872) 1.3 1.0 1.0 1.0 0.3 0.7 0.7 0.3 2.3 0.7 0.7 2.0 2.7
　 サナエトンボ科 コサナエ （1.3） （1.0） （1.0） （0.0） （0.3） （0.7） （0.3） （0.3） （1.9） （0.3） （0.3） （1.2） （1.2）
　 　 Gomphidae not det.2） 1.3 1.7 1.0 0.3 1.0 0.3 1.0
　 　 サナエトンボ科の不明種 （0.9） （1.2） （0.6） （0.3） （0.6） （0.3） （1.0）
　 Corduliidae Cordulia amurensis Selys, 1887　 2.0 2.0 3.3 3.3 4.7 4.7 4.0 4.0 3.0 1.7 0.7 0.7 0.3 3.3 1.3 1.0 2.0 1.0 0.7 1.7 7.3
　 エゾトンボ科 カラカネトンボ （1.5） （1.2） （0.9） （1.3） （2.2） （2.4） （1.0） （3.1） （0.6） （0.3） （0.3） （0.3） （0.3） （0.9） （0.9） （1.0） （0.8） （0.6） （0.3） （0.3） （3.2）
　 　 Corduliidae not det.1） 1.0 1.0 1.3 1.3 0.7 0.3 0.3 0.7 1.7 3.7
　 　 エゾトンボ科の不明種 （1.0） （0.6） （0.9） （0.3） （0.7） （0.3） （0.3） （0.3） （0.9） （3.7）
　 Libellulidae Nannophya pygmaea Rambur, 1842 0.3
　 トンボ科 ハッチョウトンボ　 （0.3）
　 　 Sympetrum speciosum speciosum 

Oguma, 1915
0.3 0.7

　 　 ネキトンボ （0.3） （0.7）
　 　 Sympetum not det.1） 0.3 0.7 1.3 0.3 0.3
　 　 アカネ属の不明種 （0.3） （0.7） （0.9） （0.3） （0.3）
　 　 Leucorrhinia dubia orientalis Selys, 1887 0.7 5.7 1.7 1.7 2.3 0.3 1.3 0.3 0.7 0.3 1.0 0.3 1.0 0.3 8.3
　 　 カオジロトンボ （0.3） （1.9） （1.7） （0.9） （1.2） （0.3） （0.7） （0.3） （0.7） （0.3） （0.0） （0.3） （1.0） （0.3） （4.1）
　 　 Libellulidae not det.1） 0.3 0.3 0.3
　 　 トンボ科の不明種 （0.3） （0.3） （0.3）
　 　 　
Hemiptera Gerridae Gerridae　sp． 0.3 1.3 0.7 2.0 0.7 0.3
カメムシ目 アメンボ科 アメンボ科の一種 （0.3） （0.3） （0.7） （1.5） （0.3） （0.3）
　 Saldidae Salula opacula (Zetterstedt, 1838) 0.3 0.3 0.3
　 ミズギワカメムシ科 シロヘリミズギワカメムシ （0.3） （0.3） （0.3）
　 Veliidae Microvelia reticulata (Burmeister, 1835) 2.0 0.3 0.3 1.0 1.7 0.3 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0
　 カタビロアメンボ科 マダラケシカタビロアメンボ （0.6） （0.3） （0.3） （0.6） （0.9） （0.3） （0.7） （0.3） （0.3） （0.3） （0.3） （0.6）
　 Belostomatidae Appasus major (Fabricius, 1781) 0.3
　 コオイムシ科 オオコオイムシ （0.3）
　 　 Appasus sp. not det.1） 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 1.0
　 　 コオイムシ属の一種 （0.7） （0.3） （0.3） （0.3） （0.3） （0.3） （0.6）
　 Corixidae Corixidae　not det.2） 2.3 4.3 9.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7
　 ミズムシ科 ミズムシ科の不明種 （0.9） （1.7） （2.4） （0.3） （0.3） （0.3） （0.3） （0.7）
　 Notonectidae Notonectidae　not det.2） 0.7 0.7 1.0 1.7 0.3 0.7 1.3 0.7 0.3 1.0 2.3 0.3 0.3 0.3 1.0 1.0 1.3
　 マツモムシ科 マツモムシ科の不明種 （0.7） （0.7） （0.6） （0.7） （0.3） （0.3） （0.9） （0.3） （0.3） （0.6） （1.5） （0.3） （0.3） （0.3） （0.6） （0.0） （0.9）
　 　 　
Coleoptera Noteridae Neoterus japonicus Sharp, 1873 0.3
コウチュウ目 コツブゲンゴロウ科 コツブゲンゴロウ （0.3）
　 Dytiscidae Hydroglyphus japonicas (Sharp, 1873) 0.3 0.3 1.3 0.3 0.3 0.3 4.0 1.0 3.0 0.7 1.0 0.3
　 ゲンゴロウ科 チビゲンゴロウ （0.3） （0.3） （0.9） （0.3） （0.3） （0.3） （2.1） （0.6） （2.5） （0.7） （0.6） （0.3）
　 　 Acilius japonicus Blink, 1939 0.3 0.3
　 　 メススジゲンゴロウ （0.3） （0.3）
　 　 Cybister chinensis Motschlsky，

1854
0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 0.3

　 　 ゲンゴロウ （0.3） （0.3） （0.3） （0.3） （0.3） （0.3）
　 Hydrophilidae Enochrus simulans（Sharp, 1873） 0.7 0.3 0.3 0.3 1.3 0.7 0.3
　 ガムシ科 キイロヒラタガムシ （0.3） （0.3） （0.3） （0.3） （0.9） （0.3） （0.3）
　 　 Enochrus japonicus （Sharp, 1873） 0.3
　 　 キベリヒラタガムシ （0.3）
　 　 Enochrus sp. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 0.7 0.3 0.3 0.3
　 　 ヒラタガムシ属の一種 （0.3） （0.3） （0.3） （0.3） （0.3） （0.3） （0.7） （0.3） （0.3） （0.3）
　 Scirtidae Cyphon sp. 0.3
　 マルハナノミ科 チビマルハナノミ属の一種 （0.3）
　 　 Scirtes　sp. 0.3
　 　 トビイロマルハナノミ属の一種 （0.3）
　 　 Scirtidae　not det.1） 0.3
　 　 マルハナノミ科の不明種 （0.3）
　 　 　
Diptera ホソカ科 Dixidae sp. 0.3
ハエ目 Dixidae ホソカ科の一種 （0.3）
　 Chaoboridae Chaoborus sp. 0.3 4.0 0.3 1.0 3.0 2.0 13.0 1.0 1.0
　 ケヨソイカ科 ケヨソイカ属の一種 （0.3） （1.0） （0.3） （0.6） （1.0） （0.6） （2.1） （0.0） （1.0）
　 Culicidae Culicinae sp. 0.3 0.3
　 カ科 ナミカ亜科の一種 （0.3） （0.3）
　 　 Culicidae non det.2） 0.3 0.3
　 　 カ科の不明種 （0.3） （0.3）
　 Chironomidae Tanypodinae spp. 14.0 10.3 2.7 24.3 8.7 12.7 8.7 9.3 4.7 2.3 14.0 2.3 0.7 2.3 3.0 2.0 1.3 0.7 2.3 5.7 0.3 4.3
　 ユスリカ科 モンユスリカ亜科の複数種 （1.5） （3.2） （0.9） （2.3） （1.5） （5.2） （3.9） （1.8） （1.2） （0.3） （4.0） （0.3） （0.3） （0.3） （0.8） （1.0） （0.3） （0.3） （0.7） （0.9） （0.3） （2.8）
　 　 Orthocladiinae spp. 115.7 76.0 87.0 130.3 93.7 105.0 32.0 36.3 2.7 61.7 34.0 3.3 2.0 0.3 10 1.0 1.0 4.7 2.7 2.0 56.3 1.0 75.7
　 　 エリユスリカ亜科の複数種 （26.2）（26.8）（13.8）（13.4）（18.0）（26.0）（11.5）（10.7） （1.3）（14.1）（5.1） （1.5） （0.6） （0.3） （1.2） （0.8） （1.0） （0.9） （1.8） （0.6） （9.5） （0.6）（21.7）
　 　 Chironominae  spp. 131.3 92.0 58.7 104.3 320.7 163.7 242.3 56.7 33.3 44.0 114.0 129.0 87.3 311.7 84.7 365.0 193.3 56.7 239.7 43.3 164.7 46.0 196.7
　 　 ユスリカ亜科の複数種 （37.8）（23.4）（8.2）（12.5）（85.7）（21.7）（54.1）（9.7） （6.0）（10.7）（36.0）（51.8）（22.4）（76.0）（12.1）（115.6）（31.7）（5.2）（55.0）（2.6）（50.2）（27.2）（29.7）
　 Ceratopogonidae Ceratopogonidae spp.　 41.3 56.0 85.3 44.0 43.3 31.7 27.0 40.7 20.0 16.0 4.7 19.0 18.0 16.0 29.0 26.7 11.7 25.0 9.0 12.7 31.7 1.7 16.7
　 ヌカカ科 ヌカカ科の複数種 （5.8） （8.3）（18.3）（4.2） （5.0） （2.3）（13.6）（7.2） （4.2） （6.5） （0.7）（10.0）（2.5） （2.1） （8.2） （8.7） （0.7） （4.0） （1.5） （5.5） （7.8） （1.7） （0.9）
　 Tabanidae Tabanidae　not det.1） 0.3 0.3 0.3
　 アブ科 アブ科の不明種 （0.3） （0.3） （0.3）
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Lepidoptera Pyralidae Acentropinae sp. 0.7 0.7 0.3 0.7
チョウ目 メイガ科 ミズメイガ亜科の一種 （0.3） （0.7） （0.3） （0.3）
　 　 　
Trichoptera Polycentropodidae Cyrnus sp. 0.7 1.0 0.7 0.3 3.0 1.7 0.3 0.7 1.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
トビケラ目 イワトビケラ科 コイワトビケラ属の一種 （0.3） （1.0） （0.3） （0.3） （1.5） （0.9） （0.3） （0.3） （1.0） （0.3） （0.3） （0.3） （0.3） （0.3）
　 　 Polycentropodidae not det.2） 0.7 0.3
　 　 イワトビケラ科の不明種 （0.7） （0.3）
　 Phryganeidae Oligotricha  sp. 1.7 1.7 1.0 5.7 1.5 4.7 2.3 1.3 0.7 1.3 12.0 0.3 0.7 1.0 6.0 4.0 0.3 24.3 0.7 2.7 17.3 4.3 1.0
　 トビケラ科 アミメトビケラ属の一種 （1.2） （0.3） （0.6） （1.9） （0.4） （1.9） （1.2） （0.3） （0.3） （0.9） （3.1） （0.3） （0.7） （1.0） （3.1） （2.0） （0.3） （4.4） （0.3） （0.3） （2.2） （2.8） （0.6）
　 　 Phryganeidae not det.2） 0.3 2.3 1.7 1.0 0.7 0.3 0.7 1.3 1.0 0.3 0.3 2.7 1.7 1.0 0.3
　 　 トビケラ科の不明種 （0.3） （0.3） （0.3） （0.6） （0.7） （0.3） （0.3） （1.3） （0.6） （0.3） （0.3） （1.8） （1.2） （0.6） （0.3）
　 Leptoceridae Setodes sp. 2.7 0.7 0.7 0.3 4.3 8.3 0.3 5.7 0.7 0.7 0.3
　 ヒゲナガトビケラ

科
セトトビケラ属の一種 （1.8） （0.7） （0.7） （0.3） （0.9） （3.9） （0.3） （1.8） （0.3） （0.3） （0.3）

　 　 Ceraclea not det.2) 0.3
　 タテヒゲナガトビケラ属の不明種 （0.3）

計　（ササラダニ亜目を除く） 　 457.3 332.7 337.0 410.0 874.7 488.7 379.0 285.3 164.7 367.7 251.3 262.7 206.7 357.3 233.3 449.3 226.3 188.3 295.3 132.0 385.3 65.3 393.3
（93.6）（62.7）（13.2）（14.0）（112.5）（93.9）（95.0）（39.6） （45.6）（40.7）（59.3）（86.8）（3.7）（75.4）（23.8）（136.7）（29.2）（8.1）（65.6）（33.7）（65.1）（37.0）（29.4）

1）若齢幼虫，破損個体のため未同定．　　2）若齢幼虫のため未同定．

附表 3：尾瀬ヶ原上田代 23 池溏の岸辺水生無脊椎動物の生体量，2 分間採集の mg で示している．（　　）内は標準誤差，＋は 1 
mg 未満．OFPool は洪水影響小池溏，FFPool は洪水影響大池溏を示す．
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KA4-47
Enopla Tetrastemmatidae +
ハリヒモムシ綱 マミズヒモムシ科
　 　
Gordioidea Gordioidea 1
ハリガネムシ目 ハリガネムシ目 （1）
　 　
Bivalvia Pisidiidae  1
二枚貝綱 マメシジミ科 （1）
　 　
Oligochaeta 　 10 11 6 10 55 8 2 9 12 23 1 5 9 2 1 5 + 6 4 2 11 + 1
貧毛綱 　 （2） （2） （3） （2） （6） （4） （2） （4） （6） （7） （1） （2） （4） （1） （1） （3） （4） （0） （1） （4） （1）
　 　
 Hirudinea  Haemopidae 130
ヒル綱 ヘモピ科 （130）
　 Arhynchobdellida 9
　 吻無蛭目 （9）
　 　
Acarina Hydrachnellae　 29 8 14 10 23 42 11 32 + 25 3 12 8 + 35 1 13 17 18 25
ダニ目 ミズダニ団 （8） （1） （1） （4） （7） （11） （4） （4） （9） （3） （2） （4） （8） （1） （1） （8） （4） （7）
　 　
Odonata  Lestidae 16 65 14 65 28 43 221 27 22
トンボ目 アオイトトンボ科 （16） （27） （14） （38） （16） （43） （25） （27） （22）
　 Coenagrionidae　 5 7 17 10 + 2 + 3 + 8 19 2 7 7 + 12 5 12
　 イトトンボ科 （5） （7） （17） （10） （2） （3） （8） （19） （2） （7） （7） （12） （5） （12）
　 Aeshnidae　 93 313 53 27 136 207 61 105 70 68 1465 185 336 16 135 90 107 137 38 50 187 37 95
　 ヤンマ科 （65） （191） （8） （17） （20） （69） （12） （13） （32） （17） （323） （94） （194） （4） （39） （86） （94） （90） （17） （31） （82） （37） （40）
　 Gomphidae　 + 2 3 + 6 2 19 2 8 2 12 2 1 38 19
　 サナエトンボ科 （2） （3） （6） （1） （19） （2） （5） （2） （8） （1） （0） （35） （9）
　 Corduliidae　 36 17 41 21 61 38 35 26 22 28 5 + 4 4 34 25 11 13 7 5 12 92
　 エゾトンボ科 （16） （9） （11） （6） （28） （10） （16） （14） （5） （12） （3） （3） （4） （12） （22） （11） （7） （6） （4） （2） （28）
　 Libellulidae　 6 78 30 18 25 9 20 54 13 + 2 29 3 8 20 1 10 69
　 トンボ科 （3） （9） （30） （9） （14） （9） （12） （44） （13） （2） （20） （3） （8） （10） （1） （10） （13）
　 　
Hemiptera Gerridae 4 6 3 15 3 1
カメムシ目 アメンボ科 （4） （3） （3） （11） （2） （1）
　  Saldidae + 1 +
　 ミズギワカメムシ科 （1）
　 Veliidae　 + + + + + + + + + + + +
　 カタビロアメンボ科
　 Belostomatidae 278 4 50 51 18 34 89
　 コオイムシ科 （242） （4） （50） （51） （18） （29） （71）
　 Corixidae 4 6 15 + 1 + + 1
　 ミズムシ科 （1） （3） （5） （1） （1）
　 Notonectidae 76 50 8 3 45 49 6 38 1 2 21 24 2 + 15 3 3
　 マツモムシ科 （76） （50） （8） （1） （45） （49） （6） （38） （1） （1） （16） （24） （2） （13） （1） （2）
　 　
Coleoptera Noteridae 3
コウチュウ目 コツブゲンゴロウ科 （3）
　 Dytiscidae　 + 1 + 31 + 21 114 9 1 113 + 3 27 1 +
　 ゲンゴロウ科 （1） （30） （21） （114） （9） （1） （72） （2） （26） （1）
　 Hydrophilidae 5 + 5 + 2 4 2 5 7 2 1 8 2 2
　 ガムシ科 （3） （5） （2） （3） （2） （3） （5） （2） （1） （3） （2） （2）
　 Scirtoidea　 + +
　 マルハナノミ科
　 　
Diptera Dixidae +
ハエ目 ホソカ科
　 Chaoboridae　 + + + + 1 + 10 + +
　 ケヨソイカ科 （1） （1）
　 Culicidae 1 1 + +
　 カ科 （1） （1）
　 Chironomidae　 68 43 15 74 88 61 35 20 15 21 43 18 10 31 9 37 24 10 35 7 40 6 37
　 ユスリカ科 （14） （1） （3） （14） （22） （11） （5） （2） （4） （9） （5） （2） （9） （2） （15） （1） （1） （10） （1） （9） （6） （7） （7）
　 Ceratopogonidae　 18 20 33 23 23 11 15 22 3 4 + 5 5 5 8 3 7 8 4 4 24 + 6
　 ヌカカ科 （1） （5） （6） （4） （7） （3） （10） （4） （1） （1） （2） （0） （1） （2） （2） （2） （0） （2） （2） （8） （1）
　 Tabanidae + + +
　 アブ科
　 　
Lepidoptera Pyralidae 9 16 5 10
チョウ目 メイガ科 （5） （16） （5） （10）
　 　
Trichoptera Polycentropodidae   1 + 2 1 + + + 3 + 2 + + + + +
トビケラ目 イワトビケラ科 （1） （1） （1） （2） （2）
　 Phryganeidae   1 1 1 9 10 9 4 2 1 3 32 + + 1 11 10 1 35 1 4 44 6 2
　 トビケラ科 （1） （1） （1） （4） （0） （3） （2） （1） （1） （2） （10） （1） （6） （6） （1） （4） （1） （1） （5） （6） （2）
　 Rhyacophilidae　 5 1 1 1 9 17 1 11 + + 1
　 ヒゲナガトビケラ科 （5） 　 　 （1） （1） （1） 　 　 　 　 （1） （9） （1） （4） 　 　 　 　 　 　 　 （1） 　 　
計 　 645 536 283 278 489 523 235 299 183 286 1917 231 409 145 258 231 205 428 100 198 396 62 602
　 　 （236） （15） （35） （78） （93） （86） （84） （38） 　 （69） （429） （93） （174） （68） （5） （165） （100） （195） （31） （63） （41） （58） （80） （80）

1）若齢幼虫，破損個体のため未同定．　　2）若齢幼虫のため未同定．

岸辺水生無脊椎動物への洪水影響 437





1．はじめに

　尾瀬国立公園の一部をなす尾瀬沼は，本州中部の標高
1,660 m の山間に位置する面積 1.6 km2，最大深度 9.5 m
の中栄養湖である（Horie, 1962）．尾瀬沼では，湖沼環
境のモニタリングと外来水草のコカナダモの監視のため
に，国立環境研究所によって 1987 年から継続的な観測
が続けられている（野原，2018）．観測開始から現在ま
での約 30 年間に，コカナダモの生育面積やクロロフィ
ル a 濃度，透明度などに大きな変動が観測されているが，
この間，目立った富栄養化は示唆されていない．一方，
近年，夏季の底層水温の上昇が観測されている（野原 , 
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　2018 年に尾瀬沼深底部で底生動物の構成と現存量を調べた．大型底生動物群集は，貧毛綱 3 種，ユ
スリカ科 2 種，フサカ科 1 種の計 6 種からなり，貧毛綱ミズミミズ科のユリミミズが優占した．同じ
地点で 1986 年に行った調査ではイトミミズが優占していたことから，この間にイトミミズからユリ
ミミズへの優占種の交代が起こったことが示唆される．これには，近年の湖底温度の上昇が関係して
いる可能性がある．

Composition and abundance of macrozoobenthos  
in the profundal zone of Lake Ozenuma, central Japan,  

with special reference to structural difference between 1986 and 2018 surveys

Akifumi Ohtaka1, 2, Naoya Kimura 3

Composition and abundance of macrozoobenthos were studied in the profundal bottoms of Lake Ozenuma 
in 2018. Six species of macrozoobenthos consisting of three oligochaetes, two chironomids and one chaoborid 
were recorded from the study sites, of which a tubificine oligochaete, Limnodrilus hoffmeisteri dominated. 
Compared with past benthological records in Lake Ozenuma in 1986, Limnodrilus hoffmeisteri increased, while 
those of another tubificine Tubifex tubifex decreased in the present study. The change in the oligochaete 
structure could be caused by increase of bottom temperature in recent years.
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2018）．
　尾瀬沼深底部では，かつて，1986 年の 5 月から 9 月
にかけて底生動物群集の定量調査が行われ，イトミミズ 
Tubifex tubifex（Müller, 1774）（原文では Tubifex sp.）
とユリミミズ Limnodrilus hoffmeisteri Claparède, 1862　
およびユスリカ属の一種 Chironomus sp. が優占したこ
とが報告されている（Ohtaka et al., 1988）.　これ以降，
尾瀬沼深底部では底生動物の調査が行われていない．そ
こで，群集構造の長期変化を知るために，2018 年の 10
月に，1986 年の調査時と同じ地点，同じ方法で底生動
物の調査を行った． 

2．調査地と方法

　1986 年の調査時（Ohtaka et al., 1988）に設定した尾
瀬沼沖合の 2 地点，湖心（36.926739 N, 139.302698 E）
と沼尻沖（36.930987 N,139.298441 E）で，2018 年 10 月
20 日に底生動物の調査を行った（図 1）．採集やサンプ
ルの処理の方法は 1986 年の調査時と同様に，底面積
225 cm2 の標準型エクマンバージ採泥器で底泥を採集
し，開口 0.25 mm のサーバネットでふるい，残渣ごと
10% ホルマリンでただちに固定した．採泥は湖心では 4
回，沼尻沖では 3 回行った．調査時には，調査地点の表
層水について水温（Testo 103）と pH（ナリカ，αパッ
クテスト）を測定し，採集した底泥はただちに表層の温
度を測定するとともに，色や酸化層の有無，臭いの有無
などを記録した．
　実験室に持ち帰った底生動物の固定サ
ンプルから，双眼実体顕微鏡（オリンパ
ス SZH）下で大型底生動物をすべて拾
い出し，種ごとに計数および現存量（湿
重量）の測定（Sartorius BP310P）を行っ
た．一部の標本を使って，貧毛類は脱水
後バルサムで，双翅目幼虫は CMCP-10

（Polysciences Inc.）で封入したプレパ
ラートを作り，同定を行った．貧毛類の
卵 包 は す べ て 拾 い 出 し，Ohtaka et 
al.（1988）にしたがって同定した．優占
したユリミミズの体サイズを推定するた
めに，個体ごとに第 8 体節の幅（Ohtaka, 
1985）を双眼実体顕微鏡を使って測定し
た．サンプル中に見られた小型底生動物
については出現を記録するにとどめ，計
数は行わなかった．湖心と沼尻沖の間で
の底生動物群集の総密度と総現存量の違

いの有意性をスチューデントの t 検定で調べた．
　本調査で採集された底生動物の標本は，Ohtaka et 
al.（1988）で用いた 1986 年の標本とあわせて，群馬県
立自然史博物館に保管した．

3．結果

3. 1　環境要因
　2018 年 10 月 20 日の調査時の尾瀬沼の表層水温は両
地点（湖心と沼尻沖）とも 12.3°C，pH は湖心で 7.8，
沼尻沖で 7.9 であった（表 1）．底泥の表面は両地点とも
灰黒色で，明瞭な酸化層は認められなかったものの，硫
化水素臭はなかった．泥温は沼尻沖（12.9°C），湖心（12.2

図 1：2018 年 10 月 20 日の尾瀬沼の底生動物調査地点，湖心
（水深 9.2 m）と沼尻沖（水深 6.6 m）．調査地点は 1986 年の
調査時（Ohtaka et al., 1988）と同一．

Site name
Date
Time
Latitude
Longitude
Air temperature (°C)
Water depth (m)
Surface water temperature (°C)
pH in surface water
Bottom temperature (°C)
Bottom sediment
Mud surface color
Zoobenthos

Density (No m-2)
  Oligochaeta

Limnodrilus hoffmeisteri Claparède, 1862 1489 ± 521 489 ± 194
cocoon 11 ± 22 341 ± 68

Tubifex tubifex (Müller 15±0375±111)4771,
00noococ

Uncinais uncinata 62±510)2481,detsrØ(
  Chironomidae

Chironomus 29±39162±22.ps
Procladius 15±030.ps

  Chaoboridae
Chaoborus 044±22.ps

Total number 1644 ± 475 756 ± 194
Standing crop (g wet wt m-2)

863.1±659.1938.1±651.5ateahcogilO
813.2±256.2435.0±224.0eadimonorihC

0331.0±760.0eadiroboahC
Total standing crop 5.644 ± 2.181 4.607 ± 2.221

mudmud

7.8
12.3
6.6

139.298441 E
36.926739 N

12.3

139.302698 E

9.2

12.2

7.5

36.930987 N

12.9

13:20

Lake Center Off Nushiri
20 Oct. 2018

12:20

blackish gray blackish gray

7.9

20 Oct. 2018

9.4

表 1：2018 年に調査を行った尾瀬沼沖合の 2 地点における環境要因と底生動物
の構成 .
底生動物の密度と現存量は平均値と標準偏差を示す．
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°C）とも表層の水温に近い値だった．両地点とも , サー
バネットでふるったあとの残渣は維管束植物の遺骸が大
部分を占めた．

3. 2　底生動物の組成
　調査した 2 地点でみられた大型底生動物は，貧毛類 3
種（イトミミズ，ユリミミズ，アカオビミズミミズ Uncinais 
uncinata（Ørsted,1842）），ユスリカ科 2 種（ユスリカ
属の一種，カユスリカ属の一種 Procladius sp.），フサカ
科フサカ属の一種 Chaoborus sp. の計 6 種であった（表
1）．このうち，アカオビミズミミズとカユスリカ属の一
種は沼尻沖だけで，フサカ属の一種は湖心だけで確認さ
れた．出現したユリミミズの剛毛は，上歯が下歯よりも
やや細長く，前方体節での本数は剛毛束あたり 5 〜 7 本
であった．また，陰茎鞘は長さ 420 〜 440 µm で両端が
膨らみ，末端がななめに薄く広がって終わっていた．小
型底生動物としては，両地点とも，線虫類とケンミジン
コ目のカイアシ類が見られた．このほか，湖心ではハネ
コケムシ属の休芽が，沼尻沖では藍藻の分泌物とみられ
る不定形のゼリー状物質が確認された．

3. 3　大型底生動物群集の構造
　2018 年の調査時の尾瀬沼深底部における大型底生動
物群集の総密度は，湖心（平均 1,644 個体 m-2）が沼尻
沖（平均 756 個体 m-2）よりも有意に高かった（P = 0.014）

（表 1）．一方，総現存量は，湖心（平均 5.6 gm-2）と沼
尻沖（平均 4.6 gm-2）の間で有意な差は見られなかった（P 
= 0.286）．湖心，沼尻沖とも，個体数で優占する動物群
は貧毛類で，群集の総密度のそれぞれ 97% および 71％
を占めた．貧毛類は湖心では現存量でも群集の 91% を
占めて優占したが，沼尻沖ではユスリカ類の現存量

（58%）が貧毛類（42%）を上回った．湖心，沼尻沖とも，
最も優占した底生動物はユリミミズで，貧毛類の個体数
と底生動物群集全体の個体数に占める割合はそれぞれ，
湖心で 93% および 91％，沼尻沖で 92% および 65% で
あった（図 2 下）．イトミミズは両地点で見られたが，
その密度はユリミミズの 10 分の 1 未満で，群集全体に

図 2：尾瀬沼深底部の 2 地点における 1986 年と 2018 年の底生動物の組成の比較．
1986 年の結果は Ohtaka et al.（1988）による 1986 年 5 月から 9 月までの 5 回の調査の平均値を示した．

図 3：尾瀬沼深底部のユリミミズ個体群における第 8 体節幅
の頻度分布．1986 年（上）と 2018 年（下）を比較した．1986
年の図は Ohtaka et al.（1988）を改変．
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占める割合は湖心で 6.7%，沼尻沖で 4.0％とわずかだっ
た．湖心で見られたユスリカ属の一種とフサカ属の一種
はどちらも平均 22 個体 m-2 とわずかで，群集全体の 1.3%
にすぎなかった．沼尻沖ではユスリカ属の一種がユリミ
ミズに次いで優占し，群集全体の 26% を占めた．
　ユリミミズ個体群は湖心，沼尻沖とも，中型から大型
個体が優占し，第 8 体節幅が 0.5 mm を超える個体の割
合は湖心で 71%，沼尻沖で 40% だった（図 3 下）．イト
ミミズは両地点で出現したが，その密度はどちらの地点
でも群集の 1 割に満たなかった．底泥中からユリミミズ
の卵包が確認された．その密度は湖心では平均 11 個 
m-2 と低かったが，沼尻沖では平均 341 個 m-2 の密度で
見られた．イトミミズの卵包はどちらの地点でも確認さ
れなかった．

4．考察

4. 1　尾瀬沼深底部の底生動物群集の特徴
　2018 年に行った尾瀬沼深底部の底生動物群集の組成
を，同じ地点，同じ方法で調査した1986年の結果（Ohtaka 
et al., 1988）と比較すると，ユリミミズ，イトミミズ，
ユスリカ属の一種，カユスリカ属の一種が出現した点で
種構成に大きな変化はなく，1986 年に出現した大型底
生動物はいずれも 2018 年の調査でも確認された．一方，
1986 年には記録されず 2018 年の調査で新たに見つかっ
た大型底生動物には，湖心でのフサカ属の一種と沼尻沖
でのアカオビミズミミズがあった．
　1986 年の深底部での調査（Ohtaka et al., 1988）と並
行して行われた尾瀬沼全域における底生動物調査（大高
ほか，1987）では，貧毛類のイトミミズとユリミミズは，
深底部で広く記録されているものの，どちらも沿岸部か
らの記録はない．ユスリカ類の幼虫では，カユスリカ属
は深底部に限られ，ユスリカ属も東岸の 1 地点を除くと
その分布は深底部に限られていた（大高ほか，1987）．
ユスリカ属とカユスリカ属は，どちらも，1995 年 6 月
に尾瀬沼湖畔で採集されたユスリカ成虫には含まれてい
ない（平林ほか，1991）．また，2018 年の調査で尾瀬沼
深底部から見つかったフカサ属は過去に尾瀬沼全域で行
われた底生動物調査（大高ほか，1987）やプランクトン
調査（上野，1954；Hanazato and Nohara, 1992）では
記録されていないが，近傍の尾瀬ヶ原では，池溏の動物
プランクトンや底生動物として広く分布する（上野，
1954；Kurasawa et al., 1982）. 同様に 2018 年の調査で
尾瀬沼深底部から見つかったアカオビミズミミズも，尾
瀬ヶ原の池溏からの記録がある（Ohtaka, 2000）．一方，

尾瀬沼深底部で優占したイトミミズとユリミミズはどち
らも，尾瀬ヶ原の池溏からの記録はない（Ohtaka, 
2000）．こうした点から，尾瀬沼深底部の底生動物群集は，
沿岸部や尾瀬ヶ原の池溏と，共通種を含んではいるもの
の，大きく異なっていると言える．
　1910 〜 1920 年代の尾瀬沼では透明度が 6 m を上回る
記録があったことが知られているが（西条・坂口，
1954），継続的な観測結果がある 1987 年から 2018 年ま
でをみると，2.4 m から 5.1 m の間を推移し，はっきり
とした上昇や減少の傾向は見られない（野原 , 2018）．
この間の透明度の平均値（3.56 m）を使って，修正カー
ルソン富栄養化状態指数（Aizaki et al., 1981）を算出す
ると 44 となる．日本の湖沼深底部で見られる貧毛類の
密度や現存量は中栄養湖の一部で高まることが知られて
いる（大高，2018b）．栄養状態が同レベルの湖沼とし
ては木崎湖（41）や赤城大沼（41），湯ノ湖（43）があ
り（Ohtaka, 2014），深底部における大型底生動物はい
ずれもイトミミズが優占し，底生動物の総密度としては
10,000 〜 20,000 個体 m-2 が記録されている（大高，未発
表）．尾瀬沼深底部における貧毛類の密度や現存量は栄
養状態に比して低い位置にある．

4. 2　1986 年と 2018 年の群集構造の違いとその要因
　尾瀬沼深底部の同一地点で行われた 1986 年と 2018 年
の調査の間では，大型底生動物の密度や現存量，構成に
大きな違いが見られた．つまり，1986 年には沼尻沖の
群集が湖心に比べて密度で 4.8 倍，現存量で 6.6 倍高かっ
たが，今回の 2018 年の調査では，現存量では湖心と沼
尻沖の間に有意な違いは見られなかったものの，密度で
は 1986 年とは逆に，湖心のほうが沼尻沖よりも 2.2 倍
高かった（図 2）．優占種の違いも顕著であった．つまり，
1986 年は湖心，沼尻沖ともイトミミズの密度がユリミ
ミズを上回り，湖心では群集全体の 92％，沼尻沖では
47％を占めて優占したのに対して，2018 年には両地点
ともイトミミズの密度は群集全体の 7％以下と少なく，
代わってユリミミズが湖心で 91％，沼尻沖で 65％を占
めて優占した（図 2）．
　イトミミズとユリミミズは，どちらも，貧栄養湖から
富栄養湖まで，幅広い湖沼環境に見られる．両種とも酸
素 の 欠 乏 に 対 し て 高 い 耐 性 を 持 ち（Aston, 1973; 
Milbrink, 1980），無酸素の水中でも平均でそれぞれ 16
日， お よ び 23 日 生 存 し た こ と が 記 録 さ れ て い る

（Chapman et al., 1982）．ユリミミズは 10 以上の隠蔽種
からなる species complex とみなされている（Liu et al., 
2017）．尾瀬沼で出現したタイプは，剛毛の上歯が下歯
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よりもやや細くやや長い点と，両端が膨らみ，末端がな
なめに薄く広がって終わる陰茎鞘を持つ点で，Liu et 
al.（2017）の “species IV” または “species IX” に類似し
ていた．ただし，Liu et al.（2017）が区別した種間では
形態の重複が大きく，生態の違いもよくわかっていない．
　日本の 50 の自然湖沼の深底部での貧毛類相の比較によ
ると，中栄養から富栄養の湖沼では，水深が深く底層が
低酸素になる場合，深底部ではほとんど例外なくイトミミ
ズが優占する．これに対して，諏訪湖や霞ヶ浦に代表さ
れるような，夏季に湖底の温度が約 15°C を上回る浅い
富栄養湖ではイトミミズが出現せず，代わってユリミミズ
やヒメイトミミズ属 Aulodrilus などが優占する（Ohtaka，
2014；大高，2018b）．イトミミズは，インドネシア（Ohtaka 
et al., 2006）やカンボジア（Ohtaka, 2018a）などの熱帯
の湖沼や池沼には出現せず，夏に水温が高くなる日本の
水田でもほとんど見られないことから（大高，2018c），高
温が生存を制限すると考えられる．
　尾瀬沼は 2 回循環湖であるが，水深が浅く，温度変化
のない深水層が存在しない．このため，湖底の温度は気
温の影響を受けやすく，夏期には浅い地点ほど高温にな
ると予測される． 1986 年の底生動物調査時に測定され
た湖心（水深 8.5 〜 9.1 m）の泥温は夏から秋に高まり，
8 月 26 日に 12.5 °C，9 月 24 日には 13.8 °C であった

（Ohtaka et al., 1988）．湖心よりも 2 m 浅い沼尻沖（水
深 6.5 〜 7.1 m）における同日の泥温は，それぞれ，15.6 
°C および 16.1 °C で，湖心よりも 2 〜 3 °C 高い（Ohtaka 
et al., 1988）．1986 年の調査では，イトミミズもユリミ
ミズも密度は沼尻沖が湖心よりも高かったが，群集に占
めるユリミミズの割合は夏季に湖底の温度が高くなる沼
尻沖（36%）が，温度の低い湖心（1.7%）よりも高い（Ohtaka 
et al., 1988）（図 2）．これは，温度が高い湖底ではユリ
ミミズの優占度が高くなるというこれまでの観測結果

（大高，2018b）と矛盾しない．尾瀬沼では，近年の湖
底水温の上昇は顕著で，湖心における夏季の底層水温は
2010 年から 2017 年までの間で 5°C 程度上昇し，2016
年には 15°C を超えたことが野原（2018）によって観測
されている． こうした点から，1986 年にイトミミズが
優占していた尾瀬沼深底部の底生動物群集が，2018 年
にはユリミミズが優占する群集に変化した要因として，
夏期の湖底の温度上昇が関係している可能性がある．こ
の点を検証するためには，モニタリング調査を継続する
とともに，イトミミズとユリミミズの生存や繁殖にかか
わる温度特性の違いを知ることが必要である．

4．3　ユリミミズ個体群のサイズ構成の変化
　1986 年と 2018 年の尾瀬沼深底部では，ユリミミズ個
体群のサイズ構成にも違いがあった．つまり，1986 年
のユリミミズ個体群は湖心でも沼尻沖でも，夏期間中，
小型の幼若個体が多くを占め，この期間に継続して繁殖
が 行 わ れ て い た こ と が 示 唆 さ れ た（Ohtaka et al., 
1988）．これに対して，2018 年のユリミミズ個体群は体
幅が 0.5 mm を超える中型から大型個体が 4 割以上を占
め，体幅が 0.5 mm 以下の小型個体が 8 割以上を占めた
1986 年とは構成が大きく異なっていた（図 3）．Timm

（2020）によるエストニアでの長期間の飼育実験による
と，イトミミズは平均で 6 〜 8 年，最大で 12 年，ユリ
ミミズも平均で 5 〜 6 年，最大で 17 年におよぶ長い生
存が記録されている．どちらも生存曲線は死亡速度が年
齢によってあまり変わらない II 型を示す．また，イト
ミミズ，ユリミミズとも，1 年に 1 回，条件がよければ
複数回，毎年，繁殖を行う（Timm, 2020）．自然条件下
での寿命は Timm（2020）の観察結果よりも短いと予想
されるものの，尾瀬沼湖底に見られるユリミミズの大型
個体の年齢は少なくても数年を経ているものと推測され
る．繁殖が続く個体群では，新世代の産出により小型個
体が多くを占める個体群の構成が予想されるが，現在の
尾瀬沼深底部でのユリミミズ個体群は，小型個体が少な
く卵包も少ないため，縮小の過程にあると考えられる．
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尾瀬ヶ原流水に生息するイワナSalvelinus leucomaenisの
年齢，体長組成および生息密度

山本　俊昭 1），本橋　篤 1），松澤　夏鈴 1），牧野　楓 1），古荘　寿奈 1）， 
田中　美有 1），鏡　友紀 1），滝　透維 1），小柗　奈央 1），藤原　英史 2）

2021 年 11 月 29 日受付， 2021 年 12 月 31 日受理

　本研究では，尾瀬ヶ原に生息するイワナ Salvelinus leucomaenis の年齢，体長組成および生息密度
など基礎的な情報を得るため，8 つの支流および本流において捕獲調査を行った．その結果，イワナ
229 尾を捕獲し，それら個体の平均体サイズはオスで 15.42 ± 5.57 cm，メスで 14.21 ± 4.05 cm であっ
た．鱗から年齢を査定したところ，0 歳から 6 歳の範囲であり，オスの平均は 2.67 ± 1.33 歳，メスの
平均は 2.20 ± 1.03 歳であった．体サイズを雌雄間および年齢間で比較を行ったところ，年齢間では
差が認められたものの，雌雄間で違いは見られなかった．また，8 支流における魚類密度を求めたと
ころ，平均 0.035 尾 m-2（範囲：0.006-0.097 尾 m-2）であり , 他の河川と比べて低い密度であった．また，
各支流における雌雄比は平均で 0.58（オス /（オス＋メス））であり，比較的支流の上流域および小規
模の支流では下流域に比べて雄の割合が高い傾向が見られた．今後，各支流における付着藻類量，水
生昆虫量，さらには落下昆虫量といった河川生態系全体から尾瀬ヶ原に生息するイワナの生態解明が
望まれる．

Age, size frequency, and population density of white-spotted char  
Salvelinus leucomaenis inhabiting in Ozegahara streams

Toshiaki Yamamoto1, Atsushi Motohashi1, Karin Matsuzawa1, Kaede Makino1,  
Kotona Furusho1, Miyu Tanaka1, Yuki Kagami1, Toi Taki1, Nao Komatsu1, Eiji Fujiwara2

In this study, capture surveys were conducted in eight tributaries and the main stream flowing though 
Ozegahara to obtain basic information of White spotted char Salvelinus leucomaenis on the size frequency, age 
and population density. As a result, 229 char were captured and the average body size was 15.42 ± 5.57 cm for 
males and 14.21 ± 4.05 cm for females. Age was assessed from scales and ranged from 0 to 6 years, with males 
averaging 2.67 ± 1.33 years and females 2.20 ± 1.03 years. Comparisons of body size showed no differences 
between males and females, although differences were observed between ages. Fish densities in the eight 
tributaries averaged 0.035 fish m-2（range: 0.006-0.097 fish m-2）, which was low compared to other rivers. The 
mean sex ratio in each tributary was 0.58（male /（male + female））, and the proportion of males tended to be 
higher in the upper reaches and smaller tributaries than in the lower reaches. Further elucidation of the ecology 
of char inhabiting Ozegahara is desirable, taking into account the amount of attached algae, aquatic insects, and 
falling insects in each tributary and the entire river ecosystem.
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1．はじめに

　群馬県，新潟県および福島県の県境に位置する尾瀬ヶ
原を流れる河川は，1 級河川阿賀野川水系の只見川で最
上流部に位置する . 古くから本河川に生息した魚類はイ
ワナ Salvelinus leucomaenis（Pallas）およびアブラハ
ヤ Rhynchocypris lagowskii（Dybowski）のみであると
考えられているが（川合，1954），現在ではギンブナ
Carassius auratus langsdorfii（Temminck and Schlegel），
ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus（Cantor）を含め
た 5 種が分布しているとされている（片山，1996，
2012）．また，ヤマメ Oncorhynchus masou（Brevoort）
が漁業協同組合によって 1974 年から 2008 年まで尾瀬沼
や尾瀬ヶ原流水に放流されており（片山，2007），大正
および昭和初期には，サケ科魚類であるカワマス
Salvelinus fontinalis（Mitchill）などが放流されていた
記録がある（Maruyama et al.， 1982）．一方，イワナは
古くから自然に分布していたが，1988 年以降では漁業
協同組合によって尾瀬沼および尾瀬ヶ原地域に毎年およ
そ 6000 ‐ 13000 尾を放流していた記録がある（片山，
1996，2007）．これら放流は 2008 年以降中止となってい
ることから（片山，2012），現在生息し
ているイワナは自然産卵由来の個体のみ
と考えられる一方、これまでに放流され
た集団と在来の集団との間で遺伝的交雑
が生じており，尾瀬ヶ原流水に生息する
イワナの遺伝的特性は変化している可能
性も考えられる．また，尾瀬ヶ原流水に
生息するイワナは只見川本流にある三条
の滝（落差 100 m ほど）において長い
間隔離された集団であることから，遺伝
的な特異性だけでなく，生態的にも独特
な進化を遂げていることも考えられる．
　そこで本研究では，尾瀬ヶ原流水に生
息するイワナの基礎的な生態を把握する
ため，第 4 次総合学術調査において電気
ショッカーの許可を受け，複数の支流に
おいてイワナの体サイズ構成および年
齢，性別，さらには生息密度の調査を行っ
た．

2．方法

2．1　調査地
　本流域は川上川と猫又川を最上流とし，これら支流の
合流点から沼尻川までの合流点までをヨッピ川，沼尻川
の合流点から下流を只見川とよぶ（国土地理院地図の河
川名に準ずる，図 1 を参照）．調査地は，尾瀬ヶ原にお
ける群馬県内で本流に流れ込む 8 支流および本流（只見
川）で行った（図 1）．只見川に流れ込む支流内には，
河川工作物など魚類の移動を妨げる工作物が一切ないた
め，支流間を移動することは可能である . ただし，2020
年 10 月に下ヨサク沢，2021 年 6 月に上ヨサク沢，8 月
に長沢およびセン沢において本流の合流部から踏査した
ところ，数百メートルに渡り瀬切れが起きていることを
確認した（山本ら，2021；表 1）．一方，2021 年 4 月末
の雪解けの増水時において下ヨサク沢および上ヨサク沢
の「瀬切れ区間」を踏査したところ，本流とつながって
いることを確認したことから，魚類にとって移動が可能
であると考えられた．
　調査した各支流の川幅および流量は表 1 の通りであ
る．最上流域の支流の一つが猫又川であり，流域面積は

キーワード：年齢，成長，生息密度，尾瀬ヶ原，イワナ 
age, growth, population density, Ozegahara, white-spotted char,

図1：調査地およびサンプリング場所 . ストライプで示した場所が尾瀬沼であり，灰
色で示した場所は湿地帯である . 各河川で幅のある黒い線で示した場所は電気
ショッカーにより捕獲した場所を示す . また，黒丸で示した地点は GPS で距離を求
めることが出来なかった（只見川・ヨシッポリ沢，上ヨサク沢）．KK：川上川本流，
TM：川上川支流テンマ沢，YS：川上川支流ヨセ沢，NM：猫又川，SN：セン沢，
NG：長沢，NS：沼尻川，SY：下ヨサク沢，KY：上ヨサク沢，YP：ヨシッポリ沢，
TD：只見川 .
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大きく，川幅は平水時において約 10 ｍで，流量が 1.13 
m3 s-1 であった．もう一つの最上流の支流である川上川
の川幅は約 4-6 m，流量は平水時で 0.97 m3 s-1 であった．
また，数キロ下で本流のほうに流れ込む河川として尾瀬
沼の流出河川である沼尻川があり，その川幅は約 8 m，
流量は 1.45 m3 s-1 であった．それ以外に只見川の本流に
流入する小支流としてヨシッポリ沢，下ヨサク沢，上ヨ
サク沢，長沢，およびセン沢を調査地とした．川上川は
複数の 2 次支流が存在し，本調査は本流の下流域以外に
も，2 次支流であるテンマ沢およびヨセ沢においても
行った．

2．2　捕獲、年齢査定および生息密度
　これら 8 つの支流および本流（只見川）において
2021 年 6 月 15―17 日および 8 月 1 － 2 日の期間におい
て電気ショッカー（Model 24B, Smith-root 社 , USA）
を直流 200-250V の設定で用いて捕獲を行った．捕獲し
た個体は，2- フェノキシエタノール（0.1 ml L-1）を用
いて麻酔をかけたのちに体長を 0.1 cm 単位まで測定し，
ウロコおよび脂ビレをサンプリングした．サンプリング
後はすべての個体を覚醒させたのち再び同じ地点に放し
た．各個体の年齢査定は，生物顕微鏡を用いて鱗の隆起
線を観察し，冬期帯の数より推定した．また，電気ショッ
カーによって調査した場所は，GPS（GPSmap62s, Garmin
社 , USA）を用いて記録し，後日 QGISver3.18 を用いて
捕獲調査を行なった距離を算出した．そして，調査した
距離と平均川幅をかけあわせることで調査面積を算出
し，捕獲した個体数で割った値を生息密度とした．

2．3　遺伝子を用いた性判別
　 採 取 し た 脂 ビ レ は， キ レ ッ ク ス 100（BioRad 社 , 
USA）を用いて DNA 抽出を行い，PCR 法によって各

個体の性判別を行った．PCR 反応には，
テンプレート（100 ng μ l-1）を 0.5 μ l に
対し，GoTaq Premix version（Promega
社 , USA）5 μ l，10 µM 18S primer 0.1 
μ l，10 µM sdY primer 0.4 μ l を加え，
蒸留水で全量を 10 µl の反応液として用
い た． 尚， プ ラ イ マ ー に は Yano et 
al.（2012）においてサケ科魚類の性決定
遺伝子であることが報告されている sdY
領域を増幅する配列を用いて，増幅が確
認された場合はＹ染色体上にあることか
らオスとした．一方で 18sRNA のプラ
イマーのみで増幅が見られた場合は，メ

スとした．増幅条件としては，94 ℃で 3 分の熱変性を
したのち，95 ℃で 30 秒の変性，60 ℃で 30 秒のアニー
リング，72 ℃で 30 秒の伸長を 35 サイクル繰り返し，
最後に 72 ℃で 7 分の伸長反応を行った．P ＣＲ産物は
電気泳動を行い，バンドの有無によって性判別を行った．

2．4　統計解析
　統計解析には，体サイズを応答変数，説明変数を性（1：
メス、2：オス），年齢および交互作用とし，確率分布を
正規分布と仮定した一般化線形混合モデルを構築した．
このモデルでは，ランダム効果を支流 ID および時期と
した．なお，統計ソフトＲのパッケージ lme4（Bates 
et al., 2015）および lmerTest（Kuznetsova et al., 2016）
で行い，有意水準を 0.05 とした．

3．結果

　本調査で捕獲したイワナの個体数は 6 月で 159 尾，8
月で 71 尾であった．イワナ以外ではアブラハヤのみが
いくつかの支流で捕獲された（図 2，表 2）．捕獲したイ
ワナ 229 尾のうち，219 尾（95.6％）で鱗から年齢査定
を行うことができ，228 尾（99.1％）で脂ビレの DNA
から性判別を行うことができた．捕獲した個体の年齢は，
0 歳から 6 歳の範囲であり，オス 128 尾の平均体サイズ
および年齢は 15.42 ± 5.57 cm，2.67 ± 1.33 歳であり，
メス 100 尾では 14.21 ± 4.05 cm，2.20 ± 1.03 歳であった．
各年齢における成長様式は，0 歳で 5.5 ± 0.7 ㎝（n=8），
1 歳で 9.5 ± 1.3 ㎝（n=44），2 歳で 13.9 ± 2.0 ㎝（n=60），
3 歳で 17.0 ± 1.9 ㎝（n=68），4 歳で 19.8 ± 3.0 ㎝（n=29），
5 歳で 21.6 ± 2.6 ㎝（n=11），6 歳で 28.4 ㎝（n=1）であっ
た（図 3）．体サイズを雌雄間および年齢間で比較を行っ
たところ，年齢間では差が認められたものの（ｔ値

表 1：2021 年 6 月 15-17 日および 8 月 1-2 日の期間で調査した支流における調査
範囲，川幅および流量 . また，下流域を踏査し，瀬切れが確認された支流は〇と
した． 

ID 調査⽇ ⽀流名 調査距離 (m) 川幅 (m) 流量 (m3s-1) 瀬切れの有無
KK 2021/8/1 川上川本流 314 6.1 0.965 〇 *1
TM 2021/6/16 川上川⽀流・テンマ沢 165 1.5 0.042
YS 2021/8/1 川上川⽀流・ヨセ沢 103 3.5 0.269
NM 2021/6/17 猫⼜川本流 1028 9.6 1.132
YP 2021/6/15 ヨシッポリ沢 - - -
SY 2021/6/15 下ヨサク沢 113 0.6 0.007 〇
KY 2021/6/15 上ヨサク沢 - 1.5 0.017 〇 *2
TD 2021/6/15 只⾒川本流 - - -
NS 2021/6/16 沼尻川 220 7.8 1.454
NG 2021/8/2 ⻑沢 458 3.5 0.060 〇
SN 2021/8/2 セン沢 701 3.1 0.145 〇

*1  ⽚⼭（2012）において瀬切れが本調査地の少し上流域にて起きていることが報告されている
*2 調査は瀬切れより本流側で⾏った

表1: 2021年６⽉１５-１７⽇および８⽉１-２⽇の期間で調査した⽀流における調査範囲，川幅および流量.また，
下流域を踏査し，瀬切れが確認された⽀流は〇とした．

*1  片山（2012）において瀬切れが本調査地の少し上流域にて起きていることが
報告されている

*2 調査は瀬切れより本流側で行った
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=8.83, P<0.001; 表 3），雌雄間で違いは見られなかった（t
値 =-0.25, P=0.80）．また，8 支流における魚類密度を求
めたところ，平均 0.035 尾 m-2，範囲が 0.006-0.097 尾 m-2

であった（表 2）．支流における雌雄比は平均で 0.58（オ
ス /（オス＋メス））であり，雄に偏っていた．その中で
も比較的支流の上流域および小規模の支流（テンマ沢・
ヨセ沢・セン沢・長沢）では下流域（川上川本流・猫又川・
沼尻川）に比べて雄の割合が高い傾向が見られた（表 2）．

4．考察

4．1　年齢および体サイズ
　本調査地に生息するイワナの年齢は，0 歳から 6 歳魚
までであった．残留型のイワナの性成熟開始は，オスで
1-5 歳，メスでは 2-6 歳であるが，寿命はよくわかって
おらず，これまでの死亡個体から概ね 10 歳以下である
とされている（森田・森田，2007）．また，本調査地の
成長様式は 0 歳魚が平均 5.5 ㎝，1 歳魚が 9.5 ㎝，2 歳魚
が 13.9 ㎝であった．長良川・斐伊川水系に生息するイ
ワナで成長様式が報告されており，0 歳魚が 5.6 ㎝，1
歳魚で 12.5 cm，2 歳魚で 15.4 cm であることから（加藤，
1992），本調査地の河川は比較的成長が遅いと思われる．
また，加藤（1992）では採集した個体が全て 2 歳魚以下
であるのに対し，本研究では 3 歳以上の個体が多く見ら
れたことから，成長が遅く，長生きする個体が多い傾向
が本調査地の特性のひとつであると考えられた．

　一方，最大体長が 44.0 cm の個体を猫又川にて捕獲し
た．残念ながらウロコが全て再生鱗であったため年齢を
推定することが出来なかったが，遺伝子解析の結果オス
であった．これまでの残留型イワナの集団における成熟
体サイズでは 30 cm を超える個体は稀である．例えば，
北野・久保田（2017）は諏訪地方の砥川水系のヤマトイ
ワナを調べているが最大体長が 30.4 ㎝であり，山本ら

（1992）でも残留型ニッコウイワナで最大体長は 30 cm
未満であった．それに対し，人造湖が出来たことによっ
て生活史形質が変化することも報告されており（Nakano 
et al., 1990），人造湖を回遊したニッコウイワナ個体は
40 cm を超えている事が報告されている（山本ら，
1992）．また，飼育実験下では，残留型イワナの個体群
が銀毛化することが報告されており，潜在的に降海型に

図 2：a）セン沢において捕獲されたオスのイワ
ナ（2021 年 8 月 2 日撮影：21.5 ㎝，5 歳），b）
セン沢において捕獲されたメスのイワナ（2021
年 8 月 2 日撮影：15.7 ㎝，3 歳），c）只見川に
おいて捕獲されたアブラハヤ（2021 年 6 月 15
日撮影）.

a)

b)

c)

表 2：2021 年 6 月および 8 月にて捕獲したイワナ Salvelinus leucomaenis の尾数，
体サイズ，雌雄比，生息密度 . 調査面積は川幅と調査距離を掛け合わせた値とし，
その値を個体数で割った値が生息密度とした．また，アブラハヤ Rynchocypris 
lagowskii を一尾でも捕獲した場合，〇とした．

ID ⽀流名 捕獲尾数
体サイズ (cm±SD）

(最⼩値−最⼤値 )
雌雄⽐

(M/M+F)
⽣息密度
（尾 m-2)

アブラハヤ
の有無

KK 川上川本流 37 15.47 ± 5.73 (4.7 - 28.4) 0.51 0.019 〇
TM 川上川⽀流・テンマ沢 24 14.63 ± 3.78 (6.0 - 20.5) 0.67 0.097
YS 川上川⽀流・ヨセ沢 11 13.53 ± 5.19 (4.3 - 19.5) 0.73 0.031
NM 猫⼜川 25 15.84 ± 6.87 (8.5 - 44.0) 0.64 0.003 〇
YP ヨシッポリ沢 11 12.18 ± 3.52 (7.3 - 17.8) 0.55 -
SY 下ヨサク沢 6 21.23 ± 3.70 (16.5 - 25.0) 0.50 0.091
KY 上ヨサク沢 11 12.51 ± 4.07 (7.6 - 17.7) 0.36 -
TD 只⾒川本流 28 15.74 ± 3.59 (9.6 - 23.4) 0.39 - 〇
NS 沼尻川 53 14.98 ± 4.36 (7.9 - 26.3) 0.54 0.031 〇
NG ⻑沢 11 13.05 ± 3.80 (8.5 - 18.3) 0.64 0.007
SN セン沢 12 13.11 ± 5.96 (5.4 - 22.4) 0.83 0.006

表２: 2021年6⽉および8⽉にて捕獲したイワナSalvelinus leucomaenis の尾数，体サイズ，雌雄⽐，⽣息密度.調査⾯
積は川幅と調査距離を掛け合わせた値とし，その値を個体数で割った値が⽣息密度とした．また，アブラハヤ
Rynchocypris lagowskii を⼀尾でも捕獲した場合，〇とした．

図 3：2021 年 6 月および 8 月における各年齢の体サイズ . 白
のボックスがメス，灰色のボックスがオスを表し，カッコ内
の数字がサンプル数である .
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表 3：体サイズを応答変数とした一般化線形混合モデル
（GLMM）の結果．説明変数は年齢，性別（1: メス、2: オス）
およびそれら変数間の交互作用を組み込んだ．

説明変数 推定値 標準誤差 t値 p値 
年齢 3.555 0.402 8.830 <0.001
性 -0.151 0.598 -0.253 0.800

年齢＊性 -0.097 0.230 -0.424 0.672

表3: 体サイズを応答変数とした⼀般化線形混合モデル（GLMM)の結果．説明変数は年
齢，性別(1:メス、2:オス）およびそれら変数間の交互作⽤を組み込んだ．
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なる能力を保持していることも示唆されている（久保，
1981）．本調査地は，三条の滝などによって海（あるい
はダム）とは回遊が出来ない集団であるが，体サイズか
ら考えると池塘を小さな湖のように利用しており，一部
の個体は回遊型（降湖型）として生活している可能性が
考えられた．

4．2　雌雄間の分散
　本研究では，雌雄に分けて年齢に応じた体サイズを示
した結果，性による大きな違いが見られなかった．ただ
し，若齢ではメスのほうがやや大きい傾向が見られた一
方，高齢個体では雄が多く，かつ大型である傾向が見ら
れた．これまでイワナの初期における成長の比較が実験
下で行われており，雄のほうが初期生活史では成長が良
いことを示している（小池 , 2000）．本研究とは反対の
傾向が見られた要因として雌雄間における分散様式の違
いが関連していると思われる．各支流内の性比をみたと
ころ，河川規模によって雌雄の比率に違いが見られ，小
規模の支流の上流域（テンマ沢・ヨセ沢・セン沢・長沢）
においてオスが多くみられる傾向があった．これは，他
のサケ科魚類で報告されていることと同様に，オスとメ
スとの間で分散様式が異なることを示唆している．残留
型として性成熟するオスは繁殖場である小支流に留まる
傾向があるのに対し，メスはより大型になるために餌資
源の豊富な本流域に移動していると考えられており，性
依存的な分散様式が知られている（Yamamoto et al., 
2021）．よって若齢では本流域に移動したメスのほうが
やや大きい傾向があり，生息場所の違いがある程度関連
していると考えられた．ただ，性成熟を迎える 2 歳以降
では成熟にエネルギーを投資していることから雌雄間で
差は見られず，むしろ大型個体では雄のほうがやや大き
い傾向にあった . 太平洋サケ属においては性成熟に伴う
雌の死亡率の高さが近年示されている（Martins et al., 
2012; Burnett et al., 2014；Little et al., 2020）．本調査に
おいても，成熟に伴う性特異的な死亡率があり，オスの
ほうが高齢まで生き残っているのかもしれない．

4．3　生息密度
　本研究では，どの支流においても低い生息密度であっ
た．本調査地での平均 0.035 尾 m-2（範囲：0.006-0.097）
であるのに対し，岐阜県飛騨川水系で報告されている平
均 密 度 は 0.165 尾 m-2（ 範 囲：0.017-0.468, 岸・ 徳 原，
2012），栃木県利根川水系では禁漁年で 15 cm 以上の密
度が 0.06 尾 m-2（久保田ら，2010）であることが報告さ
れている．本調査地は通年に渡り釣り等の遊漁が禁止さ

れていることから比較的安定した個体群が維持されてい
ると思われたが，他の河川と比較しても低い値であった．
生息密度が低い要因は不明であるが，その一つには瀬切
れが生じていることが関連していると考えられる（表
1）．本調査地では夏季に瀬切れ区間が複数の河川で確認
されており（図 4），扇状地地形の伏流しやすい場所で
瀬切れが生じやすいと思われる．産卵期において本流よ
り上流域に遡上することができないのであれば，支流内
の個体群は縮小していくことは十分に考えられる．実際
に琵琶湖流入河川では，夏季にいくつかの河川で瀬切れ
が起きており，ビワマスが産卵遡上できていないことが
報告されている（尾田 , 2010）．ただ，この瀬切れは 1
年中起きているのではなく，雪解け増水時である 4 月上
旬より 5 月中旬ぐらいまでは本流域とは連結している．
また，長い期間に渡り瀬切れが生じていたとすれば，そ
こに生息するイワナはそれに合わせた生活史を送ってい
るのかもしれない．今後の調査によって本流と支流との
移動等に関して解明されることが期待される．
　また，瀬切れが生じていない支流（テンマ沢・ヨセ沢）
においても密度が低いことから，要因は瀬切れだけでは
ないと思われる．考えらる要因の一つとしては，餌資源
の水生昆虫の生産性の低さが関連しているのかもしれな
い．サケ科魚類は四季を通じて水生昆虫を餌資源として
利用する（加藤 , 1992）．本調査地においても夏季の胃
内容物が調べられており、水生昆虫を多く利用している
こ と が 報 告 さ れ て い る（ 川 合 , 1954；Tanida et al. 
1989）．本調査において電気ショッカーで魚類を捕獲す
る際，カゲロウ目，トビケラ目およびカワゲラ目の幼虫
など底生動物が貧弱な印象を受けた．残念ながら，本研
究では水生昆虫など底生動物の定量的な調査は行ってお
らず，どの程度の生物量であるのかは不明であるが，河
川の付着藻および水生昆虫の一次および二次生産性が河

図4：セン沢下流域で見られた瀬切れ区間（2021 年 8 月 2 日撮影）.
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川の食物網構造の起点となっていることから（Power 
and Matthews, 1983; Lamberti, 1996），その低さが低密
度に影響しているのかもしれない．ただし、イワナにとっ
て河川に落下してくる昆虫など陸生無脊椎動物も夏季の
重要な餌資源であることから（川合 , 1954；Tanida et 
al.，1989）、河畔林が発達している地域では陸生昆虫量
もイワナの生息密度を考える上で極めて重要である。
よって今後，各河川における付着藻類量，水生昆虫量，
さらには陸生の昆虫など無脊椎動物と河川生態系全体を
とらえて，イワナにとっての環境収容力を検討すること
が望まれる．

謝辞

　この調査研究は 第 4 次尾瀬総合学術調査の一環とし
て行われた．調査にあたって山の鼻ビジターセンター，
尾瀬保護財団， 尾瀬管理官事務所，東京電力，東京パワー
テクノロジー（株）の方々から調査時に便宜を計ってい
ただいた．また，国立環境研究所の野原精一博士には多
くのご助言をいただき，群馬県水産試験場の山下耕憲博
士には尾瀬ヶ原の流入河川におけるサケ科魚類の放流状
況をご教授いただき，吉田菜穂さんには脂びれからの遺
伝子抽出および鱗の整理をしていただいた．この場でお
礼申し上げる．

引用文献

Bates, D., M. Mächler, B. M. Bolker, and S. C. Walker
（2015）Fitting linear mixed-effects models using 
lme4. J. Stat. Software, 67, 1-48. 

Burnett, N. J. , S. G. Hinch, D. C. Braun, M. T. 
Casselman, C. T. Middleton, S. M. Wilson, and S. J. 
Cooke（2014）Burst swimming in areas of high flow: 
delayed consequences of anaerobiosis in wild adult 
sockeye salmon. Physiol. Biochem. Zool., 87, 587-598.

片山満秋（1996）尾瀬山の鼻地区における生活排水の 
流水に及ぼす影響について（第 18 報）－ミズワタ・
魚類－．尾瀬の自然保護，19, 34-45． 

片山満秋（2007）尾瀬山ノ鼻地区における生活排水の流
水に及ぼす影響について（第 11 報）－ミズワタ・魚
類－ . 尾瀬の自然保護 , 30, 43-48.

片山満秋（2012）尾瀬ヶ原の魚．群馬の自然，163 9-13.
川合禎次（1954）尾瀬ヶ原流水の動物相 . 尾瀬ヶ原，（尾

瀬ヶ原総合学術調査団 編）: 702-708, 日本学術振興会 , 
東京 .

岸大弼，徳原哲也（2012）飛騨地方南部の飛騨川支流群
における魚類相．岐阜県河川環境研究所研究報告，
57, 1 － 10.

北野聡，久保田伸三（2017）諏訪地方・砥川水系におけ
るヤマトイワナの生息状況ならびに個体群構造．　長
野県環境保全研究所研究報告，13, 55 － 59．

小池利通（2000）サケ科魚類数種の雌雄の成長差につい
て．　新潟県内水面水産試験場調査研究報告　24, 27-
31.

久保達郎（1981）川の生活と海の生活のわかれみち．ア
ニマ　95, 10 － 16.

久保田 仁志 , 酒井 忠幸 , 土居 隆秀（2010）渓流魚の資
源増殖に対する輪番禁漁の効果．日本水産学会誌，
76, 1048-1055.

Kuznetsova, A., P. B. Brockhoff and, R. H. Bojesen-
Christensen（2016）ImerTest: Tests in linear mixed 
ef fects models .  http ://CRAN.R-project .org/
package=lmerTest

Lamberti, G. A.（1996）The role of periphyton in 
benthic food webs. In: Algal Ecology, Stevenson R. J., 
M. L. Bothwell and R. L. Lowe（eds.）: 533-572. 
Academic Press

Little, A. G., E. Hardison, K. Kraskura, T. Dressler, T. S. 
Prystay, B. Hendriks, J. N. Pruitt, A. P. Farrell, S. J. 
Cooke, D. A. Patterson, S. G. Hinch, and E. J. Eliason

（2020）Reduced lactate dehydrogenase activity in 
the heart and suppressed sex hormone levels are 
associated with female-biased mortality during 
thermal stress in Pacific salmon. J. Exp. Biol. 223, 
jeb214841.

Martins, E. G., S. G. Hinch, D. A. Patterson, M. J. Hague, 
S. J. Cooke, K. M. Miller, D. Robichaud, K. K. English, 
and A. P. Farrell（2012）High river temperature 
reduces survival of sockeye salmon（Oncorhynchus 
nerka）approaching spawning grounds and 
exacerbates female mortality. Can. J. Fish. Aquat. 
Sci., 69, 330-342.

Maruyama, T. , Y. Saito, and K. Tanida（1982）
Preliminary studies on the fishes in the Ozegahara 
moor and the adjacent streams. In: Hara, H., S. 
Asahina, Y. Sakaguchi, K. Hogetsu and N. Yamagata

（eds.）Ozegahara: Scientific Researches of the 
Highmoor in Central Japan: 439-442. Japan Society 
for the Promotion of Science, Tokyo.

森田健太郎・森田晶子（2007）イワナ（サケ科魚類）の
生活史二型と個体群過程　日本生態学会誌 , 57, 13 －
24.

Nakano, S., K. Maekawa, and S. Yamamoto（1990）
Change of the life cycle of Japanese charr following 
artificial lake construction by damming. Nippon 
Suisan Gakkaishi, 56, 1901-1905.

尾田昌紀（2010）琵琶湖流入河川におけるビワマスの産
卵床分布 . 日本水産学会誌，76， 213-215.

Powe M.E., and W.J. Matthews（1983）Algae-grazing 
minnows（Campostoma anomalum）piscivorous bass

（Micropterus spp.）, and the distribution of attached 

山本　俊昭，本橋　篤，松澤　夏鈴，牧野　楓，古荘　寿奈，
田中　美有，鏡　友紀，滝　透維，小柗　奈央，藤原　英史450



algae in a small prarie-margin stream. Oecologia, 60, 
328-332. 

Tanida, K., T. Maruyama, and Y. Saito（1989）Feeding 
ecology of Japanese charr（Salvelinus leucomaenis）
in a high moor and adjacent streams in central Japan. 
Physiol. Ecol. Japan, Spec., 1, 279-294.

山本聡（1991）イワナその生態と釣り . つり人社 , 東京
山本祥一郎，中野繁，徳田幸憲（1992）人工湖における

イワナ Salvelinus leucomaenis の生活史変異とその分
岐．日本生態学会誌 , 42，149 － 157.

山本俊昭，藤原英史，萩原富司，野原精一（2021）尾瀬ヶ
原の下ヨサク沢に生息するイワナSalvelinus leucomaenis

の遺伝的特性について .　陸水学雑誌 , 82, 217-224．
Yamamoto, T., S. Kitanishi, and N. Metcalfe（2021）

Effect of paternal phenotype on dispersal, growth 
and maturation of offspring in wild masu salmon

（Oncorhynchus masou）. Evol. Ecol., 35, 253-269.
Yano, A., R. Guyomard, B. Nicol,  E. Jouanno, E. Quillet, 

C. Klopp, C. Cabau, O. Bouchez, and A. Fostier（2012）
An immune-related gene evolved into the master 
sex-determining gene in rainbow trout, Oncorhynchus 
mykiss. Curr. Biol., 22, 1423-1428.

尾瀬ヶ原流水におけるイワナの特性 451





尾瀬のコウモリ類 
－ 2017 年～ 2019 年の調査結果より－
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　尾瀬のコウモリ相を把握するため，2017 ～ 2019 年の 6 ～ 10 月に，森林での捕獲調査とねぐら探索
調査を行った．その結果，2 科 8 属 11 種 132 個体が確認され，コキクガシラコウモリ，モリアブラコ
ウモリ，ノレンコウモリが尾瀬で新たに確認された．過去の記録とあわせて，尾瀬で確認されたコウ
モリ類は 2 科 9 属 14 種になった．森林での捕獲調査で，捕獲地点数・個体数ともに最も多い種はヒ
メホオヒゲコウモリだった．尾瀬のヒメホオヒゲコウモリの遺伝的特徴を明らかにするため，分子生
物学的な分析を行った．遺伝子多様度は 0.82583，塩基多様度は 0.00219 だった．他地域の個体を含め
たハプロタイプネットワークでは，複数のグループに分かれなかった．

A survey of bat fauna in Oze region from 2017 to 2019

Sachiko Yasui1, Kuniko Kawai2, Maori Sano2, Akiyoshi Sato3,  
Setsuko Katsuta3, Naoko Sasaki4, Yushi Osawa5, Keiko Osawa5, Takahiro Maki6,7

The bat fauna was surveyed from June to October of 2017-2019 in Oze region, central Japan. In this survey, 
a total of 132 bats were captured representing 11 species, 8 genera, 2 families. Rhinolophus cornutus Temminck, 
1834, Pipistrellus endoi Imaizumi, 1959 and Myotis bombinus Thomas, 1906 were first recorded in this area. The 
bat records in Oze, including past records, are 14 species, 9 genera, 2 families. Based on mist-nets and harp trap 
surveys, the most captured bat species is Myotis ikonnikovi Ognev, 1912. We investigated about genetic 
variations of M. ikonnikovi in this area. The genetic diversity and the nucleotide diversity were 0.82583 and 
0.00219, respectively. Based on the haplotype network analysis comparing with other regions, it was not 
confirmed that the individuals analyzed were clearly divided into some specific groups.
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1．はじめに

　尾瀬は，本州最大の湿原である尾瀬ヶ原や，山岳部の
大部分を占めるブナ林，オオシラビソ林などの自然林か
らなり（環境省生物多様性センター，2011），原生的な
自然をもつ国立公園であり，園内は特別保護地区と特別
地域に指定され，動植物が保護されてきた．一方で，近
年，尾瀬ではシカの侵入や温暖化による生態系への影響
が懸念されており，尾瀬の植物と動物の現状を把握する
重要性が指摘されている（尾瀬保護財団，2017）．
　多くのコウモリ類は，採餌場所やねぐら場所として森
林に依存する（Law et al.，2016）．森林の中でも，自然
林は，森林棲コウモリ，特に樹木にねぐらを持つコウモ
リ の 生 息 環 境 と し て の 重 要 性 が 指 摘 さ れ て い る

（Yoshikura et al., 2011）．水辺環境もまた重要であるこ
とが指摘されている．広大な水辺環境と自然林をもつ尾
瀬は，潜在的にコウモリ類の重要な生息地と考えられる．
尾瀬のコウモリ相を明らかにすることにより原生的な環
境におけるコウモリ相の特徴を知ることができると考え
られる．
　これまで尾瀬のコウモリ相の重点的な調査として，山
ノ鼻と尾瀬沼周辺で 1973 ～ 1979 年に（吉行，1974，
1979，1980），尾瀬沼周辺と御池で 1987 年（環境庁自然
保護局，1988），1999 ～ 2002 年（木村ほか，2002a, b），
2019 年以降（岩崎，2020）に行われている．このように，
尾瀬でのコウモリ相調査は山ノ鼻や御池，尾瀬沼の一部
などに限られているが，上記以外の記録も含め（岸田，
1934；Imaizumi，1954；木村，2004）， 11 種（クビワコ
ウモリ Eptesicus japonensis Imaizumi, 1953，ヤマコウ
モリ Nyctalus aviator Tomas, 1911，コヤマコウモリ
Nyctalus furvus Imaizumi & Yoshiyuki, 1968，チチブコ
ウモリ Barbastella pacifica Kruskop, Kawai & Tiunov, 
2019，ニホンウサギコウモリ Plecotus sacrimontis 
G.M.Allen, 1908，ヒナコウモリ Vespertilio sinensis 

（Peters, 1880），カグヤコウモリ Myotis frater Allen, 
1923，ヒメホオヒゲコウモリ Myotis ikonnikovi Ognev, 
1 9 1 2，モモジロコウモリ Myo t i s  mac r oda c t y l u s 

（Temminck, 1840），テングコウモリ Murina hilgendorfi  
（Peters, 1880），コテングコウモリ Murina ussuriensis 
Ognev, 1913）の記録がある（種と和名は Ohdachi et 
al.，2015 に，チチブコウモリについては Kruskop et 
al.，2019 に従う）．これら，尾瀬のコウモリ類の特徴と
して種数が多いことと，本州で記録の非常に少ないコヤ
マコウモリやチチブコウモリ等の環境省レッドリスト掲
載種（環境省，2020）が確認されていることがあげられ

る．
　コウモリ類は種により生息環境が異なる（Ohdachi et 
al.，2015）ことから，尾瀬のコウモリ相を明らかにする
には尾瀬全域で標高や森林環境が異なる場所で調査を行
う必要がある．また，今後懸念されるシカの侵入や温暖
化による環境の変化がどのようにコウモリ相に影響を与
えるかを知るためにも現状を把握することは重要であ
る．そこで，本調査は，第 4 次総合学術調査の一環とし
て，2017 ～ 2019 年の 3 年間，尾瀬のコウモリ相および
コウモリ類の生息の現状を把握することを目的とし，尾
瀬全域の森林での捕獲調査およびねぐら探索調査を行っ
た．
　他方，尾瀬のコウモリ相に関する課題として，分類学
的見解に相違のあるヒメホオヒゲコウモリがあげられ
る．Ohdachi et al. （2015）では，日本列島産について
Yoshiyuki（1989）で形態的違いから別種としている 4
種（オゼホオヒゲコウモリ Myotis ozensis Imaizumi, 
1954，シナノホオヒゲコウモリ M. hosonoi Imaizumi, 
1954，フジホオヒゲコウモリ M. fujiensis Imaizumi, 1954，
エゾホオヒゲコウモリ M. yesoensis Yoshiyuki,1984）
を，ヒメホオヒゲコウモリのシノニムとして扱っている．
このうちオゼホオヒゲコウモリとフジホオヒゲコウモリ
の 2 種が尾瀬から報告されている（Yoshiyuki，1989；
木村，2002a）．保全対象を明確にするには，分類学的な
問題を解決する必要がある．このため，本調査では分子
生物学的手法を用いて尾瀬のヒメホオヒゲコウモリ個体
群に，オゼホオヒゲコウモリあるいはフジホオヒゲコウ
モリとして区別されるような遺伝的特徴を有する集団が
検出できるかについても検討を行った．

2．調査地および方法

2．1　コウモリ相調査
　調査範囲は，尾瀬，すなわち尾瀬ヶ原・尾瀬沼・周辺
のアクセス域（囲む山岳，七入，御池，大清水，富士見
下など）とした．森林での捕獲調査は，2017 年から
2019 年の 6 月～ 9 月に，17 地点で計 30 晩行った（図 1，
電子資料 1 表 1）．調査地点では，高さ 3 ～ 7 m（メッシュ
サイズ 30 mm）のかすみ網を複数カ所設置し，日没前
後から夜中まで捕獲を行った．このうち 10 地点では，
かすみ網の他に，ハープトラップ（Faunatech/Austbat, 
Australia）を使用し明け方まで調査した．さらに，コ
ウモリ類は人工構造物をねぐらとする場合があることか
ら，建物，橋，トンネルにおいて，ねぐら探索調査を 5
地点で行った（図 1，電子資料 1 表 1）．目視や写真によ
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る種判別が可能な場合には種を記録した．捕獲の際は，
捕虫網やかすみ網を用いた．
　捕獲個体について，一時的に袋に収容した．その後，
前腕長及び体重等を測定し，前田（2005）およびコウモ
リの会（2011）の検索表を参考にして種の同定を行った．
前腕長はアナログスチールノギスを用いて，体重はデジ
タルスケール（ハンディミニ 1476, TANITA, JAPAN）
を用いて測定した．性別や齢別，繁殖状態の観察後，標
識を装着し，DNA 分析用の皮膜を採取した（生体トレ
パン　KAI インダストリーズ　3.0 mm 径 BP-30F）．性
別は陰茎の有無により，幼獣，亜成獣，成獣の区別は中
手骨と第一指骨の端骨の骨化の程度から判定した（吉行，
1975）．繁殖状態については，雌では下腹部のふくらみ
具合から妊娠後期か否かを，乳頭の状況から授乳中また
は授乳期後であるかを判定した．雄では精巣の発達の程
度を確認した．その後，証拠標本とする一部個体を除き，
現地で放獣した．なお，種名と和名については Ohdachi 
et al.（2015）および Kruskop et al.（2019）に従った．
　捕獲は，環境省関東地方環境事務所鳥獣捕獲等許可証
平成 29 年度第 1706132 号，平成 30 年度第 1804023 号，
令和元年度第 1904152 号，環境省東北地方環境事務所鳥
獣捕獲等許可証平成 30 年度第 1804195-1 ～ 13 号，令和
元年度第 1904191-1 号～ 14 号，群馬県鳥獣捕獲等許可
証平成 29 年度許可証第 290036 号～第 290045 号，群馬
県平成 30 年度第 300001 号（第 300001-1 号～第 300001-
12 号），群馬県令和元年度第 30001 号～第 30014 号，福
島県鳥獣捕獲等許可証平成 30 年度許可証第 332-1 号～
第 332-13 号，福島県令和元年度第 267-1 ～ 14 号，魚沼
市鳥獣捕獲等許可証平成 30 年度許可証第 1 号～ 13 号に
基づき実施した．

2．2　分子生物学的手法
　尾瀬のヒメホオヒゲコウモリについて，本調査で採取
した皮膜または肝臓 37 サンプルから DNeasy Blood & 
Tissue Kit（QIAGEN）を用いて DNA の抽出を行った．
Kawai et al．（2003, 2006）を参考に，ミトコンドリア
DNA のチトクローム b 遺伝子領域（cyt b）全長配列

（1,140 bp）の決定を行った．なおプライマーには，
Kawai et al．（2003, 2006） を 参 考 に My-130：
5’-TGACACGAAAAATCACTGTTG-3’ お よ び BAT 
15R：5’-TCAGCTTTGGGTGTTGATGG-3’ を，DNA ポ
リメラーゼには KOD Fx （東洋紡）を用いた．得られた
PCR 産物はイソプロパノール沈澱による精製ののち，
BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit

（Thermo Fisher Scientific）を用いてシークエンス反応
後， ABIPRISM 310ジェネティックアナライザ（Thermo 
Fisher Scientific）を用いて塩基配列の決定を行なった．
塩基多様度，ハプロタイプ数，ハプロタイプ多様度を
DnaSP6.12.03（Librado and Rozas, 2009）を用いて算出
した．配列のアライメントおよび遺伝的距離の解析には
MEGAX を 用 い た（Kumar et al.，2018）．Median-
joining 法に基づくハプロタイプネットワークの構築 に
は Network10.1.0.0（Bandelt et al.，1999）を用いた．
　比較対象として，北海道札幌市（以下札幌）13 サン
プル，宮城県七ヶ宿町・蔵王町（以下宮城）9 サンプル，
新潟県十日町（以下新潟）7 サンプル，岐阜県下呂市（以
下岐阜）4 サンプルについても，尾瀬のサンプルと同様
に，cyt b 全長（1,140 bp）の配列決定を行い，各解析に
用いた．

3．結果

3．1　コウモリ相調査
　本調査では，コキクガシラコウモリ Rhinolophus 
cornutus Temminck, 1834，クビワコウモリ，モリアブ
ラコウモリ Pipistrellus endoi Imaizumi, 1959，チチブコ
ウモリ，ニホンウサギコウモリ，ヒナコウモリ，カグヤ
コウモリ，ヒメホオヒゲコウモリ，モモジロコウモリ，
ノレンコウモリ Myotis bombinus Thomas, 1906，コテ
ングコウモリの 11 種 132 個体（森林での捕獲調査で
127 個体，ねぐら探索調査で 5 個体）が捕獲確認された（表
1，付図 1，2，電子資料 1 表 2，電子資料 1 表 3）．この
うち，コキクガシラコウモリ，モリアブラコウモリ，ノ
レンコウモリが尾瀬で新たに確認された．
　森林での捕獲調査では，ヒメホオヒゲコウモリが 17
地点中 13 地点・63 個体と地点数・個体数ともに最も多図 1：尾瀬におけるコウモリ類調査の調査地点と調査地番号．
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く捕獲された（表 1，付図 1）．ついで，地点数・個体数
ともに多い順に，コテングコウモリ 8 地点 19 個体，ニ
ホンウサギコウモリ 6 地点 15 個体であった（表 1）．妊
娠後期または授乳中，授乳期後の個体が確認された種は，
コキクガシラコウモリ，クビワコウモリ，チチブコウモ
リ，ニホンウサギコウモリ，カグヤコウモリ，ヒメホオ
ヒゲコウモリ，ノレンコウモリ，コテングコウモリの 8
種であった（表 1）．ねぐら探索調査では，建物でヒナ
コウモリとヒメホオヒゲコウモリが，トンネルでニホン
ウサギコウモリ，モモジロコウモリ，ノレンコウモリが，
橋でモモジロコウモリが確認された．
　以下地域ごとに確認種や特記事項について記す．
　御池・沼山峠（地点 1，2）では，森林での捕獲調査
で 6 種 12 個体が確認された（電子資料 1 表 2）．地点 2
でクビワコウモリが，地点 1 と 2 でモリアブラコウモリ
が確認された（付図 1）．なお，地点 1 で 2018 年 6 月 4
日に標識されたヒメホオヒゲコウモリ（メス BJ2964）
が翌年同所で再捕獲されている（岩崎，2020，電子資料
1 表 3）．
　尾瀬沼周辺（地点 3，4，7）では，森林での捕獲調査で，
6 種 33 個体が確認された（電子資料 1 表 2）．地点 3 と
地点 4 の針葉樹林でチチブコウモリとモリアブラコウモ
リが確認された（図 2，付図 1）．チチブコウモリは地点
3 では成獣メスと亜成獣メスが，地点 4 では亜成獣メス
が捕獲された．チチブコウモリはこの地域でのみ確認さ
れた．モリアブラコウモリはすべて成獣オスであった．
ねぐら探索調査では，地点 3 でヒナコウモリ成獣オス 1
個体が小屋で休息しているのが確認された．

　尾瀬ヶ原周辺（地点 5，6，9，10）では，森林での捕
獲調査で，7 種 34 個体が確認された（電子資料 1 表 2）．
地点 9 の河畔林でクビワコウモリの成獣メス 1 個体が捕
獲された（図 3）．ねぐら探索調査では 2 種が確認された．
地点 5 の建物では，雨戸の内側にいたヒナコウモリ 2 個
体が確認され，うち 1 個体は成獣オスであった．この建
物では複数の窓枠にコウモリ類のフンがたまっており，
うち 1 つの雨戸（2 階）の内側で種不明のコウモリの死
骸が確認された（2018 年 7 月 11 日）．また，この雨戸
の下方にある 1 階のベランダでヒメホオヒゲコウモリの
死骸を発見した（2018 年 7 月 10 日）．地点 6 では小屋
から飛び出したと思われるヒメホオヒゲコウモリの成獣
オス 1 個体が捕獲された（電子資料 1 表 2）．
　鳩待峠～富士見峠下（地点 11，13，14）では，森林
での捕獲調査で，ヒメホオヒゲコウモリやニホンウサギ
コウモリなど4種28個体が確認された（電子資料1表2）．
　大清水周辺（地点 8，15 ～ 18 ）では，森林での捕獲
調査で，5 種 20 個体が確認された（電子資料 1 表 2）．
地点 8 と 15 でノレンコウモリの成獣メスが捕獲された

（図 4，付図 1）．地点 8 は落葉広葉樹林，地点 15 は落葉
広葉樹林とカラマツ人工林がみられた．地点 17 ではコ
キクガシラコウモリが確認された．ねぐら探索調査では，
地点 17 の橋の隙間でモモジロコウモリ 2 個体が確認さ
れた．地点 18 のトンネルで 9 月にニホンウサギコウモ
リとモモジロコウモリ各 1 個体が，10 月にノレンコウ
モリ 1 個体が確認された．

表 1：尾瀬におけるコウモリ類調査により確認された種ごとの齢・性別個体数．
成メスの（）内の数字は，妊娠後期，授乳中，授乳期後の個体数を示す．成は成獣，幼は幼獣，
亜は亜成獣を示す．

種名
合計

地点数 成 不明
合計

オス メス オス メス /17地点 オス 不明
Rhinolophus cornutus 0 1(1) 0 0 1 1 0 0 0 0
Eptesicus japonensis 0 2(1) 0 0 2 2 0 0 0 0
Barbastella pacifica 0 2(2) 0 2 4 2 0 0 0 0
Plecotus sacrimontis 5 6(3) 3 1 15 6 0 1 1 1
Vespertilio sinensis 3 1 3 0 7 5 2 1 3 2
Pipistrellus endoi 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
Myotis frater 4 2(2) 0 1 7 3 0 0 0 0
Myotis ikonnikovi 25 21(10) 9 8 63 13 1 0 1 1
Myotis macrodactylus 1 1 0 0 2 2 2 1 3 2
Myotis bombinus 0 ３(1) 0 0 3 2 0 1 1 1
Murina ussuriensis 5 9(5) 1 4 19 8 0 0 0 0

森林での捕獲調査 ねぐら探索調査
成 幼・亜

地点数
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図 2：チチブコウモリが捕獲された針葉樹林．（地点 4　福島県檜枝岐村　長英新道　2018 年 8 月
20 日　この他，ニホンウサギコウモリ，ヒメホオヒゲコウモリ，コテングコウモリも捕獲された．）

図 3：クビワコウモリが捕獲された河畔林．（地点 9　群馬県片品村　山ノ鼻　2017 年 8 月 24 日　こ
の他，ニホンウサギコウモリ，ヒナコウモリ，ヒメホオヒゲコウモリ，コテングコウモリが捕獲された．）
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3．2　尾瀬のヒメホオヒゲコウモリの遺伝的特徴
　尾瀬の全 37 個体について，mtDNA cyt b（1140bp）
の配列を決定し，13 ハプロタイプが確認された（表 2，
電子資料 1 表 4）．それらには 21 塩基座（1.84%）で塩
基置換が見られ，そのうちアミノ酸置換を伴う変異が見
られたのは 3 塩基座であった．ハプロタイプ多様度は
0.82583，塩基多様度は 0.00219 であった（表 2）．同様に，
尾瀬以外の地域の 33 個体について配列決定した（電子
資料 1 表 4）．尾瀬以外の地域の塩基多様度は 0.00058 ～
0.00336，ハプロタイプ多様度は 0.52564 ～ 0.83333 であっ
た（表 2）．
　解析を行った結果，尾瀬以外の地域の 33 個体を含め
全 70 個体で，23 のハプロタイプが確認された（電子資
料 1 表 4）．尾瀬の 13 のハプロタイプのうち 2 つは他の
地域でもみられ，ハプロタイプ D は，岐阜を除く 4 地
域で，ハプロタイプ P は新潟で確認された．各地域間
の平均遺伝的距離は，岐阜個体群と他地域個体群との間
にやや大きい傾向が見られたが，全体として地域間の平
均遺伝的距離は小さい傾向となり，尾瀬個体群として特
徴づけられる遺伝的構造は見られなかった（表 3）．
　尾瀬およびその他の地域のヒメホオヒゲコウモリ 70
サンプルの cyt b 配列を用いて Median-joining 法に基づ
くハプロタイプネットワーク図の構築を行なった（図

5）． ハ プ ロ タ イ プ D を 中 心 と し た 星 状 系 統（star 
phylogeny）に近い構造を示し，比較的最近になって分
布域を拡大した遺伝的集団があることを示唆された．ま
た，明確に分かれるようなハプロタイプのグループや地
域ごとのグループは見られなかった．

4．考察

4．1　コウモリ類の生息状況
　本調査で確認された 11 種（表 1）の他，過去に記録
のあるヤマコウモリ，コヤマコウモリ，テングコウモリ

（吉行，1980；環境庁自然保護局，1988（町田，未発表））
をあわせると，尾瀬で確認された種は 14 種になった．
このうち，日本固有種は 5 種（Ohdachi et al.，2015），
環境省のレッドリスト掲載種は 6 種であり，種数が多く，
希少な種も多いことが改めて確認された．
　森林での捕獲調査から，個体数・地点数の多い順に，
ヒメホオヒゲコウモリ，コテングコウモリ，ニホンウサ
ギコウモリであり（表 1），これらは尾瀬においてコウ
モリ相を構成する主要な種と考えられる．同様に，奥日
光地域においても，これら 3 種がモモジロコウモリとと
もに主要な種であることが報告されており（吉倉ほか，
2015），これら 3 種のコウモリは北関東における冷温帯

図 4：ノレンコウモリが捕獲された落葉広葉樹林．（地点 15　群馬県片品村　大清水　2017 年 9 月 15
日　この他，コテングコウモリが捕獲された．）
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表 2：尾瀬およびその他地域ごとの，ヒメホオヒゲコウモリの cyt b におけるハプロタイプ多様度 （h） と塩基
多様度 （π）．

地域名 サンプル数 ハプロタイプ数      塩基多様度 π

尾瀬（群馬県・福島県・新潟県） 37 13 0.82583 0.00219
札幌（北海道札幌市） 13 4 0.52564 0.00110

宮城（宮城県七ヶ宿町・蔵王町） 9 3 0.41667 0.00058
新潟（新潟県十日町） 7 4 0.71429 0.00317
岐阜（岐阜県下呂市） 4 3 0.83333 0.00336

ハプロタイプ
多様度 h

表 3：尾瀬およびその他地域間の平均遺伝的距離（Kimura's 
two parameter model)．

尾瀬 札幌 宮城 新潟
尾瀬 ――
札幌 0.002098 ――
宮城 0.001687 0.000872 ――
新潟 0.002745 0.002209 0.001847 ――
岐阜 0.005357 0.005548 0.005168 0.005451

図 5：ミトコンドリア DNA チトクローム b 遺伝子領域による Median-joining 法に
基づいて構築したハプロタイプネットワーク図．
　尾瀬およびその他の地域のヒメホオヒゲコウモリ 70 サンプルを解析に用いた．
円の相対的な大きさは，それぞれのハプロタイプの個体数を表し，円の色で各地域
の割合を示す（尾瀬：緑，札幌：黄，宮城：黒，新潟：青，岐阜：赤）．ハプロタ
イプ間の距離は，塩基置換数に比例する．
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～亜高山帯の原生的な森林の優占種である可能性があ
る．しかし，樹冠や開放空間を飛翔する種については，
森林での捕獲調査で捕獲されるのは稀であり，今後の課
題である．
　各種の分布や生息状況について個体数・地点数の多い
種から述べる．ヒメホオヒゲコウモリは，大清水周辺を
除くと，尾瀬全域で確認された（付図 1）．ただし，大
清水周辺の調査は 9 月にしかできなかったため季節の影
響も考えられる．妊娠，授乳中，授乳期後のメス，幼獣
が確認されており（表 1），尾瀬で出産哺育していると
考えられる．本調査で建物のねぐらが確認された．地点
5 の戸袋に多くのフンがたまっていた建物も，ねぐら下
に本種の死骸があったことから集団ねぐらがあった可能
性がある．本種はねぐらとして建物も利用するが，自然
のねぐらとして，枯死木の樹皮下などを利用することが
知られている（Ohdachi et al.，2015）．本種が多く確認
されたのは尾瀬に自然林が広範囲に存在することと関連
していると考えられる．コテングコウモリは，ヒメホオ
ヒゲコウモリほど全域ではないが，局所的な分布ではな
かった（付図 1）．妊娠，授乳期後のメス，幼獣が確認
されており，尾瀬で出産哺育していると考えられる．ニ
ホンウサギコウモリは，尾瀬ヶ原周辺や尾瀬沼周辺で確
認された（付図 1）．授乳中，授乳期後，幼獣が確認さ
れており，尾瀬で出産哺育していると考えられる．本調
査でトンネルのねぐらが確認されている．トンネルなど
の洞穴のほか，樹洞や建物も利用することが知られてい
る（Ohdachi et al.，2015）．尾瀬の山小屋内で死骸の確
認報告がある（木村ほか，2002a）．ヒナコウモリは，森
林での捕獲調査で確認されたほか，建物のねぐらが 2 ヶ
所確認された（付図 1）．メス 1 個体以外はオスのみで
あった．カグヤコウモリは，地点数は少ないが（付図 1），
授乳中，授乳期後のメス，幼獣が確認されており，尾瀬
で出産哺育していると考えられる．
　以下，確認個体数が 5 個体以下の種について述べる．
環境省のレッドリストでランク LP（絶滅のおそれのあ
る地域個体群）のチチブコウモリは，尾瀬沼周辺でのみ
確認された（付図 1）．地点 3，4 とも針葉樹林であった．
既存の記録では地点 4 で 2000 年 7 月と 2001 年 8 月に
本種が捕獲され，授乳中のメスも確認されている（木村
ほか，2002a，2002b；高橋，2019）．また，本調査によ
り授乳期後のメスと亜成獣（当才獣）が確認されており，
この周辺で出産哺育している可能性が高い．これらのこ
とから，尾瀬沼周辺 において本種が継続的に生息して
いると推測される．本州での本種の生息地は限られてお
り（Ohdachi et al.，2015），本州における本種の貴重な

生息場所といえる．ランク VU（絶滅危惧 II 類）のノレ
ンコウモリは，これまで尾瀬では記録がなかったが大清
水周辺の地点 8 と 15 で確認された（付図 1）．複数のメ
スや授乳期後のメスが確認されたことから，出産哺育場
所がある可能性も考えられる．日本では本種の分布は，
特定の地域で局所的に記録されており，尾瀬の周囲での
記録は少ない（Ohdachi et al.，2015）．さらに尾瀬に近
い奥日光ではこれまでの本種の記録はオスのみであり

（吉倉ほか，2015），メスが確認されたことは注目に値す
る．また本調査ではトンネルでも確認された．本種は主
にねぐらとして洞穴を利用する種である（Ohdachi et 
al.，2015）．同じく洞穴性のコキクガシラコウモリは，
大清水周辺の 1 地点でのみ確認された（付図 1）．大清
水周辺では，洞穴性コウモリが複数種確認された．これ
は，ねぐらとして利用されていたトンネルや橋のような
構造物の他，この周辺に鉱山跡があることと関係すると
考えられる．ねぐら探索調査も鉱山跡で行う必要がある．
洞穴性のモモジロコウモリは，確認地点が少なく（付図
1），出産哺育についての情報は得られなかった．尾瀬沼
では飛翔場所から本種と思われる個体が観察されたが，
捕獲できなかった．ランクVUのモリアブラコウモリは，
これまで尾瀬では記録がなかったが，地点 1 ～ 4 で確認
された（付図 1）．成獣オスのみであり，出産哺育につ
いてはさらなる調査が必要である．ランク VU のクビワ
コウモリについては，本調査では，地点 2 と地点 9 で成
獣メスが確認された（付図 1）．既存の記録では地点 4
で 7 月に木村ほか（2002a）によるメス 1 個体の記録が
ある．出産哺育地である可能性があるが，確実には授乳
中のメスを確認する必要がある．日本（本州）で本種の
生息地は限られており（Ohdachi et al.，2015），貴重な
生息場所といえる．
　既存報告のある種のうち，本調査で確認できなかった
種は，コヤマコウモリ，ヤマコウモリ，テングコウモリ
である．ランク EN（絶滅危惧ＩＢ類）のコヤマコウモ
リについては，既存の記録では，尾瀬沼の東側（吉行，
1980）と御池（環境庁自然保護局，1988；町田，未発表）
で確認されている．地点 3 は，吉行（1980）のコヤマコ
ウモリが捕獲された場所の近くと思われるが，捕獲調査
を 3 回行ったが本種を捕獲することはできなかった．ま
た，御池ではランク VU のヤマコウモリの記録もある（環
境庁自然保護局，1988；町田，未発表）．本調査では両
種とも捕獲できなかった．両種とも開放空間を飛翔する
種であり，森林での捕獲調査での捕獲は簡単ではなく，
捕獲調査だけからの判断は難しいが，特にコヤマコウモ
リについて長期間確認されていないのは懸念すべきこと
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である．既存の捕獲記録時点から環境に変化がなかった
かについても検討が必要である．

4．2  尾瀬のヒメホオヒゲコウモリの遺伝的特徴
　本調査の分子生物学的検討から尾瀬地域に特異的な遺
伝的特徴を有する集団の存在は確認されなかった（表 3，
図 5）．このことから，日本列島全体の種をヒメホオヒ
ゲコウモリと扱った Ohdachi et al.（2015）を支持する
結果となり，少なくとも本調査においては，オゼホオヒ
ゲコウモリあるいはフジホオヒゲコウモリとして区別さ
れるような遺伝的集団は見られなかった．今後，本調査
で採集した標本の頭骨の特徴とハプロタイプとの対応関
係，さらにはオゼホオヒゲコウモリの既存標本の分子生
物学的手法による解析等によって，さらにオゼホオヒゲ
コウモリあるいはフジホオヒゲコウモリとして区別され
るような集団が存在するかを検討していく必要があると
考えられる．

5．まとめ

　本調査では 2 科 8 属 11 種 132 個体が確認された．既
存の報告に加えて新たに 3 種が確認され 2 科 9 属 14 種
になった．このうち，日本固有種は 5 種（Ohdachi et 
al.， 2015），環境省（2020）のレッドリスト掲載種は 6
種であり，種数が多く，希少な種も多いことが改めて確
認された．特にランク LP のチチブコウモリと VU のク
ビワコウモリの生息地は本州で限られ，ランク VU のノ
レンコウモリの生息地は尾瀬の周囲での記録は少なく

（Ohdachi et al.，2015），貴重な生息場所といえる．また，
ヒメホオヒゲコウモリなどねぐらとして樹木を利用する
種が捕獲されたことは，尾瀬では自然林が広範囲に存在
することを反映していると考えられ，コウモリ類につい
ても原生的な自然が保持されていると考えられる．
　一方，懸念事項は，ランク EN のコヤマコウモリが確
認できなかったことである．今後は音声録音など捕獲以
外の手法を用いた調査も必要と考えられる．
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付図 1：尾瀬におけるコウモリ類各種の森林での捕獲調査における捕獲地点（●）およびねぐら確認地点（☆）
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付図 2：尾瀬において捕獲確認されたコウモリ類
a） コキクガシラコウモリ Rhinolophus cornutus 群馬県片品村根羽沢 2017 年 9 月 28 日 
b） クビワコウモリ Eptesicus japonensis 群馬県片品村山ノ鼻 2017 年 8 月 24 日
c） チチブコウモリ Barbastella pacifica 福島県檜枝岐村尾瀬沼東 2018 年 8 月 19 日
d） ニホンウサギコウモリ Plecotus sacrimontis 群馬県片品村鳩待峠 2019 年 6 月 20 日
e） ヒナコウモリ Vespertilio sinensis 福島県檜枝岐村見晴休憩所 2019 年 8 月 19 日
f） モリアブラコウモリ Pipistrellus endoi 福島県檜枝岐村尾瀬沼東 2018 年 8 月 19 日
g） カグヤコウモリ Myotis frater 福島県檜枝岐村見晴地区燧ケ岳登山道 2019 年 8 月 19 日
h） ヒメホオヒゲコウモリ Myotis ikonnikovi 群馬県片品村靭滝付近 2019 年 6 月 18 日
i） モモジロコウモリ Myotis macrodactylus 群馬県片品村根羽沢 2017 年 9 月 28 日
j） ノレンコウモリ Myotis bombinus 群馬県片品村大清水 2017 年 9 月 15 日
k） コテングコウモリ Murina ussuriensis 群馬県片品村靭滝付近 2019 年 6 月 18 日
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マイクロ波レーダの動物行動記録への応用
岩熊　敏夫 1），野原　精一 2）

2022 年 2 月 8 日受付，2022 年 2 月 28 日受理

　マイクロ波レーダモジュールを搭載した電波式行動記録装置による野生動物のモニタリング手法を
尾瀬で検討した．この装置を湿原および河岸付近に設置し，同時に設置したトレイルカメラの撮影記
録と比較した．トレイルカメラは湿原内では木道上の歩行者を記録し，河岸付近では夜間に動物を記
録し，鳥も記録していた．背景に対する物体の表面温度差と動きにより作動するトレイルカメラは，
調査開始・終了時の人の動きを記録していないことが多く (false negative)，人または動物が記録され
ていた場合（true positive）と記録されていない場合（false positive）の平均気温を比較すると，前
者の方が低かった．一方，電波式行動記録装置は常時マイクロ波を送信し，移動する対象物との相対
速度を検出するため，カメラに写された人や動物のほか，夜間に動物の動きと推定される信号を多数
検出した．幅広い温度領域で記録を行える電波式行動記録装置を，被写体を確認できるカメラと併用
し野生動物モニタリングに応用することが推奨された．

Application of a microwave Doppler radar system for monitoring  
animal behavior

Toshio Iwakuma1, Seiichi Nohara2

A radio-wave motion recorder equipped with a microwave-radar module was tested for monitoring animal 
behavior in the Oze area. Recorders were placed at various places of a mire and at the riverside together with 
trail cameras for comparison. The trail camera near the mire boardwalk caught hikers walking on it while the 
camera at the riverside caught animals at night and birds as well. For trail cameras operated only on the 
occasion detecting moving objects with surface temperatures different from background objects, often failed to 
detect movements of a researcher at the start and at the end of the survey (false negative). Mean temperatures 
when images were recorded with humans or animals (true positive) was lower than mean temperatures when 
images were recorded with no humans or animals (false positive). The radio-wave recorder emitting microwave 
radiation all the time for detecting moving objects, recorded many signals that were regarded as animals 
moving at night. It was recommended to use the radio wave equipment for wildlife monitoring under a wide 
range of air temperatures together with trail cameras for the identification of species. 
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1．はじめに

　野原 （2012） は尾瀬の動物相に関する文献を整理し，
6 目 12 科 32 種の哺乳類，15 目 37 科 118 種の鳥類の生
息記録があることを示した．第 1 次総合学術調査時点

（1950〜1952年度）では尾瀬地域にはニホンジカ（Cervus 
nippon，以下「シカ」と略す）はいないとされていた（徳
田 , 1954）．内藤・木村（1996）が 1995 年に下田代にシ
カが侵入したことを報告して以来，尾瀬地域における植
生攪乱地が増加する傾向にあるため，御池田代において
赤外線センサーカメラを用いたシカの生息状況調査が継
続され（木村ほか , 2016），同様な調査は山ノ鼻研究見
本園など（斎藤ほか , 2004）や尾瀬東部（木村・内藤 , 
2006）で行われている．
　赤外線センサーとカメラを組合せたセンサーカメラは
フィルムカメラの頃から長い間野生動物調査に用いられ
てきた（斎藤ほか , 2004; 木村・内藤 , 2006; 木村ほか , 
2016）．非積雪期の尾瀬東部におけるセンサーカメラ調
査では 8 目 8 科 8 種の動物が撮影され，画像の 66％を
シカが占めていたことから 2004 年時点で尾瀬の至る所
にシカが侵入していると判断された（木村・内藤 , 
2006）．
　センサーカメラを用いた調査では，機種によって検知
範囲や感度が異なり，また木漏れ日や植物の揺れを赤外
線センサーが感知することもあることから，1 調査地点
に複数台の同一機種のカメラを設置することが推奨され
ている（環境省 , 2019）．近年はより安価なトレイルカ
メラが普及し，様々なモニタリングに活用されている．
このトレイルカメラについても，メーカーによって性能
は様々で，センサー感度やトリガースピードは機種によ
る差が非常に大きいことが指摘されている（浪花ほか , 
2009）．
　本研究では野生動物の行動を把握する新規手法とし
て，電波式行動記録装置を湿原および河川脇に設置し，
同時に設置したトレイルカメラの撮影記録と比較を行い
つつ，行動記録装置の有効性を検討した．二つの装置は
原理的に異なり，トレイルカメラが赤外線を発する対象
物の動きを検知したときのみ作動するのに対し，電波式
行動記録装置は常時マイクロ波を送信し，移動する対象
物との相対速度を検出する．すでに同一原理の計測装置
は，電波流速計として河川流量観測に用いられている（山
口・新里 , 1994; 手計 , 2018）．同型式の電波流速計では
橋上で電波送受信部を俯角 45°に保つことで水平距離 10
〜 12 m（直線距離 14 〜 17 m）の河川表面流速を安定
的に計測している．このことから，電波送受信部に周波

数計を接続することにより直線距離約 20 m までの野生
動物の行動を捕捉可能と考えた．予備的な実験で，電波
送受信部から 6 m までの距離で人の動きを検知するこ
とを確認している（電子資料 2 図 1）．
　本研究はシカの侵入により湿原の劣化が懸念される尾
瀬ヶ原において，電波式行動記録装置を用いて，シカな
どの野生動物の行動を連続的にモニタリングする手法の
開発を目指した．トレイルカメラの作動状況，取得画像
データとの照合により，装置の性能を検討した． 

2．方法

2．1　調査地点
　2017 年 6 月 6 〜 7 日に尾瀬ヶ原上田代から中田代の
ドローン撮影を行い，山ノ鼻研究見本園において特定さ
れたシカ道（図 1）に沿って M1，M2，M3 および M5
の地点を設定した（標高 1,410 〜 1,412 m）．M3 地点は
研究見本園外周木道と中央を貫通する木道の交差点近く
に位置している（図 2a）．上田代では川上川から分岐し
て猫又川に合流する河川の右岸に K3 地点を設定した

（標高 1,408 m）．2019 年 8 月 7 日に撮影したドローンか
ら K3 地点付近の地形・植生の把握を行った（図 2b）．
　2018 年 7 月 16 〜 19 日に研究見本園の M1 〜 M5 地
点で調査 1 を行い，2019 年 9 月 17 日〜 10 月 10 日に上
田代の K3 地点で調査 2 を行った．対応する期間の気象
観測は山の鼻ビジターセンター裏の地点 Y1（標高 1,411 
m）で行った．また，時間降水量は国土交通省鳩待峠観
測所ならびに三平峠観測所の観測記録を参照した（図
1）．

2．2　電波式行動記録装置
　電波式行動記録装置（以下「行動記録装置」と呼ぶ）
は電波送受信部（K55D-45，東建エンジニアリング），
計測制御部（RT7 周波数計，東建エンジニアリング）
および 12V 単 1 乾電池ボックスで構成されるレーダで
ある．計測制御部では 0.2 s 毎の計測値 5 回分を平均し，
マイクロ SD カードに記録する．制御部と電池ボックス
をプラスチックケースに収納し調査地点に設置した（図
3）．
　電波送受信部に搭載しているドップラーモジュールの
送信周波数代表値は 24.2 GHz，水平ビーム幅（半値幅）
は 80°，鉛直ビーム幅は 32°，動作温度範囲は－ 40 〜
85℃である．装置の動作温度範囲は－ 20 〜 60℃である．
調査 1 ではトレイルカメラから約 30 cm 離して地上 45 
cm 高さに電波送受信部を設置した．調査 2 ではトレイ
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ルカメラの 30 cm 上に，地上 180 cm 高さに設置した．
送信方向の俯角は 4°であった．
　対象物がレーダ方向に移動しているとき，反射波は
ドップラー効果によって周波数偏移を起こす．f0 を送信

周波数，vr を対象物の電波送受信部に対する半径方向の
相対速度，c を光速度とすると受信波の周波数偏移（ドッ
プラー周波数）fD は，

fD =［（c + vr） / （c – vr） – 1］f0  ≈ 2 （vr / c） f0 （1）

で表される（電子情報通信学会 , 1991）．任意の方向に移動する対象物の速度を v，速度方向と電波送受信部に対する半
径方向との間の角度をαとすれば，

fD = 2 f0 （v / c） cos α （2）

である．これに c = 3 × 108 m s-1， f = 24.2 GHz を代入すると，

fD = k v cos α = k vr ，　　　k = 161.3 m-1 （3）

となる．
　表 1 に調査に使用した 2 つの周波数計について，各周
波数帯の中心ドップラー周波数およびドップラー周波数
に対応する対象物の相対速度を示す． 
　電波送受信部に対する人間の相対速度への周波数計の
応答を調べる予備実験を行った．電波送受信部との相対
距離を 6 m，5 m， 4 m，3 m， 2 m，1 m の 6 段階にとり，

低速歩行（0.14 〜 0.24 m s-1），通常歩行（0.91 〜 1.44 m 
s-1）の 2 段階の速度で電波送受信部に向かって 1 m 移
動する動作を 10 回ずつ繰り返した． 5.5 m の平均距離
でも低速に移動する対象物を十分に捕捉していた．また，
正負いずれの向きの移動でも同じ強度の信号が得られて
いた（電子資料 2 図 1a，b）．

図 1：研究見本園（M1， M2， M3， M5），上田代（K3），山の鼻ビジターセンター裏（Y1）の調査地点および近隣雨量観測所（鳩
待峠および三平峠）．
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図 2：（a）研究見本園 M3 地点付近および（b） 上田代 K3 地点付近の詳細．動物行動記録装置の電波送受信
部（A）の送信方向と水平ビーム幅（半値幅）を赤色鎖線と実線で示し，計測制御部と乾電池ボックスを格
納したプラスチックボックス（B）の位置を青枠で示す．トレイルカメラ（C）の撮影方向と画角は青色鎖線
と破線で示す．図 2a には外周木道（W1）と中央を貫通する木道（W2）を示したが，T または C から木道
上の P までは約 18 m，Q までは約 28 m である．図 2b では T から送信方向に分岐河川右岸（R）までの水
平距離は約 5 m，左岸（L）までの水平距離は約 10 m である．C から撮影方向に右岸（R1）までの距離は約
6.5 m，左岸（L1）までの距離は 16 m である．茶色斜線部はヨシ，緑色斜線部はササ，緑色の円は樹木を示す．
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　以上をふまえ，行動記録装置で調査を行う際には，開
始時と終了時に，電波送受信部から約 6 m 遠方より約
1 m s-1 の速度で歩行して接近，または歩行して離れる
行動を信号として記録し，時間の較正を行った．調査 1
の結果より，単 1 乾電池 8 本 1 組で 54 時間連続作動可
能であったことから（電子資料 2 図 2c, d），調査 2 では 
3 組並列の乾電池を電源として約 1 週間の連続観測を
行った．

2．3　トレイルカメラ
　トレイルカメラ（Fivanus）の受動型赤外線センサー

（PIR センサー）は 25℃よりも低い温度で 25 m までの
熱と動きを，側面のセンサでは 120˚ の角度で検知して
撮影を開始する．調査 1 では M1，M2，M3，M5 の各
地点に，塩ビパイプポールに 50 cm 高さにトレイルカ
メラを取り付け，各シーン 3 枚の静止画撮影を行った．
調査 2 では K3 地点の木の幹に 1.5 m の高さに取り付け，
各シーン 3 枚の静止画と 5 秒の動画撮影を行った．調査
開始時および終了時に行動記録装置に調査者の動作を記
録する際に，トレイルカメラにも画像として記録される
ことがあった．その場合にはその行動の時間によりトレ
イルカメラの時計の校正を行った．

表 1：ドップラー周波数帯に対応する電波送受信部と対象
物の相対速度．

RT7 型周波数計 1
周波数帯 中心周波数 , fD

Hz
対応する相対速度 , vr

m s-1 km h-1

P1 0.75 0.0046 0.017
P2 3.2 0.020 0.071
P3 16.6 0.103 0.37 
P4 95 0.59 2.1 
P5 550 3.4 12.3 

RT7 型周波数計 2
周波数帯 中心周波数 , fD

Hz
対応する相対速度 , vr

m s-1 km h-1

P1 0.7 0.0043 0.016
P2 3 0.019 0.067
P3 16.5 0.102 0.37 
P4 96 0.60 2.14 
P5 541 3.4 12.1 

図 3：動物行動記録装置の構成（電波送受信部，計測制御部，乾電池ボックス）と設置方法（K3
地点）．電波送受信部の送信方向は俯角 4˚ である．研究見本園（M1， M2， M3， M5）における調
査では電波送受信部高さは 45 cm，送信方向は仰角 15°に設定した．
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2．4　気象項目
　山の鼻ビジターセンター（山の鼻気象観測所，地点
Y1）裏の気象ロボット脇にポールを立てて地上高度 2 
m の位置にセンサーシェルターを取りつけ，温湿度セ
ンサー（LR9502，日置電機）を設置した．温湿度ロガー

（データミニ LR5001，日置電機）はポリ容器内に収納し，
2 分間隔で瞬時値の記録を行った（2018 年 7 月および
2019 年 9 〜 10 月）．
　山の鼻気象観測所では 2016 年以後降水量を測定して
いないため，近隣の観測所のデータを使用した．山の鼻
気象観測所で 1981 年から 2010 年の夏期に測定された日
降水量は国土交通省鳩待峠観測所ならびに三平峠観測所

（図 1）の観測データとの相関が高かったことから（岩熊・
野原 , 2022）．両観測所の時間降水量（国土交通省 , 
2021）を参照した．

2．5　データ解析
　トレイルカメラの動物の撮影記録の有無を目的変数と
し，気温を説明変数とした分散分析を行った．データ解
析 お よ び 統 計 解 析 に は RStudio 上 の R3.5.2 （R Core 
Team, 2020） を使用した．

3．結果

3．1　調査 1
　 調 査 期 間（2018 年 7 月 16 日 〜 19 日 ） の 気 温 は
11.7℃〜 29.2℃であった（電子資料 2 図 2）．7 月 17 日
に行動記録装置のデータ回収と地点間の移動を行い 19
日に装置を回収した．2 組の装置（装置 1 および装置 2）
を場所と期間を変えて使用することで，合計 4 地点での
観測を行った．地点 1, 2, 5 では周囲の草高は約 30 〜 40 
cm であったが，地点 3 では草高が 50 cm であったため，
この地点では電波送受信部が草の影響を受けた．

3．1．1　電源
　周波数計の電源電圧は気温と連動して変動し，17.5℃
の日較差で約 0.6V 変動した ．夜間の電池電源による周
波数計の作動には注意を要する．周波数計は電源電圧が
10.4V に低下すると記録を停止し，電圧が 10.5V 以上に
回復すると正時（0:00，1:00 など）に記録を再開した．
夏の野外では単 1 アルカリ乾電池 8 本で約 54 時間連続
して動作可能であった（電子資料 2　図 2b）．これより
長い期間の連続調査には，その期間に応じて並列で電池
数を増設すればよい．7 月 19 日 7:50 〜 8:15 の間装置の
回収を行ったが，外気の湿度が 100％のため（電子資料

2　図 2a），電池表面に結露がみられ，調査期間中の夜
間から朝にかけて結露が発生していたと推測されたが，
電源の性能への影響は不明である．

3．1．2　�周波数帯別信号（電子資料 2図 3 〜電子資料 2�
図 6）

　どの地点においても，6 時〜 18 時の間に周波数帯 P1
〜 P5 の信号（電圧値）が高くなり，昼に上昇するトレ
ンドとノイズおよび何らかの信号の組合せを示した．周
波数帯 P1 と P2 は，電波送受信部との相対速度 0.4 〜 2 
cm s-1 の遅い速度の動きを検出するので，主に微風によ
る草の揺らぎや蒸発散による乱流の影響が検出されてい
ると考えられる．周波数帯 P4 と P5 の信号は電波送受
信部との相対速度 0.6 〜 3 m s-1 程度，P3 は 0.1 m s-1 程
度の速度を検出するので，動物の動きを捉えると考えら
れる．また，装置の設置時と回収時の人の動きは周波数
帯 P3，P4 および P5 に明瞭なスパイク信号が記録され
ていた（電子資料 2 図 3 〜電子資料 2 図 6 の P 印）．

3．1．3　�動物行動記録（電子資料 2図 3〜電子資料 2図
6）

　高周波数帯の P4 と P5 の信号から，地点 1 では 21 時
〜 23 時の間に動物の行動と考えられるスパイク状の信
号が複数回検出された．
　高周波数帯／低周波数帯信号比である P4／P1, P5／
P1, （P4+P5）／P1 および （P4+P5）／（P1+P2） を調べて
みると，いずれの比も，昼間（6 時〜 18 時）の P4 と
P5 の信号ノイズが低減され，特異的なスパイク信号が
より明瞭に示された（電子資料 2 図 3 〜電子資料 2 図 6）．
一方で，夕方と早朝を含む夜間（18 時〜 6 時）の P4 と
P5 の信号ノイズは増幅された．
　P4／P1, P5／P1, （P4+P5）／P1 お よ び （P4+P5）／

（P1+P2） の間の違いは小さいことと，1 〜 3 m s-1 程度
の比較的速い物体の動きを示す指標としては P5 を含む
指標が適当と考えられることから，周波数帯 P5 の信号
と P5／P1 の周波数帯信号比により，人または動物の動
きを特定した（電子資料 1 表 1a）．動物の動きと考えら
れるスパイク状の信号は，地点 1 では夜間に 8 回，夕方
と午前に 1 回ずつ確認された．地点 2 では夜間に 5 回，
早朝に 2 回，地点 5 では夜間に 4 回，地点 3 では夜間に
8 回，夕方に 3 回，早朝に 2 回確認された．スパイク状
の信号 34 個の時間帯分布は日没から日の出までの間が
24 回で，そのうち 19 回は 19 時〜 23 時の間に集中して
いた（電子資料 1 表 1b）．
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3．1．4　トレイルカメラ画像記録（電子資料 1�表 2）
　M1 〜 M5 の全ての地点において，観測開始時と終了
時の観測者の移動は周波数帯 P4 および P5 に記録され
ていた（電子資料 2 図 3 〜電子資料 2 図 6）．トレイル
カメラでは，M2 の観測開始時のみ撮影されていた．ま
た，調査者の到着と退出は各地点で観測開始時と観測終
了時にあわせて 4 回撮影されるべきであるが M1 と M5
では全く記録されておらず，M2 と M3 ではそれぞれ 2
回記録されていたのみであった．
　行動記録装置の観測期間内に，M1 で 8 回，M2 で 11 回，
M5 で 6 回，M3 で 27 回，全てにおいて昼間のみ撮影が
行われていた．さらに，M1，M2，M5 では動物等は一
切記録されていなかった（電子資料 1 表 2）．
　M3 地点では 27 回の撮影全てが木道上の歩行者を捉
えていた（電子資料 1 表 2）．この地点は研究見本園の
外周木道（図 3a，W1）と中央を貫通する木道（図 3a，
W2）とが交差する地点（図 3a，P）を見通す位置にあり，
画像は全て木道 W2 を歩行する人を，ほぼ同じ位置で捉
えていた（木道 W2 上の P から Q に向かう区間）．トレ
イルカメラ（C，電波送受信機 A とほぼ同じ位置）から
見た歩行する人とその進行方向が成す角度および人まで
の距離は，P で∠ CPQ ≈∠ APQ ≈ 120˚ および CP ≈ AP
≈ 18 m，Q で∠ CQQ’ ≈∠ AQQ’ ≈ 147˚（Q’ は PQ の延
長線上の点）および CQ ≈ AQ ≈ 28 m であった．トレ
イルカメラに対して円周方向の速度成分は P，Q の間で
歩行速度の 0.87 〜 0.54 倍，電波送受信機から半径方向
の速度成分は P，Q の間で歩行速度の 0.5 〜 0.84 倍であ
ると推定された．一方で，外周木道 W1 は W2 よりもカ
メラに近い位置にあり，距離も近いところでは約 8m で
あったが，歩行者は記録されていなかった．
　M3 で歩行者を記録した時刻と行動記録装置の周波数
帯 P4 の信号，周波数帯 P5 の信号および高周波数帯／
低周波数帯信号比 P5／P1 を比較すると，概ね合致して
いたが，行動記録装置の方が遙かに多い回数の物体の動
きを検出していた（電子資料 2 図 6）．
　Y1 で測定された気温から，トレイルカメラ撮影時刻
における気温を求めた（電子資料 1 表 2）．M1 〜 M5 の
全ての地点をまとめて，画像中に歩行者その他の動物類
が記録されていない場合の気温の平均値は 25.50℃（14.2
〜 27.8℃，n=24）となり，歩行者が記録されている場
合の平均値 23.63℃（16.7 〜 27.6℃，n=28）よりも高かっ
た（p= 0.0354，Welch’s t-test）．

3．2　調査 2
　動物行動記録装置の調査期間（2019 年 9 月 17 日〜 24

日）の気温は 4.4℃〜 22.7℃（図 4a），トレイルカメラ
の調査期間（9 月 17 日〜 10 月 10 日）の気温は－ 0.3℃
〜 23.0℃であった． 
　トレイルカメラが動物を撮影した時刻と行動記録装置
の各周波数帯の信号，および P5／P1 などの信号比の記
録とを比較すると，動物撮影時刻と合致する行動記録装
置の信号ピークを複数の周波数帯に見つけることができ
た．P3 以上の高周波数帯だけでなく，P1 や P2 など低
周波数帯にも大きな信号ピークを検出できることがあっ
た．川岸を移動する動物の動きは，遠方から電波送受信
機に向けて近づくにつれて電波送受信機との角度は鋭角
から鈍角になる．そのため，電波送受信機との相対速度
は動物の移動速度に近い値から非常に遅い速度へ変化
し，様々な周波数帯で信号として検出される．例えば図
3b で，右岸を下流から上流（R）に向かう場合，A か
ら 10 m 離れた場所では進行方向と電波送受信機（A）
の半径方向が成す角度は約 30˚，A に対する相対速度は
移動速度の 0.87 倍，6.5 m 離れた R1（∠ A R1 R ≈ 50˚）
では 0.64 倍，最近接地点（R）では 0 倍になる．M3 で
信号として検出された木道の歩行者の動き（電子資料 2 
図 6）と比較すると，K3 では速度の変化域が非常に大
きいため，結果が異なった（図 5）と考えられる．
　9 月 17 日〜 24 日の間に降水イベントが 5 回観測され
ていた（図 4c，d）． 9 月 17 日の 22 〜 23 時には動物の
動きと共に降水もカメラに収められていたが鳩待峠観測
所で降水量が記録されたのは 18 日 1 〜 2 時の間で，同
日夕方の画像には増水の形跡はみられていない．他の降
水イベント時にも川上川に顕著な増水はもたらしていな
いと推測された．その後台風の影響により，10 月 4 日
の 3:00 から 24 時間に鳩待峠で 42 mm 三平峠で 36 mm
の降水量が観測された（図 4c，d）．この期間は映像が
記録されておらず，10 月 5 日の午後に，増水した川と
共に木に止まる鳥が記録されていた（電子資料 1 表 3）．
　トレイルカメラ画像中に動物類が記録されていない場
合の気温の平均値は 19.33℃（10.1 〜 22.7℃，n=17）で，
動物類が記録されている場合の平均値 11.78℃（6.9 〜
20.5℃，n=102）よりも高かった（p=1.1 × 10-6，Welch’s 
t-test）．気温を説明変数，画像中の動物類の有無を目的
変数とした分散分析により，動物類の撮影は気温に依存
していることが示された（p=5.79 × 10-15，表 2）． 

4．考察

　本研究で使用した二つの装置は作動方法が原理的に異
なる．電波式行動記録装置は常時マイクロ波を送信し，
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図 4： 2019 年 9 月 17 日〜 10 月 10 日の期間の山の鼻ビジターセンター裏（Y1 地点）における （a） 気温，（b） 湿度，（c） 鳩待峠
観測所時間雨量 （国土交通省， 2021），（d） 三平峠観測所時間雨量 （国土交通省， 2021）．
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図 5：（a）〜（e） 周波数計の周波数帯別信号 P1 〜 P5（mV），（f） 高周波数帯／低周波数帯信号比，P4 ／ P1，（g） P5 ／ P1，
（h） （P4+P5）／P1，（i） （P4+P5）／（P1+P2），（j） トレイルカメラで記録された動物の時刻別個体数，赤線：人間，黒線：シカ，
青線：鳥，○印：雨または風になびく草木を撮影，R：右岸個体，L：左岸個体，P：観測開始時に調査者の動きを記録した（図
5　c，d，e，j）．
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移動する対象物との相対速度を検出する．少なくとも
ビーム幅内の物体の様々な方向・速度の動きをほぼ漏ら
さず検出できる．調査 1，調査 2 のいずれの温度環境下
でも支障なく作動していたと考えられる．
　トレイルカメラは背景に対する物体の表面温度差と動
きにより作動する．物体の表面からトレイルカメラに到
達する光は，透過光を無視すれば，物体からの放射と周
囲の熱を反映した物体表面の反射光の合計である．トレ
イルカメラの PIR センサー内部の焦電素子の温度は，
物体から受ける光によって変化する．温度変化で焦電素
子の表面に発生する電荷が信号として検知される

（Welbourne et al., 2016）．カメラから放射状に配置され
た感知軸内で，背景とは表面温度が十分に異なる対象物
が横切る時に信号が検出される． 
　本研究においてトレイルカメラは，①調査開始・終了
時の人の動きを記録していないことが多く（false 
negative，調査 1），②人または動物が記録されていた
場合（true positive）と記録されていない場合（false 
positive）の平均気温を比較すると，前者の方が低かっ
た（調査 1，2）．①の調査 1 における false negative は，
観測開始時・終了時の調査者の移動が 6／8，調査者の
到着と退出が 14／16，合計で 20／24（83％）であった．
Newly et al.（2015）はタイムラプスカメラで記録され
た餌場のヒツジの動きを基準にして，同時に使用した一
般用のトレールカメラの画像記録を調べ，false negative
率が 49 〜 68％に及ぶことを示した．本研究の調査 1 で
は調査者がトレイルカメラに向かう線上を移動していた
ために，感知軸の PIR センサーに検知されず false 
negative とされていた可能性が高い．
　②に関しては調査 1，調査 2 のいずれの場合も，撮影
時の気温が低い場合に人や動物が記録されていることが
示された．PIR センサーは背景として大気の温度を測っ
ているわけではない．背景の湿原，河川や草木の表面温
度はモザイク状に異なるであろうが，同一地点で観測を
行う場合，平均的には気温と相関を保ちながら経時変動
をすると考えられるので，気温は背景の表面温度の指標
とみなせるであろう．本研究の場合，平均気温が低いほ
ど，人または動物の表面温度と背景の表面温度との差は
大きかったと言える．気温の高い夏期には人間の動きに

反応していなかった．ただし，木道上では比較的気温の
高い 27.5 〜 27.6℃の環境下でもカメラに記録されてい
たことから（電子資料 1 表 2），トレイルカメラに使わ
れる PIR センサーは，同一機種であっても使用条件に
より動物の検知機能は大きく異なるようである．浪花ほ
か（2009）によれば，メーカーによりトレイルカメラの
性能は様々であり，動物を感知するセンサの感度や，セ
ンサーが動物を感知してから撮影されるまでの時間につ
いては機種ごとの差が非常に大きい．現行の機種におい
て留意すべき事項であろう．
　湿原内の 4 地点の観測ではトレイルカメラは木道に近
い M3 地点で歩行者を記録した以外に動物等は記録して
いなかった．河岸付近の K3 地点のカメラは夜間にシカ
を捉えていたほか，鳥も記録していた．電波式行動記録
装置はこれら人や動物の行動を検知しており，さらに，
主に夜間に動物の動きと推定される信号を多数検出し
た．行動記録装置はトレイルカメラよりも遙かに多くの
対象物の動きを検知していたが，単独ではその対象物の
種類を特定できない．電波式行動記録装置は高温でも低
温でも記録を行える．トレイルカメラを併用することで
動物の種類を記録しつつ詳細な行動の観測を行える．周
波数帯別の信号強度から，動物までの距離と速度を推定
することも可能となろう．
　信号に及ぼす風による植生の揺らぎの影響や，風およ
び蒸発散による大気の乱流拡散の影響の解明は今後の課
題である．マイクロ波レーダは感雨計や流速計としても
使われることから，降水または大気中水分量，蒸発散量
や風速などを同時に記録している可能性がある．各周波
数帯の信号処理によりこれらの環境因子を分離し定量化
することが可能であるか，更なる検討が必要である．野
外におけるモニタリング機器として継続使用できるため
には，ソーラーパネルの利用など電源の安定供給が必要
である．さらに，通信環境が整備されればリアルタイム
に動物行動をモニタリングすることも可能になろう．
　トレイルカメラに起こりがちの false negative や false 
positive を補うため，カメラを同一地点に複数台（環境省 , 
2019）あるいは方向を変えて複数台（Pease et al., 2016）
設置することが推奨されている．近年の画像解析技術の
発展はめざましいが，それでも画像解析が万能とは言え

表 2：トレイルカメラ画像中の哺乳類・鳥類の有無を目的変数，気温を説明変数とした分散分析． 
K3 における 1999 年 9 〜 10 月の観測期間内のデータ（電子資料 2 表 3）と，Y1 における気温測
定値を用いた．

自由度 平方和 平均平方和 F 値 p
気温 1 5.9367 5.9367 80.442 5.79 × 10-15 ***
残差 117 8.6347 0.0738
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ず，トレイルカメラにそれとは異なる原理の電波式行動
記録装置を組合せることで，モニタリングの精度が高ま
ることが期待される．
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複数マイクロフォン・ドローンリモートセンシング手法による 
尾瀬ヶ原湿原のニホンジカ個体数の推定

沖　一雄 1），4），牧　雅康 2），奥村　忠誠 3），サレム イブラヒム サレム 4）

2021 年 9 月 30 日受付， 2021 年 12 月 31 日受理

　本研究は，マイクロフォン地上センサとドローンリモートセンシングによるニホンジカ個体数推定
手法の開発をおこない，それらの精度を比較検討し，最終的に人のアプローチによる調査が難しい湿
原域におけるシカ個体数推定手法の提案をおこなった．
　最終的な研究成果として，マイクロフォンによるシカ個体数推定では，尾瀬ヶ原西部地域のシカの
個体数は，およそ 539.9 ～ 667.4 頭と推定され，ドローンによる個体数は，およそ 470 ～ 696 頭と推
定された．マイクロフォンとドローンによるシカの個体数の推定原理は全く違うにも関わらずほぼ同
じ推定結果が得られ，それぞれの手法の有効性が示された．今後，尾瀬においてこれらの手法の活用
が期待される．

Development of methods for estimating deer population size  
with ground and remote sensing techniques

Kazuo Oki1, 4, Masayasu Maki2, Tadanobu Okumura3, Salem Ibrahim Salem4

In the present study, we developed a method for evaluating the deer population in western Ozegahara 
using microphone ground sensors and an unmanned aerial vehicle（UAV）. Specifically, we first developed a 
deer population estimation method using a microphone, followed by a deer population estimation method using 
the UAV. We then carried out a comparative examination of the accuracy of these deer population estimation 
methods. We propose these new methods for estimating deer populations in wetlands, which are difficult for 
humans to enter.

Our research results showed that the deer population estimated by the microphone was 539.9 to 667.4 in 
the western Oze area, and the drone estimated it to be 470 to 696. Although the two methods for estimating the 
deer population are completely different, almost the same results were obtained, indicating that these methods 
are effective. It is expected that these methods will be utilized in Oze in the future.

キーワード：尾瀬ヶ原，シカの鳴き声，マイクロフォン，UAV，リモートセンシング 
Ozegahara mire, deer cry, sound recordings, UAV, remote sensing
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1．はじめに

　尾瀬ヶ原は東西 6 km，南北 2 km，面積約 8 km2 の
本州最大の泥炭地の高層湿原である（野原　2012）．そ
の形成は 6,000 年前頃であると考えられており（阪口ら　
1999），貴重な植物群落が生育していることから 2005 年
にはラムサール条約登録湿地に登録されている．また，
5 ～ 7 月の湿原植物の開花時期をピークに年間 30 ～ 40
万人の観光客が訪れるなど，人々に幅広くその自然環境・
植生の価値が認められている．一方で，1990 年代半ば
からニホンジカ（Cervus nippon Temminck, 1838, 以下
シカ）が確認されるようになり，自然植生へのシカによ
る影響が顕在化し生態系への不可逆的な影響が懸念され
ている（吉川ほか　2021）．
　これまで尾瀬のシカの生息数に関する指標として，主
にはライトセンサス調査による目撃数の変化が使われて
きた．しかし，ライトセンサス調査はその日の気象条件
やシカの動きに強く影響を受けるため，データの観測誤
差が大きくなる問題がある（岸元 ほか　2010）．その他，
シカの生息密度の指標として，自動撮影カメラの撮影頻
度と GPS 首輪から得られた移動速度を元に推定する手
法があるが労力がかかる．また，糞塊調査，糞粒調査，
区画法などもあるが，これらの手法は尾根や山の中を歩
き回りシカやその痕跡を探すという手法であり，人によ
る踏査が難しい湿地帯である尾瀬のような湿原には適さ
ない．
　現在，尾瀬の湿原内外において，シカの捕獲が実施さ
れているが，尾瀬の植生被害を低減させるために必要な
捕獲数は設定されずに捕獲が行われている（尾瀬・日光
国立公園ニホンジカ対策広域協議会尾瀬・日光国立公園
ニホンジカ対策方針 2020）．このことから，尾瀬のよう
な人のアプローチが難しい場所で行える密度調査手法が
求められている．
　これまでに著者らは，尾瀬ヶ原湿原において繁殖期（9
月中旬から 11 月）のオスジカの “ フィーヨフィーヨ ” と
いう鳴声を複数マイクロフォンにより観測し，そのデー
タから数理的手法により，複数の雄ジカの鳴いた場所を
即時的に特定する手法を開発した（Salem et al., 2021）．
また，尾瀬ヶ原のような上空が開けた場所でのシカの発
見を念頭に，熱赤外カメラ搭載ドローンによる夜間の空
撮画像の取得方法と処理方法の提案と開発を目標に，そ
れぞれについて検討した．その結果，従来法であるライ
トセンサスでは発見困難な場所にいるシカが発見された
こと，さらに，移動に制限がある場所でも広域の観測が
可能であることが確認され，効果的なシカのモニタリン

グ方法の一つであることが示唆された（牧ほか，2020）．
　本研究では，日本最大の山岳湿原として知られている
尾瀬ヶ原湿原において，いままでに著者らによって開発
されたマイクロフォン地上センサ（Salem et al．, 2021）
とドローンリモートセンシング（牧ほか , 2020）による
尾瀬ヶ原西部地域におけるシカ個体数の推定を試みた．
具体的には，（1）複数マイクロフォンによるシカ個体数
の推定，（2）ドローンリモートセンシングによるシカ個
体数の推定，を実施し，複数マイクロフォンとドローン
リモートセンシングによるシカ個体数の推定精度を比較
検討し，最終的に人のアプローチによる調査が難しい尾
瀬ヶ原湿原域および周辺森林域におけるシカ個体数の推
定を試みた．

2．複数マイクロフォンによるシカ個体数の推定

2．1　 複数マイクロフォンによる雄ジカの空間的・時間
的位置の把握

　本研究の対象地域である図 1 に示した尾瀬国立公園の
特別保護地区に位置する尾瀬ヶ原湿原（図 1（d））に適
用するために，7 本のマイクロフォンを取り付けた．尾
瀬国立公園は本州の中央に位置し（図 1（a）），図 1（b）
に示す通り 4 つの県（新潟県，福島県，群馬県，栃木県）
にまたがっており，尾瀬国立公園は 372㎢の面積を持つ．

図1：尾瀬湿地にて取り付けられたマイクロフォンの位置．（a）
尾瀬国立公園の位置，（b）（a）の拡大（4 つの県（1- 新潟 ，
2- 福島， 3- 群馬， 4- 栃木）にまたがっている），（c）特別保護
地区（青色個所），（d）7 本のマイクロフォンの位置（Rec1
～ Rec7）．
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　著者らは，複数のマイクロフォンに届く雄ジカの鳴き
声の時間差を利用し，その位置を推定する手法（Salem 
et al., 2021）を尾瀬ヶ原で開発した。2019 年 9 月 26 日
～ 28 日（26 日・27 日は午後 6 時から午前 6 時まで観測，
28 日は午後 6 時から午前 0 時まで観測）に，尾瀬ヶ原
の北側にあるヨシッポリ田代から泉水池にかけての範囲
と，尾瀬ヶ原の南側の伝之丞沢から山ノ鼻にかけての範
囲に合計 7 本のマイクロフォンを設置した．ここで記録
された音声データを元に，雄ジカの鳴き声の位置を推定
した．なお，本研究での湿原域は湿原に隣接する森林も
含めている．3 日分の推定位置を加算的に表示して，そ
の分布を可視化した．図 2 にその結果を示す．

　図 2 より，おおよそ 3 つ程度の一定範囲に分布が集中
しているように見られる．また，この期間の 1 時間ごと
の雄ジカの鳴き声頻度をグラフ化したものを図 3 に示
す．図 3 より 1 時間ごとの雄ジカの鳴声の頻度は平均値
141 回，中央値 110 回であり，この山中ではこの季節，

頻繁に雄ジカが鳴きあっていることが分かる．

2．2　 雄ジカの鳴声による尾瀬ヶ原西部地域（湿原＋周
辺森林域）のシカの生息数評価

　ここでは，開発された雄ジカの位置推定手法と自動撮
影カメラの観測範囲で得られた雄ジカの頭数および雄ジ
カに対する雌ジカと当歳の数の比率を用いて尾瀬ヶ原西
部地域のシカの生息数を推定した．なお，図 4 の自動撮
影カメラは観測範囲に 400 m メッシュを作成し，その
メッシュごとに 1 台設置し，全体で 33 台設置した．使
用した自動撮影カメラは，Ltl-Acorn6310W MARIF セ
レクトであり，センサに動物が反応すると静止画を 3 枚
撮影しその後動画を 20 秒撮影するように設定した．こ
れを 1 回のイベントとしてカウントし，1 回のイベント
が終わると次にセンサが反応するまでに 1 分間のイン
ターバルをおくように設定した．稼働は 24 時間稼働す
るように設定した．

 
図 2：シカの鳴き声の位置を推定した結果．白抜きの記号はマイクロフォンの設置位置を示し，茶色の印はシカ個
体が確認された位置を示す．

 

図3：2019 年 9 月 26 ～ 28 日の 1 時間ごとの雄ジカの鳴き声頻度
 

図 4：自動撮影カメラ設置位置
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　図 5 より 1 日の雄ジカの鳴声の頻度は平均値 396 回で
あった．ここで，本調査で実施した自動撮影カメラによ
り 2019 年 9 月 26 日～ 28 日において観測されたデータ
からこの範囲内の雄ジカの頭数は 12.69 頭と推定してお
り，1 頭の雄ジカが 1 日に鳴く回数はおよそ 29.1 回と推
測できる．一方，図 6 に湿原域における 2019 年 9 月 26
日～ 28 日の雄ジカの鳴き声位置の推定結果とマイクロ
フォン地上センサ手法によるこの期間の 1 日ごとのシカ
の鳴き声頻度の結果を示した．

　図 6 より湿原域において，1 日の雄ジカの鳴声の頻度
は平均値 1365 回であり，1 頭の雄ジカが 1 日に鳴く回
数はおよそ 29.1 回であるとすると，湿原域での雄ジカ
の頭数は 46.9 頭と推定できる．ここで，自動撮影カメ
ラの観測範囲で得られた雄ジカに対する雌ジカと当歳の
数の比率は，3.0 である．従って，湿原域のシカの頭数
はおよそ 188 頭と推測できる．また，1 日ごとのシカの
鳴き声頻度の最大と最小を考慮して計算すると，湿原域
のシカの頭数は 177.6 ～ 305.1 頭と推定された．
　ここで，図 7 の尾瀬ヶ原西部地域（湿原＋周辺森林域）
を考えると，自動撮影カメラ観測により森林内に生息し
ている個体数は森林面積を考慮し，362.3 頭と推定した．

マイクロフォンによる推定結果と合算すると尾瀬ヶ原西
部地域（湿原＋周辺森林域）のシカの頭数は 539.9 ～
667.4 頭と推定された．ここで，推定された尾瀬ヶ原西
部地域（湿原＋周辺森林域）のシカの頭数は，自動撮影
カメラによる結果と多少重複して観測している箇所があ
るため多少過大評価している可能性があるが，全体の面
積に対して小さいため，この数値で大きな問題はないと
判断した．なお，尾瀬ヶ原西部地域の面積は35.46 km2で，
自動撮影カメラの調査面積は 2.66 km2 である．

3．ドローンリモートセンシングによるシカ個体
数の推定

3．1　ライトセンサス（従来法）との調査結果の比較
　環境省によりライトセンサスが実施された 2019 年 8
月 5 日に，ドローンによる夜間の空撮を実施した．ドロー
ンによる空撮は，ライトセンサスに影響を与えないよう
にライトセンサスの状況を確認しながら実施した（牧ほ
か , 2020）．具体的には，空撮時のカメラ方向は鉛直下
向き，地上空間分解能 10 cm 程度として 19 mm レンズ
カメラを搭載したドローンは上空約 100 ｍから，9 ㎜レ
ンズカメラを搭載したドローンは上空約 50 ｍから撮影
した．シカの移動による重複カウントの可能性をできる
だけ排除するため，飛行経路間のラップ率（左右の画像
の重なりの程度）を 10％として短時間で広域の撮影を
行った．ライトセンサスの観測者およびドローンの操縦
者は，図 8 に示す湿原内の木道を移動してそれぞれの調
査を実施した．

　また，図 8 はドローンにより観測された熱画像から目
視によって確認できたシカの位置情報を，ライトセンサ
スによる結果と重ねている．図中の数字は，それぞれの
調査法で確認できたシカの頭数を示す．なお，ドローン

図 6：湿原域における 2019 年 9 月 26 日～ 28 日の雄ジカの鳴
き声位置の推定結果と本手法によるこの期間の 1 日ごとのシ
カの鳴き声頻度（1 時間ごとの鳴き声頻度から算出）の結果

 

図 5：自動撮影カメラで観測された範囲内で，2019 年 9 月
26 日～ 28 日における本手法による雄ジカの鳴き声位置の推
定結果とこの期間の 1 日ごとのシカの鳴き声頻度（1 時間ご
との鳴き声頻度から算出）の結果

図 7：尾瀬ヶ原西部地域（湿原＋周辺森林域）．尾瀬ヶ原西
部地域の面積は 35.46 km2，自動撮影カメラの調査面積は 2.66 
km2 である．
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で把握できた頭数は，牧ほか（2020）で得られたもので
あり，ライトセンサスで把握できた頭数は環境省関東地
方環境事務所から提供されたものである．
　シカの総数はライトセンサス（図中の黒丸）では 42
頭で，ドローンによる空撮（図中の白丸）では 191 頭で
あり，対象地域全域においてドローンによる空撮はライ
トセンサスの約 4 倍の頭数を発見できた．また，両手法
で発見したシカの分布も大きく異なっていた．これらの
発見できた頭数に差が生じる理由として，当然ではある
がドローンによる空撮は湿原全域が調査対象であるのに
対して，ライトセンサスでは木道に沿った一定の範囲し
か調査対象となっていないことが第一に挙げられる．な
お，ライトセンサスで最も離れた位置で確認できたシカ
までの距離は約 300 m であった．この距離は，木道か
らそれぞれのシカまでの最短距離を算出し，その中で最
も長かった距離である．このことから，ライトセンサス
では図 8 の灰色で示す範囲（2.8 km2）には光が届いて
いたと考えられる．図 8 の灰色のライトセンサスの調査
範囲において，ドローンで発見できたシカの頭数は 91
頭である．この頭数は，ライトセンサスの約2.2倍である．
空撮時の重複の可能性や調査時刻が異なることを考慮し
ても，ドローンによる空撮時に対象領域内のシカが移動
したため発見できた場所が変わることは考えられるが，
シカの頭数がライトセンサス時の約 2 倍になるとは考え

にくい．よって，これは，用いる手法により頭数管理に
必要な個体密度が大きく変わることを意味する．ライト
センサスは，ライトを照射してシカの目の反射の有無を
観察することでシカの頭数と位置を特定する．このこと
から，ライト照射時のシカの顔の向きや姿勢によっては，
目の反射を確認できない場合がある．これに対してド
ローンによる空撮は，湿原内の熱源を上空から観測して
いるため，ドローンとシカの間に遮蔽物がほとんどない
尾瀬ヶ原では熱源を見落とすことはない．よって，この
点が発見できた頭数に差が生じる主な理由であると考え
られる．この結果から，尾瀬ヶ原で行われているライト
センサスの調査ルートからでは発見が不可能な場所にシ
カが多く出現していたこと，さらに調査時のシカの向き
や姿勢によって，多くのシカがライトセンサスでは発見
されなかった可能性があることが分かった．

3．2　 ドローンリモートセンシングによる尾瀬ヶ原西部地
域（湿原＋周辺森林域）のシカの生息数評価

　ドローンによる空撮で発見数が多くなる傾向は，過去
のライトセンサスとの比較においても見られた．表 1 に
は過去 10 年間のライトセンサスと 2018 年と 2019 年に
実施したドローンによる空撮で発見された個体数の比較
結果を示した．

図 8：ライトセンサスで発見したシカとドローンによる空撮で発見したシカの位置とライトセンサスの
観測範囲（牧ほか，2020）
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　表 1 よりドローンによる空撮は，ライトセンサスの 2.5
倍から 3.7 倍（平均 2.9 倍）の個体数を発見できたこと
が分かる．図 9 は，ライトセンサスで発見できた個体数
の過去 10 年間の月別のバラツキを示したものであり，
図中の頭数は 10 年間の平均値である．この図から，尾
瀬ヶ原では 5 月に最も多くのシカが湿原に現れることが
分かる．そこで，上述のライトセンサスとドローンによ
る空撮の関係をもとに，2019 年の 5 月のライトセンサ
スによって発見された 188 頭から湿原内の総個体数を推
定した結果，470 頭（188 頭× 2.5）から 696 頭（188 頭
× 3.7）のシカが生息していたと考えられる．ライトセ
ンサスでは，初夏の個体数が最大となり，マイクロフォ
ンによる個体数推定が行われた秋にかけて個体数は少な
くなる．これは，この間に尾瀬ヶ原のシカの個体数が減
少したと考えるよりも，時期によって餌場が変わった（初
夏：草花の多い湿原，秋：木の実が多い林内）と考える
ほうが自然である．

4．おわりに

　本研究は，尾瀬ヶ原において，マイクロフォン地上セ
ンサとドローンによりシカの個体数を評価する手法開発
をした．
　複数マイクロフォンによる雄ジカの位置推定手法の結
果をもとに，自動撮影カメラの観測範囲で得られた雄ジ
カの頭数および雄ジカに対する雌ジカと当歳の数の比率

を用いて，尾瀬ヶ原西部地域（湿原＋周辺森林域）のシ
カの頭数はおよそ 539.9 ～ 667.4 頭と推定された．一方，
シカの発見数が多い 5 月の湿原全体の個体数をドローン
の空撮をもとに推定した結果，尾瀬ヶ原西部地域には
470 ～ 696 頭のシカが生息していると推定された．これ
ら二つの異なる手法による推定で比較的近い生息数を算
出し，尾瀬ヶ原西部地域で初めてシカの頭数を明らかに
した．
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尾瀬ヶ原湿原における温室効果ガス放出に及ぼす 
ニホンジカの攪乱の影響

犬伏　和之 1），中山　絹子 1），重田　遥 1），八島　未和 1），坂本　充 2）

2021 年 9 月 30 日受付， 2021 年 11 月 11 日受理

　尾瀬ヶ原は日本最大の高山泥炭湿原であり，貴重な泥炭生態系として保全されてきた．しかし 20
世紀後期からニホンジカの侵入と豪雨による洪水による生態系の攪乱が顕在化してきた．本稿では二
酸化炭素（CO2）やメタン（CH4）放出に関する既往の研究と尾瀬ヶ原湿原におけるニホンジカの攪
乱が及ぼす影響を概観する．尾瀬ヶ原，中田代の 5 か所，14 地点で 2019 年 6 ～ 10 月の 5 か月間に土
壌およびガス試料を採取・分析した．攪乱によるアンモニア態窒素の増加が認められた．非攪乱地の
CO2 や CH4 放出は 8 月に極大が見られ攪乱地より多かった．CO2 や CH4 放出量は地下水位と負の相
関関係が見られ，尾瀬ヶ原におけるニホンジカの攪乱が地下水位と泥炭土壌の理化学性および温室効
果ガスの放出に顕著な影響を及ぼしていることが示された．

Emission of greenhouse gases influenced by Sika deer disturbance in Ozegahara mire

Kazuyuki Inubushi1, Kinuko Nakayama1, Haruka Shigeta1, Miwa Yashima1, Mitsuru Sakamoto2

Ozegahara mire is the largest alpine mire in Japan. The mire has been preserved as a precious peatland 
ecosystem with high ecological diversity. After the late 20th century, the mire has been exposed to ecosystem 
disturbance by mire flooding due to heavy rain as well as invasive Sika deer. This manuscript reviewed studies 
about greenhouse gas emission from wetland and report the effects of Sika deer disturbance on the soil 
physicochemical properties and the emission of carbon dioxide （CO2） and methane （CH4） from Ozegahara mire. 
Soil and gas samples were collected at fixed 14 fixed plots on 5 sites with and without mire disturbance by Sika 
deer in Naka-tashiro of Ozegahara mire through 5 months of 2019 （June to October）, and determined their 
properties and gas composition each month.  Groundwater level displayed similar seasonal change in two sites, 
being affected by precipitation. The concentrations of NH4

+ nitrogen in the disturbed sites were higher than 
those in the undisturbed sites. Mechanical disturbance of the peat soils by deer resulted in mineralization of 
organic matter. CO2 and CH4 fluxes from the undisturbed sites were highest in August, and those were higher 
than those from the disturbed sites. Negative correlation was found between CO2 and groundwater level and 
also correlation between CH4 and groundwater level was negative, suggesting the importance of groundwater 
level in greenhouse gases flux, depending on the sites and also species of greenhouse gases.
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1．はじめに

　産業革命以降，大気中の温室効果ガス濃度が上昇を続
け，温暖化をはじめ様々な地球環境変動が顕在化してい
る（IPCC, 2014）．温室効果ガスのうち最大の寄与を持
つとされる二酸化炭素は主要な人為的発生源が化石燃料
消費とされるが，吸収機能をもつ森林面積の減少も大気
中二酸化炭素（CO2）の増加に繋がると考えられている．
一方，陸域の土壌中の炭素量は大気中二酸化炭素量の 3
倍近くになると推定される炭素の貯留庫であるが，土地
利用変化で土壌炭素の減少も指摘されている．特に湿原
における泥炭土壌は分布面積では世界陸域の 3 パーセン
トに過ぎないが，炭素量は 15－25% を占め（Batjes, 
1996），その開発は土壌炭素の減少を加速化すると懸念
されている（Hatano et al., 2015）．
　人口増加で引き起こされた土地利用変化によって自然
湿原であったところが農耕地化して，温室効果ガス，特
に水田ではメタン（CH4）の，また畑地では一酸化二窒
素（N2O）の放出源となっている場合も報告されている

（Regina et al., 1996；Hadi et al., 2001; 2002; 永田 , 2006）．
また極域湿地帯でも永久凍土中に蓄えられたメタンが，
温暖化によって融解して大気中に放出されることが懸念
されている一方，メタン酸化も起こっていることが示さ
れた（Nagano et al., 2018）．また湿地や水田の嫌気的な
土層で嫌気性メタン生成菌によって生成されたメタン
が，地表付近の好気的な土層で好気性メタン酸化菌に
よってメタン酸化されることも知られている（Inubushi 
et al., 1998; Arai et al., 2014）． 
　植生の温室効果ガス放出への影響としては，CO2 が明
条件では光合成によって吸収され，土壌炭素の蓄積に繋
がるが，暗条件では呼吸により放出され土壌有機物の分
解に加算される．CH4 は水稲や湿性植物の体内を経由し
て大気中に放出される（犬伏ほか，1989; Rejmánková 
et al., 2011; Bhullar et al., 2013））一方，湿性植物の根域
や体内でメタン酸化されている（Inubushi et al., 2001; 
Bhullar et al., 2013）．北海道の 3 つの湿原において CO2

放出量の日変化は認められたがCH4 では認められなかっ
た（浦安ほか , 1998）．また釧路湿原において植生の違
いが温室効果ガス動態に及ぼす影響が調べられ，ハンノ
キの侵入が増加している湿地林で CH4 や N2O 放出量の
増加を認めている（吉田ほか , 2016）．また汽水域の湿
地であるマングローブでも耐塩性植物の植生密度に比例
した CH4 放出量が見いだされているが，潮位変化によ
る影響も大きいことが示されている（Arai et al., 2016, 
2021）．

2．尾瀬における既往の温室効果ガス関係の知見

　尾瀬ヶ原は日本最大の高山泥炭湿原であり，高い生態
系多様性を有した貴重な泥炭生態系として保全されてき
た．約 20 年ごとに行われてきた尾瀬総合学術調査では，
第 3 次で初めて鶴田ほか（1998）が上田代，中田代，下
田代の CH4 放出量や土壌溶液中の溶存ガス濃度などを
測定し，地点差や深さ別の解析を進めた．図 1 は下田代
の土壌中の深さ別溶存ガス濃度変化を示したが，地下水
位 10 cm 以下では溶存 CH4 や CO2 量が高く，表層付近
では濃度が低下しており，土壌水分やメタン酸化の影響
が考察された．一方，溶存 N2O 量は表層付近で増加し
ており，洪水による土砂流入と栄養塩が富化された影響
が考えられた．また和田ほか（1998）は上田代と中田代
の土壌中の深さ別メタン生成菌とメタン酸化菌の分布を
調べ，下層ではメタン生成菌が多く，表層ではメタン酸
化菌が多くなっていることを示した（図 2）．
　森本ほか（2009）は北海道，美唄の泥炭試験地で深さ
別の温室効果ガス濃度に及ぼすガス生成と消費や積雪の
影響を調査しており，ガスの種類によって影響が大きく
異なることを示している．すなわち CO2，N2O は深い
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図 1： 尾瀬ヶ原（下田代）湿原土壌水中の溶存 CO2, CH4，
N2O の濃度の鉛直分布を示す．（鶴田ほか , 1998）

D
ep

th
(c

m
)

0-5

5-10

10-20

20-30

30-40

40-50

2 2.5 3.5 4.53 4

Kamitashiro No.1

D
ep

th
(c

m
)

0-5

5-10

10-20

20-30

30-40

40-50

0 1 3 5 62 4

Kamitashiro No.1

D
ep

th
(c

m
)

0-5

5-10

10-20

20-30

30-40

40-50

2 2.5 3.5 4.53 4

Nakatashiro No.1

Methanobacteria(log MPN g 1 D.S.) Methanotroph(log MPN g 1 D.S.)

D
ep

th
(c

m
)

5-10

10-20

20-30

30-40

40-50

0 1 3 42

Nakatashiro No.1

図 2：尾瀬ヶ原（上田代・中田代）湿原土壌中のメタン生成
菌（左）とメタン酸化菌（右）の鉛直分布を示す．（和田ほか , 
1998）
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ほど濃度が高くなる傾向にあった一方，CH4 は地表面
の濃度が高く，下層土ではそれより低い傾向にあった．
積雪期には CO2，CH4 の生成・消失ほとんどなかったが，
N2O では積雪期の生成・消失が盛んであったと報告し
ている．
　一方，Inubushi et al. （2005）は尾瀬ヶ原泥炭とイン
ドネシア泥炭およびカナダ泥炭とを比較し，現地での
CH4 放出量は現地から採取した土壌を培養して測定した
CH4 生成活性と比例したが，CH4 生成活性と土壌 pH と
の間には異なる相関関係が認められた（図 3）．尾瀬ヶ
原土壌の pH 範囲はインドネシア泥炭土壌よりやや高
く，カナダ土壌と一部が重なるが，同じ pH 領域でも
CH4 生成活性は尾瀬ヶ原のほうが 2 ～ 3 桁高く，CH4 生
成菌の至適 pH など生理的性質が異なっている可能性が
推察される．また農耕地の泥炭土壌へは石灰施用などで
pH を矯正すると CH4 生成活性が高まった（Murakami 
et al., 2010）．なお自然湿地の泥炭土壌の空間変動は大

きいことがオランダの例でも示されている（Dasselaar 
et al., 1997）．

3．第 4次尾瀬総合学術調査での温室効果ガス関
係の成果と今後の課題

　尾瀬ヶ原では 20 世紀後期からニホンジカの侵入と豪
雨による洪水による生態系のかく乱が顕在化してきた．
特にニホンジカによる湿原植生の食害と掘り返しは植生
だけでなく泥炭土壌の生化学的性質に深刻な影響を与え
ており，その結果，微生物活性や養分動態にも変化が起
こっている．しかし湿原の温室効果ガス放出への洪水と
ニホンジカの攪乱の影響についての知見は限られてい
る．本章では尾瀬ヶ原湿原における CO2 や CH4 放出に
関する第 4 次尾瀬総合学術調査での研究を概観しニホン
ジカの攪乱が及ぼす影響を概説し，今後の研究を展望す
る．
　2019 年 6 ～ 10 月の 5 か月間，約 1 か月おきに尾瀬ヶ原，
中田代の牛首付近 4 か所（図 4）におけるニホンジカの
攪乱の有無による 14 地点で土壌およびガス試料を採取
した．土壌試料は移植ごてで採取し理化学性を分析し，
ガス試料は塩ビ製円筒チャンバーで捕集しガスクロマト
グラフィーで定量し．地下水位は各地点に設置したパイ
プで測定した（Nakayama et al., 2022）．攪乱地でアン
モニア態窒素が 7 月末から 8 月および 9 月末から 10 月
にかけて増加が認められた（図 5）．ニホンジカによる
物理的攪乱が泥炭有機物の分解を促進したほか排泄行動
や泥炭地以外からの有機物の持ち込み* などの影響も推
察される．非攪乱地の CO2 や CH4 放出は 8 月に極大が
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図 3：尾瀬ケ原泥炭とインドネシア泥炭およびカナダ泥炭に
おけるメタン生成活性と土壌 pH との関係を示す．（Inubushi 
et al., 2005）

 
図 4： 第 4 次尾瀬総合学術調査における温室効果ガス関係試料採取地点
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見られ攪乱地より多かった．CO2 放出量は地下水位と負
の相関関係（r = －0.327, p<0.05）が見られ（図 6a），
また CH4 放出量も地下水位と負の相関関係（r = －0.453, 
p<0.05）が見られた（図 6b）が，CO2 放出量や CH4 放
出量と地温の関係の関係は有意ではなく，温室効果ガス
への地下水位の影響はガスの種類が重要であることを示
唆している．［* 攪乱地での土壌全炭素および窒素の安
定同位体存在比の分析結果は，来訪者の影響を受けやす
い木道沿いのそれらの結果（Akagi and Osawa （2004））
と同様に，泥炭有機物の全炭素および窒素安定同位体存
在比とは異なる傾向を示した（Shigeta et al., 2022）．］
　同様な温室効果ガスと地下水位の関係はインドネシア
の泥炭地（Furukawa et al., 2005） や，水位を制御した
泥炭土壌カラム試験（Susilawati et al., 2016）でも見い
だされているが，泥炭土壌での温室効果ガスに及ぼす地
下水位の影響には泥炭の種類やガスの種類によって異な

る傾向が認められる．すなわち熱帯泥炭では CH4 放出
量は地下水位と負の相関関係が見られたのに対し，CO2

放出量は尾瀬ヶ原と同様に地下水位と正の相関関係 
（Furukawa et al., 2005）を示した．その原因の 1 つと
して熱帯泥炭は木質の分解物が蓄積しているのに対し
て，尾瀬ヶ原や寒冷地の泥炭は草本植物由来であること

（Hadi et al., 2000; Inubushi et al., 2003, 2005）が考えら
れる．
　同時期に本調査と並行して行われた洪水の影響調査で
は，洪水頻度の低い中田代東部，竜宮付近の試料（E）
も加えてメタン生成活性を嫌気培養法（Inubushi et al., 
2005）で測定し，ニホンジカの攪乱と洪水のメタン生成へ
の影響を調べ，上述の洪水影響を受けやすい牛首付近の
試料（A ～ D）と比較した（Nakayama et al., 2022）．そ
の結果，メタン生成活性が洪水 ･ 非攪乱≧洪水 ･ 攪乱≧
非洪水 ･ 非攪乱＞非洪水 ･ 攪乱の順で高い傾向が認めら
れた（図 7）．2 つの影響因子に関して分散分析の結果，
交互効果なし・主効果あり，との結果が得られ，洪水と
攪乱それぞれの影響を受けていることが明らかになった

（図 8）．さらに泥炭土壌試料の理化学性（重田ほか , 
2021）とメタン生成活性との関係について主成分分析の
結果，第一主成分としては土壌水分量と土壌炭素量の正
の寄与，灰分や鉄含量の負の寄与が多いため，未分解の
有機物が多く嫌気性メタン生成活性も高いことから土壌
中に存在する有機物量の影響が大きく，第二主成分では
土壌 pH の寄与が大きく，有機物の分解が進み，無機態
窒素量が多く存在するため pH が上昇したため，有機物
の分解度合に応じた灰分含量の増加によってメタン生成
活性の低下が説明された（p<0.001）（図 9）．一般に泥
炭の分解が進むにつれて灰分含量は増加する（Kazemian 
et al., 2011）ことから，土壌中の有機物量が少なくなる
ほど相対的に灰分含量が増加し，メタン生成活性が抑制
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されたと考えられる．以上より，湿原への洪水影響の違
いから有機物供給と分解に変化が生じ，有機物量が相対
的に低下し土壌灰分含量が増加して，CH4 生成活性が低
下したと判断された．
　さらにニホンジカの攪乱によって，常田ほか（2006）
が指摘するような泥炭土壌の分解促進と鎮圧による地下
水位の変化や，攪乱時のバブル評価や裸地化による地温
上昇の影響（van Winden et al., 2012），窒素固定活性や
脱窒活性，泥炭有機物の炭素窒素安定同位体存在比の変
化 （Shigeta et al., 2021）を通じた物質代謝や生態系全
体への影響にも注意する必要がある．今後の学術調査に
期待したい．
　また泥炭湿地と似た湛水環境が優占する水田では，水
稲体がメタンの大気への主な放出経路となっているた
め，メタン放出量の測定には水稲体全体が入る高さ 1
メートルのチャンバーを用いる（犬伏ほか，1989）．一方，
これまでの本研究では，地表面の背の低い植生を覆う高
さ 15 ㎝程度のチャンバーを用いてきた．湿性植物には
水稲同様にメタンの大気への放出経路となっている可能
性が指摘されている（Inubushi et al., 2001）．例えばマ
ングローブ林に生育する耐塩性植物では茎数とメタン放
出量に正比例関係が認められた（Arai et al., 2021）．ま
た北海道東部の湯沸湖周辺の湿地林やインドネシアの湿
地林でも植物体経由のメタン放出が認められている（寺
澤ほか, 2018:則定ほか，2012; Sakabe et al., 2018）.尾瀬ヶ
原でもヤチヤナギなど面積が拡大している灌木が温室効
果ガスに及ぼす影響を今後，調査する必要があると考え
られる．
　もう一つ重要な温室効果ガスで成層圏オゾン層の破壊
にも関わる N2O の放出は今回の調査では確認できな
かった．しかし Shigeta et al.（2021）はニホンジカの泥
炭層の攪乱が窒素固定や脱窒など窒素代謝にも影響する
ことを明らかにしており，洪水の影響も見いだされた（重
田ほか , 2021）．またインドネシアの泥炭地では開発に
伴う排水過程で，地下水位 20 cm 付近で N2O 放出量の
極大が観察されている（Furukawa et al., 2005）. 今後，
N2O 放出についても調査を継続して行く必要がある．

4．まとめ

　本稿では湿原における温室効果ガスの既往知見を概観
するとともに，第 4 次尾瀬総合学術調査の結果で尾瀬ヶ
原におけるニホンジカの攪乱が泥炭土壌の理化学性およ
び温室効果ガス CH4 や CO2 の放出に顕著な影響を及ぼ
していることを示した（図 10）．この概念図に示すよう

図 8：洪水の影響が大きい牛首付近（fl）と影響の小さい竜宮
付近（nf）におけるニホンジカの攪乱区 （nuta）と非攪乱区

（cont）での CH4 生成活性に及ぼす洪水と攪乱の効果の分散
分析の結果を示す．

 

 

成分1 成分2 成分3 成分4
moisuturecontent 0.876711 0.244788 0.191595 0.210281
pH              -0.09299 0.907842 0.155109 -0.02342
EC              -0.08136 -0.26382 -0.75956 0.509247
NO3 0.514166 0.675951 0.302345 0.263719
NH4 -0.08728 0.699395 -0.53004 -0.00027
ash          -0.92094 0.273759 0.138459 0.135731
TC               0.917923 -0.23826 -0.17304 -0.14523
TN                0.703946 0.195793 -0.47781 -0.40751
CNratio           0.593179 -0.58013 0.318281 0.298602
iron         -0.8038 -0.30152 0.073094 -0.35027
CH4production 0.623205 -0.00547 0.121303 -0.31165

図 9：主成分分析結果（主成分負荷量 : 上と Biplot : 下；分析
第一主成分…土壌に存在する有機物量（寄与率 42.0%）第二
主成分…有機物の分解度合（寄与率 22.7%）
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にニホンジカの攪乱の温室効果ガス放出に及ぼす影響は
様々な因子や反応を経由して相互に関連しており，網羅
的な総合研究が必要と考えられる．ニホンジカの尾瀬ケ
原への侵入頭数は最近，わずかに減少傾向にあるようだ
が攪乱された植生の回復には時間を要すると考えられ
る．今後は，温室効果ガス動態に及ぼす植生や関連微生
物の影響を調査するとともに，尾瀬ヶ原においても岩田

（2012）が指摘するように積雪期や融雪期を含めた温室
効果ガスの長期的動態調査も必要と考えられる．
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シカの採食影響に対する尾瀬ヶ原の湿原植物群落の 
脆弱性評価

吉川　正人 1），星野　義延 1），大橋　春香 2），大志万　菜々子 3），長野　祈星 4）

2021 年 11 月 9 日受付， 2021 年 12 月 7 日受理

　尾瀬ヶ原の湿原植生を構成する主要な群落について，構成種の種特性や食痕の確認頻度から，シカ
の採食圧に対する脆弱性の評価を行った．低層湿原や低木林・河畔林の群落は，シカの採食影響を受
けやすい中・大型の広葉草本または低木を多く含み，食痕の確認頻度が高かったのもこれらの生活形
をもつ種であった．このことは，低層湿原や低木林・河畔林で過去との種組成の違いが大きいという，
既発表研究の結果と合致していた．また，構成種の積算優占度が大きい群落ほど食痕がみられた種数
も多く，シカによく利用されていると推定された．これらのことから，尾瀬ヶ原においては低層湿原
や低木林・河畔林の群落で保全対策の優先度が高いと判断された．

Vulnerability estimation of wetland plant communities to deer grazing  
in the Ozegahara mire

Masato Yoshikawa1, Yoshinobu Hoshino1, Haruka Ohashi2, Nanako Ohshiman3, Inori Nagano4

　Vulnerability of wetland vegetation on the Ozegahara mire was assessed for each representative plant 
community based on the plant species traits of the component species and frequency of browsing trace in each 
species. The low-moor communities included rich species of middle to large herbs and shrubs, as same as the 
shrub community and the riparian forest community. Frequency of browsing trace was also higher in the 
middle to large herbs and shrub species. These facts corresponded to the result of former study that indicated 
the low-moor, shrub and riparian forest communities had significant difference in species composition compared 
to the data from 50 years ago. Furthermore, number of browsed species was larger in the communities which 
had large cumulative dominance of palatable species in the herb and shrub layer, reflecting preferential use by 
deer. These results showed that low-moor communities, shrub community, and riparian forest community had 
higher vulnerabilities than the high-moor communities. Therefore, we concluded that these communities had 
higher conservation priority to protect from deer grazing in the Ozegahara mire.
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1．はじめに

　尾瀬ヶ原は山地湿原としては日本最大の規模をもち，
数千年をかけて形成された泥炭地に原生的な湿原植生が
残されている．尾瀬ヶ原には高層湿原から低層湿原まで
多様な湿原植物群落が形成され，北海道と共通の群落も
含め，本州の冷温帯域の山地湿原群落のほとんどがみら
れるとされる（宮脇・藤原，970; 橘，2005）．また，尾瀬ヶ
原を含む尾瀬国立公園では，環境省のレッドリストに掲
載された絶滅危惧種 45 種を含む 1270 種類もの維管束植
物が記録されており（黒沢，2007），種多様性保全の面
からもきわめて重要な地域である．このような特性から，
尾瀬ヶ原は国立公園の特別保護地区（1953 年指定）と
して，また国指定特別天然記念物（1960 年指定）とし
て保護されてきた．
　尾瀬地方では 1990 年代まではシカ（ニホンジカ Cervus 
nippon）の目撃例は少なかったが，1990 年代半ばにシカ
による湿原の掘り返しが確認されて以降，年々シカによる
植生攪乱が増加傾向にある（内藤・木村，1998; 内藤ほか，
2007; 庄司・後藤，2019）．木道の整備等によって人の立
ち入りによる攪乱の影響は軽減されつつあるものの，そ
れに代わってシカによる植生への影響が，湿原保護上の
大きな課題となっている．環境省が尾瀬ヶ原で実施した
ライトセンサス調査によれば，2010 年以降，5 月から 6
月に 100 ～ 160 頭のシカが湿原内に侵入していることが
確認されている（庄司・後藤，2019）．とくにミツガシ
ワ Menyanthes trifoliata 群落の掘り返しによる破壊，ゼ
ンテイカ（ニッコウキスゲ）Hemerocalis dumortieri 
var. esculenta やミズバショウ Lysichiton camtschatcense
といった尾瀬ヶ原の季節的な景観を特徴づける草本の採
食による開花量の減少などが問題になっており（Igarashi 
and Takatsuki，2008; 庄司・後藤，2019），湿原の一部
地域での防鹿柵の設置など，シカ対策の強化が図られて
いる．
　こうした背景から，2017 年から 3 か年にわたって実
施された第 4 次尾瀬総合学術調査では，その研究課題の
ひとつとして，ニホンジカによる植生への影響評価が取
り上げられることとなった．シカによる植生影響を最小
限に抑えるには，シカの影響を早期に検知するとともに，
影響を受けやすい地域や群落をあらかじめ予測し，予防
的な対策を講じることがきわめて重要である（明石ほか，
2013; Ohashi et al.，2014; 星野・大橋，2015; Iijima and 
Nagaike, 2015; 大澤ほか，2015）．とくに一度破壊され
ると回復が困難な湿原植生においては，どのような群落
が影響を受けやすいかを把握し，優先順位をつけて保全

計画をたてることが求められる．
　そこで著者らは，第 4 次尾瀬総合学術調査の一環とし
て，尾瀬ヶ原の湿原植生に対する群落レベルでのシカ影
響の実態を明らかにするため，2017 年から 2019 年にか
けて尾瀬ヶ原の主要な植物群落において植生調査を行
い，およそ 50 年前の 1967 年から 1969 年に得られた調
査記録（宮脇・藤原，1970）と比較することによって，
シカの増加前後の約 50 年間で湿原植物群落の種組成に
生じた変化を推定した（吉川ほか，2021）．その結果，
高層湿原の群落に比べて，中間湿原の一部や低層湿原，
低木林，河畔林の群落で過去との種組成の違いが大きい
ことが明らかになり，これらの群落でシカの採食の影響
が強く表れていると考えられた．
　シカの採食による影響の受け方は，植物の種特性に
よって異なることが知られている．森林や草原において
シカの個体群密度増加の前後で同一地点の植生調査を
行った研究（大橋ほか，2007; 大津ほか，2011）では，
草丈が 1 m 以上になる大型の草本種や高さ 2 m 未満の
低木種で，常在度や優占度が低下していることが示され
ている．大型の広葉草本はシカにとって採食しやすく，
植物体サイズが大きく効率的な採食対象である．一方で，
小型のグラミノイドは採食に耐性があり，採食圧を受け
続けても容易には減少しない（高槻，1989; Ohtsu et al., 
2019）．尾瀬ヶ原における約 50 年前との種組成の比較結
果でも，多くの群落で高茎広葉草本の優占度が減少し，
グラミノイド（イネ科，カヤツリグサ科，イグサ科）の
優占度が増加する傾向が認められた（吉川ほか，2021）．
　また，シカの採食影響は地上部だけでなく地下部にも
及ぶことがあり，尾瀬ヶ原においては影響が出始めた初
期の段階から，ミツガシワの根茎がさかんに採食されて
いる（Takatsuki，2003; 内藤ほか，2007; Igarashi and 
Takatsuki，2008）．このことから，地下に発達した貯蔵
器官をもつ植物は，シカの採食の対象となる可能性があ
る．さらに，ゼンテイカのような大型の虫媒花をもつ植
物は，尾瀬ヶ原以外の湿原でも採食によって減少したこ
とが報告されている（長谷川，2008; 尾関・岸本，2009; 
島村ほか，2019）．以上のように，群落構成種の種特性は，
その群落の採食影響の受けやすさを評価するうえで重要
な要素であるといえる．
　本稿では，過去との比較のために取得した 2017 年か
ら 2019 年の植生調査資料について，群落構成種の種特
性（生活形，草本については地上部の生育型，花の形態，
地下部の形態）を類型化するとともに，各群落に含まれ
る絶滅のおそれがある種の数や，食痕の記録から，シカ
の採食圧に対する各群落の脆弱性を評価することを目的
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とした． 

2．調査地

　調査対象としたのは，宮脇・藤原（1970）で現存植生図
が作成された，尾瀬ヶ原の湿原植生が広がるほぼ全域（上
田代，中田代，下田代，山ノ鼻田代，背中アブリ田代，ヨシッ
ポリ田代，赤田代）である．尾瀬ヶ原の湿原植生でもっと
も大きな面積を占めるのはヌマガヤ Moliniopsis japonica
やホロムイスゲ Carex middendorffii が優占する中間湿原
である．湿原の中央部には池溏の周囲などを中心に，ミズ
ゴケ属 Sphagnum が優占する高層湿原が発達する．池溏
の中には，ヒツジグサ Nymphaea tetragona などの浮葉植
物群落がみられる．沢が流入する山脚部では，ヨシ
Phragmites australis が優占する低層湿原が広がっている．
また，湿原内を蛇行する細流沿いには，初夏にミズバショ
ウが目立つ流水辺の植物群落が発達する．さらに，河川沿
い の自 然 堤 防 上 には ハ ル ニレ Ulmus davidiana var. 
japonica，ヤチダモ Fraxinus mandshurica などからなる
河畔林が形成されている．湿原の周囲はノリウツギ
Hydrangea paniculata，ズミ Malus toringo などの林縁低
木林を介して，山地斜面のブナ Fagus crenata 林と接して
いる．

3．方法

3．1　評価対象とした群落
　宮脇・藤原（1970）では，尾瀬ヶ原からは 52 の群集・
群落が報告されているが，本研究では，浮葉植物群落，
高層湿原，中間湿原，低層湿原，林縁低木林，河畔林を
構成する群落のうち，代表的な 14 群落を選んで脆弱性
評価の対象とした（表 1）．2017 年から 2019 年にかけて
の夏季（7 月から 9 月）に尾瀬ヶ原全域を踏査し，297
地点で植生調査を行った．調査は植物社会学的な方法

（Braun-Blanquet，1964）によって行い，対象群落の典
型的な植分において，生育する植物種（コケ植物につい
てはミズゴケ属のみ）とその優占度を記録した．また，
調査区ごとに明らかな採食痕跡（以下，食痕）が確認さ
れた種を記録した．なお，食痕にはカモシカ（ニホンカ
モシカ Capricornis crispus）によるものも含まれている
可能性があるが，尾瀬ヶ原周辺で実施されたカメラト
ラップ調査で撮影された哺乳動物の約 90% がシカであ
り，カモシカは 1% 程度である（環境省関東地方環境事
務所，2019）ことから，食痕の大半はシカによるもので
あると判断した．
　本稿では，吉川ほか（2021）で使用した 267 資料に加
えて，池溏に成立する浮葉植物群落と，地表攪乱を受け
た場所に成立する低層湿原群落の 4 群落 30 資料を追加
して解析した．対象とした群落は以下のとおりである．
浮葉植物群落からホソバタマミクリ－オゼコウホネ群集

（Sparganio-Nupharetum ozeense Miyawaki et K. 

表 1：調査の対象とした群落表1: 調査の対象とした群落

略号 Community

浮葉植物群落

SN ホソバタマミクリ－オゼコウホネ群集　Sparganio-Nupharetum ozeense 6
Nt ヒツジグサ群落　Nymphaea tetragona  com. 8

高層湿原

MS ヌマガヤ－イボミズゴケ群集　Moliniopsio-Sphagnetum papillosi ass. 76
CS ヤチカワズスゲ－キダチミズゴケ群集　Carici omiana-Sphagnetum compacti ass. 23
SR ホロムイソウ－ミカヅキグサ群落　Scheuchzeria palustris -Rhynchospora alba  com. 21

中間湿原

CM ホロムイスゲ－ヌマガヤ群集　Carici-Moliniopsietum japonicae ass. 63
IM ミズギク－ヌマガヤ群集　Inulo-Moliniopsietum japonicae ass. 19

低層湿原

M ミツガシワ群落　Menyanthes trifoliata  com. 5
MC ミツガシワ－ヤチスゲ群落　Menyanthes trifoliata-Carex limosa com. 11
CC ホソバオゼヌマスゲ－クロバナロウゲ群集　Carici nemurensis-Comaretum palustris ass. 23
CL リュウキンカ－ミズバショウ群集　Caltho-Lysichietum camtschatcense ass. 7
AA ノダケ－ゴマナ群落　Angelica decursiva -Aster glehnii  var. hondoensis  com. 17

低木林・河畔林

HP ノリウツギ－ウワミズザクラ群落　Hydrangea paniculata -Padus grayana  com. 7
U ハルニレ群集　Ulmetum davidianae ass. 11

調査区数
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Fujiwara 1970）とヒツジグサ群落（Nymphaea tetragona 
com.）を選定した．高層湿原の植生からは，小凸地（ブ
ルト）上の群落であるヌマガヤ－イボミズゴケ群集

（Moliniopsio-Sphagnetum papillosi Tx., Miyawaki et K. 
Fujiwara 1970），平坦地にカーペット上に広がるヤチカ
ワ ズ ス ゲ － キ ダ チ ミ ズ ゴ ケ 群 集（Carici omiana-
Sphagnetum compacti Miyawaki, Itow et Okuda 1967），
小凹地（シュレンケ）の群落であるホロムイソウ－ミカ
ヅ キ グ サ 群 落（Scheuchzeria palustris-Rhynchospora 
alba com.）を選定した．中間湿原の植生からは，泥炭が
発達した立地の群落であるホロムイスゲ－ヌマガヤ群集

（Carici-Moliniopsietum japonicae Miyawaki, Itow et 
Okuda 1968），泥炭が未発達な立地の群落であるミズギ
ク － ヌ マ ガ ヤ 群 集（Inulo-Moliniopsietum japonicae 
Miyawaki et K. Fujiwara 1970）を選定した．低層湿原
の植生からは，浅い池溏や攪乱跡地に先駆的に成立する
ミツガシワ群落（Menyanthes trifoliata com.），連続的な
凹地（ケルミ）の滞水域に成立するミツガシワ－ヤチス
ゲ群落（Menyanthes trifoliate-Carex limosa com.），流れ
の緩やかな水際に発達するホソバオゼヌマスゲ－クロバ
ナロウゲ群集（Carici nemurensis-Comaretum palustris 
Miyawaki et K. Fujiwara 1970），小流路沿いに発達する
リュウキンカ－ミズバショウ群集（Caltho-Lysichietum 
camtschatcense Miyawaki et K. Fujiwara 1970），ヨシ
群落の辺縁部などに発達するノダケ－ゴマナ群落

（Angelica decursiva-Aster glehnii var. hondoensis com.）
の 5 群落を選定した．さらに，湿原中の凸状地や湿原周
囲の林縁にみられる低木林であるノリウツギ－ウワミズ
ザ ク ラ 群 落（Hydrangea paniculata-Padus grayana 
com.）と，湿原の周囲を流れる河川氾濫原に形成されて
いる高木林であるハルニレ群集（Ulmetum davidianae 
Suz.-Tok. 1954）も対象とした．
　なお，本稿における植物の学名は黒沢（2007），植生
単位の名称は宮脇・藤原（1970）にしたがった．

3．2　生活形組成の比較
　前述のように，シカによる採食影響は特定の種特性を
もつ植物に現れやすい．そこで，各群落の構成種を以下
の種特性ごとに分類し，種特性別の種数および優占度に
よる構成比を求めた．
　生活形（life form）：木本・草本の別と植物体サイズ
を基準に以下のように区分した．高木（高さ 8 m 以上），
低木（高さ 2-8 m），矮性低木（高さ 2 m 未満，ササ類
を含む），つる性木本，大型草本（高さ 1 m 以上），中
型草本（高さ 0.3-1 m），小型草本（高さ 0.3 m 未満），

つる性草本，浮葉・沈水植物，コケ植物（ミズゴケ属）．
このうち大型・中型・小型草本については，グラミノイ
ド（イネ科，カヤツリグサ科，イグサ科）とその他の広
葉草本を区別した．
　常緑／夏緑：常緑性のものと夏緑性のものを区分した．
　生育型（growth form）：草本植物について，地上部
の形態と植物体サイズを基準に，沼田（1978）に基づい
て以下のように区分した．直立型，分枝型，叢生型，ロ
ゼット型，一次／偽ロゼット型，匍匐型，つる型．さら
にそれぞれについて，グラミノイドと広葉草本を区別し
た．
　地下器官：浮葉・沈水植物を除く草本種については，「塊
茎・鱗茎・球茎をもつもの」，「肥厚する地下茎または根
をもつもの」，「肥厚しない地下茎をもつもの」に区分し
た．
　花：浮葉・沈水植物とシダ植物を除く草本種について
は，花のタイプを大型（直径か花冠の長さのいずれかが
3 cm 以上）の虫媒花，小型の虫媒花（直径か花冠の長
さのいずれも 3 cm 未満），その他に区分した．
　各群落において，これらの種特性別の種数を求めた．
また，量的な違いも加味するために，Braun-Blanquet

（1964）の優占度階級（+-5）で記録された優占度を，各
階級の被度の中央値（+：0.5%，1：5.5%，2：17.5%，3：
37.5%，4：62.5%，5：87.5％）に変換したうえで，各種
特性をもつ植物の優占度の割合を求めた．

3．3　絶滅のおそれがある植物の種数
　各群落に絶滅の危険性が高い種がどの程度含まれてい
るかを知るため，環境省の全国版レッドリスト（環境省
自然環境局野生生物課，2020），および尾瀬ヶ原が含ま
れる群馬県と福島県のレッドリスト（群馬県環境森林部
自然環境課 , 2012; 福島県生活環境部自然保護課，2020）
に記載されている種を抽出し，群落ごとの種数を調べた．
抽出の条件は，3 つのレッドリストのいずれかひとつ以
上に掲載されているものとし，「情報不足」に分類され
ているものも含めた．

3．4　食痕が認められた種数
　各植生タイプについて，種ごとに食痕の確認割合を算
出し，採食される頻度が高い種を抽出した．この際，湿
原植生においては調査区の 10% 以上に出現し，その
10% 以上で食痕が認められた種，調査区数が少ない低
木林・河畔林においては調査区の 20% 以上に出現し，
その 10% 以上に食痕が認められた種を採食頻度が高い
種とみなした．また，群落別に草本層と低木層に出現し
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表 2：尾瀬ヶ原の湿原植物群落の種組成
ローマ数字は常在度階級，下付きアラビア数字は優占度の範囲を示す．
+：<10%, I：10-20%, II：20-40%, III：40-60%, IV：60-80%, V：80%=<.
NS：ホソバタマミクリ－オゼコウホネ群集，Nt：ヒツジグサ群落，MS：ヌマガヤ－イボミズゴケ群集，CS：ヤチカワズスゲ
－キダチミズゴケ群集，SR：ホロムイソウ－ミカヅキグサ群落，CM: ホロムイスゲ－ヌマガヤ群集，IM：ミズギク－ヌマガヤ
群集，M：ミツガシワ群落，MC：ミツガシワ－ヤチスゲ群落，CC：ホソバオゼヌマスゲ－クロバナロウゲ群集，CL：リュウキ
ンカ－ミズバショウ群集．AA：ノダケ－ゴマナ群落，HP：ノリウツギ－ウワミズザクラ群落，U：ハルニレ群集

      植⽣タイプ
      群集・群落

オゼコウホネ Ⅴ 1-3 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

ホソバタマミクリ Ⅰ 4

ヒツジグサ ＋ + Ⅴ 3-4 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅱ +-1 ･ ･ ･ ･ ･ ･

サギスゲ ･ ･ Ⅲ +-3 Ⅲ +-2 Ⅱ +-1 Ⅳ +-2 ＋ + ･ Ⅲ +-2 ･ Ⅴ 1-2 Ⅱ +-1 Ⅰ 1 ･ ･ ･

モウセンゴケ ･ ･ Ⅳ +-2 ･ +-1 Ⅴ +-1 Ⅱ +-1 Ⅲ + Ⅲ + Ⅲ + ･ Ⅰ + Ⅱ +-1 ･ ･ ･ ･

ヤチカワズスゲ ･ ･ Ⅲ +-2 Ⅱ +-1 Ⅲ +-1 Ⅰ +-1 Ⅱ +-1 Ⅳ +-2 Ⅲ +-2 ･ Ⅳ +-2 Ⅱ +-1 Ⅰ 1 Ⅰ + ･ ･

ホロムイスゲ ･ ･ Ⅲ +-3 Ⅳ +-2 Ⅲ +-2 Ⅴ +-3 Ⅴ +-4 Ⅴ +-3 Ⅱ +-2 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

ワタスゲ ･ ･ Ⅳ +-4 Ⅲ +-3 Ⅳ +-2 ･ Ⅲ +-2 Ⅲ 1-2 Ⅲ 1-3 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

ミカヅキグサ ･ ･ Ⅴ +-3 Ⅴ +-3 Ⅴ +-3 Ⅴ 1-4 Ⅰ +-3 Ⅱ +-2 Ⅱ +-2 ･ Ⅰ + ･ ･ ･ ･ ･

ミヤマイヌノハナヒゲ ･ ･ Ⅱ +-2 Ⅲ +-2 Ⅳ +-3 Ⅳ +-3 Ⅱ +-3 ＋ + Ⅲ +-1 ･ ･ ＋ +-1 ･ ･ ･ ･

ホロムイソウ ･ ･ Ⅱ +-2 Ⅰ + Ⅰ + Ⅳ +-1 ･ ＋ + Ⅱ +-1 ･ Ⅰ +-1 ･ ･ ･ ･ ･

ツルコケモモ ･ ･ Ⅴ +-2 Ⅳ +-2 Ⅱ + ･ Ⅳ +-3 ＋ + ＋ + ･ Ⅰ +-2 Ⅱ +-2 ･ ･ ･ ･

ヒメシャクナゲ ･ ･ Ⅳ +-2 Ⅴ +-3 Ⅴ +-1 ＋ + Ⅱ +-1 ＋ + ＋ + ･ ･ ＋ + ･ ･ ･ ･

キンコウカ ･ ･ Ⅲ +-3 Ⅱ +-2 Ⅴ +-4 Ⅲ +-1 Ⅱ +-3 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

ヤチスギラン ･ ･ Ⅱ + Ⅱ + Ⅳ +-1 Ⅳ +-1 ＋ + ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

イボミズゴケ ･ ･ Ⅴ +-5 Ⅴ 4-5 Ⅰ +-2 Ⅱ +-3 Ⅰ +-3 ＋ + ･ ･ ･ ＋ 3 ･ ･ ･ ･

ムラサキミズゴケ ･ ･ Ⅲ +-5 Ⅰ 1-3 ･ ･ ＋ 4 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

ウスベニミズゴケ ･ ･ Ⅲ +-5 Ⅱ +-3 ＋ + ･ ＋ +-3 ･ ･ ･ ･ ＋ 1 ･ ･ Ⅲ 1-2 ･

キダチミズゴケ ･ ･ ＋ +-1 ＋ 1-2 Ⅴ +-5 ･ ＋ + ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

ナガバノモウセンゴケ ･ ･ ＋ + Ⅰ +-1 ･ Ⅴ 1-3 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

ハリミズゴケ ･ ･ ･ ＋ 1 ･ Ⅲ 1-5 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

コタヌキモ ･ ＋ 1 ･ ･ ＋ + Ⅲ +-2 ･ ･ ＋ + ･ ･ ＋ + ･ ･ ･ ･

コバギボウシ ･ ･ Ⅱ +-2 ･ Ⅰ + ･ Ⅲ +-2 ＋ + Ⅳ +-1 ･ Ⅲ +-1 Ⅱ +-1 Ⅰ + Ⅳ +-1 Ⅱ + ＋ +

イワショウブ ･ ･ Ⅲ +-1 ･ Ⅳ +-1 ＋ + Ⅱ +-1 ＋ + Ⅱ +-1 ･ ･ ＋ + ･ ･ ･ ･

ショウジョウバカマ ･ ･ Ⅱ + ･ Ⅲ + ･ Ⅳ + ＋ + Ⅰ + ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ + ･

ハイイヌツゲ ･ ･ Ⅱ +-1 ･ Ⅱ + ･ Ⅰ + ＋ + ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ + Ⅴ 1 Ⅲ +

ミツバオウレン ･ ･ Ⅱ +-1 ･ ＋ + ･ Ⅱ +-1 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ 2 ･

マンネンスギ ･ ･ Ⅲ +-1 ･ Ⅱ + ･ Ⅰ + ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

タテヤマリンドウ ･ ･ Ⅱ + ･ Ⅲ + ･ Ⅰ + ＋ + ＋ + ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

トキソウ ･ ･ Ⅱ +-1 ＋ + Ⅰ + Ⅰ +-1 Ⅲ +-1 Ⅴ +-1 Ⅲ +-1 ･ ＋ + ＋ + ･ ･ ･ ･

ヤチヤナギ ･ ･ ＋ +-1 ＋ 2 Ⅰ 1-2 ＋ + Ⅱ +-2 Ⅴ +-3 Ⅲ +-3 ･ ＋ + ･ ･ ･ ･ ･

アオモリミズゴケ ･ ･ Ⅰ +-2 ＋ + ＋ 1 ＋ 2 Ⅲ +-4 Ⅱ +-1 Ⅲ +-2 ･ Ⅰ 1-5 ＋ + Ⅰ 1 ･ ･ ･

オオミズゴケ ･ ･ ＋ 4 ･ ＋ + ･ Ⅱ +-2 Ⅱ + Ⅱ +-1 ･ ･ ･ ･ ･ Ⅱ +-3 ･

コツマトリソウ ･ ･ Ⅰ + ･ ･ ･ Ⅲ +-1 Ⅰ + Ⅱ + ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

ミタケスゲ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ +-2 Ⅲ +-1 Ⅲ +-1 ･ Ⅲ +-2 ＋ 1-2 Ⅰ + ･ ･ ･

ミズギク ･ ･ ＋ + ･ ･ ･ Ⅱ +-2 Ⅰ + Ⅳ +-3 ･ Ⅱ + Ⅱ +-1 ･ Ⅱ + ･ ･

ミツガシワ ･ Ⅱ 2-3 ＋ 1 Ⅰ +-1 ＋ + Ⅱ +-2 ･ ･ ･ Ⅴ 2-4 Ⅴ 1-5 Ⅱ +-5 ･ ･ ･ ･

ヌマガヤ ･ ･ Ⅴ +-4 Ⅴ +-3 Ⅴ 1-3 Ⅰ +-1 Ⅴ 2-5 Ⅴ 3-5 Ⅴ 2-5 ･ Ⅳ +-2 Ⅲ +-2 Ⅰ + ＋ + Ⅴ +-2 ･

ワレモコウ ･ ･ Ⅰ +-1 ＋ + Ⅰ + ＋ + Ⅴ +-2 Ⅴ +-2 Ⅴ +-2 ･ Ⅳ +-2 Ⅴ +-3 Ⅳ +-1 Ⅳ +-1 Ⅰ + ･

ヤチスゲ ･ ･ ＋ 1 Ⅱ + ＋ 1 Ⅱ +-1 ･ ＋ + Ⅱ 1-3 ･ Ⅴ +-4 Ⅳ +-3 Ⅱ +-2 ･ ･ ･

カキツバタ ･ ･ ＋ +-1 Ⅰ 1-2 ＋ 1-2 ＋ +-2 Ⅰ 1-3 Ⅱ +-3 Ⅲ +-3 Ⅰ 2 Ⅲ +-2 Ⅱ +-2 Ⅰ 3 ･ ･ ･

ミズドクサ ･ ･ ＋ +-1 ･ ･ ＋ + ＋ +-1 ･ Ⅰ + ･ ･ Ⅱ +-3 Ⅰ + Ⅰ +-1 ･ ･

ヨシ ･ ･ ＋ + ･ ･ ･ ＋ +-1 ＋ + Ⅱ +-2 ･ Ⅰ + Ⅲ +-4 Ⅱ +-1 Ⅴ +-4 ･ Ⅲ +-1

ミズバショウ ･ ･ ＋ + ･ ･ ･ ＋ + ･ Ⅱ +-2 ･ Ⅳ +-1 Ⅲ +-3 Ⅴ 3-4 Ⅴ +-3 Ⅰ 1 Ⅴ +-2

リュウキンカ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + ･ + + Ⅳ +-1 Ⅴ 1-2 Ⅱ +-1 ･ Ⅰ +

ツボスミレ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ +-3 ･ + + Ⅰ +-3 Ⅱ + Ⅳ +-2 Ⅰ 1 Ⅴ +-2

オオバセンキュウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ + ･ ･ Ⅰ 1-2 Ⅱ + Ⅲ + ･ Ⅱ +-1

オオバタチツボスミレ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅱ +-1 ･ + + ＋ + Ⅱ +-1 Ⅱ +-1 ･ Ⅰ +

ゴウソ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + ･ Ⅰ + ･ Ⅰ + ＋ + Ⅰ +-1 Ⅲ +2 Ⅰ + ･

ヤナギトラノオ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ + ･ Ⅲ +-1 Ⅳ +-1 Ⅱ + Ⅰ + ･ ･

CS SR CM IM CC
低層湿原 低⽊林 河畔林

M MCSN Nt
浮葉植物群落 ⾼層湿原 中間湿原

CL AA HP UMS
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ヒメシロネ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + ･ ＋ + ･ ･ ･ Ⅱ +-2 Ⅰ 2 Ⅰ 1-2 ･ Ⅲ +

ミゾソバ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + Ⅱ + Ⅲ +-1 Ⅰ + Ⅲ +-1

ドクゼリ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅱ +-1 Ⅲ +-1 Ⅰ + ･ ･

サワギキョウ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ +-1 ＋ + ＋ + ･ ･ Ⅰ +-3 Ⅲ +-3 Ⅲ +-1 ･ ･ ･

オゼヌマアザミ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + ･ ･ Ⅱ +-1 Ⅰ + Ⅳ +-3 Ⅰ + ･

ホソバノヨツバムグラ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ + + Ⅲ +-1 Ⅱ + Ⅰ + ･ ･

ウメバチソウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + ･ Ⅱ +-1 ･ ･ Ⅱ +-1 Ⅱ +-1 Ⅰ + ･ ･

ヒメシダ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ +-1 ･ Ⅰ 2-3 ･ ･ Ⅲ +-3 Ⅰ + Ⅱ +-1 ･ ･

イワアカバナ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅱ + Ⅱ +-1 Ⅰ + ･ ･

オオカサスゲ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + Ⅲ 1-2 Ⅲ +-1 ･ ･

オランダガラシ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ 1-2 ＋ 1 ･ ･

ヒメカワズスゲ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ + 3 ＋ 1 Ⅱ +-2 ･ ･ ･

クロバナロウゲ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ + 1 Ⅳ +-4 ･ ･ ･ ･

ヒロハオゼヌマスゲ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ +-3 ･ ･ ･ ･

ミズオトギリ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ + 2 Ⅱ +-1 ･ ･ ･ ･

ホソバオゼヌマスゲ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ +-2 ･ ･ ･ ･

ヤマドリゼンマイ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + ･ ･ ･ ･ Ⅱ +-2 Ⅴ 1-4 Ⅱ +

ゴマナ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅴ +-4 ･ Ⅰ +

ミヤマアキノキリンソウ ･ ･ ＋ + ･ ･ ･ Ⅱ + ＋ + Ⅰ + ･ ･ ＋ + ･ Ⅴ +-1 Ⅰ + ＋ +

ノダケ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ 1 ･ Ⅳ +-2 ･ Ⅰ +

タカネスイバ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅳ + ･ ･

オトギリソウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ + ･ ･

コハリスゲ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ 1-4 ･ ･

トモエソウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + ･ Ⅲ +-1 ･ ＋ +

キジムシロ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅱ +-1 ･ ･

タムラソウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅱ +-3 ･ ＋ +

ノアザミ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅱ +-1 ･ ･

ナツトウダイ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ +-2 ＋ + Ⅱ 1-3 ･ ･ ＋ + ･ Ⅳ +-1 ･ Ⅴ +-2

カラマツソウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ + ･ ･ Ⅰ +-1 ･ Ⅴ +-1 Ⅰ + Ⅲ +

クガイソウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ +-1 ･ Ⅱ +

オニシモツケ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ +-3 ･ Ⅴ +

サンリンソウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ +-1 ･ Ⅴ +-2

ヤマハナワラビ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + ･ ･ ･ ･ Ⅲ + ･ Ⅳ +

ギョウジャニンニク ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅱ +-1 ･ Ⅴ +-2

オクトリカブト ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅳ +-1 Ⅰ + Ⅴ +-1

サラシナショウマ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅱ + ･ Ⅴ +-1

シシウド ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ + Ⅲ +-1 ･ Ⅲ +-1

ミヤマメシダ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅱ +-1 ･ Ⅲ +-1

トボシガラ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅱ +-1 ･ Ⅲ +

ヤマカモジグサ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅱ +-2 ･ Ⅳ +-1

ヤマイヌワラビ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅱ +-1 ･ Ⅱ +

ズミ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅴ +-1 Ⅱ +-1

マイヅルソウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅳ +-2 Ⅱ +

チマキザサ ･ ･ ＋ 1 ＋ + Ⅰ + ･ ＋ +-3 ＋ + ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ 1-3 Ⅱ 2-4

ノリウツギ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅴ +-2 ＋ 1

ウワミズザクラ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅴ +-3 ･

レンゲツツジ ･ ･ ＋ +-1 ･ ･ ･ Ⅲ +-2 ･ ＋ + ･ ･ ･ ･ Ⅰ + Ⅴ +-1 ･

イワハリガネワラビ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ +-1 ･

オオバスノキ ･ ･ ＋ + ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ +-1 ･

ヒメスゲ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ +-3 ･

ヤマウルシ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ + ･

イ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ +-1 Ⅰ 1 ･ Ⅲ +-2 ･

ナナカマド ･ ･ ＋ + ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ +-2 ･

ニッコウシダ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ +-1 ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ 2 Ⅲ +-1 ･

オオタチツボスミレ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅴ +-2

ケナシヤブデマリ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅴ +-3

シオデ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅴ +

ズダヤクシュ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅴ +

ダケカンバ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅴ 1-2

ナンブアザミ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅴ +-1

ノッポロガンクビソウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅴ +-1

ハルニレ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅴ 3-4
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た植物のうち，シカの採食対象となりやすい種（グライ
ミノイドを除く中・大型草本，矮性低木，低木）の積算
優占度を算出し，食痕を確認した種数との関係を調べた．

4．結果

4．1　群落の脆弱性

4．1．1　群落別の生活形構成
　各群落の種組成を表 2 に，出現種の優占度から算出し
た生活形別の構成比を図 1 に示す．表 3 には，その他の
種特性（常緑／夏緑，草本種の生育型，花，地下器官）
も含めた類型別の出現種数を示した．

　浮葉植物群落は，オゼコウホネまたはヒツジグサの純
群落に近い場合が多いため，ほとんど浮葉・沈水植物で
占められていた．高層湿原の群落では中型草本が約 40
～ 60％を占めるが，その多くはグラミノイドであった．
ヌマガヤ－イボミズゴケ群集ではコケ植物が 50% 以上
となる一方，ホロムイソウ－ミカヅキグサ群落では小型
草本が中型草本と同程度の割合を占めていた．中間湿原
のホロムイスゲ－ヌマガヤ群集，ミズギク－ヌマガヤ群
集では，ともに中型草本が 80% 以上を占め，やはりそ
の多くはグラミノイドであった．低層湿原の群落では，
ノダケ－ゴマナ群落を除いて，中型草本が 90% 以上を
占めていた．そのうちグラミノイドが占める割合は，高
層湿原や中間湿原と比べると低く，とくにミツガシワ群

ミヤマカタバミ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + ･ Ⅴ +-1

ユモトマユミ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅴ +

テンナンショウspp. ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + ･ Ⅴ +

ミヤマイボタ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + ･ Ⅴ +-3

ミヤマカンスゲ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ +-2 ･ Ⅴ +-2

ミヤマタムラソウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ + ･ Ⅴ +-2

ミヤマトウバナ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + ･ Ⅴ +-1

アケボノソウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ + ･ Ⅳ +

オシダ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅳ +-1

ウワバミソウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅳ +-2

クロウメモドキ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅳ +-3

ケイタドリ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅳ +

ジャコウソウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅳ +-2

ツルアジサイ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅳ +-1

ミヤマベニシダ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅳ +-2

ヨブスマソウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅳ +-1

オオアマドコロ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ + ･ Ⅳ +-1

カラフトダイコンソウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ + ･ Ⅳ +

ヤチダモ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + ･ ･ ･ Ⅳ +-2

シナノキ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅳ 1-2

アズキナシ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ +-2

イブキヌカボ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ +

ウチワドコロ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ +

ウマノミツバ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ +-1

オオメシダ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ +

ダイコンソウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ +-1

ヒメシラスゲ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ +-1

フッキソウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ +-1

ミヤマエンレイソウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ +

ツルマサキ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ +-1

ユキザサ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ 1 ･ Ⅲ +

ハンゴンソウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ 1 ･ Ⅲ +-2

カンボク ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + ･ Ⅲ +

オオウバユリ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + ･ Ⅲ +

アブラガヤ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + ＋ + Ⅱ +-1 ･ ＋ 1 Ⅱ +-3 Ⅳ +-1 Ⅴ +-4 Ⅲ +-1 ＋ +

コバイケイソウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ 1 ･ ＋ + ･ ＋ + ＋ + Ⅰ +-3 Ⅱ +-1 ･ ･

コバノトンボソウ ･ ･ ＋ + ･ ＋ + ＋ + ＋ + ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ + ･ ･

エゾリンドウ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + ･ Ⅱ + ･ ･ ＋ + ･ Ⅰ + Ⅰ + ･

オニナルコスゲ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅱ 2-4 ･ Ⅱ +-4 ･ Ⅱ +-1

ハクサンタイゲキ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ + ＋ + ･ ･ ＋ + ･ Ⅱ 1-2 ･ ･

エゾシロネ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ + Ⅰ + Ⅰ 1 ＋ +

以下略
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落とリュウキンカ－ミズバショウ群集では，ほとんどが
広葉型の中型草本であった．群落高が 1.5 ～ 2 m と高い
ノダケ－ゴマナ群落では，他の低層湿原群落と異なり大
型草本が約 60% を占めていた．低木林のノリウツギ－
ウワミズザクラ群落と河畔林のハルニレ群集（低木層以
下）では，シカの採食対象となりやすい低木，矮性低木，
大型草本，中型草本が 60% 程度を占め，そのうちグラ
ミノイドは 10% 未満であった．
　以上のように，各群落の生活形別の構成比は，それぞ
れの群落高を反映して異なっていたが，シカの採食対象
となりやすい非グラミノイドの中・大型草本や低木の割
合は，低層湿原および低木林・河畔林の群落で高いこと
が明らかになった．これらの群落は，シカにとって餌資
源となりうる植物が豊富な群落であるといえる．
　地下器官型では，浮葉植物群落を除くと塊茎・鱗茎・
球茎，または肥厚する地下茎をもつ種の割合は，30 ～
35% の範囲にあったが，ミツガシワ群落だけはミツガ
シワ以外の種が少ないこともあり，75%（4 種のうち 3 種）
が塊茎・鱗茎・球茎，または肥厚する地下茎をもつ種で
あった．花の形態においても，3 cm 以上の虫媒花をも

つ種の割合は多くの群落で 10% 前後であったのに対し，
ミツガシワ群落では 67%（3 種のうち 2 種）であった（表
3）．このため，ミツガシワがほとんどを占めるミツガシ
ワ群落は，シカが効率的に採餌できる植物群落であると
いえる．

4．1．2　群落別の絶滅危惧種数
　表 4 に調査対象群落に出現したレッドリスト掲載種を
示す．調査した 14 群落に出現した絶滅の恐れがある種
は 32 種であった．ヒツジグサ群落を除くすべての群落
に絶滅の恐れがある種が出現し，その種数はホソバオゼ
ヌマスゲ－クロバナロウゲ群集で 12 種と最も多かった．
次いでハルニレ群集で11種，ノダケ－ゴマナ群落で9種，
ミズギク－ヌマガヤ群集で 8 種が記録された．
　これらの種には，ホロムイスゲ，トキソウ Pogonia 
japonica，カキツバタ Iris laevigata，ヤナギトラノオ
Lysimachia thyrsiflora のように 5 群落以上にまたがっ
て出現し，尾瀬ヶ原においては個体数が多いものも含ま
れていた．一方で，特定の群落にしか出現しないものも
あり，ホソバオゼヌマスゲ－クロバナロウゲ群集では 5

図 1：各群落の生活形別の構成比．生活形区分ごとの積算優占度の割合で示す．大型草本，中型草本，小型草本の G はグラミノ
イド．
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環境省 福島県 群馬県 SN Nt MS CS SR CM IM M MC CC CL AA HP U

オゼコウホネ VU VU VU Ⅴ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

ホロムイスゲ NT ･ ･ Ⅲ Ⅲ Ⅴ Ⅴ Ⅱ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

トキソウ NT NT VU ･ ･ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅲ ･ Ⅰ ＋ ･ ･ ･ ･

イヌノヒゲ NT DD ･ ･ ＋ ･ Ⅱ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

ナガバノモウセンゴケ VU VU VU ･ ･ ＋ ･ Ⅴ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

カキツバタ NT NT NT ･ ･ ＋ ･ ･ Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅰ ･ ･ ･

ヤチヤナギ NT ･ ･ ＋ Ⅰ ･ Ⅲ Ⅲ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

オオニガナ NT VU ･ ･ ･ ･ ･ ＋ ･ ･ ･ Ⅰ ･ Ⅰ ･ ･

サワラン NT ･ ･ ･ ･ ･ ＋ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

カキラン VU ･ ･ ･ ･ ･ ＋ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

オオバタチツボスミレ NT NT VU ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅱ ･ + ＋ Ⅱ Ⅱ ･ Ⅰ

ヤナギトラノオ NT ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ ･ Ⅲ Ⅳ Ⅱ Ⅰ ･ ･

オゼヌマアザミ VU VU NT ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ ･ ･ Ⅱ Ⅰ Ⅳ Ⅰ ･

ミズチドリ NT ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

クロバナロウゲ VU ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ + Ⅳ ･ ･ ･ ･

ヒロハオゼヌマスゲ NT EN NT ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ ･ ･ ･ ･

ホソバオゼヌマスゲ NT VU VU ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ ･ ･ ･ ･

クロイヌノヒゲ NT DD NT ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ ･ ･ ･ ･

ヤチラン EN EN CR ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ ･ ･ ･ ･

チョウジギク NT ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ ･ ･ ･ ･

タカネスイバ NT ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅳ ･ ･

サンリンソウ VU ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅲ ･ Ⅴ

シロバナカモメヅル VU ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅱ ･ Ⅰ

カラフトダイコンソウ EN ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ ･ Ⅳ

ミズトンボ VU NT VU ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋ ･ ･

クルマバツクバネソウ NT ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅱ

クロツバラ DD ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ Ⅰ

クロクモソウ VU ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋

クロビイタヤ VU VU ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋

コケイラン VU VU ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋

ジョウシュウトリカブト VU ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋

ヤマクワガタ NT ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ＋

種数 1 0 6 3 4 7 8 1 5 12 4 9 1 11

森林低層湿原レッドリスト 浮葉 高層湿原 中間湿原

表 4：各群落に出現する絶滅のおそれがある植物種
環境省，福島県，群馬県のレッドリストのいずれかに掲載されている種を示す．群集・群落の略号は表 1 参照．
EN：絶滅危惧Ⅰ A 類，CR：絶滅危惧Ⅰ B 類，VU：絶滅危惧Ⅱ類，NT：準絶滅危惧，DD：情報不足．群落名の略号は表 1 参照．
ローマ数字は常在度階級．+：<10%, I：10-20%, II：20-40%, III：40-60%, IV：60-80%, V：80%=<

図 2：植物種の出現調査区数と食痕が確認された調査区数．直線は，出現調査区数：食痕確認区数 =10:1 の線で，直線より上の
記号は出現地点の 10% 以上で採食されていたことを示す．
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種，ハルニレ群集では 7 種が，その群落にしか出現しな
い種であった． 

4．2　食痕と種特性

4．2．1　採食頻度が高い植物
　図 2 は，植生タイプごとの全出現種について，出現調
査区数と食痕が確認された調査区数を生活形別に示した
ものである．食痕が出現スタンドの 10% 以上でみられ
た植物は，中間湿原，低層湿原，低木林，河畔林で多かっ

た．生活形に着目すると，食痕が 10% を超える植物は，
中間湿原では中型草本，低層湿原では大型草本と中型草
本，低木林と河畔林では高木の実生稚樹，低木，矮性低
木，大型草本，中型草本に多くみられた．このように，
シカが採食しやすいサイズの生活形をもつ植物が，実際
に高い頻度で採食されていることが明らかになった．
　図 3 に各植生タイプにおいて，シカの採食痕跡が多く
確認された植物を示す．また，生活形および草本の生育
型ごとにみた採食痕跡確認種数は表 5 に示した．中間湿
原で出現調査区の 10% 以上に採食痕跡がみられた植物

図 3：食痕の確認頻度が高かった植物．中間湿原（n=82），低層湿原（n=63）では調査区数の 10% 以上，低木林（n=7），
河畔林（n=15）では調査区数の 20% 以上に出現し，その 10% 以上で食痕が確認された種を示す．高層湿原では 10% 以上
で食痕が確認された種はなかった．
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は 8 種あった．もっとも割合が高かったのは低木のウラ
ジロヨウラク Menziesia pentandra であったが，その他
は非グラミノイドの中・大型草本であった．コバギボウ
シ Hosta sieboldii var. sieboldii f. spathulata，カキツバ
タ，エゾリンドウ Gentiana triflora var. japonica，イワ
ショウブ Tofieldia glutinosa subsp. japonica といった，
花期に群落の相観を特徴づける種に食痕が確認され，い
ずれも花茎が食べられていることが多かった．
　低層湿原で 10% 以上に食痕が確認された種は 17 種
あったが，オニナルコスゲ Carex vesicaria を除く 16 種
が非グラミノイドの中型草本または大型草本であった．
とくにクガイソウ Veronicastrum japonicum，ノダケ，
ミズドクサ Equisetum fluviatile，サワギキョウ Lobelia 
sessilifolia などの採食率が高く，有毒植物のドクゼリ
Cicuta virosa でも 40％で食痕がみられた．
　低木林（ノリウツギ－ウワミズザクラ群落）では， 
10% 以上で食痕が確認された種が 11 種あり，そのうち
9 種は高木または低木であった．とくに群落の優占種で
あるノリウツギとウワミズザクラはすべてのスタンドで
食痕が認められ，枯死している個体も多かった．下層に
生育するオオバスノキ Vaccinium smallii var. smallii，
レンゲツツジ Rhododendron molle subsp. japonicum，
ズミなども採食されており，被害が著しいスタンドが目
立った．
　河畔林（ハルニレ群集）では，非グラミノイドの中・
大型草本を主とする 15 種で 10% 以上の食痕がみられた．
とくにジャコウソウ Chelonopsis moschata，ミヤマベニ
シ ダ Dryopteris goldiana subsp. monticola， サ ラ シ ナ
ショウマ Cimicifuga simplex は嗜好性が高く，80% 以

上で食痕が認められた．
　高層湿原では，10% 以上に食痕がみられた植物はな
かった．

4．2．2　各群落のシカによる利用度と餌資源量
　各群落の草本層と低木層に生育する植物のうち，採食
対象となりやすい中・大型草本のうちグラミノイドを除
いたもの，矮性低木，低木の総量（積算優占度）と，食
痕を確認した種数の関係を図 4 に示す．積算優占度をシ
カにとっての餌資源の量，食痕を確認した種数をシカに
とっての利用度とみなすと，餌資源量が多い群落ほど利
用度が高いことがわかる．全体として河畔林，低木林，
低層湿原，中間・高層湿原，浮葉植物群落の順で餌資源
量が大きく，それにともなって利用度も上昇していた．
餌資源量が同程度の中間湿原と高層湿原では，中間湿原
のほうが利用度が高かった．とくに，餌資源の量自体も
多い河畔林のハルニレ群集は，利用される植物の種数が

図 4：草本層・低木層の出現種の積算優占度（グラミノイド，
沈水・浮葉植物を除く）と食痕を確認した種数．群落の略号
は表 1 参照．

出現種数 採⾷種数 (%) 出現種数 採⾷種数 (%) 出現種数 採⾷種数 (%) 出現種数 採⾷種数 (%) 出現種数 採⾷種数 (%)
⽣活形

⾼⽊（8m<） 2 0 0.0 1 0 0.0 2 1 50.0 3 3 100.0 19 9 47.4
低⽊（2-8m） 0 0 - 0 0 - 1 1 100.0 5 5 100.0 10 5 50.0
矮性低⽊（<2m） 11 1 9.1 11 2 18.2 5 1 20.0 7 6 85.7 3 1 33.3
つる性⽊本 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 4 0 -
⼤型草本（1m<） 1 0 0.0 9 2 22.2 34 20 58.8 7 1 14.3 34 18 52.9
中型草本（0.3-1m） 26 4 15.4 39 12 30.8 87 17 19.5 14 3 21.4 73 22 30.1
⼩型草本（<0.3m） 15 1 6.7 18 1 5.6 26 1 3.8 9 0 0.0 30 5 16.7
つる性草本 0 0 - 0 0 - 3 0 0.0 1 0 0.0 10 3 30.0
その他 1 0 0.0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
計 56 6 10.7 78 17 21.8 158 41 25.9 46 18 39.1 0 183 63 34.4

草本⽣育型
直⽴型 19 3 15.8 32 9 28.1 70 20 28.6 9 1 11.1 70 28 40.0
直⽴型（グラミノイド） 6 0 0.0 5 0 0.0 11 2 18.2 0 0 - 2 0 0.0
分枝型 0 0 - 1 0 0.0 2 0 0.0 0 0 - 0 0 -
⼀次/偽ロゼット型 2 0 0.0 7 0 0.0 18 7 38.9 4 0 0.0 19 6 31.6
ロゼット型 10 3 30.0 10 4 40.0 15 6 40.0 10 3 30.0 30 8 26.7
叢⽣型 0 0 - 1 0 0.0 0 0 - 0 0 - 0 0 -
叢⽣型（グラミノイド） 4 0 0.0 9 2 22.2 25 3 12.0 6 0 0.0 10 2 20.0
匍匐型 1 0 0.0 1 0 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 4 1 25.0
つる型 0 0 - 0 0 - 5 0 0.0 1 0 0.0 12 3 25.0
その他 0 0 - 1 0 0.0 2 0 0.0 0 0 - 0 0 -
計 42 6 14.3 67 15 22.4 150 38 25.3 31 4 12.9 147 48 32.7

⾼層湿原 中間湿原 低層湿原 低⽊林 河畔林

表 5：各植生タイプの生活形・生育型別にみた食痕認種数．低木層以下に出現した種について示す．
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突出して多かった．また，湿原植生の中でも，低層湿原
のノダケ－ゴマナ群落は，低木林のノリウツギ－ウワミ
ズザクラ群落と同等以上の餌資源量と利用度があること
がわかった．

5．考察

　尾瀬ヶ原においては，低層湿原の植物群落でシカの採
食影響を受けやすい中型から大型の広葉草本が高い割合
を占めていた．また，低木林や河畔林では，これに加え
て低木または矮性低木も多く生育していた．そして，食
痕が高頻度で確認された植物は，これらの生活形をもつ
ものに多かった．低層湿原や低木林・河畔林の群落では，
約 50 年前の 1960 年代の調査資料と比較して種組成の差
異が大きいことが明らかになっている（吉川ほか，
2021）が，この種組成の差異はシカの採食影響によると
ころが大きいことが裏づけられた．さらに低層湿原や低
木林・河畔林の群落では，採食対象となりやすい生活形
をもつ植物の積算優占度も高いことから，シカの餌資源
が量・質ともに豊富であり，採食影響を受けやすく，脆
弱性が高いと考えられた．また，採食影響を受けやすい
群落は，絶滅のおそれがある種を多く含む群落とも重複
していた．
　シカの影響に対する植物種の脆弱性を評価するにあ
たっては，シカの高密度化にともなう減少の程度といっ
た時間軸によるアプローチと，影響を受けやすい種がど
のような場所に偏在しているかという空間軸によるアプ
ローチが考えられる（大橋ほか，2014）．本研究では，
生活形などの種特性からみてシカの採食影響を受けるリ
スクが高いと考えられる種が，どの群落に偏在している
かを調べるとともに，実際に特定の生活形をもつ植物が
高頻度で採食されていることを食痕の調査から確かめる
ことができた．さらに，採食影響を受けやすい種特性の
植物を多く含む群落は，約 50 年前と比較して種組成の
違いが大きかった群落（吉川ほか，2021）とよく一致し
ていた．これらのことから，尾瀬ヶ原における群落レベ
ルでの脆弱性が，空間軸・時間軸双方のアプローチから
矛盾なく評価できたといえる．
　今回の脆弱性評価の結果から，尾瀬ヶ原において採食
に対する保全対策の優先順位が高いのは，低層湿原およ
び低木林・河畔林の群落であるといえる．低層湿原で食
痕が多く確認された植物の一部（ノダケ，ドクゼリ，サ
ワギキョウ，ミツガシワ，クロバナロウゲ）は，1960
年代と比べて明らかに常在度が低下した種であった（吉
川ほか，2021）．また，ホソバオゼヌマスゲ－クロバナ

ロウゲ群集におけるクロバナロウゲ，リュウキンカ－ミ
ズバショウ群集におけるミズバショウとリュウキンカ，
ノダケ－ゴマナ群落におけるノダケ，オニシモツケ，ク
ガイソウなど，各群落を特徴づける植物が好んで採食さ
れていた．吉川ほか（2021）では，低層湿原の群落にお
いて 1960 年代と比べて群落間の種組成の類似度が大き
くなった（種組成の差異が小さくなった）ことが示され
たが，これには上記のような各群落を特徴づける植物が
選択的に採食されることが影響していると考えられた．
Ohashi and Hoshino（2014）は，シカによる攪乱の増加
が特定のハビタットに生育する植物の減少を招くこと
で，群落間の組成的な均質化が起こりうることを指摘し
たが，尾瀬ヶ原の湿原植生においても，特定の群落を特
徴づける種の減少をともなって均質化が進んでいるとい
える．
　低木林のノリウツギ－ウワミズザクラ群落において
は，ウワミズザクラ，ノリウツギなど主要な構成種が大
きな採食圧を受けており，枯死しているものも観察され
た．1960 年代には草本層に生育していた広葉草本はほ
とんど消失しており，群落そのものが消失する恐れがあ
る．この群落は，湿原周囲の林縁の他，湿原内の微高地
や段差になった部分の肩部にパッチ状に分布している．
湿原内を移動するシカの隠れ場所になるため，滞在時間
も長く，採食の影響が強く表れることが考えられる．
　河畔林のハルニレ群集は，低木層が発達し，林床にも
大型の広葉草本が多く生育することから，シカの餌資源
が豊富な群落である．中型から大型の広葉草本に食痕が
多く，尾瀬ヶ原においてシカの主要な採餌場所となって
いると考えられる．竜宮小屋付近などでは，低木層以下
が減少して明らかなディアラインが形成されている場所
もみられた．ハルニレ群集は，尾瀬ヶ原の北側を流れる
ヨッピ川沿いや，中田代と下田代の間を流れる沼尻川沿
いに発達しているが，こうした線状の森林はシカの移動
経路として利用されていると考えられるため，今後も影
響の深刻化が懸念される．
　中間湿原の群落では，上述の低層湿原や低木林・河畔
林に比べると採食を受けやすい種特性をもつ植物の割合
は少ない．しかし，とくにミズギク－ヌマガヤ群集にお
いて，カキツバタ，コバギボウシ，ミズギクなど花期に
群落の相観を特徴づける種に食痕が確認された．また，
今回の調査資料での常在度は低かったが，ゼンテイカも
中間湿原が生育環境の中心である．ゼンテイカは長野県
の霧ヶ峰（尾関・岸本，2009）や北海道の雨竜沼湿原（島
村ほか，2019）でも高頻度で花茎が採食されることが報
告されており，尾瀬ヶ原でも開花個体の減少が著しいこ
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とから中田代で保護柵の設置が実施されている．このよ
うに大型の花をもつ草本は採食されやすい傾向があるた
め，それらを多く含む中間湿原も低層湿原に準ずる保全
対策が必要であると考えられる．
　シカの採食影響は植物の地下部にも及ぶことがある

（内藤・木村，1998;Igarashi and Takatsuki，2008）が，
地下器官の特性については，構成種数が少ない群落を除
いて，群落間に大きな違いがなかった．明らかに地下器
官が採食されているのはミツガシワのみであり，ミツガ
シワ群落の攪乱は，ミツガシワに対する高い嗜好性によ
るところが大きいと考えられた．しかし，ミツガシワの
採食を目的とした掘り起こしは，他の植物にも大きな影
響を与えるため，ミツガシワを含む低層湿原の群落は，
地表攪乱を受けやすい点でも脆弱性が高いと考えられ
る．
　尾瀬ヶ原の湿原植生の保全対策は，以上のような群落
の脆弱性の違いとシカの行動様式を考慮して計画される
ことが求められる．シカが餌場としてよく利用し，脆弱
性も高いのは湿原周縁部や河川沿いに発達する低層湿原
や河畔林であるので，こうした場所へ優先的に防鹿柵を
設置することが望ましい．湿原の中心部に発達する高層
湿原の群落は，採食影響に対する脆弱性は高くないが，
踏圧で破壊された場合には復元が極めて難しくなる．餌
資源が豊富な低層湿原や低木林を防鹿柵で囲んで，餌場
として利用できなくすることは，これらへの移動経路に
ある高層湿原の群落への踏圧を軽減することで，間接的
に高層湿原の保全にもつながると考えられる．
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尾瀬ヶ原中田代竜宮地区における 
シカの湿原植生摂餌，撹乱場所とその変遷

谷本　丈夫 1）

2021 年 9 月 21 日受付，2022 年 1 月 15 日受理

　尾瀬ヶ原では 1995 年以降，ニホンジカによるミツガシワ群落の摂餌，地下茎掘り上げによる撹乱
が年毎に激しくなっている．本報告では，尾瀬ヶ原中田代竜宮地区の湿原植生へのシカの撹乱の広が
りと移動について時系列的に記録し，シカとの共存における湿原植生保全の問題点を論議した．
　竜宮においては，ミツガシワは湿原に流れ込む河川の氾濫原に生育，群落を形成しており，撹乱初
期には，遮蔽物のある見通しの悪い場所が撹乱地となっていた．近年では木道の周辺や周囲に逃げ場
の無い尾瀬ヶ原の中心部に撹乱場所が移動している．ミツガシワは，シカの嗜好性が高く，湿原構成
植物として貴重種の一つである．これらシカによるミツガシワ等湿原植生の摂餌撹乱形態経過と過去
のシカ生息記録から，尾瀬ヶ原におけるミツガシワ群落の維持と再生過程の検討を行い，撹乱地にお
ける植生復活には，シカの生息との関連で共存における湿原植生再生について長期にわたる広範な情
報蓄積が必要であることを指摘した．

Foraging and disturbance of mire vegetation by shika deer  
and resulting mire evolution at Nakatashiro-Ryugu area of Ozegahara.

Takeo Tanimoto1

In Ozegahara, the mire disturbance caused by feeding and digging of Menyanthes trifoliata by Japanese 
deer （Cervus nippon ） feeding and digging up rhizomes has been increasing year by year since 1995. In this 
report, chronological changes of mire disturbance by deer and resulted mire evolution at Nakatashiro-Rugyu are 
discussed based on  the time series photographic records of the deer disturbance of mire vegetation at this area.

In the early stage of deer the disturbance of M. trifoliata, the disturbed area was confined within local 
locations with limited due to obstructions.  In recent years, disturbed areas have been enlarged to the vicinity of 
wooden roads and to the central part of Ozegahara without hiding place for deer. As food, deer highly prefer M. 
trifoliata, one of the most valuable vegetation at Ozegahara. Considering the patterns of mire disturbance by 
deer as well as their inhabitance behavior at Ozegahara, discussion was made on the necessity of long term 
extensive studies on the recovery of vegetation from the mire disturbance caused by both digging and feeding 
of its rhizome by deer.

キーワード：シカの摂餌植物，泥炭層破壊，湿原植物，摂餌場所，摂餌時期 
deer foraging plants，peat layer destruction，bog plants，foraging sites， foraging season．
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1．はじめに

　 尾 瀬 ヶ 原 に ニ ホ ン ジ カ Cervus nippon Temminck, 
1938（以下シカとする）の生息が確認された 1995 年以
降（内藤・木村，2000），シカによる湿原内のミツガシ
ワ Menyanthes trifoliata L. 群落への掘り起こし（以下
撹乱とする）の影響は年々拡大している．尾瀬湿原を撹
乱するシカは，日光周辺域から尾瀬地域に移動してきた
個体群で，尾瀬ヶ原のミツガシワ地下茎を掘り上げ摂餌
するので，湿原撹乱が顕著である．尾瀬の代表的植生で
あるミツガシワは，シカによる地下茎の撹乱を，主に融
雪期に受ける．しかし，尾瀬の現地調査は盛夏に行われ
ることが多く，ヨシ Phragmites australis （Cav.） Trin. 
ex Steud. と共生しているミツガシワ群落では，撹乱後
に植生摂餌跡に残された地下茎から再生した個体により
群落が修復されているため，シカの摂餌跡が不明瞭にな
り撹乱の影響判定を難しくしている．そこで，シカによ
るミツガシワの摂餌，撹乱時期と状況を明らかにするた
めに，残雪期から融雪期に尾瀬ヶ原に入山し，シカの撹
乱痕跡の調査を行った．
　この調査により，シカによるミツガシワ地下茎の摂餌
が前年に行われた撹乱地は放棄され，新たな場所に撹乱
が発生していることが確認された．また，規模の大きい
ミツガシワ群落では摂餌撹乱が継続拡大する事例や，数
年あるいは一回の摂餌撹乱で終了する場所などが確認さ
れた．さらに，登山者などと遭遇しない遮蔽物のある奥
地のミツガシワ群落は，早い時期から撹乱を受けており，
木道付近のミツガシワは近年になって摂餌撹乱されてい
ることが確認された（谷本，2012）．これらの知見は，
尾瀬ヶ原におけるミツガシワ群落の保護保全，撹乱跡地
のミツガシワ群落を再生させる技術確立の基礎として有
用である．

2．調査地と方法

　調査地は尾瀬ヶ原地区全体で，特にミツガシワ群落分
布地に重点を置いて現地調査を行った．調査方法として
は，空中写真と現地踏査によって，ミツガシワ群落が成
立すると思われる立地環境を選び出し，摂餌，撹乱の有
無を，シカが日光方面から尾瀬ヶ原に移動を始める融雪
期の 5 月中旬から日光方面に戻り始める 10 月末まで確
認した．確認された摂餌撹乱跡は，可能な限り同一地点
から写真（GPS で地理条件を記録）を撮影した．併せ
て撹乱跡地の植被の回復状態を観察した．調査地は多岐
にわたっており，本報告では紙面の都合上，竜宮地区を

代表的な事例として取りまとめた．すなわち，東中田代
の竜宮付近に発達していたミツガシワ群落と西中田代の
下ノ大堀川の河岸段丘，氾濫原及び牛首分岐からやや東
寄りの旧河道を埋めるように生育しているミツガシワ群
落の 3 箇所におけるシカの摂餌撹乱の有無及びその広が
りと移動状況について前に述べた方法により時系列的に
記録した（図 1）． 

3．竜宮地区の事例

3．1　�龍宮小屋前のリュウキンカ，ミツガシワ群落の摂
餌，撹乱

　竜宮地区の地形は，龍宮小屋のある沼尻川の河岸段丘
面から富士見峠，ヨッピ橋方向の木道が十字に交差した
竜宮十字路付近を頂点とした幅 200 m ほどの緩やかな
高台を形成し，この高台から約 1. 5 m の段差を持って
長沢が泥炭湿原部に流入する低地帯となっている（図 1
の A 地点）．この低地帯に生育するリュウキンカ Caltha 
palustris L. var. nipponica，ミツガシワ群落を横断する
ように木道が敷設されているので，開花の季節には写真
撮影場所として親しまれていた（図 2）．しかし，2006
年前後から，この木道沿いにシカの摂餌，撹乱跡が見ら
れるようになり，その後，木道沿いの撹乱は 2018 年ま

図 1：竜宮地区の調査位置図（google earth より）．

図 2：龍宮小屋前の木道に沿ったお花畑．（龍宮旅館提供
1990 年代）
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で年々激しくなった（図 3）．この撹乱経過を時系列的
に整理すると，2006 年には，木道の両側に側溝状の湿
原溝が形成される（図 4）とともに，それまで優占して
いたリュウキンカ，ミツガシワ群落が衰退し，2010 年 9
月にはハクサンスゲ Carex canescens L. 群落に置き換
わった（図 5）．季節的な変化としては，残雪期にはシ
カによりはね上げられた泥炭が木道に散乱している衝撃
的な光景（図 6）として見られるが，6 月に入ると図 4
のように緑が多くなる．一方，木道 A（図 1）の場所か
ら至仏山方向左側の紡錘状地にあったリュウキンカ群落
は 2007 年の開花（図 7）を最後に急速に衰退し，2009
年には殆ど開花株は見られなくなった（図 8）．
　これ以外の年次における木道付近の撹乱については，

紙面の都合で EM1 図 1-12 に示した．2007 年の撹乱は
まだ部分的で，2008 年の 7 月でも部分的な撹乱を覆う
ほどにミツガシワが残っていた．季節が異なるが 2009
年と 2010 年においても 2008 年と似た景観であった．2
名の人物が立っている位置（EM1 図 5）は，本報告の
図 7 のリュウキンカ群落の方向に繋がっている．この位
置に注目すると 2014 年には防鹿柵を設置しなければな
らないほどの撹乱衰退状態となっていた．それ以降，撮

図 3：木道の間にわずかに残るリュウキンカと防鹿柵．（2018
年 6 月 2 日）

図 5：木道沿いのハクサンスゲと左側元からのヨシ群落．
（2010 年 9 月 13 日）

図7：竜宮木道より紡錘状地方向，満開のリュウキンカ．（2007
年 6 月 6 日）

図 4：竜宮付近木道のリュウキンカへの撹乱．（2006 年 6 月
16 日）

図 6：木道にまではね上げられた泥炭．（2010 年 5 月 13 日）

図 8：衰退したリュウキンカ（図 7 と同じ場所）．（2009 年 6
月 17 日）
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影時期は撹乱初期，開花期あるいは晩夏と季節的な変化
はあるが EM1 図 12 のように晩夏にはハクサンスゲと
ヨシに覆われた景観となっている． 

3．2　�富士見峠に至る木道を横断する流れのリュウキン
カ，ヤナギの変遷

　シカの摂餌によるリュウキンカの衰退状況について，
富士見峠に至る木道を横断する小流路に発達していた
リュウキンカ群落を例に示した（図 1 の D 地点，図 9）．
　このリュウキンカの生育地は流路に沿っており，しば
しばヤナギ類 Salix spp. が混生する．リュキンカの生育
地には撹乱の痕跡はなく，地上部を摂餌されることで，
年毎に個体数と大株が減少しており，地上部が衰退する
過程が明瞭に確認できる（図 9 ①～④）．ヤナギ類もシ
カの嗜好性が高く，新芽を中心に，再三にわたり摂餌さ
れるために 5 年後には地上部は完全に枯死してしまった

（図 9 ②）．
　ミツガシワの地下茎は大きく肥大しているために，シ
カにとって重要な餌資源であるが，リュウキンカには肥

大した地下茎はなく，残雪期の撹乱の影響は少ない．リュ
ウキンカの開花には，他の植物と同様に豊凶があり，豊
作年と凶作年では開花状態に著しい差が認められる．し
かし，茎葉の繁茂の状態は豊凶による変化は少ない．ま
た，シカによるリュウキンカの摂餌は，ミツガシワと異
なって地下茎の摂餌による撹乱はなく，地上部のみの摂

図 10：シカによるリュウキンカ地上部の摂餌．（図 1 の D 地
点，2008 年 6 月 19 日）

① ②

③ ④

図９

図 9：図 1 の D 地点におけるリュウキンカ群落の変遷．①；ほぼ健全なリュウキンカの開花状況．（2006 年 6 月 17 日），②；5
年後，ヤナギの衰退，リュウキンカの矮小化が認められる．（2011 年 6 月 14 日），③；9 年後，リュウキンカ生存株が急減し残
りわずか，ヤナギは枯死状態．（2015 年 6 月 17 日），④；11 年後，リュウキンカ生存株はわずか数株，開花も殆ど見られない．（2017
年 6 月 7 日）
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餌によって衰退する（図 10）．シカの摂餌が繰り返し行
われると，植物体は衰退，矮小化して開花は見られなく
なる．さらに摂餌が行われるとやがて枯死，消滅してし
まう（図 9 ④）． 

3．3　�竜宮湧き出し口からセン沢合流付近までのミツガ
シワ群落への撹乱

　竜宮湧き出し口からの流れが，指紋状構造地に並行す
るように大きく湾曲して川幅が広がり，セン沢に合流す
るあたりまでは，半円形の二つの蛇行域中心にミツガシ
ワ群落で覆われていた（図 1 の C 地点）．しかし，2002
年には図 1 の C 地点の右側，最初のふくらみ下部にお
いて小面積の撹乱，摂餌が確認された（図 11）．この場
所は，図 1 の C 地点の位置から明らかなように大きく
湾曲した木道が折れ曲がる場所から龍宮小屋方向に向
かって確認できるが，木道からはヌマガヤ Moliniopsis 
japonica （Hack.） Hayata 草地が繁茂しておりほとんど
見る事ができない位置にあって，早くから小規模の撹乱
を受けていた．
　その後，図 1 の A 地点での撹乱が確認された同じ
2006 年に，最初のふくらみ部分のミツガシワが消滅し
た（EM2 図 1 ～ 12）．さらに二番目のふくらみ及び流
路が湾曲するあたりのミツガシワ群落に対する撹乱も激

しくなり，2013 年以降にはこの流路全域においてミツ
ガシワ群落は衰退，消滅しほぼ水面だけとなった（EM2
図 8 ～ 12）．撹乱の跡地にはミツガシワに変わってサギ
スゲ Eriophorum gracile W.D.J. Koch の群落が形成され
た（図 12）． 

3．4　竜宮周遊木道内における撹乱
　長沢の流れが湿原に吸い込まれるように伏流となり，
再び湧き出る区間を回遊する木道によって区切られた区
域の図 1 の B 地点には，湿地溝や窪地に小規模なリュ
ウキンカ，ミツガシワ群落が 2011 年頃まで正常に生育
していた（図 13）．しかし，木道 A 地点（図 1）の撹乱
から 6 年後の 2012 年を境に急激にシカによる摂餌，撹
乱が起こるようになり，年々拡大した結果ミツガシワ群
落が消滅していた（図 14 ～ 18）．新たな撹乱は 2016 年
を境に減少した（図 19 ～ 21）．この結果，撹乱跡に侵入，
萌芽再生する植物が多くなり植被の回復が見られるよう
になった．すなわち，撹乱がピ−クとなった 2016 年 5
月下旬（図 18）と 9 月の図 19 を比較すると撹乱の中央
部には一年生のシカクイ Eleocharis wichurae Boeck，
オオイヌノハナヒゲ Rhynchospora fauriei Franch. など
を交えて疎らな植被であるが，9 月では木道近くにヤチ
スゲ Carex limosa L.，ヌマガヤ，サギスゲなどの再生
が見られる．この撮影時期が 9 月の 2017 年（図 20）と
2018 年 7 月（図 21）ではさらに裸地部が少なくなって
いる．ことに 2018 年では 7 月と融雪期より 2 ヶ月以上
遅い観察結果であるが，2017 年までに撹乱を受けた場
所の多くに，図 12 と同じようにサギスゲ群落が形成さ
れていた（図 21）． 

図 13：撹乱を受ける以前の竜宮木道三角内．（図 1 の B 地点，
2011 年 8 月 5 日）

図 11：ミツガシワ絨毯へのシカの小規模撹乱跡．（図 1 の C
地点，2002 年 9 月 15 日）

図 12：ミツガシワ群落からサギスゲ群落への変遷．（図 1 の
C 地点，2018 年 7 月 18 日）
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図 19：撹乱地周辺の植被が回復．（図 1 の B 地点，2016 年 9
月 2 日）

図 18：融雪後若葉時期の撹乱．（図 1 の B 地点，2016 年 5
月 28 日）

図 17：融雪まもない時期の撹乱跡．（図 1 の B 地点，2015
年 5 月 26 日）

図 16：さらに広がった撹乱．（図 1 の B 地点，2014 年 6 月
12 日）

図 15：竜宮木道角と中央部の撹乱．（図 1 の B 地点，2013
年 6 月 13 日）

図 14：竜宮木道三角内における最初の撹乱．（図 1 の B 地点，
2012 年 6 月 11 日）

図 21：撹乱は小面積で中央図下部サギスゲ群落とその果穂
が見られる．（図 1 の B 地点，2018 年 7 月 19 日）

図 20：新規の撹乱はなく植被回復が著しくなった．（図 1 の
B 地点，2017 年 9 月 16 日）
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3．5　木道から離れた紡錘状地における撹乱
　紡錘状地は，調査地 D から A に向う流れの末端付近
に広がった微地形（図 1）で，1995 年の撮影では黄色の
リュウキンカが蛇行した帯のように紡錘部の中央に確認
できる（図 22）．22 年後の 2017 年 6 月現在では，リュ
ウキンカの花の帯だった場所は溝に変わり，防鹿柵が確
認できる（図 23）．ここにシカが最初に侵入してきた時
期は不明であるが，2010 年 9 月の現地写真では流れの
リュウキンカは衰退，矮小化しており，その周辺は撹乱
跡に繁茂したハクサンスゲで覆われていた（図 24）．ま

た，その前年の 2009 年 5 月には，紡錘状地に黄緑色の
ハクサンスゲの芽吹きが広がり，その外周にある緑色の
ヤチスゲ群落にシカによる撹乱跡地が広がっていた（図
25）．さらに，撹乱地の移動は大きくなって，竜宮付近
の木道に沿って拡大したシカの摂餌痕跡と並行するよう
に，2012 年以降，年毎に拡大して富士見峠に至る木道
に囲まれた湿原にまで広がった（図 1 の E 地点，EM3
図 1 ～ 22）．これらの図によって，紡錘状地から始まっ
たシカによる撹乱が，撹乱適地がある限り拡大していっ
た様子が確認できる． 

図 23：長沢からの紡錘状地，リュウキンカの帯はなくなり，
手前に撹乱が確認できる．（22 年後の 2017 年 6 月 7 日）

図 22：図 1 長沢からの紡錘状地遠望，流れに沿ったリュウ
キンカの群落．（1995 年 6 月上旬）

図 25：ハクサンスゲの緑で覆われた紡錘状地とその外周に
拡大する撹乱地．（2009 年 5 月 19 日）

図 24：紡錘状地中央の流れ，矮性化した外来種クレソンと
繁茂したハクサンスゲ．（2010 年 9 月 13 日）

3．6　�下ノ大堀川ミズバショウ撮影場所のミツガシワ群
落（図 26 の A地点）の撹乱とミズドクサ群落へ
の摂餌

　竜宮付近に発達していたリュウキンカ，ミツガシワ群
落は，長沢に涵養されたもので，盛夏以降は開花時には
見られないヨシ群落に覆われている（図 5）．また，半
島のように突き出た寺ヶ崎と菖蒲平からの山地に発達す
る森林に接しているため，シカにとって緊急時の避難場
所，休息地として利用でき，摂餌する環境として良好な
場所となっている．これに対し，下ノ大堀川は中田代の

ほぼ中央で尾瀬ヶ原を横断し拠水林が発達していない
（図 26，27）．
　水源の一つである伝之丞沢が東流し，西流する長沢，
セン沢と合流する位置から，尾瀬ヶ原を横断する下ノ大
堀川が木道を越え大きく湾曲した場所には旧河道との間
に鎌状の中洲があって（図 26 の A 地点，27），ミズバショ
ウ Lysichiton camtschatcensis （L.） Schott の群生地とし
て開花時期には多くの観光客が訪れる．このミズバショ
ウの群生地と河岸段丘の間には同じく鎌状の堀がありミ
ツガシワ，ミズドクサ Equisetum fluviatile L. が生育し
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ている（図 28）．しかし，地形的な特色から融雪時には
下ノ大堀川は増水しており，シカは堀を渡り中洲に行く
ことができない．このため，シカはこの場所を忌避して
いると思われていた．この手付かずだった場所に，2013
年以降になってミズバショウの開花時期にミツガシワの
撹乱やミズドクサの地上部の摂餌痕跡が大きく確認でき
るようになってきた（図 28）．すでに述べたようにミズ
バショウの開花時期は融雪末期に近く，まだ増水してい
たために摂餌痕跡が確認できないかった可能性も高い
が，それまで他の季節でも確認出来なかった撹乱痕跡が，
2014 年以降になって容易に見られるようになった．こ
の場所ではミツガシワの撹乱，地上部の摂餌の両方が行
われており，年毎に激しくなってきた（EM4 図 1 − 5）．
また，近接した水際で発達していたミズドクサ群落（図
29）の衰退，矮小化も著しくなった（図 30）． 

図 26：下ノ大堀川の撹乱調査位置図．

図 29：下ノ大堀川と中洲先端部のミズドクサ群落は健全な
状態であった．（図 26 の A 地点，2008 年 8 月 3 日）

図 27：鎌形の中洲にミズバショウ，ミツガシワの群落，浅
い水の堀には若いミズドクサが成育．（図 26 の A 地点，
2012 年 6 月 11 日）

図 30：同じ場所で 10 年経過した水面上の茎は摂餌によって
消滅している．（図 26 の A 地点，2018 年 8 月 3 日）

図 28：中洲のミズバショウ，手前の鎌形の浅い堀における
ミズドクサ，ミツガシワの群落に摂餌と掘り上げ跡．（図 26
の A 地点，2013 年 6 月 13 日）
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3．7　池溏のミツガシワ根茎撹乱
　下ノ大堀川の橋と東電小屋分岐の休憩テラスのほぼ中
間（図 26B）に，ミツガシワが旧河道跡を埋めるように
円形に伸長し，中央部はまだ未閉鎖の状態で（図 31），
湿原形成過程の一つとして興味深く，注目の場所であっ
た．この場所は見通しの良い中田代の中心にあり，周囲
に樹林など退避場所がないこと，登山者も多く，ここま
でシカの摂餌撹乱を受けることはないと思われ，ミツガ
シワによる湿原形成の良い記録が撮れると期待してい
た．2007 年に写真撮影を始めたところ期待に反して翌
年の 2008 年 6 月 12 日に水溜りの上部にシカの蹄跡が残
り，木道側には浮き上がったミツガシワの根茎が散乱し
ていた（図 32）．この痕跡からシカが木道から首を伸ば
して地下茎を摂餌し，上辺では足を踏み入れて危険度を
試したものと思われる．しかし，同年 7 月 6 日の観察で
は，葉が成長しており散乱した根茎は見られなくなり，
上部の岸辺に残されたシカの蹄跡で同一場所と確認でき
る状態で，ほぼ痕跡は無くなっていた（図 33）．この事
例から，ミツガシワの成長に基づく撹乱痕跡の変化を考
慮する必要があり，同じ時期に観察を行うことの重要性

を改めて認識する結果となった．
　一方，2009 年の痕跡は 2008 年とよく似た状態であっ
たが，浮き上がった残根茎は認められなかった（EM5
図 1）．2010 年には，ほぼ全域のミツガシワが摂餌，撹
乱を受けたが，ミツガシワの茎葉が水中の所々に残され
ていた（EM5 図 2）．2011 年と 12 年の摂餌，撹乱は最
も激しく，殆どの茎葉は無くなって，たくさんの根茎が
浮き，岸辺に蹄の跡が残っていた（EM5 図 2 ～ 4）．そ
の後の撹乱は殆ど見られなくなって（EM5 図 5 ～ 9），
2018 年には浮遊物が同心円状に水面に溜まり，ミツガ
シワの回復とカキツバタ Iris laevigata Fisch. の繁茂が
著しくなってきた（EM5 図 10）． 

3．8　シカとの共存における尾瀬の植生保全
　尾瀬ヶ原の中田代は下ノ大堀川を境に東中田代と西中
田代に分けられている．東中田代には竜宮と呼ばれる長
沢の流れが，伏流水となって再び表流水となる特異な景
観とミツガシワ，リュウキンカの広大なお花畑があった．
ミツガシワ，リュウキンカともシカが好んで摂餌するた
め，現在衰退が著しい．また，西中田代には河道跡を埋
めるように生育するミツガシワがあり，湿原形成過程を
知る上で興味深い場所であった．しかし，ここもシカの
摂餌を受けミツガシワがほぼ消滅してしまった．
　尾瀬ヶ原は，これまで観光客のオ−バユ−スによる植
生破壊とその復元が大きな課題とされていたが，本報で
述べたようにシカによる湿原の撹乱は，湿原植物に大き
な影響を与えており，適切な対応策が求められている．
緊急避難的には防鹿柵の設置が進められているが，抜本
的には，シカとの共存における重要植生種の保全と再生
の可能性と，その仕組みを明らかにする必要があろう．
　また，これまで尾瀬ヶ原にはシカが生息していなかっ
たとされているが，明治期の尾瀬地域の植物調査を行っ

図 33：図 32 の撹乱 1 ヶ月後，軽微な撹乱であったために残
された茎葉の成長で撹乱痕跡が消えている．（図 26 の B 地点，
2008 年 7 月 6 日）

図 31：ミツガシワの地下茎が伸展している池溏湿原化事例．
（図 26 の B 地点，2007 年 8 月 7 日）

図 32：木道からと思われる撹乱跡．（図 26 の B 地点，2008
年 6 月 12 日）
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た星（1943）は「鹿も其頃は非常に多く，春になれば栃
木縣から群中一番年老いたるものが先導となって，夜間
に列をなして本縣へ来たもので，其通行の途中も大略通
行する處が一定して居って，鹿待ちといって途中で待伏
して銃殺したものである．中略，初冬になって降雪期と
もなれば，又々群をなして春来た時とは反対に雪の降ら
ない栃木縣の方へ歸て行く．其折に栃木県の冬の住地に
着かない内に大降雪あれば，獵師の爲に大半捕殺された．
夫が為め今日は鹿も稀少になった．」と当時の有り様を
述べている．明治時代の前半には尾瀬にもシカがいたこ
とは明白であり（渡邊，1895：早川，1943），シカが日
光と尾瀬地区とを季節移動していることも，周知のこと
であったようだ．さらに興味深いのはミツガシワの葉を
食べに来たとの記録（川崎，1961）である．八甲田，十
和田地方の放牧地でも，脱柵した牛馬が最寄りの湿原に
おいてミツガシワを採食する（飯泉・日比野，1978）．
中国の民间兽医本草书には，ミツガシワの効能として「健
脾消食，镇静安眠」などがあげられ，その他の本草书に
も効能が記録されている（冯，1988）．このような薬功，
嗜好性を考えるとシカは本能的にミツガシワを摂餌して
いるものと思われる．
　シカにとってミツガシワは特別な摂餌植物と判断さ
れ，積雪のある時期から，どこにあるかわからない地下
茎を掘り上げている．また，成長した地上部も積極的に
摂餌している．最近 25 年余りで尾瀬地区のミツガシワ
群落はシカの積極的な摂餌，撹乱により，往時の面影が
なくなってしまった．今後，その復元と保護対策は重要
な課題である．しかしながら，現代において，これだけ
積極的に摂餌されているミツガシワ群落が，シカの棲息
した明治時代に摂餌，撹乱を受けなかったとは考え難く，
もし摂餌されていたとすれば，平成，令和のミツガシワ
の衰退も，いずれは自然回復する可能性もある．その可
能性の確認のためにも，時系列デ−タ解析は重要であり，
またシカの生態や行動とリンクさせた検討，解析が必要
である．

4．おわりに

　ミツガシワ群落が，これまでに記録された状態で衰退
絶滅するのか，あるいは再生するのかは不明である．ま
た，摂餌できるミツガシワなどがなくなれば，シカも餌
を求めて移動する．シカの摂餌圧がなくなれば，ミツガ
シワなどの残り株にとっては群落再形成の機会となり，
再び尾瀬ヶ原にシカが巡り来る可能性は高い．そのよう
な機会に本報告の記録が比較資料，基礎資料として役立

つことを願って，筆者がこれまでに現地調査において得
てきた事例を，本書にとりまとめた．

謝辞

　尾瀬地域におけるシカの侵入，生息が確認された
1995 年から 25 年余が経過し，シカ撹乱跡地をはじめと
するシカの食害などの生息痕跡の移動，摂餌植物の種類
と変化を，ほぼ尾瀬地域全域で記録できた．また，それ
らは尾瀬地域の森林，湿原群落に及ぼす影響，摂餌を受
けた植物群落の回復過程および湿原植物の保全対策に関
する基礎的な知見として重要な役割を果たすと思われ
る．本報告は，関係機関の許可のもとに，第 4 次尾瀬総
合学術調査の一環として行われ，その一部である竜宮地
区についてまとめたものである．
　この機会を与えられた本誌編集委員会の皆さんに心か
ら御礼申し上げる．野外調査は，25 年の長期に渡って
おり第 3 次尾瀬総合学術調査以来，宇都宮大学農学部森
林科学科育林・生態学研究室に在籍した多くの学生諸君，
環境省片品自然保護官事務所及び檜枝岐自然保護官事務
所の関係担当官，自然環境研究センタ−の皆さん，元群
馬県自然環境課尾瀬保全推進室　宝珠山恭子さん，元尾
瀬林業株式会社戸倉支社長（現，東京パワ−テクノロジ
−株式会社）　清水秀一さん，群馬県立尾瀨高校の松井
孝夫さんを始め担当教諭，関係職員の皆さん並びに尾瀬
についてのいろいろな情報の提供とご便宜，愚考にご助
言をいただいた龍宮小屋主　萩原澄夫さん，校閲などで
お世話になった株式会社テンドリル，代表取締役社長　
淵脇智博さんにそれぞれのお立場で大変お世話になりま
した．記して厚く御礼申し上げます．
　別して第 3 次尾瀬総合調査団団長　故大島康行先生に
は調査団員に加えていただくと共に，たくさんのご助言
と激励によって，今日まで調査を続けることができまし
た．心より御礼申し上げ成果の報告といたします．
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尾瀬地域におけるニホンジカの生息状況と植生被害 
および対策について

小林　春香 1），奥村　修 1），石井　桃花 1）

2022 年 1 月 4 日受付， 2022 年 1 月 27 日受理

　尾瀬地域はニホンジカの影響を受けずに成立した生態系と考えられているが，1990 年代からシカに
よる湿原植物の採食被害や掘り返しなどの攪乱被害が報告されており，湿原や森林生態系への不可逆
的な影響が懸念されている．環境省では，尾瀬内でのモニタリング調査として，GPS 首輪によるシカ
の行動調査，ライトセンサス調査，採食痕跡調査および裸地の空撮を実施している．また，モニタリ
ング結果を踏まえた対策として，国立公園内でのシカ捕獲および植生保護柵の設置を行っている．対
策を講じている一方，近年の調査結果によれば，個体数は増加傾向であり，採食被害の拡大が報告さ
れていることから，より効果的な対策が求められている．

Distribution of sika deer, its impact on vegetation and their management in Oze

Haruka Kobayashi1, Osamu Okumura1, Momoka Ishii1

Ecosystem in Oze had been established without sika deer’s effect. Since sika deer inhabitation was reported 
even in Oze in the mid-1990s, disturbance of vegetation including marsh has become prominent, and it is 
concerned that they might have the irreparable impact on the original ecosystem. Ministry of the Environment 
have conducted the survey of sika deer in Oze such as tracking deer with GPS collar, spotlight count, 
investigating vegetation damage further measuring the area of the bare ground. Considering the result of 
survey, we have attempted culling deer around marsh and constructing fence for protecting endangered plants. 
However, according to recent survey, the number of sika deer trends upward and the damage of vegetation 
expanding while we’ve tried some countermeasures. Because of that, effective strategies to suppress the impact 
are required. 

キーワード：国立公園 , GPS 首輪 , モニタリング , 捕獲 , 植生保護柵 
national park, GPS collar, monitoring, capture, deer-proof fence
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1．はじめに

　尾瀬国立公園は，福島県・栃木県・群馬県・新潟県の
4 県にまたがっており，本州最大の高層湿原である尾
瀬ヶ原，火山活動により沼尻川がせき止められて形成さ
れた尾瀬沼，これらを取り囲むように至仏山・燧ヶ岳・
会津駒ヶ岳・田代山・帝釈山などの山々が連なっている．
尾瀬は，1934 年に日光国立公園の一部（尾瀬地域）と
して国立公園に指定されたが，2007 年に従来の尾瀬地
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域に会津駒ヶ岳および田代山・帝釈山地域を国立公園に
編入する形で，新たに尾瀬国立公園として指定された．
また，尾瀬国立公園の主な区域は特別天然記念物や鳥獣
保護区に指定されており，2005 年には，国際的に重要
な湿地としてラムサール条約湿地に登録されている．
　尾瀬地域の気候は日本海型と太平洋型の接点にあた
り，豪雪地帯および特別豪雪地帯に指定されているが（国
土交通省，2021），太平洋側気候の特色ももつ．それゆえ，
多 様 な 植 物 相 が 形 成 さ れ て お り， ミ ズ バ シ ョ ウ

（Lysichiton camtschatcensis）などからなる湿原植生，
オオシラビソ（Abies mariesii）やダケカンバ（Betula 
ermanii）などからなる亜高山帯植生，燧ヶ岳や至仏山
の山頂付近には高山帯の草原や矮性低木群落などの植生
がみられる（宮脇・藤原，1970; 前田・宮川 , 1975）．また，
至仏山には蛇紋岩が分布しているため，オゼソウ

（Japonolirion osense）等の蛇紋岩特有の植物が生育して
いる（加辺，1970）．
　近年，全国的にニホンジカ（Cervus nippon）（以下，
シカ）の個体数増加および分布域の拡大が生じており，
農林業被害等の社会産業への負の影響に限らず，森林生
態系に悪影響をもたらすことが明らかとなっている（植
生学会企画委員会，2011; 環境省・農林水産省，2013; 農
林水産省，2021）．尾瀬地域は，シカによる影響を受け
ずに成立した生態系と考えられているが，1990 年代の
日光地域のシカの個体数増加に伴い，尾瀬ヶ原において
も 1990 年代半ばにはシカの生息が確認され，1995 年か
ら 1997 年に実施した内藤・木村の調査によって，湿原
植物の採食被害や掘り返しなどの攪乱被害が報告された

（内藤・木村，1996；内藤・木村，1998）．湿原生態系お
よび森林生態系に不可逆的な影響を与える可能性が危惧
されたため，環境省が 2000 年に「尾瀬地区におけるシ
カ管理方針検討会」を開催し，「尾瀬地区におけるシカ
管理方針」（第 1 期方針）を策定して様々な対策やモニ
タリング調査が開始された．その後，2009 年にシカ対
策の一層の強化・推進を図る目的で，第 1 期管理方針を
全面的に見直し，尾瀬国立公園シカ対策協議会において

「尾瀬国立公園シカ管理方針」（第 2 期方針）を策定した．
環境省では 2008 年以降に発信器による行動追跡調査を
実施し，春から秋にかけて尾瀬地域に生息するシカは，
晩秋になると長距離の季節移動を行い，主に栃木県日光
市にて越冬することが明らかになった（環境省関東地方
環境事務所，2011）．当該地域に生息するシカ個体群は
行政界をまたいで季節移動することから，両地域の関係
機関が情報共有や連携を図るために 2012 年に「尾瀬・
日光シカ対策ミーティング」が開始された．2019 年には，

これまで開催されていた尾瀬国立公園シカ対策協議会，
尾瀬・日光シカ対策ミーティングを発展的に解消し，「尾
瀬・日光国立公園ニホンジカ対策広域協議会」が設置さ
れた．2020 年には，尾瀬国立公園シカ管理方針（第 2
期方針）の全面的な見直しが行われ，日光国立公園及び
尾瀬国立公園の関係機関が広域的に連携し，シカの適切
な個体群管理を実施することにより，両公園の貴重な湿
原・森林・高山生態系等に及ぼす影響を低減又は排除す
ることを目的として，「尾瀬・日光国立公園ニホンジカ
対策方針」（以下，対策方針）が策定された（図 1）．
　対策方針では，尾瀬国立公園の最終目標を「尾瀬ヶ原・
尾瀬沼や高山帯へのシカの影響を排除し，湿原及び高山
植生への影響が見られない状態を維持する」としている．
目標達成のため，関係機関が連携して様々な対策を実施
しているが，本稿では，環境省が実施しているモニタリ
ング調査結果から明らかになった尾瀬国立公園における
シカの生息状況や植生被害状況について報告する．また，
対策方針に沿って環境省が実施している対策事例を報告
し，今後の課題について言及する．

2．シカの行動域と個体数変動

2．1　行動生態：GPS調査
　環境省では，効率的かつ効果的な対策を推進するため
の基礎情報として，季節移動経路や越冬地の解明を目的
に，2008 年以降，尾瀬地域に生息するシカに GPS 首輪
を装着し，追跡調査を継続している．2008 年から 2012
年にかけては，足くくりわな及び首くくりわなにかかっ
たシカ，または奥鬼怒林道沿いに設置している移動遮断
柵へ絡まったシカを捕獲し，2013 年以降は，踏査中に
麻酔銃を用いてシカを捕獲している．捕獲作業中にシカ
を発見した際は目視でシカの体重を予測し，GPS 首輪
装着が可能と判断した場合は，不動化のためエア式吹き
矢型麻酔銃等を用いて麻酔薬を投与した．GPS 首輪装
着作業と，可能な限りで耳標の装着と外部計測を実施し，
作業終了後は拮抗薬を投与して個体の覚醒を促した．覚
醒後は個体が立ち上がり歩き始めるのを目視し，個体の
健全性を確認した．本章では，これまで 50 頭以上のシ
カの追跡調査から明らかになった，尾瀬地域に生息する
シカの行動生態（越冬地・移動経路，移動時期）につい
て報告する．
　まず，越冬地・移動経路について，春から秋にかけて
尾瀬ヶ原・尾瀬沼に生息するシカは，約 30 km 南下し，
栃木県日光市男体山周辺，足尾周辺，群馬県沼田市利根
町根利にて越冬することが明らかになった（図 2）．移
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図 １：尾瀬・日光国立公園ニホンジカ対策方針（概要版）（環境省関東地方環境事務所，2020）．
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動経路については，複数の個体が集中的に利用・通過す
る「集中通過地域」が，奥鬼怒林道沿い，国道 401 号沿
い，国道 120 号沿いの 3 箇所確認された．国道 401 号と
国道 120 号沿いは，急峻な地形が多いことでシカの動き
が制限され，横断可能な場所が特定されると考えられる．
また，各個体における春の移動経路と秋の移動経路はお
およそ一致していた．
　次に春の移動（越冬地から尾瀬地域への移動）の時期
について，おおよそ 3 ～ 4 月に移動を開始し，5 月頃に
尾瀬地域に到着していた．秋の移動（尾瀬地域から越冬
地への移動）の時期は，おおよそ 11 月に移動を開始し，
12 月に越冬地に到着していた．春と秋の移動日数は，
春より秋が短くなる傾向がみられた．
　GPS 首輪による行動追跡調査から，対策の対象とし
ている季節移動型個体群については，季節移動経路や時
期等について把握されつつある．今後も調査を継続し，
データを収集・蓄積しながら新たな行動パターンがみら
れないか，注視していく必要がある．

2．2　個体数変動：ライトセンサス調査
　本調査は，湿原におけるシカの出現状況を確認し，シ
カ個体数の経年変化と季節変動を把握する目的で，尾
瀬ヶ原及び尾瀬沼にて 1997 年に開始し，毎年実施して
いる．夜間に木道上から湿原・林縁部に向かってスポッ
トライトを照射し，出現したシカの個体数をカウントし
た．以下にシカのカウント数の長期的な経年変化と季節
変動について，尾瀬ヶ原と尾瀬沼に分けて記載を行う．
　まず，尾瀬ヶ原における経年変化について，1997 年
の最大確認個体数が 17 頭であったのに対し（環境庁，
1998），2020 年では 172 頭であった．確認個体数は調査
開始時と比較すると 10 倍以上に増加しており，年々増
加傾向にある．季節変動については，近年は初回調査を
実施する 5 月に最大頭数が確認されている．この時期に
シカが湿原に多く出現するのは，融雪が早い湿原では，
餌資源となる植物の芽吹きが森林よりも早いことが関係
していると考えられる．
　次に，尾瀬沼でのライトセンサス調査は，大きく分け
て大江湿原と浅湖湿原にて実施している．経年変化は，
1997 年の最大確認頭数が 15 頭であったのに対し，2020
年では 33 頭であった．確認個体数は調査開始時と比較
して 2 倍以上に増加しており，年々増加傾向にある．大
江湿原では，2014 年から林野庁が植生保護柵を設置し
ており，季節変動については柵設置前である 5 ～ 6 月の
確認頭数が最大となり，柵設置後は確認頭数が減少する
傾向がみられる．
　ライトセンサス調査結果は，対策方針における事業目
標の進捗管理をおこなうためのシカの個体数変動に係る
指標の 1 つにもなっていることから，今後も調査は継続
予定である．ただし，調査結果は湿原の融雪状況や湿原
植生の生育状況の影響を受けることや，調査日による変
動が大きいことから，数年の検証をもって個体数増減傾
向を適切に判断する必要がある．

3．シカによる植生被害

　尾瀬では，シカが湿原生態系及び森林生態系にもたら
す不可逆的な影響が懸念されることから，環境省が経年
的に植生被害に関するモニタリング調査を実施してい
る．シカによる植生被害は，「①植物を採食することに
よる食害」「②採食や泥浴びに伴い湿原を掘り返すこと
による裸地化」があり，それぞれについて量的・質的な
把握を試みている．本章では，主に 2020 年の調査結果
について報告する．

図 ２：GPS 追跡調査結果により示されたシカの移動経路．
2008 年から 2020 年に GPS 首輪を装着したメスジカ計 45 頭
の追跡データを示した．（尾瀬・日光国立公園ニホンジカ対
策広域協議会，2020）．
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3．1　採食状況の把握
　シカによる植生被害の変化や影響を把握するため，尾
瀬ヶ原及び尾瀬沼周辺，高山地域に調査ルートを設定し，
採食痕跡のカウント調査を実施している．
　尾瀬ヶ原及び尾瀬沼周辺では，全体的に採食痕跡が増
加しており，2020 年の調査ではヨッピ川北岸，イヨド
マリ沢周辺および大江湿原のエリアにおいて採食痕跡が
集中していたことが確認された．
　ヨッピ川北岸は，高茎草本の繁茂する植生であり，シ
カの嗜好性植物が多く生育している環境となっている．
2020 年の調査において，採食被害数が顕著な種はイヌ
ド ウ ナ（Parasenecio aidzuensis）， ウ ワ バ ミ ソ ウ

（Elatostema involucratum），オオニワトコ（Sambucus 
racemose subsp. sieboldiana var. major）， ア ザ ミ 類

（Cirsium spp.），ヤマミゾソバ（Persicaria thunbergia 
var. oreophila），ミヤマイラクサ（Laportea cuspidata），
ミヤマシシウド（Angelica pubescens var. matsumurae）
等であった．
　イヨドマリ沢周辺では，2016 年の調査以降に採食痕
跡数の増加が確認され，沢沿いに生育するコマガタケス
グリ（Ribes japonicum）やオオバセンキュウ（Angelica 
genuflexa），ウワバミソウ等への採食数が特に多く確認
されているほか，ジョウシュウトリカブト（Aconitum 
tonense）の減少，ワサビ（Eutrema japonicum）の消
失が確認された．2020 年の調査ではオオバショリマ

（Thelypteris quelpaertensis）やヤマソテツ（Plagiogyria 
matsumurana）等のシダ類の採食痕跡が著しく増加し
た．
　大江湿原では，植生保護柵設置前に地元ではニッコウ
キスゲとして親しまれているゼンテイカ（Hemerocallis 
middendorffii var. esculenta）の芽の採食痕跡が例年多
く確認されているが，2020 年の調査においても同様の
被害が確認された．また，大江湿原周辺の沼山峠付近で
は，近年，ハリブキ（Oplopanax japonicus）やモミジカ
ラマツ（Trautvetteria caroliniensis var. japonica），ト
リアシショウマ（Astilbe odontophylla）等の矮小化や減
少 が 確 認 さ れ た ほ か， 木 道 沿 い の オ オ カ メ ノ キ

（Viburnum furcatum） や ノ リ ウ ツ ギ（Hydrangea 
paniculata）などの低木層に対してディアラインの形成
が確認された．
　高山地域の調査ルートは，近年シカによる影響が拡大
している燧ヶ岳，蛇紋岩植生が特徴的な至仏山及び笠ヶ
岳，オサバグサ（Pteridophyllum racemosum）の群生
地として知られる田代山・帝釈山，高山植物が多くみら
れる会津駒ヶ岳にて調査を実施している．これまでの調

査結果から，今後注視する必要がある燧ヶ岳，至仏山・
笠ヶ岳，会津駒ヶ岳の近年の調査結果を報告する．
　燧ヶ岳では，2014 年より山頂直下で採食被害が増加
し始め，採食圧の高い状態が継続している．特に，標高
1800 m 以 上 で 生 育 し て い る ヒ ロ ハ ユ キ ザ サ

（Maianthemum yesoense）の採食が顕著であることが確
認されている．また長英新道登山口付近においてハリブ
キに対する集中的な採食被害も継続しており，生育個体
数の減少が危惧されている．2020 年の調査では，これ
までの調査で採食がほとんど確認されていなかった熊沢
田代～俎嵓区間においても採食痕跡が多く確認され，
燧ヶ岳を利用するシカの分布域拡大が懸念される．
　至仏山について，近年はオヤマ沢田代～鳩待峠区間で
ヒロハユキザサ，オオバショリマおよびハリブキ等に対
する採食被害が継続している．また 2018 年の調査では
僅かではあるが，希少種であるオゼソウの採食や，雪田
部に生育するイワイチョウ（Nephrophyllidium crista-
galli）に対する掘り起こしも確認された．採食痕跡数も
増加傾向にあることや至仏山周辺を生息地として利用す
る個体数が年々増加していることが予想される．付近の
笠ヶ岳の調査においても，東斜面に広がる雪田にてイワ
イチョウの採食による掘り起こしが広範囲で認められ，
泥炭流出も確認された．泥炭層の流出は植生基盤の喪失
を引き起こす可能性が考えられる．
　会津駒ヶ岳では，御池田代～会津駒ヶ岳区間で採食痕
跡が年々増加している．採食被害はオオカメノキやナナ
カマド（Sorbus commixta）などの低木や，ヒロハユキ
ザサ，ヤマソテツおよびマイヅルソウ（Maianthemum 
dilatatum）などの草本に対して確認された．大津岐峠
～駒の小屋区間は，2019 年の調査にて雪田植生である
イワイチョウ群落の攪乱が初めて確認され，2020 年の
調査では被害の拡大が確認された．雪田植生は至仏山・
笠ヶ岳と同様に回復困難な植生基盤であることから，今
後の採食動向に注意が必要である．

3．2　裸地面積の把握
　シカの掘り起こしによる湿原への影響把握として，
2020 年は笠ヶ岳，オヤマ沢田代，燧ヶ岳北面の上田代・
横田代及び会津駒ヶ岳周辺にて小型ドローンによる空中
写真撮影及び写真測量を用いて，攪乱面積を算出した．
笠ヶ岳の南側に位置する片藤沼では，約 2366 m2 が確認
され，攪乱割合（攪乱範囲 / 草原範囲）は 32% と高かっ
た．上田代・横田代周辺は，攪乱地の合計面積は約 294 
m2，攪乱割合は 0.16% であった．湿原の大半に明瞭な
攪乱地がないため，一見影響がないように見えるが，湿
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原が傾斜しているため，越流水の影響により泥炭が洗掘
され裸地が拡大し，植生回復が困難になる可能性がある．
会津駒ヶ岳周辺では，大杉岳～会津駒ヶ岳区間の稜線部
に点在する湿原の一部で攪乱地が認められた．登山道か
ら確認することができない湿原に確認された攪乱地のう
ち，最も攪乱割合が大きかったのは，攪乱面積約 803 
m2 で，湿原範囲に対する攪乱範囲の割合は 22% であっ
た．攪乱地の大部分はイワイチョウが優占する群落で
あった．

4．対策（広域協議会，モニタリング，植生保護
柵，捕獲）

　「1．はじめに」で述べたように，2019 年に「尾瀬・
日光国立公園ニホンジカ対策広域協議会」を設置し，年
に 2 回協議会を開催している．対策方針では個体群管理
の考え方に基づいた目標設定が行われており，目標達成
のために関係機関や団体等の広域連携を図り，モニタリ
ング結果・調査研究を踏まえて対策の評価・見直しを行
うことで，年間を通して PDCA（Plan-Do-Check-Act）
サイクルによる順応的管理を進めている．具体的には，
8 月頃開催の協議会にて，前年度のモニタリング結果報
告，対策の評価・検証を行い（Check），9 ～ 1 月にかけ
て各関係機関が協議会の内容を踏まえた予算要求を行い

（Action），2 月頃開催の協議会にて次年度の実施計画を
作成し（Plan），4 月の年度明けから各機関が実施計画
に基づいて対策を実施する（Do）．協議会の事務局は環
境省関東地方環境事務所が担っており，構成員は課長以
下とすることで担当者間の現場レベルでの議論を促す意
図がある．協議会として掲げる目標の達成のためには
PDCA サイクルを回しながら捕獲や植生保護柵といっ
た対策の実施，モニタリングでの対策の効果検証を適切
に実施していく必要がある．本章では，環境省が実施し
ている国立公園内でのシカ捕獲結果および植生保護柵設
置について報告する．

4．1　国立公園内での捕獲
　環境省では，2009 年に尾瀬沼周辺でのシカ捕獲を開
始し，2010 年に尾瀬ヶ原周辺での捕獲を開始した．捕
獲実施区域は，尾瀬ヶ原及び尾瀬沼周辺の歩道から十分
離れた湿原及び林内とし，歩道周辺での捕獲は実施して
いない．図 3 にこれまでの捕獲数推移を示す．尾瀬の原
生自然に与える影響を低減させるため，年々捕獲を強化
しており，シカの行動や植物の成長度合いに合わせた捕
獲実施時期の設定と捕獲効率の高い手法の見極めを臨機

応変に実施することで捕獲効率向上に努めている．2020
年では，尾瀬ヶ原では銃器捕獲にて 59 頭，尾瀬沼では
銃器捕獲にて 10 頭，わな捕獲にて 21 頭の捕獲があった．

4．2　植生保護柵の設置
　2020 年に策定した対策方針では，尾瀬国立公園にお
けるシカによる植生被害対策のため，尾瀬の貴重な景観
や希少な植物群落が消失してしまう可能性が高く，優先
的に防護する必要性の高いエリア「優先防護エリア」を
選定した（表 1）．対策の緊急性（植生被害状況）や，
種及び生育エリアの希少性・重要性を勘案し，対策の優
先度の高い順に A ランク，B ランク，C ランクに分類
している．特に，A 及び B ランク区域には，関係機関・
団体が連携して緊急的に植生保護柵を設置することとし
ており，環境省では 2019 年にニッコウキスゲの群生地
であるヨッピ川南岸（A ランク）に周長 964 m，面積 3.5 
ha の柵を，2020 年にニッコウキスゲ・ミズバショウ群
生地である下ノ大堀（A ランク）に周長 890 m，面積 5.3  
ha の柵を設置した．また，希少種保護柵を 2019 年に 2
箇所，2020 年に 2 箇所設置した．いずれもネット柵で，
冬季は積雪対策のため柵を一時的に撤去し，雪解け後に
再設置している．
 ヨッピ川南岸では，ニッコウキスゲの回復状況を検証
するため，柵内と柵外に 1 m × 4 m の調査区を設定し，
ニッコウキスゲの新芽数・開花数・結実数を計測してい
る．図 4 に，新芽採食状況の経年変化，開花割合と結実
数の経年変化を示す．柵外のニッコウキスゲの新芽の採
食割合は，2020 年は約 40% であったが，柵内での新芽
の採食は確認されなかった．柵外の開花割合は 2018 年
から 2020 年にかけて 10% 程度低下しており，開花状況
の悪化が認められたが，柵内での開花割合は，柵を設置
した 2019 年以降 100% に達しており，開花数も増加傾
向であった．このことから，柵設置の効果により一定の
回復傾向が認められた．

図 ３：尾瀬国立公園内での捕獲頭数の推移．
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表 １：優先防護エリア及び防護柵設置位置．希少種保護のため墨消し処理を施している．（尾瀬・日光国立公園ニホンジカ
対策広域協議会，2021 を一部改変）．

優先防護
ランク

体主施実所場施実
規模

（周囲長、面積）
開始
年度

03Hah5.3、m469所務事境環方地東関）岸南川ピッヨ（原ヶ瀬尾

2Rah3.5、m098所務事境環方地東関）堀大ノ下（原ヶ瀬尾

1R所箇2×m04所務事境環方地東関辺周滝ノ条三

所務事境環方地東関沢橇小・沢橇大
70m×1箇所
40m×1箇所

R2

会津森林管理署南会津支署 2,000m H26

南会津尾瀬二ホンジカ対策協議会
（事務局：南会津地方振興局）

1,550m H29

関東地方環境事務所 160m H30

2Rah44.0、m503県馬群代田沢マヤオ山仏至

－－－岳ヶ笠

2Rah31.6、m521,1県馬群）園本見究研（原ヶ瀬尾

42H㏊60.0県馬群）代田リブア中背（原ヶ瀬尾

62Hah100.0、m41県馬群）地生群イオアネラシ間鼻の山・峠待鳩（原ヶ瀬尾

3Rah63.6、m971,1所務事境環方地東関）宮竜（原ヶ瀬尾

－－－）代田水泉（原ヶ瀬尾

－－－）晴見（原ヶ瀬尾

－－－辺周頂山岳ヶ燧

03Ha63.0、m446村品片原湿水清大

2Rm390,1村岐枝檜代田池御

－－－沢リマドヨイ

－－－麓山山鶴景

－－－麓山西岳ヶ燧

－－－岳ヶ駒津会

－－－線稜の辺周峠岐津大

－－－麓山山釈帝

－－－頂山山代田

－－－辺周口山登倉猿

C

B

A

大江湿原
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　下ノ大堀においても，柵内に 1 m × 4 m の調査区を
設定し，ニッコウキスゲの新芽数・開花数・結実数を計
測した．2020 年の調査の結果，新芽の採食は認められ
なかったが，開花・結実は確認されなかった．柵設置前
である 2019 年以前の採食影響が大きく，ニッコウキス
ゲの株の回復に至っていないと考えられる．柵の設置を
継続しシカによる採食影響の低減が継続された場合，
ニッコウキスゲの開花状況が改善することが期待され
る．

5．おわりに：今後に向けて必要なこと

　近年，尾瀬では，ライトセンサス調査の結果から湿原
に出現するシカ個体数が年々増加傾向であることや，採
食状況の調査からは採食痕跡数の増加と高山域への被害
拡大・掘り起こしによる裸地面積の拡大が報告されてい
る．また，GPS 首輪の装着による追跡調査の結果から，
夏から秋にかけて尾瀬ヶ原及び尾瀬沼に生息するシカは
行政界をまたぐ移動を行っていることや，越冬地が分散

化していることが示されており，尾瀬地域におけるシカ
管理には，広域的な自治体間の連携が必須である．その
ため，地域連携のために関係機関が参集する「尾瀬・日
光国立公園ニホンジカ対策広域協議会」を設立し，各機
関がシカの捕獲と植生保護及びモニタリングに取り組ん
でいる．環境省が実施している対策としては，尾瀬ヶ原・
尾瀬沼での捕獲と優先防護エリアへの柵設置をおこなっ
ている．実施している対策上の課題は，捕獲に関しては
対象範囲の拡大や効率的な捕獲手法への移行を進めてい
るが，密度抑制影響がみられるほどの効果が得られてい
ないことがあげられ，植生保護に関しては優先防護エリ
ア A ランク・B ランクのエリアで依然柵設置ができて
ない箇所が存在していることである．
　対策方針での尾瀬国立公園の最終目標は，「尾瀬ヶ原・
尾瀬沼や高山帯へのシカの影響を排除し，湿原及び高山
植生への影響が見られない状態を維持する」としている．
本目標達成のためには，協議会各構成機関が夜間を含む
捕獲実施時間帯の拡大などの新たな対策を実施すること
での捕獲強化や，柵設置と管理を各機関で分担するなど

図 ４：ヨッピ川南岸植生保護柵外及び柵内の新芽採食状況，開花割合及び結実数の経年変化．柵の設置は 2019 年 6 月に実施した．
環境省関東地方環境事務所（2021）を一部改変．
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植生保護の対策を進める必要がある．
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1．はじめに

　バーチャルミュージアムとは，インターネットの中に
構築される展示館，博物館等の総称である．バーチャル
ミュージアムは，デジタル化された画像や情報を格納し
ているコンテンツ（データベース）が，検索・閲覧でき
る形式で保存（デジタル・アーカイブ）されており，初
期画面等に配置されているアイコンをクリックすること
で，サイトを移動することができることから，様々な形
式のコンテンツへのアクセスが可能となる．あたかも現
実の館内を移動しながら展示を閲覧しているような疑似
体験が可能となる．著作権の問題もあり，イントラネッ
ト（オフライン）による限定的な公開に留まっていたり，
主に研究目的での活用を前提として構築されていること
もある．今回システム開発した尾瀬バーチャルツアーは，
バーチャルミュージアムのひとつの形態であり，「製作
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尾瀬バーチャルツアーのデジタルシステム開発
鈴木　邦雄 1, 2），浅川　順 3）

2021 年 8 月 28 日受付，2021 年 10 月 25 日受理

　尾瀬の自然・環境の価値の理解を深める手段として，PC，タブレット，スマフォン等からアクセス
できるバーチャルツアー（試作版）のシステムを開発した．コンテンツの一部を関連団体のホームペー
ジ等とリンクさせることによって，提供できる情報量を増やすことができた．また，動画，疑似体験，
空中散歩など「遊び要素」も入れることによって，閲覧時間を延ばす工夫も取り入れた．基本システ
ムを構築できたので，今後，コンテンツを充実させることなどにより，価値の向上を目指して行く．

Digital system development of the Oze virtual tour

Kunio Suzuki1, 2，Jyun Asakawa3

A virtual tour has been developed as a way for visitors to understand the value of nature and the 
environment in Oze. This digital system (prototype version) can be accessed from computers, tablets and 
smartphones, etc. We were able to increase the amount of information we could provide by linking some of our 
content to the websites of related organizations. We also incorporated “play elements” such as videos, simulated 
experiences, and aerial walks to extend the viewing time.

キーワード：尾瀬ヶ原，バーチャルツアー，環境教育 
Ozegahara, virtual tour, environmental education
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の企画方針」に記載されている方針を設定し，HTML
言語やプラグ・インなど，インターネット特有の表現を
用いて制作されており，疑似体験や関連情報のウェブサ
イトへのアクセスが可能となっている．
　尾瀬ヶ原とその周辺域は，首都圏の北東部に位置して
おり，本州最大約 650ha の湿原と湖沼を中心に，群馬，
福島，新潟，栃木の4県にまたがる標高2000ｍ前後の峰々
と稜線に囲まれた地域である（図 1）．この地域には，
自然性の高い動植物が多く生息・生育しており，その地
形・気候環境も特徴があることから，学術的な価値が高
い．また，豊かな自然を求める人々が訪れる場所にもなっ
ている．
　第 4 次尾瀬総合学術調査において，デジタルシステム
による尾瀬バーチャルツアー（試作版）の製作・開発を
行ったのには背景がある． 
　環境省による尾瀬への入山数の推移データによると，
入山者（登山者）は，1996,1997 年の 60 万人超えをピー
クに近年 30 万人を下回っている（図 2）．2007 年に尾瀬
国立公園が指定され，最近 50 年間で湿原植生が回復し
ており （鈴木ほか，2020），都内から尾瀬ヶ原湿原日帰
りツアーが盛況を見せているにもかかわらずである．利

便性が良くなり，情報発信も多様化しているなかで，携
帯電話の電波が限定的にしか届かず，限られた時期だけ
に入山者が集中しており，トイレ問題など利用環境への
不満が出ている（山本ほか，2003）．
　尾瀬の自然・学術的価値が高いにもかかわらず四半世
紀の間，本格的・総合的な学術調査が行われておらず，
その間の自然・環境の変化が十分に把握されていない．
その要因のひとつとして，環境省・自治体が主体となる
ものを除くと，現地調査に対する許認可の煩雑さと困難
さがある．結果的に，研究成果，新しい発見，動態分析
など，尾瀬からの新しい知見の発信が限定的になってい
る．
　世代を問わず生物多様性全般への理解が深まっている
にもかかわらず，ごく一部の人々を除いて，尾瀬の魅力
ある貴重な自然・環境への関心が高まっているとは言え
ない．そこで，若年層も含めた広く人々に，尾瀬の魅力
を伝え，尾瀬への関心・知識を深めてもらい，尾瀬を訪
れるきっかけとなることを目的として，尾瀬に関連する
情報を PC やスマホにより提供するツールの開発を行っ
た．

2．製作の企画方針

　システム開発を行った尾瀬ヶ原バーチャルツアーは，
360 度パノラマコンテンツをベースとする最新ホーム
ページのプログラミングを採用している．福島県などか
らの要望があり，PC，スマホなどを使い，インターネッ
ト経由でアクセスできる仕様となっている．尾瀬バー
チャルツアーは，一般公開を目指し，映像，音声，動画
などのコンテンツの閲覧，リンクさせたウェブサイトへ
の誘導をすることなどにより，本システムへアクセスす
るリピーターを増やし，ツアー時間（閲覧時間）の延長
をも期待している．尾瀬バーチャルツアーを利用する主
たるターゲットは，小学校高学年から中学生（大人でも
興味を持てる内容ではあるが）としている．単なる情報
提供にとどまらない様に工夫をし，ゲーム感覚，季節変
化のビジュアル化，鳥の視点なども取り入れている．今
回の学術調査資料を活用するとともに，学術調査の事務
局を司っている尾瀬保護財団のホームページと東京パ
ワーテクノロジー株式会社の尾瀬関係ホームページとも
リンクさせている．尾瀬バーチャルツアーが提供するオ
リジナルなコンテンツは主に尾瀬ヶ原湿原を対象とし，
宿泊・ツアー情報，尾瀬国立公園全般に関する情報は，
上記のウェブサイトにリンクさせている．今回の試作版

（2019 年度）は，2017 年末より公開し，2018，2019 年

図 1：位置図（尾瀬国立公園）

図 2：主要な入山口の登山者カウンターによる入山者数の推
移
出典：環境省　尾瀬国立公園入山者数調査公表資料
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度に更新を行ってきているが，現時点でも提供できる情
報量が限られており，あくまでも試作版と位置づけてい
る．

3．尾瀬バーチャルツアーについて

　一般的に，バーチャルミュージアムは，デジタル・ネッ
トワーク時代におけるアーカイビングの一環として，社
会教育施設を地域文化の情報蓄積・発信拠点とされてい
る（久世・県内博物館 20 施設関係者，2000）．尾瀬バー
チャルツアーも含めたバーチャルミュージアムは，高い
融通性，時空間を超越した体験が可能，対話性，コミュ
ニケーションの効率化，多人数参加型という特徴を持っ
ている（伊熊ほか，2002）．広い意味での「参加型」で
あることが差別化の鍵になるといえる．そこで，尾瀬バー
チャルツアーは，最終的に，尾瀬の情報蓄積・発信のバー
チャル総合拠点となることを目指している．
　尾瀬バーチャルツアーでは，多くの人々に，尾瀬の自
然・環境に関心を持ってもらい，時には入山者として訪
れてもらう入り口として構想している．また，多くの若
い人々は，ゲームが中心ではあるが，疑似体験への関心
も高く，最近ではこの種のコンテンツへのアクセスに精
通している．

3．1　製作の経過
　試作品の製作に当たっては，当初，群馬県立自然史博
物館のホームページにあるバーチャルミュージアムに準
じる構成を検討したが，第 4 次尾瀬総合学術調査団が
行った静止画（360 度バーチャルリアリティーカメラ撮
影）やドローンによる高解像度の動画など空撮映像（エ
コリス，2019，2020）の利用が有効であり，既存の
FLASH などを用いたプログラミングでは不十分と考
え，新しい表現方法を採用した．
　具体的には，Agentec 社の Smart360（図 3）を基盤
コンテンツとし，インタラクティブに周囲を一周できる

仕様を取り入れることにより，上下・左右・回転といっ
た画面移動ができ，アイテムクリックによる切り替えが
できる．普及してきたバーチャルリアリティーゴーグル
への対応も行った．尾瀬バーチャルツアーでは，今回の
学術調査資料であるリモートセンシング映像（小型飛行
機，ドローンによる撮影），360 度バーチャルリアリ
ティーカメラ（RICOH　THETA）画像，その他画像，
動画がコンテンツとして組み込まれている．

3．2　基本設計
　使用した Smart360 は，バーチャルリアリティーの新
しい概念 VR2.0 を組み込み，ウェブを通じて簡単に配
信できる新しいクラウドサービスである．VR2.0 とは，
バーチャルリアリティーの空間上に文字，図形，写真，
動画　音声などを埋め込み，従来のウェブページとは
違った多彩なアプローチを可能にしている（図 3）．し
たがって，Smart360 のグローバルナビ・レーダーマッ
プ（360 度バーチャルリアリティー空間）の画面上に配
置されたオブジェクト（文字，図形，写真，動画，音声
等）を選択することによって，個々のコンテンツにアク
セスができる．

3．2．1　グローバルナビ・レーダーマップ（図 4-6）
　初期画面，移動時の画面では，上下・左右の移動や
360 度回転ができるグローバルナビ・レーダーマップ（＝
360 度の写真）が採用されている．使用する機器によっ
て表示内容，レイアウトなどで若干の機能に差がでるが，
初期画面では，地点図（固定スポット位置図）と
Smart360 コンテンツのビュー方式，自動回転と停止を
選択できるステイタスバーが表示される．ステイタス
バーは表示・非表示を選択できる．基盤コンテンツ
Smart360 のビュー方式は，ノーマルビュー，フィッシュ
アイビュー，ステレオグラフィックビュー（図 6），アー
キテクチュアルビュー，パンニーニビュー（図 7）とリ
トルプラネットビュー（図 8）の計 6 ビューが用意され
ている．
　アーキテクチュラルビューでは，視野の上下に応じて
チルトシフトやパースペクティブ コントロールレンズ
のようにシフトする．したがって，見上げたときや見下
げたのときにパノラマの ” 垂直線 ” の直線さを保つこと
ができる．また，パンニーニビューは，立体フィッシュ
アイ投影を極端にした投影となり，270°の視野角が得ら
れる．用途に応じたビューを選択し，マウスの左クリッ
クした状態で，マウスを動かすことで画像が上下左右に
移動することができる．また，バーチャルリアリティー

図 3：Smart360 の概念
資料協力：（株）エージェンテック
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ゴーグルを着装することで 3D 画面も選択できる（図 9）．
わかりやすいアイコンや地点図が表示されることで，閲
覧者の年齢層や関心の内容に応じて，目的の地点や項目
へと容易にあるいは直接アクセスできるように配慮がさ
れている． 

3．2．2　グローバルナビ
　グローバルナビとは，ヘッダーメニューとも称されて
おり，ページに設置された案内リンクのことである．サ
イト全体のコンテンツ構成を分かりやすく表現すること
ができる．尾瀬バーチャルツアーでは，初期画面に留ま
らず，表 1，図 6 に示されるグローバルナビをつけ，必
要に応じて外部リンクに移行できるシステムにしてい
る．グローバルナビは，尾瀬保護財団が作成・管理し，
更新が頻繁に行われているものであり，閲覧者は本シス
テム自体の更新を待つことなく最新情報を入手できる．
　今回開発したシステムの特徴のひとつは，尾瀬バー
チャルツアーを入り口として，ゲーム感覚で楽しみなが
ら尾瀬への関心と理解を深めてもらい，実際に尾瀬を訪
ねてみたい，山小屋に泊ってみたい，尾瀬の自然を深く
知りたい，昔はどうであったのかを知りたいといった
ニーズに対応できるリンクが張られていることである．
ホームページ上でのスムーズなリンクを張ることができ
たのは，今回の学術調査を支えていただいた尾瀬保護財
団と東京パワーテクノロジー株式会社との協働の成果で

もある．

3．2．3　コンテンツ
　画像・イラスト等（オブジェクト）を組み合わせたも
のが，コンテンツと呼ばれている．作成された尾瀬バー
チャルツアーにおけるグローバルナビ・レーダーマップ

（RICHO 製 THETA を使用して撮影の 360 度静止画）は，
そのまま静止させておくこともできるが，10 秒後に水
平回転が始まり，まわりの景観を広く閲覧できる．地点
によって，オブジェクトの位置と数は異なるが，マウス
をオブジェクトのキャラクター・アイテムに近づけると
説明が表示される（全てではないが）．さらにクリック
すると当該するコンテンツに移動し，動画などが始まる．
隠されているオブジェクトを探したり，興味あるコンテ
ンツからさらに別のコンテンツに移動するなどの楽しみ
も織り込まれている．
　代表的なコンテンツの例をあげれば，図 11，12 は，
ドローンによる撮影した動画のコンテンツ（春の「牛首」，
秋の山ノ鼻）であり，色々な季節を空中からの視点で観
察するという疑似的な体験ができる．また，限定的では
あるが，貴重な冬季のドローン映像も見ることができる

（冬の山の鼻，図 13）．図 14 の「夏へ」のオブジェクト
をクリックすると，同一地点の別の季節の 360 度静止画
像に切り替わる．入山したことのある登山者にとっても，
実体験で見ていた景観との違いを知ることは，別の季節
に再度訪れるインセンティブとなると考えている．
　さらに，マウスを利用することによって，その地点の
周囲や足元などへもシームレスに移動し，閲覧すること
もできる．ミズバショウの群生地やヤチヤナギの季節変
化，シカの蒐場の様子などを閲覧することもできる．デ
ジタル情報を活用することで過去に遡った植生の解析も
可能となる．近い将来尾瀬ヶ原湿原内におけるネット
ワーク環境が整備されれば，尾瀬バーチャルツアーをよ
り効果的に使うことで，実体験している自然景観の様子
を堪能できるだけでなく，同一地点での過去や別の季節
の景観を現地で確認したり，比較することも可能になっ
てくる．
　また，ホットスポット（画像に，移動だけでなく他の
アクション（動画，URL リンク等）を組み合わせたもの）
をクリックすることにより，木道上で場所の移動・前進
が可能となる．サイドマップ上の地点をクリックするこ
とでも，関心のある地点・場所への移動が可能となって
いる．鳥のアイテムにマウスを近づけると「アヤメ平が
見えるよ」の説明が表れ，さらにクリックすると尾瀬の
写真家・新井幸人氏がドローンで撮影・編集をした「ア

表 1：グローバルナビのツドロップダウンリスト（ツリー構造）

―尾瀬を知る ―尾瀬の自然概要
 ―尾瀬の歴史
 ―尾瀬の見どころ
 ―山小屋主が語る尾瀬の秘話
 ―尾瀬の自然・文化
―尾瀬に行く ―ビジターセンター
 ―アクセス
 ―快適利用のススメ
 ―安全登山のススメ
 ―ルート紹介
 ―マナー
 ―環境学習のポイント
―尾瀬の資料室 ―資料ダウンロード
 ―生物多様性情報システム
 ―放射能測定結果
―尾瀬での取り組み　 ―至仏山保全対策
 ―植生復元
 ―尾瀬賞
―尾瀬保護財団 ―組織理念
 ―事業紹介
 ―スタッフ紹介
 ―尾瀬友の会
 ―寄付のお願い
 ―尾瀬ボランティア
 ―尾瀬カード
 ―定款・財務諸表
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図 4：尾瀬バーチャルツアー　初期画面 1

図 8：パンニーニビューの例

図 5：尾瀬バーチャルツアー　初期画面 2

図 9：リトルプラネットビューの例

図 6：グローバルナビとドロップダウンリスト

図 10：バーチャルリアリティゴーグル用画面の例

図 7：ステレオグラフィックスの例

図 11：ドローン映像　春
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図 12：ドローン映像　秋

図 16：外部リンク先の例　（東京パワーテクノロジー株式会
社）

図 13：ドローン映像　冬

図 17：第 4 次尾瀬学術調査情報の画面

図 14：季節移動や鳥からの空中視点に移動するアイテムな
どを配置

図 18：第 4 次尾瀬学術調査の動画

図 15：外部リンク先の例（尾瀬保護財団）
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ヤメ平から眺める尾瀬ヶ原」の動画が始まる．また，竜
宮十字路の地点に用意されている衛星のアイテムをク
リックすると，ドローンや小型飛行機で撮影された空中
映像（縮尺の違う 3 静止画）が表示される．360 度静止
画が湿原の木道上の 1 地点での展望をバーチャル体験で
きるのに対して，鳥になった感覚で，空中からの視点も
満喫できる内容が織り込まれている．
　楽しみながら，生き物を学び，環境問題の現状を知る
ことのできる内容も織り込まれている．牛首 - 竜宮十字
路間には，トンボのオブジェクトから「何が見えたかな」
という動画，「シカによる被害」（20 秒ほど）の動画な
どが配置されている．
　また，外部の情報・ホームページとのリンクも張って
いる（図 15，16）．竜宮十字路では，「花図鑑・夏の花（秋
の花）」のオブジェクトがあり，それをクリックすると「尾
瀬へようこそ」（東京パワーテクノロジー株式会社のホー
ムページ）の「夏（秋）の花図鑑」のコンテンツに移動
する．この「夏（秋）の花図鑑」には，尾瀬の植物が写
真付きで詳しく解説されている．
　第 4 次尾瀬総合学術調査に関する情報や調査風景の動
画も組み込まれている（図 17，18）．学術調査のデータ・
結果をわかりやすいコンテンツとして提供できていない
ことが，今後の課題となる．

4．考察

　本研究は，尾瀬ヶ原湿原を対象に，その雄大な自然の
魅力をバーチャルに伝える方式（ツール）として，デジ
タルシステムの開発を行った．疑似体験に満足せずに，
雄大な自然に直接触れてみることにつなげることを念頭
に入れて，課題の検討を行った．
　尾瀬バーチャルツアーの方式は，自然環境を再現させ
たあるいは疑似的に展示する方式と比較すると，1 度の
入山・訪問では体験できない四季の季節変化と鳥やド
ローンの視点からの映像・情報に触れることができる．
展示する方式がその場所に実際に行く必要があり，閲覧
できる時間等の制限があるのに対して，尾瀬バーチャル
ツアーはそれらの制約がない．また，展示館や博物館で
尾瀬の自然を紹介するコーナーを設置する際には，展示
物・配布物などのために一定面積の展示空間の確保が必
要となる．尾瀬バーチャルツアーでは，リアルな場所空
間の占有はない．これら点が，尾瀬バーチャルツアーの
優位点になる．
　一方，環境教育のツールとしての限界があり，複数の
人々が同じコンテンツを一緒に学ぶこと，意見を交わす

ことができないことなどが課題である．
　尾瀬バーチャルツアーの閲覧数を維持するためには，
大学，NPO 団体等との協働関係を構築し，新しい知見，
新しい映像を組み込んでいくなど，コンテンツの管理・
更新が必要となる．コンテンツの更新・充実や維持管理
などの費用については，両方式ともに必要であり，大き
な差はない．
　今後，タブレットを活用した教育，バーチャルツアー
などのコンテンツの普及によって，子供たちの学び方が
変わってくることが予想されている．しかし，尾瀬バー
チャルツアーの方向性と同様に，それはあくまでも学び
の入り口という位置づけになると考えている．
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尾瀬国立公園の保護と利用 －山岳ガイドの観点から－
安類　智仁 1）

2021 年 10 月 7 日受付，2022 年 1 月 15 日受理

　尾瀬は日本の自然保護運動発祥の地であり，多くの課題を官民の協力で乗り越えてきた歴史がある．
近年では尾瀬を活用した環境教育やツーリズムへの取組みが始まるも，社会全般のレジャー多様化や
インバウンド対応の遅れ，また震災や豪雨災害，コロナ禍といった利用面での大ブレーキとなる出来
事が重なった．これらの出来事は尾瀬国立公園の利用者数だけでなく，山小屋を中心とした地域経済
の低迷を引き起こし，このままでは主に地域が担ってきた歩道維持管理や救助活動等の「保護と利用」
を低下させる事につながりかねず，これからの尾瀬の「保護と利用」の促進について，山岳ガイドの
観点から取りまとめた．

A virtuous cycle of nature conservation and use of Oze National Park

Tomohito Anrui1

Oze is the birthplace of nature conservation efforts in Japan, and there is the history that got over many 
problems by the cooperation of public and private sectors. In late years an earthquake disaster and a heavy rain 
disaster, the large brakes on the use side such as the COVID-19 and the event that it was were piled up 
diversification and a delay for inbound visitor again in leisure of the whole world though an environmental 
education and an approach to tourism that utilized Oze began. These events caused slump in business of the 
regional economy led by the mountain hut as well as the number of users of the Oze national park and in this 
situation, it might be connected in reducing “nature conservation and the use” such as the maintenance of trail 
down a mountain or the rescue operation that an area carried mainly and gathered it from the viewpoint of the 
mountains guide about promotion of “nature conservation and use” of Oze in the future.

キーワード：尾瀬国立公園，保護と利用，尾瀬認定ガイド 
Oze national park, oze-certified guide, nature conservation and use

責任著者
安類 智仁
連絡先
e-mail： anruit@gmail.com
1）尾瀬ガイドやまもり，
1 Oze National Park ecotour guide service YAMAMORI, 
Gunma, Japan

1．はじめに

　尾瀬国立公園は日本列島のちょうど中央に位置し，福
島県・栃木県・群馬県・新潟県の 4 県にまたがっている．
日本最大の山岳湿地・尾瀬ヶ原と高山湖の尾瀬沼を，燧ヶ
岳や至仏山といった 2,000 m 級の山々が取り囲み，その
風景美は唱歌「夏の思い出」で表現されるように，「夢
のような」「やさしさ」「水のほとり」「なつかしい」と
いう比喩がぴったりな場所である．
　尾瀬は日本の自然保護運動発祥の地としても知られ，
戦時下のダム開発，高度成長期の観光道路開発，近年の
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オーバーユース対策など，多くの課題を官民の協力で乗
り越えてきた歴史がある（公益財団法人尾瀬保護財団 , 
2019）．特にオーバーユース対策については，交通規制
やゴミ持ち帰り運動，山小屋定員制，合併処理浄化槽や
パイプライン整備，木道敷設，植生復元，至仏山東面道
上り専用，尾瀬の一元管理を目的とした財団法人設立と
いった数々の保護対策を講じてきた（公益財団法人尾瀬
保護財団 , 2019）．こうした 1990 年代における尾瀬のさ
まざまな取組は，日本の国立公園のオピニオンリーダー
と言える存在であった．
　しかし，尾瀬国立公園の誕生（2007 年），尾瀬認定ガ
イドの誕生（2008 年），尾瀬環境学習の充実（2008 年）
と保護対策だけでなく，尾瀬を活用した環境教育やツー
リズムへの取組みが始まるも，社会全般のレジャー多様
化やインバウンドへの対応の遅れ，また震災や災害，コ
ロナ禍といった利活用面での大ブレーキとなる出来事が
重なり，尾瀬国立公園の利用者数の低下が顕著となって
いる（環境省 , 2021a）．こういった利用面での低迷は，
山小屋を中心とした地域経済と活力へのダメージに直結
しており，これまで主に地域が担ってきた歩道維持管理
や救助活動等の，「保護と利用」を低下させる事につな
がりかねない．
　筆者は 1996 年から尾瀬保護財団職員として尾瀬沼ビ
ジターセンターに勤務し，入山者に対する自然解説を中
心とした啓発活動に従事し，2013 年からガイド事業者
として独立し，尾瀬専門のガイド会社である「尾瀬ガイ
ドやまもり」の副代表として年間約 10,000 人の利用客
を尾瀬に案内してきた．こうした尾瀬の自然と利用者と
の間で活動してきた経験をもとに，近年の尾瀬の利用に
関する状況を取りまとめるとともに，これからの尾瀬の

「保護と利用」を促進するために，私たちガイドに求め

られる役割を取りまとめた．

2．近年の尾瀬の利用状況

　尾瀬の利用状況を定量的に把握する指標は多くなく，
主には環境省が各登山口に設置したカウントセンサーに
よる入山者数がある．この他の指標として，駐車場の駐
車台数や，公衆トイレの利用者数やトイレチップ額があ
るが非公開となっている．
　利用状況を把握する指標としては，一般的には宿泊率，
リピート率，顧客満足度，観光消費額等があるが，前述
のとおり尾瀬では入山者数以外のデータが公表されてい
ないため，この数値の経年変化と当時に尾瀬で起きた事
象との関連性をまとめた．

2．1　入山者数とその変動要因
　図 2 は環境省が計測している尾瀬の入山者数を示した
ものである（環境省関東地方環境事務所，2021）．尾瀬
の入山者数は平成 8 年の約 65 万人をピークに，以後は
約 30 万人まで毎年微減傾向が続いた．しかし，2020 年
にはコロナ禍による他県への移動制限や，山小屋の営業
休止等があり約 10 万人まで減少した．
　入山者数を変動させた要因は何なのか．この問いに明
確に答えられる調査や分析は行われていないが，当時の
尾瀬を取り巻く事象と重ね合わせることでいくつかの推
測は可能である（環境省関東地方環境事務所，2021）．
　平成元年から 8 年まで，入山者数は増加トレンドに
あったが，この背景には百名山ブームや夜行バス運行の
充実等もあって多くの人が尾瀬を訪問していたと考えら
れる．その反面，し尿処理や踏み荒らしによる湿原や雪
田植生の破壊といった，登山者の利用そのものが尾瀬の

図 1：尾瀬認定ガイドのガイド風景 . 自然ガイドが行う解説（左），登山ガイドが行う至仏山登山（右）．
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自然に悪影響を与える点が問題視され，明治から昭和に
かけての「ダム開発」や「観光道路開発」といった開発
と保護という明瞭な対立構図とは異なる，新たな課題が
生じていた．
　この課題に対応するため，尾瀬関係者は「山小屋定員
制」，「合併処理浄化槽やパイプライン整備」，「至仏山東
面道上り専用化」といった保護対策を次々に打ち出し，
その保護対策の一元的な取組を目的として平成 7 年に尾
瀬保護財団が設立された（公益法人尾瀬保護財団，
2021）．財団は翌 8 年からソフト事業を中心に「平日へ
の利用分散」といった主旨の普及啓発活動を行うととも
に，「入山者数 1 日 1 万人上限」という目標を設定して，

「観光バスの乗入規制」等の保護対策強化を尾瀬関係者
と推進した結果，平成 10 年以降の入山者数は減少トレ
ンドへと転換した（環境省関東地方環境事務所，2021）．
　その後の入山者数は約 40 万人台を微減し続け，平成
19 年の尾瀬国立公園誕生をきっかけに若干の入山者増
が見られたものの，平成 23 年に起きた東日本大震災に
よって主に福島県側の入山者数が大幅減少した．
　翌年には若干入山者数が回復するも，平成 25 年に軽
井沢町や関越自動車道で起きた高速ツアーバス事故を受
けて安全基準が見直され，長距離運転時の複数ドライ
バー配置や高速ツアーバスの廃止によって，都心から遠
距離にある福島県側登山口への高速バス運行やツアーの
廃止や，群馬県側登山口への目的地変更が相次ぎ，福島

県側の入山者数のさらなる減少が顕著となった（環境省
関東地方環境事務所，2021）．

2．2　ビッグデータから見た利用者層
　尾瀬入山者の増減とそれに影響を与えたと思われる事
象について述べたが，そもそも尾瀬国立公園にはどんな
客層が訪問しているのだろうか．これについては環境省
がアンケート調査等を不定期ではあるが実施しており，
大まかな傾向を読み取ることができる（環境省関東地方
環境事務所，2016）．
　一方，近年では尾瀬入山者が所持した携帯電話の位置
情報を分析することで，ビッグデータを用いて利用者層
の詳細を明らかにすることが可能となった．表 1・2 は
携帯電話会社が保有する基地局情報から算出した 2019
年の尾瀬国立公園の利用者データである（環境省関東地
方環境事務所，2021）．表 1 は利用者データを性別と 10
歳階とに分類して，尾瀬国立公園と日本に 34 箇所ある
国立公園の合計とを比較したものだが（関東地方環境事
務所，2021），尾瀬国立公園では 60 歳代が中心的な利用
者であるのに対して，34 国立公園では 40 歳代と年齢層
が低く，尾瀬国立公園の 10 歳代～ 30 歳代の比率が非常
に低い事から，尾瀬国立公園では他国立公園と比較して
中高年齢層の割合が高いと言える．
　表 2 は尾瀬国立公園の利用者を居住地別・都道府県別・
市町村別に集計したものだが，74.5% が関東居住者であ

図 2：入山者数とその変動要因（環境省関東地方環境事務所，2021a）．
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り，その内訳も割合の高い順に，東京都，埼玉県，群馬
県，神奈川県，千葉県と上位 5 県が近隣の大都市圏から
訪問している事が明らかである．
　第 6 位以降では，福島県，栃木県，茨城県となり，主
に福島県側の尾瀬利用者が占めているが，8 位に大阪府，
9 位に愛知県となり，東北地方（10.1%）よりも中部・
関西地方からの利用者割合（12.5%）が高い事も明らか

になった．この点に関しては確証はないが，旅行会社の
尾瀬ツアーが中部・関西地方で募集・催行されている事
が影響しているのではないかと考えられる．

2．3　リピート率
　尾瀬国立公園の再訪率（リピート率）を過去のアンケー
ト調査から明らかにしたものが図 3 である（環境省関東

表 2：ビッグデータを用いた尾瀬国立公園利用者層（居住地別）（環境省関東地方環境事務所（2021b）．

表 1：ビッグデータを用いた 34 国立公園全体と尾瀬国立公園利用者層比較（環境省関東地方環境事務所（2021b）．
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地方環境事務所，2021）．平成 15 年以前のアンケートに
ついては訪問回数の区切りが不統一であり「初めて」と

「2 回目以上」でまとめられているが，どのアンケート
結果でも 2 回目以上の訪問者は 70% 前後で推移してお
り，訪問回数 6 回以上の利用者も 20% 台で推移してい
る事から，尾瀬国立公園はくりかえし訪れる利用者の多
い，根強いファンが多く存在している事が明らかになっ
た．

2．4　認知度・来訪意向
　尾瀬国立公園の社会一般における認知度や，行ってみ
たいと思える場所（来訪意向）なのかをまとめたものが
表 3 である（環境省関東地方環境事務所，2021）．これ
までの同様な調査が尾瀬登山口で行ったものに対して，
図 6 は広く一般に対して調査したものであり，日本にお
ける尾瀬の知名度・来訪意向を示したものである．
　本調査では，尾瀬の認知度は 1998 年には 81.0% と非
常に高かったが，2021 年には 70.8% と約 10% 認知度が
下がっている．来訪意向も同様に，「ぜひ行きたい」の
割合が 1998 年は 37.4%，2021 年は 23.7% と 14% 弱下がっ
ており，25 年間で認知度・来訪意向ともに 10% 以上低
下したことが明らかになり，認知の低下が来訪先として
選択肢に挙がりづらい関係性にある事も示唆された．

2．5　ガイドツアー参加者数
　尾瀬国立公園には地元観光協会，ガイド事業者などで

構成される尾瀬ガイド協会が平成 19 年に設立されてお
り，尾瀬認定ガイドの認定を行っている（詳細は「3. 尾
瀬ガイド協会について」で後述）．尾瀬認定ガイドは尾
瀬国立公園でのガイドツアーを引率して，安全管理や環
境教育，エコツーリズムを実践しているが，このツアー
に参加した人数をまとめたものが図 4 である（環境省関
東地方環境事務所，2021）．
　これによれば，2010（平成 22）年のツアー参加者数
が 約 12,000 人 に 対 し て，2018（ 平 成 30） 年 に は 約
26,000 人と倍以上に増えており，尾瀬入山者の減少傾向
が続く中で，唯一増加傾向を示すデータとなった．
　ガイドツアー参加者の増加は，ガイドの解説を通した
尾瀬の魅力発信や，安全で快適な尾瀬利用，また自然保
護運動の原点としての尾瀬を利用者に伝える機会となっ
ており，今後の尾瀬利活用の促進を図る上で重要な指標
になると考えられる．

2．6　�利用者ニーズ（やまもりツアーアンケート結果か
ら）

　尾瀬認定ガイドのツアーに対する参加者の評価はどう
いったものがあるだろうか．これについては全ガイド事
業者が利用客アンケートを実施しているわけではないた
め，全体的な評価を行うことは出来ないが，筆者が所属
する「尾瀬ガイドやまもり」では年 2,000 人以上の利用
客からアンケートを回収しており，その結果からツアー
評価の傾向をつかむ事が可能である．なお，今回はいく

図 3：尾瀬国立公園のリピート率（環境省関東地方環境事務所，2021b）．
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表 3：尾瀬国立公園の認知度・来訪経験率・来訪意向の推移（環境省関東地方環境事務所（2021b）．

図 4：尾瀬認定ガイドのガイド実績（環境省関東地方環境事務所，2021b）．
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表 4：やまもりツアーに対する自由意見（ポジティブ意見）（尾瀬ガイドやまもり，2019）．

ツアーに対する自由意見（ポジティブ意見）
意見数 内　　　　容

1位 251 解説・説明・案内・アドバイス(歩き方等)が丁寧・的確・わかりやすい・良い
2位 192 豊富な知識での解説
3位 158 歩くペースちょうどいい・体力に合わせてくれた
4位 120 気配り・気遣い・声かけ・心配り
5位 91 声が大きい、よく通る、聞き取りやすい、口調が良い、話し方が良い
6位 82 丁寧・親切・やさしい対応
7位 55 天気に恵まれた
8位 43 安全への配慮・注意喚起
9位 35 人柄・親しみやすい
10位 29 時間の有効利用
11位 27 楽しかった
12位 25 達成感・満足感（目的地までの達成、歩ききったなど）
13位 24 明るく、さわやか、笑顔、元気
14位 22 質問への対応
15位 21 ケガ・体調不良・転倒・ハプニングへの対応
16位 17 人数が少なくて・丁度良かった
17位 16 適度な休憩
18位 15 ガイドの対応が良かった
19位 14 景色・花が良かった
19位 14 イヤホンガイド

表 5：やまもりツアーに対する自由意見（改善意見）（尾瀬ガイドやまもり，2019）．

ツアーに対する自由意見（ネガティブ（改善）意見）
意見数 項目 具体的な意見内容

イヤホンガイド(拡声器・マイク・メガホン・スピーカー)希望
後ろまで聞こえる工夫を
説明は全員に聞こえる様に足を止めて
伝言が後ろまで伝わらない。まとまったところで説明を
名称だけでなくより幅広くより詳しい説明を
違う季節の案内を
ガイドの自然・人生経験を話す
転倒しない歩く時のこつを教えてほしい
解説資料が欲しい。お土産や思い出になるもの
至仏山から見える山の資料。花の資料。
伝言は伝わらないので、解説資料が
つぼみ、開花の時の写真が見たい
他の季節や内容のツアー紹介
個人申込みの方法の紹介
尾瀬に向かうバス内で尾瀬の解説を
お土産の野菜が重い
尾瀬の自然を守って。伝えて。
自然の重要性を伝え、環境を守るために入山者へのマナー等教育
尾瀬の自然の現状を参加者に伝えて自然を守っていって
トイレ利用料の未納者対策
木道整備
草木の名前がわかる大きな看板
昼食場所の確保
木道を幅広くするか手摺希望
鳩待峠への復路・石段では休憩が必要
昼食時間・休憩時間を増やして欲しい
途中の休みを多くして景色を眺める時間が欲しい
短時間でも良いので水分を取る時間が欲しい
自然・ルート・持ち物・気候・レベルなどの事前情報が欲しい
尾瀬のマナーや魅力発進
季節の情報発信を
尾瀬の花の咲き状況をインターネットで提供希望
人数が多い
今回のように人数を少なく
人数を10人から5から8人に
15人は無理がある
写真時間
写真を撮りたいのでゆっくり歩いて欲しい
撮影ポイントを教えてほしい
ビューポイントではガイドさんが写真を写してあげたら。

21 写真

23 休憩

22 情報発信

22 引率人数

45 ツアーについて

40 保護

27 整備等

153 解説技術

85 解説内容

53 資料
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つかのアンケート設問の中から，特にツアーに対するポ
ジティブな自由意見を表 4，改善を希望する意見を表 5
としてまとめた（尾瀬ガイドやまもり , 2019 内部資料）．
　表 4 のポジティブな意見についてだが，1 位「解説・
案内・アドバイスが丁寧で的確，わかりやすい」，2 位「豊
富な知識による解説」，3 位「歩くペースがちょうどい
い」，4 位「気配り・気遣い」となっており，主にガイ
ドが行う解説活動や安全管理に対する評価が高く，次い
で利用客に対する接客態度についても評価が高い事がう
かがえた．
　一方で表 5 にまとめた改善点としては，1 位「解説が
後ろまで聞こえる工夫」，2 位「幅広いジャンルについ
ての解説」，3 位「話すだけでなく配布資料や写真で伝
える」といった意見が多く寄せられた．ポジティブな意
見としてガイドの解説活動に対する高評価がある一方
で，改善に関してもより分かりやすく，色々な解説が聞
きたいという要望が多くある事も伺える結果となった．

3．尾瀬ガイド協会について

　尾瀬でのガイド活動の始まりは定かではないが，平成
15 年頃には 10 事業者ほどが活動していたと考えられる．
しかしその活動目的は事業者毎で自然保護の啓発や，安
全な登山案内，専門的な知識の伝達と異なっており，さ
らにはガイドの実力がバラバラな状況があった．こうし
た現状を塩田政一氏（片品山岳ガイド協会事務局長（当

時））が尾瀬サミットにおいて「尾瀬にガイド認定制度
が必要」と提言したのがきっかけとなり，平成 15 年に
は尾瀬ガイド事業者の情報交換を行う「尾瀬ガイドネッ
トワーク」が発足した．平成 17 年にはネットワーク会
員同士で遵守する「尾瀬ガイドルール」を作成した．平
成 19 年には尾瀬国立公園の誕生や，群馬県・福島県・
魚沼市が連携して子どもたちの尾瀬学習を事業化すると
いった大きな後押しを受け，平成 20 年に「尾瀬認定ガ
イド協議会（現在の尾瀬ガイド協会）」が発足した．

3．1　組織構成
　尾瀬ガイド協会は，図 5 で示したとおりガイド事業者，
地元観光協会，尾瀬保護財団で構成された理事会で運営
されており，任意団体という形態をとりつつも，対外的
には尾瀬国立公園における統一的な認定制度という位置
づけを獲得している（日本エコツーリズム協会，2018）．
　認定しているガイドの種類は，尾瀬自然ガイド・尾瀬
登山ガイドの 2 種類で，それぞれに活動対象エリアや活
動期間が定められている．この認定制度の特徴のひとつ
に「尾瀬ガイドのレベルアップをはかる」事があり，認
定試験の合格ラインを比較的低くする代わりに，認定後
の研修を充実させている点がある．もうひとつの特徴に

「認定ガイドの年会費のみで運営される」組織である点
があり，補助金・助成金を受けずに認定ガイド年会費（年
10,000 円）のみで運営されているため，協会独自の運営
を持続的に行う事が可能となっている．

図 5：尾瀬ガイド協会の組織構成（日本エコツーリズム協会，2018）
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3．2　会員状況
　活動 14 年目となった尾瀬ガイド協会は，現在の会員
数が 218 人（2021 年 3 月 24 日現在）と多くのガイドが
所属しているが，平均年齢は 59.7 歳と高く，より利用
客のニーズに合わせた，柔軟なガイド活動の展開・充実
が求められている．
　また，17 のガイド事業者が所属団体となっているが，
所在地別に見ると，群馬県側 10，福島県側 6，新潟県側
1 と，群馬県側のガイド事業者が多くいるのに対して，
福島・新潟側でのガイド事業者が少なく，特に尾瀬国立
公園の福島県側や新潟県側でのガイド活動の充実を図る
必要があると思われる．

4．「保護と利用」の促進のためにガイドに求め
られること

　環境省（2021b）では平成 28 年度から「明日の日本
を支える観光ビジョン」に基づき，国立公園満喫プロジェ
クトを推進しており「保護と利用の好循環」を生み出す
ことで，優れた自然を守り地域活性化を図りながら，日
本の国立公園を世界の旅行者が長期滞在したいと憧れる
旅行目的地にしようと様々な取組みが行われている．
　残念ながら尾瀬国立公園は先行的・集中的にこのプロ
ジェクトに取り組む国立公園としては選ばれていない
が，日本の自然保護運動の原点という普遍的な特徴を持
ち合わせており，どのようにして保護と利用のバランス
を取りつつ，それを促進させるのかを社会に答える立場
にあると筆者は捉えている．
　国家プロジェクトの行方はさておき，自分の職業であ
る「ガイド」という存在が，尾瀬国立公園の「保護と利
用」のために何が出来るのかをまとめてみた．

4．1　尾瀬の解説者としての役割
　利用客がガイドに求めているニーズについては，「2.5 
利用者ニーズ」でも触れたように，ポジティブ・ネガティ
ブの両面において「尾瀬の解説」だった．ガイドに求め
られる役割は，利用客ニーズが多様化している現在では
千差万別だが，そぎ落として考えれば「尾瀬の自然保護」，

「安全管理」，「解説」であり，自然保護や安全について
は出来ていて当然であり，利用客からは見えない（見え
づらい）役割だと思われる．
　一方，解説する役割は，内容の分かりやすさ，豊富な
知識，実体験，熱意，小道具の活用，ホスピタリティ，
エンターテイメントといった様々な要素が関係してお
り，技術的なノウハウだけでなく，ガイドの考え方や生

きざまが利用客には見えてしまう．
　このようにガイドの解説する能力は，尾瀬国立公園の
普遍的価値を利用客に直接伝えられるだけでなく，尾瀬
を好きになってくれるきっかけにも繋がるため，一朝一
夕で能力向上が図れるわけではないが，今回の第四次尾
瀬総合学術調査で明らかになった話題をかみ砕いて説明
できる等，尾瀬ガイド協会を中心に尾瀬に関する知識と
解説技術向上を図る必要がある．
　話は多少それてしまうが，ガイドが解説しやすい環境
を整える事も好循環を生み出し，促進させる方策である
と捉える事も出来る．ガイドが利用客に伝えるべき尾瀬
の普遍的価値を明らかにし，ツアー中にその価値を伝え
る役割をガイドに与えてはどうかと思う．

4．2　�「楽しみ」と「学び」をバランス良く提供する役
割

　「4.1 尾瀬の解説者としての役割」と相反するが，尾瀬
認定ガイドを依頼する利用客は尾瀬を楽しむために来て
いる．ガイドが解説者としての役割を前面に出しすぎる
と，ツアーが勉強会になってしまい，ガイドは先生とい
う立場で尾瀬について教えるという構図ができあがって
しまう．
　尾瀬について勉強する事が悪いわけではなく，そう
いった場はガイドだけでなく，尾瀬関係者が協力して別
に設ける必要があり，あくまでもツアーにおいては尾瀬
を「楽しむ」事を通じて，尾瀬を「学ぶ」という流れを
つくることが，ガイドに求められる役割ではないかと筆
者は考えている．
　「楽しみ」と「学び」をバランス良く提供するためにも，
利用客の興味レベルや年齢・性別，旅行スタイル等を段
階に分け，それぞれに対して「楽しみ」と「学び」をど
のように提供するかを整理し，ガイド全員が利用客に応
じて「楽しみ」と「学び」について多くの引き出しを持
てるよう，技術向上の場を用意する必要がある．

4．3　悪しき変化の兆候を察知する役割
　尾瀬では様々な主体が自然環境の把握ために，モニタ
リング調査を行っているが，その調査を継続するために
行政や研究者が，多大な時間と労力をかけているのが現
状である．
　ガイドの特性のひとつに，同じフィールド（コース）
を繰り返し利用するという側面があるが，この点におい
てガイドは継続的に環境変化を見守る最適な存在である
事は間違いない．モニタリングに求められる専門性や精
度については，それを必要としないようなモニタリング
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項目と手法を実施主体が整備すればよく，例えば「定点
を設けて写真を撮る」という作業は，新たな予算措置無
しに実行できるモニタリングのひとつだと思う．
　また，日常的に利用者を尾瀬に案内するなかで，現在
の利用状況が尾瀬に対して何らかの悪影響を与えていな
いか，そういった悪しき変化の兆候をいち早く察知でき
るのも，利用客の行動を常に見ているガイドの特性だと
思われる．例えば「なぜこの場所の植物が踏まれるのか」
は，至仏山や燧ヶ岳等の登山コース上でしばしば起きて
いる問題点だが，その理由のひとつには「階段の段差が
大きくて仕方なく横の植生に踏み込んでいる」といった，
利用客の行動が引き起こしているケースがあり，回復不
能となる前に対策を講じるためにも，悪しき変化の兆候
を察知する必要がある．また，利用者に起因した変化だ
けでなく，野生動物による食害や，気候変動に起因した
悪しき変化に対しても，「おかしい」と気づけるのがガ
イドであろう．

4．4　尾瀬ファンをつくる・増やす役割
　ガイドが尾瀬国立公園に果たすべき最も重要な役割
が，「尾瀬ファンをつくる・増やす」だと筆者は考えて
いる．図 6 は尾瀬ファンをつくり・増やす事でどんな影
響をもたらすかをイラスト化したものだが，もともとリ
ピート率の高い尾瀬国立公園ではあるものの，前述して
きたとおり入山者の減少傾向や，認知度・来訪意向の低

下が顕著であり，これまでのような新規顧客の獲得を目
的として PR だけなく，尾瀬を楽しみ・積極的に学び，
ひいては尾瀬を守る活動に参加してくれる尾瀬ファンを
つくり・増やす必要がある．
　この事は「4．保護と利用の促進のためにガイドに求
められること」で述べたように，国立公園満喫プロジェ
クトに対して尾瀬国立公園が手本として見せる姿ではな
いかと感じている．「国立公園の利用者数増加」や「客
単価の向上」といった指標は，その目標達成の途中にあ
る数字に過ぎず，尾瀬を訪問した事で来園者にどうなっ
てもらいたいかを提示してはどうかと思われる．

5．おわりに

　ガイドは尾瀬利用客と最も長い時間を尾瀬で過ごし，
解説やコミュニケーションを通じて，尾瀬の理解を促し，
尾瀬ファンになってもらえるよう働きかける最前線の関
係者である．尾瀬国立公園の保護と利用の促進に向けて，
尾瀬ガイドも関係する皆さまと連携して役割を果たした
いと思う．

図 6：「尾瀬ファンをつくる，増やす」と，どうなるか？（環境省関東地方環境事務所（2021b）．
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尾瀬地域内外における降水量の空間相関
岩熊　敏夫 1），野原　精一 2）

2022 年 1 月 25 日受付，2022 年 2 月 16 日受理

　尾瀬内外の地上観測所で観測された降水量の月別・季節別の空間相関を調べた．1981 年から 2010
年までの 30 年間の日降水量データを月別にまとめ，２変量混合対数正規分布に基づいて尾瀬の観測
所との相関を推定し，比較のためピアソン積率相関も検討した．尾瀬内外の気象観測所の類似性を距
離，標高差，方位との関係により評価し，高地生態系である尾瀬の降水現象を代表しうる観測所の特
定を試みた．

Spatial correlations of precipitation amounts for Oze and  
surrounding area

Toshio Iwakuma1, Seiichi Nohara2

Monthly and seasonal spatial correlations of precipitation amounts were studied for Oze and surrounding 
area. Daily precipitation amounts measured at ground-based observation stations for 30 years were grouped by 
month to estimate correlations between the station either Yamanohana or Ozenuma in the Oze area and each of 
other stations based on the bivariate mixed lognormal distribution as well as Pearson's product-moment. 
Similarities of surrounding stations to stations in the Oze area were examined in terms of distance, difference of 
altitudes, and direction for each month and season to identify observation stations proxies for the precipitation 
at the high-altitude Oze ecosystem. 
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1．はじめに

　尾瀬ヶ原は阿賀野川水系只見川の源流域に位置する高
地湿原 （標高約 1,400 m，面積 6.5 km2） である．尾瀬ヶ
原と湿原東方の尾瀬沼 （標高 1,665 m，面積 1.8 km2） を
囲む，只見川流出口 （三条ノ滝） までの流域面積は 88.8 
km2 である．この流域を尾瀬地域 （以下「尾瀬」と表記） 
と呼び，国立公園の指定区域とは異なる．尾瀬は東日本
太平洋側 （群馬県），北日本日本海側 （福島県会津地方），
東日本日本海側 （新潟県） の地域区分 （または全般季節
予報区分，気象庁 ， 2020） の境界に位置するため，尾瀬
の気象を類型化するのは容易ではない．菊地 （2002） は
尾瀬山の鼻気象観測所 （標高 1,405 m，所在地は尾瀬山
の鼻ビジターセンタ，以下観測所名を「山の鼻」と表記
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して地区名の「山ノ鼻」と区別する） の 1 月，4 月，7 月，
11 月の月別降水量を新潟および前橋の降水量と比較し，
尾瀬の降水型は新潟の降水パターンとの類似から日本海
型気候であると指摘した．
　尾瀬地域では上記山の鼻に加え，尾瀬ヶ原気象観測所 

（「温泉小屋」），尾瀬沼観測所 （以下「尾瀬沼」と表記） 
の３カ所で気象観測が行われている（表 1）．気象デー
タの取りまとめは，菊地 （1999， 2000， 2001），西村・吉
弘 （2008），野原 （2012） により行なわれている．西村・
吉弘 （2008） は山の鼻における 1977 〜 2006 年の気温，
湿度，降水量，風速，積雪深および地中温度の観測値か
ら気象平年値を算出した．年降水量 （1,968.6 mm） およ
び夏期 （6 〜 10 月） 降水量 （909.6 mm） の平年値は，前
述平地観測所の新潟および前橋のいずれにおける平年値
よりも高い．ただし，山の鼻も通年観測の期間が限られ
ていることから，年値または冬期値 （12 〜 3 月） の統計
年数は夏期値の年数の約半分であった （西村・吉弘， 
2008）． 
　一般に月降水量または年降水量は標高に従って増加し 

（Budyko， 1974） 山頂部では減少する傾向が見られる 
（松野， 1954） ．降水量を標高の一次式または二次曲線
式，さらには標高に土地の傾斜を加味した式などで表す
ことが試みられているが （吉野， 1975），地域や地形に
より様々である （松野， 1954；吉野， 1975）．また降水量
の地点間の （空間） 相関はその距離の増加と共に減少す
る （Huff and Shipp， 1969；葛葉ほか， 2002）． 尾瀬の気
象を表すために，近隣の桧枝岐 （標高 973 m） や藤原 （標
高 700 m） などのアメダス （AMeDAS） データがしばし
ば用いられるが，尾瀬外の観測所のデータから尾瀬の降
水現象を推定する上で，尾瀬からの距離，標高差および
地形的な差異を考慮する必要がある．約 17 km 間隔に
設置されたアメダス観測網は，尾瀬から 10 km 圏内に
はゼロで，30 km 圏内で 4 カ所，最も近い地方気象台で
ある前橋気象台は約 63 km に位置する．一方国土交通
省や水資源機構などの水文観測所は，様々な水系で尾
瀬ヶ原よりも標高の高い地点でも降水量の観測を行って
いる．全ての観測所で通年・長期間観測が実施されては
いないが，尾瀬から 10 km 圏内に 7 カ所，30 km 圏内
で 17 カ所配置されているなど，観測密度は高い． 
　本研究は尾瀬と尾瀬外の気象・水文観測所における日
降水量データの空間相関を調べ，尾瀬の気象観測所との
類似性を距離，標高差，方位との関係により評価するこ
とを目的とした．空間相関解析にはピアソン積率相関ま
たは線形回帰係数が広く使われている （葛葉ほか， 2002; 
De Vera and Terra， 2018）．降水量データの空間相関

解析においては累乗根や対数などの変換による特段の改
善は見られていない （Huff and Shipp， 1969）．ゼロを多
く含む降水量の頻度分布はこれらの変換により正規化は
されない．清水・寒河江 （1990） と Shimizu （1993） は
ゼロを含む連続な正実数値をとる２変量混合対数正規分
布モデルを提唱し，同時に 2 地点で測定されたアメダス
データの解析を行った （「混合」はゼロ点での離散分布
と連続分布の混合モデルを意味する） ．本研究では，２
変量混合対数正規分布に加えてピアソン積率相関によ
り，尾瀬と隣接地域における降水量データの空間相関解
析を行った．長期間の月別の降水量を比較することで，
欠測を含む山の鼻の測定値を有効に活用することを目指
し，高地生態系である尾瀬の降水特性を代表できる観測
地点の特定を試みた．

2．方法

2．1　対象気象・水文観測所
 　尾瀬地区では山の鼻気象観測所および尾瀬沼観測所
を対象とした．さらに，尾瀬地域が位置する福島，群馬，
新潟 3 県に加え，東北，関東，中部の観測所の情報を収
集した．そのうち，尾瀬ヶ原中田代中央から 150 km ま
でに位置する 766 観測所の諸元を電子資料 1 表 1 に示
した （以下，距離順の観測所番号を観測所名に併記す
る）．気象庁気象観測所 （アメダス） の種類，所在地緯度・
経度，標高，観測開始時期などの情報は気象庁 （2018， 
2021a） に基づき，国土交通省水文観測所の水系名，河
川名，種別，所在地緯度・経度，標高，観測開始時期な
どの情報は国土交通省（2016， 2021b） に基づいた．緯度・
経度は世界測地系に統一した．観測所位置情報が日本測
地 系 の み で 与 え ら れ て い る 場 合 は，TKY2JGD 
Ver.1.3.80 （国土地理院， 2021d） により世界測地系に一
括計算・変換した．標高が公開されていない観測所につ
いては，緯度・経度からサーバサイドで標高を取得した 

（ 国 土 地 理 院， 2021b）． 尾 瀬 ヶ 原 中 田 代 中 央 
（36˚55’57.64”N， 139˚13’42.7”E），山の鼻気象観測所およ
び尾瀬沼観測所それぞれから他の観測所までの距離と方
位 角 は，GRS80 楕 円 体 に 準 拠 し た 地 球 の 長 半 径 

（6,378,137 m），扁平率 （1/298.257222101） および 2 地点
の緯度・経度から計算される値をサーバから一括取得し
た （国土地理院， 2021a）．さらに，5 m DEM（数値標
高モデル）標高タイルデータ （国土地理院， 2021c）， お
よび行政区域データ （国土交通省， 2021a） を用いた．
　中田代中央から半径 10 km ごとの円内に分布する気
象・水文観測所数とアメダス（内数）は，10 観測所 （ア
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表 1：尾瀬地域および 150 km 圏の気象・水文観測所の諸元（中田代中央 [36˚55’57.64N, 139˚13’42.7”E] からの距離順）．a: 県番号
7= 福島県，9= 栃木県，10= 群馬県，15= 新潟県．b: 管理主体 1= 気象庁アメダス観測所，2= 国土交通省水文水質観測所，3= 水
資源機構水文水質観測所，4= 尾瀬保護財団山の鼻気象観測所，5= 東京電力ホールディングス尾瀬沼観測所，6= 電源開発尾瀬ヶ
原気象観測所．c: 稼働状況 1= 観測中，0= 廃止または稼働停止，空欄は不明 （稼働停止と判断する） を示す．d: 緯度・経度を
ddmmss.ss または dddmmss.ss で表す．e: 緯度・経度から 5 m 数値標高モデルにより求めた標高．

番号 観測所名 県番号a 管理b 稼働c 水系
位置 標高 （m） 中田代からの

観測開始
時期

ウェブ公開 備考

緯度d 経度d 公称 DEMe 距離
（km）

方位
（度）

期間 年数

中田代中央 Nakatashiro 10 阿賀野川 365557.64 1391342.7 1402 1402.7 0 起点
1 温泉小屋 Onsengoya 7 6 1 阿賀野川 365715.84 1391507.08 1420 1423.8 3.19 41 1961/6 1961 〜 60 夏期のみ観測（菊池 , 2002）
2 山の鼻 Yamanohana 10 4 1 阿賀野川 365454.66 1391151.34 1405 1411 3.37 235 1966/6 1977 〜 44
8 尾瀬沼 Ozenuma 10 5 1 阿賀野川 365510.41 1391824.01 1667 1666.9 7.11 102 1949/12 1950 〜 71 東京電力ホールディングス
3 鳩待峠 Hatomachitoge 10 2 0 利根川 365325 1391206 1615 1608.7 5.28 207 1969/6/25 1969 〜 2009 41 廃止
4 鳩待峠 Hatomachitoge 10 2 1 利根川 365324 1391205 1590 1601.5 5.32 207 1989/11/19 1989 〜 2019 32
5 三平峠 Sanpeitoge 10 2 1 利根川 365440 1391755 1670 1675.6 6.69 111 1976/7/22 2002 〜 2019 19
6 悪沢 Warusawa 10 3 利根川 365329 1391020 2042 2036.7 6.79 228 2002 〜 2009 8
7 戸倉 Tokura 10 2 1 利根川 365216 1391447 1300 1350.7 7.02 167 1965/10/17 1965 〜 2019 56
9 矢種 Yadane 10 3 利根川 365525 1390827 1337 1331.2 7.88 263 2002 〜 2009 8
10 坤六峠 Konrokutoge 10 2 1 利根川 365132 1391112 1625 1628.9 9 205 1974/6/1 1974 〜 2019 47
11 根羽沢 Nebasawa 10 2 1 利根川 365219 1391942 1300 1285 11.16 127 1972/6/1 2002 〜 2019 19
12 タキガ沢 Takigasawa 10 3 利根川 365026 1391000 1502 1500 11.62 208 2002 〜 2009 8
13 小穂口 Obokuchi 10 3 利根川 365831 1390626 954 964 11.79 294 2002 〜 2009 8
14 土出 Tsuchiide 10 2 1 利根川 364859 1391422 870 862 12.94 176 2002/5/1 2002 〜 2019 19
15 奈良俣 Naramata 10 3 利根川 365257 1390512 931 930 13.81 246 2002 〜 2010 8
16 木の根沢 Kinonesawa 10 3 利根川 365118 1390623 914 914 13.89 232 2002 〜 2009 8
17 湯ノ小屋 Yunokoya 10 2 1 利根川 365220 1390524 850 801 14.05 242 1958/9/1 1958 〜 2019 63
18 丸沼 Marunuma 10 2 0 利根川 364832 1391837 1180 1175 15.55 152 2004/5/1 2004 〜 2008 4 廃止
19 桧枝岐 Hinoemata 7 1 1 阿賀野川 370036 1392230 973 999 15.61 57 1978/10/31 1978 〜 2020 43
20 丸沼ダム Marunuma dam 10 2 1 利根川 364922 1392022 1750 1445 15.7 141 1965/10/17 1965 〜 2019 56 丸沼標高 1425m
21 矢木沢 Yagisawa 10 3 利根川 365442 1390314 870 855 15.73 262 2002 〜 2010 8
22 加仁湯 Kaniyu 9 2 1 利根川 365207 1392351 1410 1406 16.65 115 1966/5/28 1966 〜 2019 55
23 藤原 Fujiwara 10 1 1 利根川 365200 1390330 700 696 16.85 244 1977/11/11 1977 〜 2020 44
24 越後沢山 Ecigosawayama 15 2 1 信濃川 370119 1390359 1297 1293 17.51 305 1899/12/31 2008 〜 2013 13
25 小川 Ogawa 10 2 0 利根川 364623 1391345 804 801 17.71 180 1959/4/1 2002 〜 2009 8 廃止
26 奈良沢 Narasawa 10 3 利根川 365713 1390149 869 885 17.81 278 2002 〜 2009 8
27 片品 Katashina 10 1 1 利根川 364618 1391418 860 862 17.89 177 1977/7/19 1977 〜 44
28 鎌田 Kamata 10 2 1 利根川 364607 1391324 760 774 18.21 181 1965/10/17 1965 〜 2019 56
29 宝川 Takaragawa 10 2 1 利根川 365048 1390258 735 732 18.6 239 1958/9/1 1958 〜 2019 63
30 前武尊 Maehotaka 10 1 0 利根川 364606 1390948 1530 1276 19.14 198 1976/5/27 1976 〜 1981 5
31 内膳落合 Naizenochiai 15 2 1 信濃川 370229 1390340 610 603 19.18 309 1991/9/1 2011 〜 2019 10
32 針山 Hariyama 10 2 1 利根川 364536 1391043 1020 1025 19.67 193 2004/5/1 2004 〜 2019 17
33 花咲 Hanasaku 10 2 1 利根川 364506 1391122 890 886 20.39 190 1958/2/1 1958 〜 2019 63
34 日向山 Hinatayama 15 2 1 信濃川 370414 1390331 1554 1556 21.51 315 1989/12/31 2008 〜 2013 13
35 武尊高原 Hotakakogen 10 2 1 利根川 364548 1390605 1371 1303 21.95 211 1980/10/1 1980 〜 2019 41
36 湯元 Yumoto 9 2 1 利根川 364827 1392510 1500 1506 21.97 129 1993/5/1 2002 〜 2019 19
37 下津川 Shimotsugawa 15 2 1 信濃川 370100 1390016 1043 1045 22.02 295 1899/12/31 2008 〜 13
38 藤原 Fujiwara 10 2 1 利根川 364822 1390216 667 661 22.06 231 1958/9/1 1952 〜 2019 69
39 玉原 Tanbara 10 5 利根川 364634 1390330 1196 23.07 221 2002 〜 2010 9
40 田代山 Tashiroyama 7 1 0 阿賀野川 365848 1392854 1920 1904 23.15 77 1976/6/29 1976 〜 2009 33
41 高手山 Takateyama 10 1 0 利根川 364500 1390554 1115 1079 23.36 210 1981/7/30 1981 〜 2009 28
42 平滝 Hirataki 10 2 1 利根川 364343 1391836 950 953 23.78 162 1972/6/1 2002 〜 2019 19
43 奈良 Naro 10 2 1 利根川 364307 1391553 1090 937 23.97 172 1965/10/17 1965 〜 2019 56
44 山王帽子 Sannoboshi 9 2 1 利根川 364848 1392717 1780 1712 24.13 123 1962/10/1 2002 〜 2019 19
45 三国川ダム Sagurigawa_dam 15 2 1 信濃川 370319 1390009 440 412 24.29 304 1991/9/1 2011 〜 2019 10
46 五十沢 Ikasawa 15 2 1 信濃川 370315 1385930 300 304 25.03 303 1974/5/1 2002 〜 2020 19
47 臼窪 Usukubo 9 2 1 利根川 365400 1393049 1110 1106 25.66 98 1966/5/27 1966 〜 2019 55
48 みなかみ Minakami 10 1 1 利根川 364800 1385930 531 529 25.75 235 1975/5/20 1975 〜 2020 46
49 枝折峠 Shioritoge 15 1 0 信濃川 370918 1390748 1060 1051 26.18 340 1976/6/30 1976 〜 1980 5
50 上馬坂 Kamiumasaka 9 2 1 利根川 365635 1393137 1480 1267 26.61 87 1983/8/20 1983 〜 2019 38
51 川俣 Kawamata 9 2 1 利根川 365238 1393112 998 979 26.7 103 1964/10/10 1966 〜 2019 55
52 白倉沢 Shirakurasawa 10 2 1 利根川 364129 1391408 850 852 26.78 179 1983/6/1 2002 〜 2019 19
53 戦場ヶ原 Senjogahara 9 2 1 利根川 364610 1392720 1395 1392 27.17 132 1993/5/1 2002 〜 2019 19
54 清水 Shimizu 15 2 1 信濃川 365710 1385517 590 585 27.45 275 1957/9/1 2002 〜 2020 19
55 八海 Hakkai 15 2 1 信濃川 370748 1390226 446 452 27.55 323 1975/7/10 2009 〜 2020 12
56 野門 Nokado 9 2 1 利根川 365139 1393134 853 965 27.7 107 1959/4/1 2002 〜 2019 19
57 黒檜岳 Kurobidake 9 2 1 利根川 364330 1392433 1965 1960 28.12 145 1968/5/1 2002 〜 2019 19
58 宮村 Miyamura 15 2 1 信濃川 370328 1385651 220 297 28.61 299 1948/7/11 2009 〜 2020 12
59 栗原 Kurihara 10 2 1 利根川 364035 1391831 1398 1399 29.33 166 1985/4/1 1985 〜 2019 36
60 湯原 Yubara 10 2 1 利根川 364559 1385806 500 489 29.65 232 1936/6/1 1936 〜 2020 85
61 発知 Hocchi 10 2 1 利根川 364136 1390332 510 513 30.57 210 1955/10/1 1955 〜 2019 66
62 土呂部 Dorobu 9 1 1 利根川 365330 1393406 925 920 30.62 98 1977/11/10 1977 〜 44
63 唐沢小屋 Karasawagoya 9 2 1 利根川 364831 1393219 2242 2251 30.89 116 1987/7/24 2002 〜 2019 19
64 野州原 Yashubara 9 2 1 利根川 364651 1393124 1580 1587 31.23 123 1987/7/24 2002 〜 2019 19
65 大倉 Okura 15 2 1 信濃川 370846 1385945 240 31.46 319 2017/12/13 2017 〜 2020 4
66 社山 Shazan 9 2 1 利根川 364307 1392740 1540 1338 31.54 139 1961/6/1 2002 〜 2019 19
67 庚申山 Koshinzan 9 2 1 利根川 364012 1392207 1490 1486 31.72 157 1953/6/1 2002 〜 2019 19
68 松木川一号 Matsukigawaichigo 9 2 1 利根川 364128 1392511 845 831 31.78 147 1968/6/1 2002 〜 2019 19
69 舘岩 Tateiwa 7 1 1 阿賀野川 370530 1393154 690 682 32.24 57 1978/8/9 1978 〜 2020 43
70 中宮祠 Chuguji 9 2 1 利根川 364441 1393020 1295 1292 32.34 130 1987/4/1 1987 〜 2019 34
71 湯西川 Yunishigawa 9 2 1 利根川 365747 1393523 780 743 32.35 84 1957/5/1 1956 〜 2019 65
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番号 観測所名 県番号a 管理b 稼働c 水系
位置 標高 （m） 中田代からの

観測開始
時期

ウェブ公開 備考

緯度d 経度d 公称 DEMe 距離
（km）

方位
（度）

期間 年数

72 奥日光 Okunikko 9 1 1 利根川 364418 1393000 1292 1279 32.43 132 1974/11/1 1974 〜 2020 47 日光特別地域気象観測所
73 東明神 Higashimyojin 9 2 1 利根川 365427 1393532 1233 1113 32.53 95 1981/8/12 1981 〜 2019 40
74 久蔵 Kuzo 9 3 0 利根川 364134 1392618 1012 32.55 145 2002 〜 2010 9
75 倉見川 Kuramigawa 10 2 1 利根川 363828 1391718 1285 1284 32.79 171 1953/7/1 2002 〜 2019 19
76 薗原 Sonohara 10 2 1 利根川 363816 1391031 582 564 33.07 188 1964/11/1 1963 〜 2019 58
77 土樽 Tsuchitaru 15 2 1 信濃川 365240 1385148 546 588 33.11 260 1965/5/13 2009 〜 2020 12
78 女峰 Nyoho 9 2 1 利根川 364749 1393340 1368 1352 33.26 117 1956/5/1 2002 〜 2019 19
79 大湯 Oyu 15 2 1 信濃川 371219 1390420 275 262 33.29 335 1954/6/11 1993 〜 2020 28
80 茶ノ木平 Chanokidaira 9 2 1 利根川 364334 1393002 1610 1615 33.38 133 1993/5/1 2002 〜 2019 19
81 唐沢 Karasawa 9 2 1 利根川 365157 1393546 1032 719 33.59 103 1981/8/12 1981 〜 2019 40
82 大湯 Oyu 15 1 1 信濃川 371218 1390342 240 246 33.67 334 1981/5/22 1981 〜 2020 40
83 モッコ平 Mokkodaira 9 2 1 利根川 364656 1393326 1301 1372 33.73 120 1987/7/24 2002 〜 2019 19
84 六日町 Muikamachi 15 2 1 信濃川 370342 1385253 164 162 34.06 295 1979/12/1 2002 〜 2020 19
85 南郷 Nango 10 2 0 利根川 363737 1391121 589 576 34.11 186 1954/7/1 2002 〜 2009 8 廃止
86 初音 Hatsune 9 2 1 利根川 364602 1393305 1186 1168 34.15 122 1987/7/24 2002 〜 2019 19
87 日向 Hinata 9 2 1 利根川 364721 1393417 1172 1175 34.47 117 1987/7/24 2002 〜 2019 19
88 丹勢山 Tanzeyama 9 2 1 利根川 364458 1393230 1301 1307 34.55 126 1987/7/24 2002 〜 2019 19
89 銀山平 Ginzandaira 9 3 0 利根川 363921 1392424 849 34.59 153 2002 〜 2010 9
90 茗ヶ沢 Myogasawa 15 2 1 信濃川 370947 1385758 144 174 34.62 318 1948/8/1 2009 〜 2020 12
91 五日町 Itsukamachi 15 2 1 信濃川 370558 1385353 155 155 34.75 302 1957/9/1 2002 〜 2020 19
92 餅ヶ瀬 Mochigase 9 2 0 利根川 363809 1392142 1060 35.02 160 2002 〜 2010 9
93 細尾 Hosoo 9 3 0 利根川 364245 1393050 1233 35.29 134 2002 〜 2010 9
94 深沢 Fukazawa 9 2 1 利根川 364033 1392759 1025 1014 35.54 143 1985/4/1 2002 〜 2019 19
95 白糸 Shiraito 9 2 1 利根川 364649 1393456 942 943 35.79 118 1987/7/24 2002 〜 2019 19
96 塩沢 Shiozawa 15 1 1 信濃川 370218 1385048 195 184 35.96 289 1983/6/14 1983 〜 2020 38
97 久次良 Kujira 9 2 1 利根川 364523 1393415 1005 1006 36.26 123 1987/7/24 2002 〜 2019 19
98 川古 Kawafuru 10 2 1 利根川 364459 1385322 661 663 36.43 236 1960/4/1 1960 〜 2019 61
99 袈裟丸山 Kesamaruyama 10 2 1 利根川 363700 1392102 1595 1601 36.72 163 1955/6/1 2002 〜 2019 19
100 新地川 Shinchigawa 10 2 1 利根川 363607 1391618 955 947 36.9 174 1953/7/1 2002 〜 2019 19
101 湯沢 Yuzawa 15 2 1 信濃川 365616 1384851 340 340 36.92 271 1938/7/7 1993 〜 2020 28
102 沼田 Numata 10 1 1 利根川 363818 1390159 390 385 37.03 208 1974/11/1 1974 〜 2020 47
103 沼田 Numata 10 2 1 利根川 363818 1390159 316 316 37.03 208 1949/6/1 1949 〜 2019 72
104 湯沢 Yuzawa 15 1 1 信濃川 365630 1384836 340 330 37.3 272 1974/11/1 1976 〜 2020 45
105 足尾 Ashio 9 1 1 利根川 363848 1392654 650 680 37.31 148 1975/5/20 1976 〜 2020 45
106 鷹の巣 Takanosu 10 2 1 利根川 363555 1391037 900 888 37.36 187 2004/5/1 2004 〜 2019 17
107 霧降 Kirifuri 9 2 1 利根川 364717 1393634 912 917 37.57 115 1987/7/24 2002 〜 2019 19
108 足尾 Ashio 9 2 1 利根川 363820 1392646 634 627 37.95 149 1899/1/1 1989 〜 2019 32
109 三村界 Sansonkai 10 2 1 利根川 363536 1391804 1250 1248 38.21 170 1973/7/6 2002 〜 2019 19
110 相俣 Aimata 10 2 1 利根川 364250 1385340 572 572 38.44 231 1959/4/1 1959 〜 2019 62
111 湯西川ダム Yunishigawa_dam 9 2 1 利根川 365604 1393947 690 740 38.71 90 2011 〜 2019 10
112 宮ノ下 Miyanoshita 15 2 1 信濃川 365944 1384748 305 39.09 280 1966/6/1 2009 〜 2020 12
113 大峰 Omine 15 2 1 信濃川 365556 1384719 960 972 39.19 270 1974/7/1 2002 〜 2020 28
114 古峰ヶ原 Kominegahara 9 2 1 利根川 363901 1392950 1195 1196 39.46 142 1957/5/15 2002 〜 2019 19
115 日光 Nikko 9 2 1 利根川 364512 1393655 561 39.83 120 1936/4/15 2002 〜 2019 19
116 小出 Koide 15 1 1 信濃川 371336 1385748 98 97 40.26 324 1974/11/1 1976 〜 2020 45

117
破間川出張
所

Aburumagawa 15 2 1 信濃川 371359 1385805 108 108 40.59 325 1989/10/1 2009 〜 2020 12

118 永井 Nagai 10 2 1 利根川 364434 1385003 947 949 41.01 239 1950/5/16 1959 〜 2019 62
119 大沢峠 Osawatoge 15 1 0 信濃川 370218 1384712 673 623 41.05 287 1976/6/20 1976 〜 1982 7
120 花見ヶ原 Hanamigahara 10 2 1 利根川 363345 1391404 1015 1024 41.08 179 1956/7/1 2002 〜 2019 19
121 地蔵 Jizo 9 3 0 利根川 363644 1392734 1055 41.11 150 2002 〜 2010 9
122 六十里越 Rokujurigoe 7 1 0 阿賀野川 371812 1391300 860 886 41.15 359 1980/6/19 1980 〜 2009 29
123 二居 Futai 15 2 1 信濃川 365048 1384645 832 835 41.18 257 1948/7/21 2002 〜 2019 19
124 小中 Konaka 10 2 1 利根川 363402 1391949 514 532 41.56 167 1957/5/17 1989 〜 2019 32
125 五十里 Ikari 9 1 1 利根川 365518 1394142 620 624 41.58 92 1975/5/20 1976 〜 2020 45
126 川治 Kawaji 9 2 1 利根川 365359 1394141 634 619 41.7 95 1981/8/12 1981 〜 2019 40
127 中三依 Nakamiyori 9 2 1 利根川 365907 1394133 632 631 41.73 82 1951/1/1 1956 〜 2019 65
128 方塞山 Hosaizan 9 1 0 利根川 363748 1393030 1385 1364 41.86 143 1976/4/30 1976 〜 2004 28
129 滝ヶ原 Takigahara 9 2 1 利根川 364134 1393527 500 474 41.88 129 1993/5/1 2002 〜 2019 19
130 雨見山 Amamiyama 10 1 0 利根川 364124 1385148 825 836 42.27 231 1976/5/14 1976 〜 2009 33
131 浅貝 Asakai 15 2 1 信濃川 364725 1384710 947 909 42.5 248 1977/7/1 2009 〜 2019 12
132 五十里 Ikari 9 2 1 利根川 365413 1394215 610 600 42.51 94 1955/1/1 1957 〜 2019 64
133 楡沢 Niresawa 10 2 1 利根川 363251 1391456 720 719 42.78 178 1978/2/21 2002 〜 2019 19
134 高百 Takabyaku 9 2 1 利根川 364530 1393930 472 470 42.94 117 1984/4/19 1984 〜 2019 37
135 堀之内 Horinouchi 15 2 1 信濃川 371431 1385552 87 84 43.33 322 1979/10/1 2002 〜 2020 19
136 明神 Myojin 15 2 1 信濃川 371216 1385227 180 177 43.62 314 1955/12/16 2002 〜 2019 28
137 赤城山 Akagiyama 10 1 0 利根川 363224 1391030 1660 1646 43.84 186 1976/5/7 1976 〜 2009 33
138 赤城山 Akagiyama 10 2 1 利根川 363223 1391035 1686 1669 43.86 186 1987/2/20 1987 〜 2019 34
139 黒坂石川 Kurosakaishikawa 10 2 1 利根川 363510 1392840 1025 1026 44.43 150 1957/5/14 2002 〜 2019 19
140 神戸 Godo 10 2 1 利根川 363214 1392024 327.5 321 45 167 1959/4/1 1989 〜 2019 32
141 鳥居川 Toriigawa 10 2 1 利根川 363123 1391404 635 642 45.45 179 1976/5/7 2002 〜 2019 19
142 浅草岳 Asakusadake 7 1 0 阿賀野川 372036 1391412 1520 1481 45.58 1 1976/6/18 1976 〜 1977 2
143 南郷 Nango 7 1 1 阿賀野川 371554 1393212 494 490 45.94 37 1974/11/1 1976 〜 2020 45
144 駒止峠 Komadometoge 7 1 0 阿賀野川 371236 1393648 1145 1124 46.02 48 1976/6/21 1976 〜 2009 35
145 藤原 Fujihara 9 2 1 利根川 365105 1394406 416 428 46.04 101 1959/4/1 2002 〜 2019 19
146 今市 Imaichi 9 1 1 利根川 364336 1394036 414 414 46.05 120 1978/12/21 1978 〜 2020 43
147 小来川 Okorogawa 9 2 1 利根川 363951 1393723 345 348 46.13 130 1993/5/1 2002 〜 2019 19
148 滝の原 Takinohara 7 2 1 阿賀野川 370542 1394223 695 708 46.19 67 1952/11/1 1993 〜 2019 28
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メ ダ ス 0；10 km），32 （3；20 km），60 （4；30 km），
115 （12；40 km），168 （20；50 km），204 （26；60 
km），260 （40；70 km），324 （56；80 km） である．ア
メダスは 10 km 圏内にはゼロで，30 km 圏内で 4 カ所
である．最も近い地方気象台は前橋 （観測所番号と距離，
以 下 同 じ，209；62.93 km） で， 宇 都 宮 （269；71.31 
km），熊谷 （361；87.91 km），長野 （418；97.30 km），
新 潟 （472；108.23 km）， つ く ば （586； 高 層 気 象 台，
126.42 km）， 水 戸 （591；126.56 km）， 福 島 （709； 
143.17 km） ，東京 （管区気象台，728；145.45 km） と続
く．特別地域気象観測所は若松 （354；86.38 km）， 軽井
沢 （367；89.10 km），高田 （373；89.48 km），白河 （377；
96.61 km），秩父 （459；105.53 km），松本 （659；135.94 
km）， 諏 訪 （690；140.63 km）， 小 名 浜 （759；149.20 
km） である （図 1，電子資料 1 表 1）．
　本研究では，電子資料 1 表 1 に示す気象・水文観測
所のうち，中田代中央から半径 51.2 km の範囲内の観測
所 （表 1，1 〜 172，以下この範囲を「50 km 圏」と呼ぶ） 
およびその外側で中田代中央から半径 150 km の範囲内

の 17 の地方・管区気象台，特別地域気象観測所 （表 1，
209 〜 759，以下この範囲を「150 km 圏」と呼ぶ） を対
象とした． 

2．2　日降水量データ

2．2．1　尾瀬における降水量地上観測
　山の鼻 （3; 3.37 km） については，1977 年から 1988 ま
では夏期 （5 〜 10 月または 4 〜 11 月），1988 年 11 月か
ら 2011 年 3 月までは通年，2011 年から 2015 年までは
夏期 （5，6 月〜 10，11 月） の日降水量データが公開さ
れている．1987 年および 2016 〜 2018 年の間は降水量
観測が行われていない （尾瀬保護財団， 2021）．使用す
る雨量計の違いにより，降水ゼロとする閾の降水量が異
なり，0.5 mm （1977 年〜 1992 年の夏期），0.1 mm （1988
〜 1993 年 5 月の冬期），0.5 mm （1993 年〜 2011 年 3 月） 
そして 0.2 mm （2011 年 6 月以後） である．尾瀬沼 （8 ; 
7.11 km） では 1949 年 12 月から日降水量が記録され，
1969 年までは 0.1 mm 単位で，それ以後は 1 mm 単位

番号 観測所名 県番号a 管理b 稼働c 水系
位置 標高 （m） 中田代からの

観測開始
時期

ウェブ公開 備考

緯度d 経度d 公称 DEMe 距離
（km）

方位
（度）

期間 年数

149 只見 Tadami 7 1 1 阿賀野川 372036 1391848 377 375 46.19 9 1976/7/20 1976 〜 2020 45
150 七ツ釜 Nanatsugama 15 2 1 信濃川 365845 1384240 398 46.38 277 1899/12/31 2009 〜 2020 12
151 五味沢 Gomisawa 15 2 1 信濃川 372101 1391021 462 447 46.61 354 1970/6/1 2009 〜 2020 12
152 草久 Kusakyu 9 2 1 利根川 363824 1393622 340 327 46.81 134 1923/8/1 1989 〜 2019 32
153 入粟野 Iriawano 9 2 1 利根川 363601 1393308 490 478 46.86 142 1982/4/1 2002 〜 2019 19
154 高原 Takahara 9 2 1 利根川 365347 1394510 1370 1364 46.89 95 1984/5/11 1984 〜 2019 37
155 赤湯 Akayu 15 2 1 信濃川 364846 1384319 1060 1138 47.09 254 1964/7/1 2009 〜 2020 12
156 山王峠 Sannotoge 7 1 0 阿賀野川 370406 1394354 1080 1009 47.25 71 1976/6/7 1976 〜 2009 34
157 針生 Hariu 7 2 1 阿賀野川 371109 1393922 740 745 47.28 53 1983/8/1 2002 〜 2020 19
158 小野子 Onoko 10 2 1 利根川 363338 1385805 508 509 47.4 209 1985/4/1 1985 〜 2019 35
159 十日町 Tokamachi 15 2 1 信濃川 370828 1384534 168 140 47.72 299 1949/4/1 2002 〜 2020 19
160 黒保根 Kurohone 10 1 1 利根川 363006 1391700 285 287 48.08 174 1978/6/16 1978 〜 2020 43
161 倉俣 Kuramata 15 2 1 信濃川 370054 1384150 256 365 48.18 281 1970/6/19 2009 〜 2020 12
162 小平川 Kodairagawa 10 2 1 利根川 363024 1392126 975 975 48.65 166 1972/6/15 2002 〜 2019 19
163 守門 Sumon 15 1 1 信濃川 372048 1390236 222 220 48.8 340 1975/5/21 1976 〜 2020 45
164 十日町（姿）Tokamachi-Sugata 15 2 1 信濃川 370545 1384306 152 144 48.88 292 1986/11/28 2002 〜 2020 19
165 津南 Tsunan 15 1 1 信濃川 365948 1384100 452 457 49.07 278 1974/11/1 1976 〜 2020 45
166 津久原 Tsukuhara 10 2 1 利根川 363043 1392500 361 360 49.62 160 1965/5/1 2002 〜 2019 19
167 上条 Kamijo 15 2 1 信濃川 372127 1390313 230 226 49.64 342 1952/7/24 1993 〜 2020 28
168 四万 Shima 10 2 1 利根川 364111 1384546 710 706 49.74 237 1985/4/1 1985 〜 2019 36
169 十日町 Tokamachi 15 1 1 信濃川 370836 1384336 170 187 50.4 298 1974/11/1 1976 〜 2020 45
170 中之条 Nakanojo 10 2 1 利根川 363517 1385105 350 353 50.96 221 1936/6/17 1936 〜 2019 85
171 下塩原 Shimoshiobara 9 2 1 那珂川 365737 1394805 890 887 51.12 86 1962/6/1 2002 〜 2018 19
172 中之条 Nakanojo 10 1 1 利根川 363512 1385100 354 344 51.15 221 1975/5/20 1976 〜 2020 45
209 前橋 Maebashi 10 1 1 利根川 362418 1390336 112 111 60.46 194 1896/12/1 1896 〜 2020 125 前橋地方気象台
269 宇都宮 Utsunomiya 9 1 1 利根川 363254 1395206 119 118 71.31 127 1989/12/20 1890 〜 2020 131 宇都宮地方気象台
354 若松 Wakamutsu 7 1 1 阿賀野川 372918 1395436 212 211 86.38 44 1953/8/13 1953 〜 2020 68 若松特別地域気象観測所
361 熊谷 Kumagaya 11 1 1 荒川 360900 1392248 30 30 87.91 171 1975/3/3 1896 〜 2020 125 熊谷地方気象台
367 軽井沢 Karuizawa 20 1 1 信濃川 362006 1383348 950 946 89.1 222 1925/1/1 1925 〜 2020 96 軽井沢特別地域気象観測所
373 高田 Takada 15 1 1 関川 370624 1381448 13 12 89.48 283 1922/1/10 1922 〜 2020 99 高田特別地域気象観測所
377 白河 Shirakawa 7 1 1 阿武隈川 370754 1401254 355 355 90.51 76 1940/1/1 1940 〜 2020 81 白河特別地域気象観測所
418 長野 Nagano 20 1 1 信濃川 363942 1381130 418 419 ] 252 1889/1/1 1889 〜 2020 132 長野地方気象台
459 秩父 Chichibu 11 1 1 荒川 355924 1390424 232 231 105.53 188 1975/11/28 1926 〜 2020 95 秩父特別地域気象観測所
472 新潟 Niigata 15 1 1 信濃川 375336 1390106 4 4 108.23 350 1881/7/1 1881 〜 2020 140 新潟地方気象台
586 つくば Tsukuba 8 1 1 利根川 360324 1400730 25 23 126.1 140 1990/3/9 1921 〜 2020 100 高層気象台
591 水戸 Mito 8 1 1 那珂川 362248 1402800 29 28 126.56 119 1975/3/3 1897 〜 2020 124 水戸地方気象台
659 松本 Matsumoto 20 1 1 信濃川 361448 1375812 610 611 135.94 236 1898/1/1 1898 〜 2020 123 松本特別地域気象観測所
690 諏訪 Suwa 20 1 1 天竜川 360242 1380630 760 762 140.63 226 1945/1/1 1945 〜 2020 76 諏訪特別地域気象観測所
709 福島 Fukushima 7 1 1 阿武隈川 374530 1402812 67 67 143.17 50 1889/5/1 1889 〜 2020 132 福島地方気象台
728 東京 Tokyo 13 1 1 354130 1394500 25 22 145.45 161 2007/11/1 1875 〜 2020 146 東京管区気象台
759 小名浜 Onahama 7 1 1 鮫川 365648 1405412 3 1 149.2 89 1910/5/1 1910 〜 2020 111 小名浜特別地域気象観測所
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で記録されている．

2．2．2　尾瀬外の地域における降水量地上観測
　気象庁アメダスにおける日降水量データ （気象庁， 
2021b） は 0.5 mm 単位で記録されている．
　国土交通省水文水質観測所における日降水量は各観測
所の雨量年表 （国土交通省， 2021b） に 1.0 mm 単位で公
開されている確定値を用いた．水資源機構および東京電
力の水文水質観測所の降水量観測データは，時間雨量月
表 （国土交通省， 2021b） に 1.0 mm 単位の時間降水量暫

定値のみが公開されている．そのため奈良俣 （15），木
の根沢 （16），矢木沢 （21），久蔵 （74），銀山平 （89），餅ヶ
瀬 （92），細尾 （93），地蔵 （121）および東京電力玉原 （39）
の 9 観測所は解析対象から除外した．ただし、尾瀬近隣
の悪沢（観測所番号 6），矢種（9），タキガ沢（12），小
穂口（13）の水資源機構 4 観測所については，時間降水
量を積算し日降水量を求めた．欠測又は入力のない時間
帯を含む日については日降水量を欠測とした． 

図 1：尾瀬地域および周辺の気象・水文観測所の分布．赤破線で稜線が囲まれた部分は尾瀬地域．中田代中央 （36˚55'57.64"N, 
139˚13'42.7"E, ＋印） からの距離順に記号と観測所番号を付し，2020 年時の観測継続年数を棒グラフで示した．いくつかの観測所
には棒グラフの上に観測継続年数をイタリック体数字で示した．破線の円は中田代中央からの距離を示す．記号および主な観測
所名・標高は下記のとおり． （観測所の詳細は電子資料 1 表 1 を参照）．
●○ : 気象庁アメダス・地域気象観測所・特別地域気象観測所 （19= 桧枝岐 , 973 m, 23= 藤原 , 700 m, 27= 片品 , 860 m, 48= みな
かみ , 531 m, 209= 前橋 , 112 m, 269= 宇都宮 , 119 m）; ■□ : 国土交通省水文水質観測所 （4= 鳩待峠 , 1,590 m, 5= 三平峠 , 1,670 m, 
7= 戸倉 , 1,300 m, 17= 湯ノ小屋 , 850 m, 22= 加仁湯 , 1,410 m, 60= 湯原 , 500 m, 103= 沼田 , 316 m）; ◆◇ : 東京電力観測所 （8=
尾瀬沼 , 1,667 m）; × : 尾瀬保護財団気象観測所 （2= 山の鼻 , 1,411 m）; ♦ : 電源開発気象観測所 （1= 尾瀬ヶ原 , 1,424 m）; ▲△ : 
水資源機構観測所 （6= 悪沢 , 2,042 m, 9= 矢種 , 1,337 m, 12= タキガ沢 , 1,502 m）．塗りつぶしの記号は観測中，白抜きの記号は
廃止または稼働停止の観測所を示す．
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2．3　相関係数

2．3．1　解析期間・データセット
　178 の観測所別に 1936 年から 2020 年までの日降水量
データを整理した （データセット A と呼ぶ）．観測所お
よび観測時期により降水ゼロとする閾の降水量が異なる
ため，日降水量 1 mm 未満の 0.2 mm や 0.5 mm などの
計測値は全て 0 mm とした．
　次に，できるだけ多くの観測所の観測データが重なり
合う期間を探り，平年値算出期間に相当する 1981 〜
2010 年の 30 年間を解析期間とした．期間選定の条件は，

（1） 1970 年代後半に整備されたアメダスの観測期間，（2） 
2000 年代からウェブ公開された水文水質観測所データ
の観測期間，（3） 2009 年秋頃に休止された比較的高地 

（標高 1,000 m 以上） に位置する観測所のデータを含む
期間， （4） 山の鼻における通年観測データ （1989 〜
2010） が長く得られる期間，（5） 尾瀬沼の通年観測期間，
および （6） 観測所間で相互に冬期の欠測データが少な
い組合せが得られること，の 6 つである．観測所によっ
ては観測期間が短く （表 1），例えば，2010 年までの観
測データがない内膳落合 （31），三国川ダム （45），大倉 

（65），湯西川ダム （111），休止アメダスの前武尊（30），
枝折峠（49），浅草岳（142） は除外された （電子資料 2 
図 1）．
　データセット A から 1 月から 12 月ごとに 30 年分を
抽出し，月別に日付ごとの降水量のデータセットを作成
した （データセット B1 〜 B12 と呼ぶ）．サイズは 1，3，
5，7，8，10，12 月 （B1， B3， B5， B7， B8， B10， B12） 
が 930 日，2 月 （B2） が 847 日，その他の月 （B4， B6， 
B9， B11） が 900 日で観測所数は 178 である．冬期間欠
測の観測所もあるため参照可能な観測所数は月ごとに異
なる．山の鼻と他の観測所あるいは尾瀬沼と他の観測所
間の組合せごとに対データの相関係数を計算した．少な
くとも 4 年分 （31 日× 4） の対データを計算の条件とし，
対の数が 122 日以下の場合は相関係数の計算を行わな
かった．

2．3．2　空間相関
　日本の日降水量 1.0 mm 以上の年間日数は 1900 〜

2020 年の間で減少を続け，1981 〜 2010 年の期間では
113 〜 123 日 （5 年移動平均値） である （気象庁， 2020）．
すなわち，ある期間中の無降水の割合はおおむね 0.66
〜 0.69 であり，観測所間の降水量の比較を行う場合，
多くのゼロ値を考慮しなくてはならない．時間降水量，
日降水量の頻度分布はゼロを最大頻度とする凹型単調減
少を示し （電子資料 2 図 2），正規分布を前提とした統
計解析手法を適用するときは注意が必要である。Huff 
and Shipp （1969） は 1 分降水量，10 分平均降水量の空
間相関解析のために平方根変換，1/4 乗変換，対数変換
を試みたが，空間相関パターンや距離による相関の低下
などの解析には変数変換が優れていたわけではなかっ
た．ピアソン相関係数または線形回帰に基づく相関係数
を用いた降水データの空間相関解析は広く行われている 

（葛葉ほか， 2002）．前後の無降水を除いた期間の集中的
な降水イベントの時間 - 降水量図 （ハイエトグラフ） は
流出解析に用いられているが，降水現象の時空間相関特
性の解析にも用いられている （米勢ほか， 2017）．正実
数値のみの場合は対数正規分布が広く使われている．本
研究では，ゼロもしくは連続な正実数値をとる確率分布
の扱いについて清水・寒河江 （1990） の提唱したモデル
にしたがって解析を行った．次節に Shimizu （1993） の
記法に従いモデルの概略を示す．

2．3．3　2 変量混合対数正規分布 （Shimizu， 1993）
　地点 A の日降水量を X，地点 B の日降水量を Y とす
るとき，X は 0 （無降水） または x （x > 0，降水），Y
は 0 （無降水） または y （y > 0，降水） の値を取る．負
でない値をとる 2 つの確率変数の組 （X， Y）’ には （0， 
0）’，（x*， 0）’，（0， y*）’，（x， y）’ の 4 つの組合せがあり （記
号（）’ はベクトルの転置を示す），それぞれのサイズを 
n0，n1，n2，n3， （n0 +  n1 + n2 + n3 = n） とすると 2 変
量の組合せは以下のとおりである．
　2 地点における日降水量の観測値をそれぞれ xi （地点
1），yi （地点 2） （i=1， 2， … ， N） とする．この降水量は
それぞれ，確率分布 X および Y に従うとする．観測値 
xi と yi には （0， 0），（x*， 0），（0， y*），（x， y） の 4 つの
組合せがある （電子資料 2 図 3 参照）．x*， y*， x， y は正
の数値である．n0，n1，n2，n3 は場合の数（N= ∑ 3

i=0
 ni）

 n0 n1 n2 n3

地点 1 0， …， 0 x1*， …， xn1* 0， …， 0 x1， …， xn3

地点 2 0， …， 0 0，　…， 0 y1*， …， yn2* y1， …， yn3

平均，分散 µ1*， σ1*2 µ2*， σ2*2 µ1， σ1
2 µ2， σ2

2

（X， Y）’ の場合ごとの確率は，4 つの事象の確率で表される
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Pr（X = 0， Y = 0） = δ0 （1）
Pr（0 < X ≤ x， Y = 0） = δ1 F（x），  x > 0 （2）
Pr（X = 0， 0 < Y ≤ y） = δ2 G（y），  y > 0 （3）
Pr（0 < X ≤ x， 0 < Y ≤ y） = δ3 H（x， y），  x， y > 0 （4）

ここで （1） は離散分布，（2）〜（4） は連続分布で，δi （0 ≤ 
δi < 1， i = 0， 1， 2， δ3 = 1－ δ0，－ δ1，－ δ2 > 0） である． 
F（x），G（y），H（x， y） の確率分布は対数正規分布や
ガンマ分布などから選べるが，扱いやすさから対数正規
関数を選んでいる．すなわち，F（x） = Λ（x | µ1*，σ1*2），
G（y） =Λ（y | µ2*，σ2*2） は対数正規分布の分布関数を，
H（x， y） = Λ2（x， y | µ1， µ2 ; σ1

2，σ2
2 ; ρ） は 2 変量対数

正規分布の同時分布関数を表す．ここで，ρは相関係数
で，期待値と分散などの母数の範囲は，-∞ < µ1*， µ2*，
µ1， µ2 < ∞， σ1*2， σ2*2， σ1

2， σ2
2 > 0， － 1 < ρ < 1 であ

る．これらの確率分布をまとめて 2 変量混合対数正規分
布 （または 2 変量デルタ対数正規分布），  ∆ 2（δ0， δ1， 
δ2 ; µ1*， µ2*， µ1， µ2 ; σ1*2， σ2*2， σ1

2， σ2
2， ρ） と呼び （∆ 2 

と略す），12 個の母数 （パラメータ） をもつ．このパラ
メータの最尤推定値を求めることで，ρが求められる．
　δi （i = 0， …， 3） は 4 項分布に従うことから最尤推定
値はそれぞれ ni / n である．清水・寒河江 （1990） は全
てのパラメータが未知であると仮定し，期待値と分散に
関する組合せのうち 6 つの場合（モデル M1 〜 M6）を
検討した．

M1: µ1* ≠ µ1， µ2* ≠ µ2 ， σ1*2 ≠ σ1
2， σ2*2 ≠σ2

2 （一般モデル） パラメータ数 P = 9
M2: µ1* ≠ µ1， µ2* ≠ µ2 ， σ1*2 = σ1

2， σ2*2 ≠σ2
2 P = 8

M3: µ1* ≠ µ1， µ2* ≠ µ2 ， σ1*2 = σ1
2 = σ2*2 =σ2

2 （= σ2
2） P = 6

M4: µ1* ≠ µ1， µ2* ≠ µ2 ， σ1*2 = σ1
2 ， σ2*2 =σ2

2 P = 7
M5: µ1* = µ1， µ2* = µ2 ， σ1*2 = σ1

2 = σ2*2 =σ2
2 （= σ2

2） P = 4
M6: µ1* = µ1， µ2* = µ2 ， σ1*2 = σ1

2 ， σ2*2 =σ2
2 P = 5

　これらの 6 つのモデルに対してそれぞれ母数の最尤推定値を求める．

2．3．4　モデル選択
　清水・寒河江 （1990） による検討の手順は，まず標本 

（日降水量） の対数変換後の歪度，尖度，正規性による
対数正規性検定を行い，正規性が棄却されない場合に等
分散性と等平均性の検定を行う．等分散性と等平均性の
棄却の組合せにより，M1 から M4 のいずれかが選択さ
れる．等分散性と等平均性のいずれもが棄却されない場
合には M5 か M6 のいずれかが選択される．各モデルで
は標本平均，標本偏差平方和，偏差積和の情報から期待
値，分散および相関係数ρ等のパラメータの最尤推定値
を求める．Shimizu （1993） は赤池情報量基準 （AIC，
AIC=2 ×モデルパラメータ数 － 2 × log［尤度関数の

最大値］） により M1 〜 M6 のモデル選択を行い，清水・
寒河江 （1990） によるモデル選択法との比較を行い，
AIC 選択時の差が 2 未満の場合は清水・寒河江 （1990） 
の方法と一致することを示した．この結果が尾瀬内外の
観測値についても適用できるとして，AIC によるモデ
ル選択を行った．各モデルのパラメータ最尤推定値およ
び AIC を求める式の導出は Shimizu （1993） に詳述され
ている． 

2．3．5　2 変量混合対数正規分布相関係数， Rbiv

　2．3．3 の各モデルについて，2 変量混合対数正規分
布∆ 2 の分布モーメントは

E（X） = δ1 exp（µ1* + σ1*2 / 2） + δ3 exp（µ1 + σ1
2 / 2） （5）

E（Y） = δ2 exp（µ2* + σ2*2 / 2） + δ3 exp（µ2 + σ2
2 / 2） （6）

E（X2） = δ1 exp（2 µ1* + 2σ1*2） + δ3 exp（2 µ1 + 2σ1
2） （7）

E（Y2） = δ2 exp（2 µ2* + 2σ2*2） + δ3 exp（2 µ2 + 2σ2
2） （8）

E（XY） = δ3 exp［ µ1， + µ2 + （σ1
2 + 2σ1σ2 + σ2

2） / 2 ］ （9）

で表される （Shimizu， 1993）．∆ 2 の分散および共分散は
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Var（X） = E（X2） － E（X）2 （10）
Var（Y） = E（Y2） － E（Y）2 （11）
Cov（XY） = E（XY）－ E（X）E（Y） （12）

となり，これらを用いて∆ 2 の相関係数 Corr は次式より求まる．

 Corr = Cov（XY）/［ Var（X） Var（Y） ］1/2 （13）

　本研究ではこうして求められた 2 変量混合対数正規分
布相関係数 Corr を「相関係数 Rbiv」または「Rbiv」と表
記する．

2．3．6　ピアソン積率相関係数， Rp

　本研究ではピアソン積率相関係数 Rp をピアソン相関
係数または「Rp」と表記する．

2．4　統計解析
　前節で求められた相関係数 Rbiv およびピアソン相関
係数 Rp の 150 km 圏までの観測所との空間相関につい
て，山の鼻または尾瀬沼からの方位，すなわち北から
90 度ごとに区切った 4 象限 （北東，南東，南西，北西） 
別に差がみられるかの Kruskal-Wallis 検定を行った．観
測所間の相関係数決定要因を明らかにするため，山の鼻
または尾瀬沼から 50 km 圏の観測所までの距離，標高
差および交互作用項を説明変数としてステップワイズ重
回帰分析を行い，選択された説明変数の自由度調節済み
決定係数 （寄与率） を分散分析により求めた．
　相関係数 Rbiv の計算および統計解析には RStudio 上の
R3.5.2 （R Core Team， 2020） を，国土地理院サーバと
のデータ送受信およびデータ処理には JupyterLab 上で
Python3.8.5 によるプログラムを使用した．

3．結果

3．1　相関係数 Rbiv および Rp の空間相関
　鳩待峠（廃止観測所， 3）については、ウェブ公開期
間が限られていることから（2002 〜 2008 年の 5 月〜 10
月），以後の解析では除外し、現在も継続して通年観測
されている鳩待峠（4）のデータを解析に用いた。なお、
鳩待峠（3）と鳩待峠（4）との相関係数 Rbiv は 0.825 〜
0.987（平均 0.936）であった。

3．1．1　相関係数 Rbiv の空間相関
　図 2a， 2b に山の鼻および尾瀬沼の観測所と 150 km
圏の観測所との日降水量相関係数 Rbiv に基づく空間相

関の月変化を示す． 
　山の鼻では年間を通して尾瀬の西南西から東北東を結
ぶ帯状の領域と相関があり （Rbiv > 0.4），季節によって
多少変化した．より相関の高い Rbiv > 0.6 の領域に着目
すると，冬期の 1 〜 2 月は西から北西の新潟県側に，3
〜 4 月および 9 〜 12 月には尾瀬近傍の群馬県側から東
北東の福島県側にみられた．5 〜 6 月には東北東に加え
て南〜南西まで広がった．夏期の7〜8月は尾瀬近傍 （山
の鼻からおおよそ 20 km 以内） に集中した （図 2a）．
　尾瀬沼では年間を通して尾瀬の南西から北東を結ぶ帯
状の領域と相関があり （Rbiv > 0.4），帯状の領域の向き
は山の鼻と較べるとやや北向きに回転していた．相関係
数 Rbiv > 0.4 の領域に着目すると， 1 〜 2 月には北東の
福島県側に （一部 Rbiv > 0.3），3 〜 5 月には北東の福島
県側だけでなく南東及び南の群馬県側にみられた．6 月
には南東及び南の群馬県側に分布し，7 〜 8 月には尾瀬
沼から 30 km 以内のごく近傍に集中していた．9 月には
6 月と同様に南東及び南の群馬県側に，10 〜 11 月には
南西及び北東の栃木・福島県側にも Rbiv > 0.4 の領域が
広がった （図 2b）．

3．1．2　相関係数 Rp の空間相関
　図 2c， 2d に山の鼻および尾瀬沼の観測所と 150 km
圏の観測所との日降水量相関係数 Rp に基づく空間相関
の月変化を示す．
　山の鼻と相関のみられた Rp > 0.6 の領域は Rbiv に基
づく結果 （Rbiv > 0,4） に類似したが，範囲はより広く値
も高かった．そこで，Rp > 0.7 の領域に着目すると，冬
期の 1 〜 2 月は西から北西の新潟県側から群馬県側に，
3 〜 4 月はこれらに加えて東北東の福島県側，5 月には
南西から西に，6 〜 7 月には東と西に分布した．9，11，
12 月は西南西〜東北等にかけての領域に分布したが，8
月と 10 月には尾瀬の南から周辺の広範な地域に分布し
た （図 2c）．
　尾瀬沼と相関のみられた領域 （Rp > 0.4） は Rbiv に基
づく結果 （Rbiv > 0.4） に概ね類似した．1，3 月には北東
の福島県側と，4 〜 5 月および 11 〜 12 月には北東の福
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図 2：山の鼻観測所または尾瀬沼観測所と 150 km 圏の観測所の月別日降水量 （1981 年〜 2010 年） に基づく空間相関．（a） 山の
鼻からの相関係数 Rbiv 分布，（b） 尾瀬沼からの Rbiv 分布，（c） 山の鼻からのピアソン相関係数 Rp 分布，（d） 尾瀬沼からの Rp 分布．
相関係数の大きさは，○印のサイズと等高線で示す．青実線で囲まれた領域は尾瀬地域，灰色鎖線は県境界を，青色破線同心円
は山の鼻 （×印 , a, b） または尾瀬沼 （×印 , c, d） からの距離 （10, 20, … , 60 km） を示す．図中の数字は観測所番号を示す．等高
線は，赤 : 0.8; 茶 : 0.7; 紫 : 0.6; 橙 : 0.5; 濃青 : 0.4; 青 : 0.3; 緑 : 0.2．
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島県側だけでなく南東及び南の群馬県側と，6 月及び 9
月には南東及び南の群馬県，7 〜 8 月には尾瀬沼から 30 
km 以内のごく近傍に分布した．10 月には尾瀬の南の地
域に分布した （図 2d）．

3．2　相関係数 Rbiv および Rp の方位別分布

3．2．1　相関係数 Rbiv の方位別分布
　3．1．1 で検討した Rbiv の空間相関を 4 方位別に差が
見られるかについて Kruskal-Wallis 検定を行った （図
3a 〜 3d）．50 km 圏内を対象にした場合と 150 km 圏を
対象にした場合では山の鼻の 8 月を除いて全て同じ結果
となり，尾瀬沼でも 50 km 圏と 150 km 圏で，全ての月
で方位に有意差があった．そのため両観測所とも，50 
km 圏の観測所について （図 3b，  3d） 検討を行った．
　山の鼻で有意差の見られた月について相関係数の中央
値の高い方位は，1 〜 2 月は北西・北東， 3 〜 4 月は北東・
北西，7 月は北西・北東，8 月は北東・北西，12 月は北
東であった．9 月は南東のみが低かった （図 3b）．尾瀬
沼で相関係数の中央値の高い方位は，1 〜 2 月は北東， 
3 月は南西・北東，4 〜 7 月と 9 〜 10 月は南西， 8 月と
11 〜 12 月は南西・北東であった （図 3d）． 3．1．2 の
空間相関 （図 2c， 2d） から読み取られた結果と概ね整合
するものであった．

3．2．2　相関係数 Rp の 4 象限方位別分布
　Kruskal-Wallis 検定結果は 50 km 圏を対象にした場合
と 150 km 圏を対象にした場合では山の鼻の 4 月を除い
て全て同じ結果となり，尾瀬沼では 50 km 圏と 150 km
圏で同じ検定結果が得られた．したがって，両観測所と
も，50 km 圏の観測所について （図 3f， 3h） 検討を行っ
た．
　山の鼻で有意差の見られた月について相関係数の中央
値の高い方位は，1 〜 2 月は北西・北東， 3 月は北東，5
月は南東，11 〜 12 月は北西であった （図 3f）．尾瀬沼
で相関係数の中央値の高い方位は，1 〜 2 月は北東， 3
月は北東・南西，4 〜 6 月と 9 〜 10 月は南西，7 月は北
西，12 月は南西・北東であった （図 3d）． 3．1．1 の空
間相関 （図 2a， 2b） から読み取られた結果に定量的な解
釈が与えられた．
　相関係数 Rbiv と Rp の方位別分布パターンを比較する
と，山の鼻 （図 3b， 3f） では 7 月と 11 月で異なってい
たが，これらの月は Rp では有意差がみられたものの
Rbiv とでは有意差となっていなかったことから，この違
いは無視して良いと考えられる．尾瀬沼では 7 月に方位

別に違いがみられたが，その原因は不明である．

3．3　相関係数と観測所間の距離および標高差との関係

3．3．1　周辺観測所までの距離と標高の関係
　山地の尾瀬と比較すれば，周辺の多くの水文・気象観
測所の標高は相対的に低い．そのため，山の鼻観測所お
よび尾瀬沼観測所からそれぞれ 50 km 以内の観測所に
ついて距離と標高差の関係を調べると，明らかに負の相
関がみられた．山の鼻よりも高地に位置する尾瀬沼の方
が周辺の観測所までの傾斜が急であった．この傾向は，
どの方位で比較しても同じであった （電子資料 2 図 4）．

3．3．2　 相関係数と観測所間の距離および標高差との関
係

　山の鼻および尾瀬沼のそれぞれから 50 km 圏の観測
所までの距離と標高差および交互作用項を説明変数にと
り，相関係数 （Rbiv または Rp） を従属変数とするステッ
プワイズ重回帰分析を月別に行った．選択された説明変
数の自由度調節済み決定係数 （寄与率） を分散分析によ
り求めた （電子資料 1 表 2a， b， c， d）．
　山の鼻では相関係数 Rbiv の自由度調節済み決定係数
は 7 〜 9 月に 0.53 〜 0.70 と高く，1 月〜 4 月および 11
月〜 12 月には 0.2 〜 0.4 の間を示した．冬期に観測を行
わない，又は欠測のある観測所が多いことや，山の鼻の
冬期観測期間が限られていたことを反映している可能性
がある．6 月を除く 5 月〜 10 月には全ての変数が選択
されたが，距離の寄与率が高かった．他の月は距離と標
高差の両方が寄与していた．年間でプールした解析では
全ての変数が選択され，自由度調節済み決定係数は 0.25
であった （電子資料 1 表 2a）．ピアソン相関係数 Rp の
結果は相関係数 Rbiv に類似していたが，自由度調節済
み決定係数は 8 月の 0.61 以外は 0.22 〜 0.45 と低かった 

（電子資料 1 表 2c）．
　尾瀬沼では相関係数 Rbiv の自由度調節済み決定係数
は 7 〜 8 月に 0.50 〜 0.56 であったが他の月では 0.1 〜 0.3
であった．3 月〜 5 月，11 月，12 月および年間でプー
ルした解析では距離のみが選択された （電子資料 1 表
2b）．ピアソン相関係数 Rp の結果は相関係数 Rbiv に類
似していたが，自由度調節済み決定係数は 7 月，8 月の
0.40 〜 0.44 以外は 0.03 〜 0.26 で，Rbiv よりも低かった （電
子資料 1 表 2 ｄ）．

3．3．3　相関係数と観測所間の距離との関係
　山の鼻および尾瀬沼のいずれも，相関係数は距離によ
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図 3：山の鼻観測所および尾瀬沼観測所から 150 km 圏までの観測所との月別日降水量（1981 年〜 2010 年）に基づく相関係数の
4 象限方位別 （北東，南東，南西，北西） 分布．（a） 山の鼻：150 km 圏の観測所，相関係数 Rbiv，（b） 山の鼻：50 km 圏の観測所，
Rbiv，（c） 尾瀬沼：150 km 圏 Rbiv，（d） 尾瀬沼：50 km 圏 Rbiv，（e） 山の鼻：150 km 圏ピアソン相関係数 Rp，（f） 山の鼻：50 km
圏 Rp，（g） 尾瀬沼：150 km 圏 Rp，（h） 尾瀬沼 150 km 圏 Rp．箱ひげ図は 0，25，50，75，100％を示し，下の数値はサンプル数
を示す．月ごとの Kruskal-Wallis 検定結果を ***（p<0.001），**（p<0.01），*（p<0.05）で示す．
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り一義的に決定される傾向がみられた．150 km 圏の観
測所までの距離と相関係数 Rbiv の関係は，山の鼻およ
び尾瀬沼についていずれの月も距離との間に有意な負の
相関がみられた （図 4a）．ピアソン相関係数 Rp は Rbiv

よりも高い値を示し，山の鼻および尾瀬沼についていず
れの月も距離と負の相関がみられた （図 4b）．

3．3．4　相関係数と観測所間の標高差との関係
　山の鼻と 150 km 圏の気象・水文観測所との間の相関

係数 Rbiv は，5 月〜 10 月の間のみ，標高差との間に有
意な正の相関がみられた （図 5a）．重回帰分析 （電子資
料 1 表 2a） からは 5 月および 7 月〜 10 月の説明変数・
標高差の偏回帰係数は正値であった．一方，他の月の標
高差の偏回帰係数は負値であった．尾瀬沼と 150 km 圏
の気象・水文観測所との間の相関係数 Rbiv は，全ての
月で標高差との間に有意な正の相関を示した （図 5a）．
重回帰分析 （電子資料 1 表 2 ｂ） からは 1 月，2 月およ
び 6 月〜 10 月は説明変数・距離と標高差が選択され，

図 4：山の鼻観測所および尾瀬沼観測所から 150 km 圏の観測所までの距離と月別日降水量（1981 年〜 2010 年）に基づく （a） 相
関係数 Rbiv，および （b） ピアソン相関係数 Rp の関係．全ての月のデータについての線型回帰直線 （赤破線） は 95％信頼区間 （灰
色部分） と共に示す．山の鼻気象観測所からの距離と Rbiv の線形回帰直線は，有意な相関関係の得られた月のみを示し，それら
の月をまとめたデータについての線形回帰直線 （青破線） と共に示す （図 6a 左）．
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標高差の偏回帰係数は負値であった．山の鼻および尾瀬
沼と 150 km 圏の気象・水文観測所との間のピアソン相
関係数 Rp は，標高差に対して，Rbiv と同様の結果を示
した（図 5b）．また，重回帰分析結果も標高差の偏回帰
係数が負値を取ることが多かった （電子資料 1 表 2c， 
d）．重回帰分析結果から，標高差単独では相関係数 Rbiv

を説明することはできないことが示された．

4．考察

4．1　2 種類の相関係数の比較
　本研究では 2 変量混合対数正規分布相関係 Rbiv とピ
アソン相関係数 Rp を用いて空間相関特性を検討した．
空間相関特性では両係数で得られた結果 （図 2a-d， 図
3a-h， 図 4a，b， 図 5a，b） は概ね一致していた．同一の
地点組合せ，時期で比較すると Rbiv に比べて Rp が高い
値を示したが， Rp には日降水量のゼロ値とピーク値の

図 5：山の鼻観測所および尾瀬沼観測所と 150 km 圏の観測所との標高差と，月別日降水量（1981 年〜 2010 年）に基づく （a） 相
関係数 Rbiv，および （b） ピアソン相関係数 Rp の関係．有意な関係の得られた月のみの線形回帰直線とそれらの月をまとめたデー
タについての線形回帰直線 （青破線） を示す．また，全ての月のデータについての線型回帰直線 （赤破線） を 95％信頼区間 （灰色
部分） と共に示す．
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影響が強く出るためであって，両係数の絶対値の比較に
意味はない．
　2 種類の相関係数 Rbiv と Rp について，観測所間の距
離および標高差を説明変数とした重回帰分析と分散分析
を行った結果は （3．3．2， 電子資料 1 表 2），Rbiv の自
由度調節済み決定係数が Rp に比べて高く，降水量の空
間相関のモデル化には Rp よりも適切な係数であること
が示唆された．以下，Rbiv の結果に基づいて議論を行う．

4．2　空間相関の季節性
　相関係数 Rbiv は 2 地点の降水パターンの類似性を示
す尺度で，降水量の類似性を測る尺度ではない．逆に，
地点間の降水量が異なっていても降水パターンが相似形
であれば Rbiv は変わらない．月または年の降水量が標
高に伴い増加する （松野， 1954；Budyko， 1974）ことは，
相関係数 Rbiv が標高差に依存することの直接の説明に
はならない．むしろ，降水量が地形にも依存する （松野， 
1954 ; 吉野， 1975） ことを考慮せねばならない．尾瀬に
おける冬期の積雪相当水量は，尾瀬ヶ原地域では分水嶺
に向かって 8 合目付近で最大値を示すが，低い分水嶺に
囲まれた尾瀬沼地域で明瞭な高度分布を示していない 

（東京管区気象台・東京電力株式会社， 1960）．この地形
要因が，山の鼻と尾瀬沼の観測所間の Rbiv の低さや 50 
km 圏観測所との空間相関の違いをもたらしていると考
えられる．
　山の鼻および尾瀬沼と他の観測所との相関係数 Rbiv

の空間相関は，山の鼻では年間を通して尾瀬の西南西か
ら東北東を結ぶ帯状の領域と，尾瀬沼では年間を通して
尾瀬の南西から北東を結ぶ帯状の領域と，より相関が高
かった．山の鼻および尾瀬沼とも 7 月〜 8 月には尾瀬か
ら 30 km 以内の観測所 （9 矢種，5 三平峠など） との相
関が高くなった．これらの多くは標高 1,500 m 以上の観
測所で，冬期には観測を行っていない （表 1 参照， 電子
資料 2 図 1） ，あるいは冬期に欠測が多く解析対象から
除外されていたため 11 月〜 4 月までの期間は空間相関
には反映されていない．11 月〜 4 月の解析対象観測所
数は約 90 で，他の期間の約 150 よりも少ない．
　山の鼻と他の観測所との相関係数 Rbiv についての距
離及び標高差の重回帰分析結果 （3.3.2， 電子資料 1 表 2） 
は，11 月〜 4 月の期間と 5 月〜 10 月の期間で異なって
いた．11月〜4月の期間に比べて5月〜10月の期間では，
標高差よりも距離がより大きく回帰に寄与し，自由度調

表 2: 尾瀬の降水現象を推定可能な気象・水文観測所．山の鼻観測所 （a） と尾瀬沼観測所 （b） 
について，期間別に相関係数 Rbiv 値の順に列挙した．観測所名の前の 3 桁の数字は中田代中
央 からの距離順に付した観測所番号を，観測所名の後の A は気象庁アメダス観測地点を示す．
山の鼻および尾瀬沼それぞれからの 4 象限方位と距離 （km） を観測所名の後に示す．a: 1 月
〜 2 月，b: 参考までに示す，c:  9 〜 10 月．
a. 山の鼻観測所

Rbiv 冬期（12 月〜 2 月） 夏期（6 月〜 10 月） 通年
観測所名 方位距離 観測所名 方位距離 観測所名 方位距離

0.7 〜 0.8 054 清水a NW 25 005 三平峠 SE 9 023 藤原 A SW 14
004 鳩待峠 SE 3
023 藤原 A SW 14

0.6 〜 0.7 054 清水 NW 25 014 土出 SE 12 019 桧枝岐 A NE 19
023 藤原 A SW 14 019 桧枝岐 A NE 19 048 みなかみ A SW 22
123 二居 NW 38 011 根羽沢 SE 13 017 湯ノ小屋 SW 10
084 六日町 NW 33 048 みなかみ A SW 22
091 五日町 NW 34 032 針山 SW 17
029 宝川 SW 15 010 坤六峠 SW 6

0.4 〜 0.5 008 尾瀬沼b NE 10 008 尾瀬沼b NE 10
0.3 〜 0.4 008 尾瀬沼b NE 10

b. 尾瀬沼観測所
Rbiv 冬期（12 月〜 2 月） 夏期（6 月〜 10 月） 通年

観測所名 方位距離 観測所名 方位距離 観測所名 方位距離
0.6 〜 0.7 017 湯ノ小屋c SW 20

007 戸倉c SW 8
0.5 〜 0.6 017 湯ノ小屋 SW 20 007 戸倉 SW 8 007 戸倉 SW 8

020 丸沼ダム SE 11 010 坤六峠 SW 13 017 湯ノ小屋 SW 20
017 湯ノ小屋 SW 20 020 丸沼ダム SE 11
020 丸沼ダム SE 11
005 三平峠 SW 1
038 藤原 SW 27
028 鎌田 SW 18
029 宝川 SW 24

尾瀬内外における降水量の空間相関 565



節済み決定係数も大きかった．11 月〜 4 月の観測デー
タの吟味は今後の課題であろう．

4．3　尾瀬の降水現象を代表しうる気象・水文観測所
　図 6 に 150 km 圏の気象・水文観測所の観測年数と相
関係数 Rbiv の関係を時期別に示した．1 〜 2 月，3 〜 4 月，
5 〜 6 月，7 〜 8 月，9 〜 10 月，11 〜 12 月の 6 グルー
プに分けて示し，さらに 12 月の相関係数空間相関が 1
〜 2 月に類似していたことから （図 2a， b），12 月〜 2
月を冬期とした．また，6 月は 7 月に類似していたので 

（図 2a， b），6 月〜 10 月を夏期とした．山の鼻では多く
の年で，この期間に観測が実施されている．
　一般に相関係数の自乗が決定係数であることから，2
変量混合対数正規分布相関係数 Rbiv においても Rbiv

2 を
決定係数と考える．そこで本研究では，決定係数が 0.5
以上，すなわち相関係数が 0.7 以上であることが尾瀬の
降水現象の代表性の基準とするが，尾瀬沼については
Rbiv が 0.5 （決定係数 0.25） も判定基準とし，尾瀬の降水
現象を推定可能な気象・水文観測所を抽出した （表 2）．
　山の鼻気象観測所では，Rbiv が 0.7 〜 0.8 の観測所 （括
弧内に観測所番号を記す） は，夏期に三平峠 （5），鳩待
峠 （4），藤原 （23），通年では藤原 （23）であった．いず
れも山の鼻から 15 km 以内の群馬県側の観測所である．
Rbiv が 0.6 〜 0.7 の観測所は冬期に清水 （54） など 6 カ所，
夏期に土出など 6 カ所，通年で桧枝岐 （19） とみなかみ 

（48） の 2 カ所であった．なお，新潟県の清水観測所は
1 月〜 2 月の期間では Rbiv が 0.7 〜 0.8 であった．表 2a
に示した観測所の多くは山ノ鼻から 20 km 以内に位置
し，冬期に Rbiv ＞ 0.6 となった新潟県の 4 観測所は山ノ
鼻から 25 〜 38 km 離れていた．山の鼻と尾瀬沼間の
Rbiv はいずれの期間も 0.5 未満であった．
　尾瀬沼観測所では，Rbiv が 0.5 〜 0.6 の観測所は，冬
期に 2 カ所，夏期に戸倉 （7） など 8 カ所，通年で戸倉
など 3 カ所であった．いずれも水文水質観測所でアメダ
スは含まれていなかった．湯ノ小屋 （17） と戸倉は 9 〜
10 月には Rbiv が 0.7 を超えていた．湯ノ小屋と丸沼ダム 

（20） は全ての期間で Rbiv ＞ 0.5 で，2 観測所ともダム湖
に隣接していることから湖畔の尾瀬沼観測所との類似性
が高くなったと考えられる．尾瀬ヶ原湿原の縁辺部に位
置する山の鼻観測所との立地環境の違いが，尾瀬沼観測
所との相関が低い結果に繋がったのであろう．

4．4　尾瀬の降水量の長期変動の推定
　山の鼻気象観測所では降水量の欠測値が多いため時系
列解析は難しい．吉井ほか （2014） は山の鼻の 6 月〜 9

月に観測された 1 時間最大降水量 10 mm 以上を記録し
た日の降水量合計をその日数で除した値を短時間強雨の
指標とした．1977 年から 2011 年までの期間での指標の
回帰直線に増加傾向があるとした （吉井ほか， 2014）．
山の鼻では 2016 年以後は降水量が欠測となっているた
め，無降雨日数，無降雨期間，短時間強雨発生回数など
の降水現象パラメータの長期変動は他の複数の観測所の
データから推定し検討する必要がある．
　地上観測所は観測期間期間が長い順に以下の４グルー
プに分けられる．A（130 〜 150 年）：管区気象台・地
方気象台，B（50 〜 100 年）：第二次大戦前後から観測
を行っている特別地域気象観測所（秩父，若松など）お
よび国土交通省水文観測所（湯原，湯ノ小屋など），C（30
〜 40 年）：1970 年代後半に整備されたアメダス観測所（藤
原など）および水源地観測網として設置された国土交通
省水文観測所（鳩待峠，三平峠など），D（〜 20 年）：
既に観測を停止した比較的高地の国土交通省水文観測
所，の 4 つに大別される．この順番はアクセスの良い順
でもあり，A および B は山地環境とは異なる市街地に
隣接して設置されている．C は観測計画に従ってメッ
シュ状にまたは水源の降水量観測のために設置されてい
る．D はアクセスの悪い山地に多く，冬期には観測が行
われていない例が多い（悪沢，矢種，タキガ沢など）．
この設置環境の違いが尾瀬の降水量との空間相関に反映
され，D から A の逆順に相関係数 Rbiv が低下する結果
となった （図 6a）．
　通年観測が行われているグループ B の観測所で，山
の鼻と相関が高かったのは，藤原アメダス （23） であっ
た．高地湿原の尾瀬ヶ原の降水現象を推定・再現するた
めには，藤原アメダスの他，山の鼻との相関は少し劣る
が，桧枝岐 （19） およびみなかみ （48） のデータも重み
付けしながら解析に加えるべきであろう．夏期の降水，
特に集中豪雨を検出する目的では，アメダスよりも相関
の高かった三平峠 （5） および鳩待峠 （4） のデータが利
用可能である．鳩待峠およびアメダスは約 40 年のデー
タが蓄積されている．
　より観測期間の長いグループ B （50 年〜 100 年） の観
測所では，湯ノ小屋 （17） または宝川 （29） が比較的相
関が高かった （63 年間，年および季節の Rbiv は 0.5 〜
0.65）．尾瀬沼では 1950 年から観測が行われているが，
山の鼻との相関は低く （表 2a），尾瀬ヶ原の湿原環境の
代表性は低かった．
　130 年〜 150 年に及ぶ長期の観測データはグループ A
の管区・地方気象台で取得されているが，山の鼻と最も
相関の高かった福島 （709） で Rbiv は 0.3 〜 0.5 であった
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ので，尾瀬の降水現象を推定する場合には注意が必要で
ある．新潟県側には冬期に山の鼻との相関が高いグルー
プ D の観測所がみられたが （清水など），グループ A の
新潟地方気象台 （472） との相関は低かった （冬期は Rbiv

＜ 0.1）．冬期の尾瀬の気象の長期変化を推定するために
は，地方気象台の半分以下の観測期間ではあるが，宝川
または湯ノ小屋のデータが適当と考えられる．
　尾瀬沼では約 70 年の観測が行われており，グループ
B の観測所に分類される．グループ A の管区・地方気
象台との相関の傾向は山の鼻と類似していたが，前橋 

（209）との相関も比較的高かった （図 6b）．

4．5　地上観測体制の変遷
　林ほか （2017） は地上雨量観測所の観測体制の地理的
検討を行い，2008 年から 2014 年の 7 年間に全国的に観
測所数が減少したことを指摘した．福島，栃木，群馬，
新潟の 4 県では，2000 年以前に稼働を停止したアメダ
スは 13，2001 年以後に稼働を停止したアメダスは 27，
新設は 7 で，2001 年以降，4 県で差し引き 20 観測所が
削減された．2009 年に福島県で阿賀野川水系を中心に
11 観測所が削減されるなど，4 県合計で 20 観測所が削
減された （気象庁， 2021a， b に基づき算出）．2022 年 1
月に稼働中のアメダスは福島県 38，栃木県 19，群馬県
18，新潟県 44 である．
　夏期の観測に限って稼働されていた気象・水文観測所
は，現在稼働を停止しているものが多い （電子資料 1 図
1）．尾瀬 50 km 圏では，2001 年以後に稼働を停止した
アメダスは，福島県では田代山 （40） など 4 カ所，栃木
県 1，群馬県 3，新潟県 0 の合計 8 カ所， 稼働中のアメ
ダスは福島県 4，栃木県 5，群馬県 9，新潟県 7 の合計
22 カ所である．稼働中のアメダス（平均標高 512 m） に
比べ，稼働を停止したアメダス （平均標高 1,219 m） の
標高は高い． 稼働停止アメダスはいずれも稼働中のア
メダスより遠方に位置しており，桧枝岐や藤原よりも山
の鼻との相関は低く （図 8a），標高の高いことの寄与は
小さかった．
　水文観測所では鳩待峠 （3） （鳩待峠 （4） とは異なる），
悪沢 （6），矢種 （9），タキガ沢 （12）などが 2009 年に稼
働を停止している．アメダスよりも尾瀬の近傍に位置し
ており，夏期の山の鼻との相関が高く，Rbiv ＞ 0.8 の地
点もあった．福島県側の阿賀野川水系上流には水文観測
所の配置が少なく，50 km 圏には滝の原 （148） と針生 

（157） の 2 観測所のみで，いずれも尾瀬から 40 km 以
上離れている．

4．6　地上観測の課題
　現在は観測機器の維持にコストがかかり，限られた原
資を他に振り向ける必要が常に生じる．アメダスは廃止
により大震災後のモニタリングや激甚豪雨など災害に対
応するための観測体制整備に振り向けられた （林ほか， 
2017）．例えば，福島の臨時観測所 2 カ所は 2011 年から
2021 年末まで稼働した．
　今後，地上観測のレーダーや衛星観測への置き換わり 

（林ほか， 2017） は必至である．解析雨量（レーダーア
メダス）などの高精度化により集中豪雨の範囲と強度の
予測が可能になるなど， 2,000 m 級の稜線に囲まれた高
地の尾瀬生態系の降水をレーダー観測で推定・予測する
には限界があるものの，遠隔観測技術は確実に進展する
であろう．
　地上観測機器は，コストをかけなければ欠測を生じ，
その場合，完全性を求められる項目には適用できなくな
る．欠測値のないデータは アメダスに頼らざるを得ず，
50 年未満の蓄積データしか解析に供することができな
い．本研究では都道府県が設置する観測施設は対象にし
なかった．気象庁，国土交通省および都道府県の観測施
設を合わせた観測所設置割合は，福島県は全国でも少な
く，0.015 カ所／ km2 であった （林ほか， 2017）．50 km
圏の福島県側にアメダスおよび水文観測所が少ないこと
はすでに指摘した． 今後の技術革新で，低コストなが
ら冬期にも豪雨時にも，メンテナンスフリーで高精度観
測が行える降水量観測機器が開発される可能性がある．
その場合には，現在の観測網の更なる縮小ではなく，高
地生態系においても充実した地上観測網が構築されるこ
とが期待される．また地上観測はレーダー，衛星など遠
隔計測のキャリブレーションに必要不可欠であることか
ら，高性能かつ低コストの観測機器の開発が望まれる． 
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尾瀬湿原生態系における温暖化影響
岩熊　敏夫 1）

2022 年 3 月 5 日受付， 2022 年 3 月 9 日受理

　全国規模の長期温暖化現象と尾瀬に比較的近い観測所の観測結果を比較した．第 4 次尾瀬総合学術
調査で重点的に調べられた湿原の洪水現象の調査結果を元に，近隣の観測所の降雨量データと比較し
た．湿原における河川氾濫は従来考えられていたよりも少ない降水量，すなわち日降水量が 50 mm
を超えると発生する可能性があり，その頻度が近年増加していた．

Impact of global warming on Oze mire ecosystem

Toshio Iwakuma1

Long-term global warming phenomena were compared between nation-wide survey and the data recorded 
at local meteorological offices closer to the Oze area. Based on the flooding events studied intensively during the 
4th Scientific Research of the Ozegahara mire, relationships between water level changes and the precipitations 
observed at the nearby meteorological stations were examined. The flooding in the mire took place at 
precipitations lower than the reported value for causing inundation. Precipitation events more than ca. 50 mm 
per day have been increasing in frequency, probably causing flood in the mire.

キーワード：尾瀬，温暖化，洪水，降水量，湿原 
Oze area, global warming, flooding, precipitation, mire

1．はじめに

　尾瀬ヶ原は阿賀野川水系只見川の源流域に位置する高
地湿原 （標高約 1,400 m，面積 6.5 km2） である．尾瀬ヶ
原と湿原東方の尾瀬沼 （標高 1,665 m，面積 1.8 km2） を
囲む，只見川流出口 （三条ノ滝） までの流域（面積は 
88.8 km2 ）を，本稿では尾瀬地域または尾瀬と呼ぶ．
　第 4 次尾瀬総合学術調査は 2017 年度に 3 カ年計画で
開始され，2020 〜 2021 年度に補足調査が行われた．こ

の学術調査に先立って，第 3 次尾瀬総合学術調査までで
積み残された課題の洗い直しを行った．第 3 次尾瀬総合
学術調査までには顕在化していなかった温暖化現象，特
に頻発している集中豪雨が湿原生態系に及ぼす影響の実
態把握と将来予測が課題としてあげられた．2011 年 7
月の新潟・福島豪雨時の尾瀬の法面崩壊と湿原の大洪水

（吉井ほか，2014）に代表される洪水現象が念頭にあった．
　本稿では日本における温暖化影響，特に洪水現象につ
いて学術調査前と学術調査後とを対比しつつ，その後学
術調査の実施により得られた成果と今後の課題について
述べる．

2．全国的な温暖化の傾向

2．1　100 年以上の観測に基づく温暖化傾向の把握
　 都市化の影響が比較的少なく，長期の観測が行われ
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ている地点から，地域的に偏りなく分布するように選出
された網走，山形，石垣島など全国 15 の観測地点の年
平均気温の経年変化（1898 〜 2014 年，117 年間）から，
100年あたり1.14℃の上昇トレンドが確認されていたが，
真夏日，すなわち日最高気温 30 ℃以上の年間日数（統
計期間 1931 〜 2014 年，84 年間）には変化傾向は見ら
れなかった（気象庁，2015）．統計期間が 1898 〜 2019
年（122 年間）に延長された 5 年後の報告では（気象庁 , 
2020），年平均気温の上昇トレンドは 100 年あたり 1.24 
℃増加し，1910 〜 2019 年（110 年間）の期間における
真夏日の年間日数には有意な上昇トレンド（100 年あた
り 6 日）が見られた．真夏日については統計期間の違い
が大きいものの，過去数年間の高気温が反映された結果，
近年の温暖化傾向が顕著になったことが示された．
 　降水量については，地点間の変動を考慮して，観測
データの均質性が長期間継続している山形，福島，宇都
宮など全国 51 観測地点の 1898 〜 2014 年（117 年間）
の降水量データを 1981 〜 2010 年の平均値からの偏差と
して解析し，年降水量には長期変化傾向は見られないこ
とが示されている（気象庁，2015）．1901 〜 2014 年（114
年間）の期間では，日降水量 100 mm 以上の強雨の年
間日数は 100 年あたり 0.27 日の増加トレンドを示して
おり，一方で日降水量 1.0 mm 以上の年間日数は 100 年
あたり 10.4 日の減少トレンドを示していた（気象庁，
2015）．1901 〜 2019 年（119 年間）の期間でのトレンド
は，日降水量 100 mm 以上の強雨の年間日数は 100 年
あたり 0.29 日の増加，日降水量 1.0 mm 以上の年間日数
は 100 年あたり 9.5 日の減少であった（気象庁，2020）．
2010 年代の多雨傾向（気象庁，2020）が反映されたと
考えられる．

2．2　約 50 年の観測に基づく温暖化傾向の把握
　 現 在 全 国 に 約 1,300 配 置 さ れ て い る ア メ ダ ス

（AMeDAS）は 1976 年に約 800 地点であった（気象庁，
2015，2020）．約 40 年の観測期間は平年値算出期間の
30 年を 10 年程度上回るだけであることと，地点数が 1.6
倍に増加してきたことを考慮すると，長期トレンドを推
定するには十分な期間ではない．1976 〜 2014 年（39 年
間）と 1976 〜 2019 年（44 年間）のいずれの期間にお
いても 1 時間降水量 50 mm 以上の年間観測回数にはそ
れぞれ 10 年あたり 0.021 回，10 年あたり 0.022 回の増
加トレンドが見られた（気象庁，2015，2020）．また，
日降水量 200 mm 以上の年間観測回数は 39 年間のデー
タでは変化が明瞭でなかったが，44 年間のデータでは
10 年あたり 0.021 回の増加トレンドが確認された．一方

で，日降水量 1.0 mm 以上の年間日数の変動についての
分析はされていなかった（気象庁，2015，2020）．
　積雪量については，信頼できるデータは 1960 年代か
らしかないため，100 年スケールでの変動は解明されて
いない．北日本日本海側 12 地点，東日本日本海側，7
地点，西日本日本海側 11 地点における変動傾向は，
1962 〜 2014 年（53 年 間； 気 象 庁，2015） に 比 べ て
1962 〜 2019 年（58 年間；気象庁，2020）の期間でよ
り明瞭に示された．最深積雪は 3 地域の全てにおいて減
少傾向にあり，1980 年代初めの極大期から 1990 年代始
めにかけて大きく減少し，それ以降は特に東日本日本海
側と西日本日本海側で少ない状態が続き，経年的に減少
傾向にあるが．積雪量は年変動が大きいために今後の
データの蓄積が必要であるとされた（気象庁 , 2020）．

3．尾瀬とその周辺地域における温暖化の傾向

3．1　尾瀬における観測結果
　菊地（1999）は尾瀬の気象観測結果から，尾瀬の降水
形式は夏と冬に多く，日本海側の新潟に類似し，また，
平均年降水量は前橋や福島より多く，新潟に近いことな
どから日本海型の気候であることを見出した．ただし，
春，夏の降水形式については日本海側だけでなく太平洋
側とも変わりがない．尾瀬の地点間の比較では，山の鼻
の降水量は尾瀬沼よりも約 300 mm 少なく 1990 〜 1997
年の期間，通年観測されている尾瀬沼の 1969 〜 1998 年
の期間の観測結果から，降水量は 1980 年代半ばから減
少傾向にあるとした．
　西村・吉弘 （2008）は，1983 〜 2006 年の山の鼻のデー
タから前年 12 月から 3 月までの各月の最大積雪深およ
び年最大積雪が増加傾向にあるとしたが，日本における
積雪量の年変動傾向（気象庁，2020）に鑑みると長期的
トレンドの把握には観測の継続が必要であるといえよ
う．

3．2　尾瀬周辺地域の気候変動について
　尾瀬は東日本太平洋側 （群馬県），北日本日本海側 （福
島県会津地方），東日本日本海側 （新潟県） の全般季節
予報区分（気象庁，2020） の境界に位置する．尾瀬の気
候変動を 100 年スケールで推定する目的で，この 3 区分
に北日本日本海側を加え，尾瀬に最も近い地域気象観測
所（新潟：東日本日本海，前橋：東日本太平洋，福島：
北日本太平洋，山形：北日本日本海）における 1901 〜
2015 年のデータを解析した（表 1， 気象庁 2021）．これ
らの観測所は尾瀬から 60 〜 177 km 離れていることか
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ら，尾瀬との気象観測結果との相関は低い．例えば，日
降水量の相関係数の年平均値は，尾瀬から 20 km 以内
の藤原観測所や桧枝岐観測所の 0.66 〜 0.72 に比較して
福島（相関係数 0.38），前橋（0.34），新潟（0.25）とか
なり低い（岩熊・野原，2022）ことを考慮しておく必要
がある．
　気温の上昇率は，100 年あたり 1.41℃（山形），1.53℃

（新潟），1.59℃（福島）および 1.95℃（前橋）であり，
いずれも全国平均の 1.14℃／ 100 年（気象庁， 2015）よ
りも高かった．年最高気温，年最低気温（1951 〜 2015 年）
は平均気温よりも大きな増加を示した（年最高気温で
100 年あたり 1.43 〜 5.50℃，年最低気温で 100 年あたり
3.90 〜 5.37℃）．しかし，平均気温について同じ過去 65
年の期間で統計を取ると，110 年以上の期間で得られた
上昇率よりも高くなった（100 年あたり 1.97 〜 2.69℃）．
　次に，1901 〜 1930 年の期間に対する 1981 〜 2010 年
の期間の気象項目平均値で，110 年間（80 年の期間間隔）
の比較を行った（表 1）．
　いずれの地点でも年平均湿度および夏期（7 〜 9 月）
平均湿度は減少し，乾燥化が進んでいた．日降水量 100 
mm 以上の日数は多くの地点で増加する傾向は見られて
いるが有意ではなかった．1981〜2010年の平均値は0.20

（山形）〜 0.47（福島）で夏期（7 〜 9 月）の平均値 0.17
（山形）〜 0.40（福島）に近かった．全国平均の 1.1 よ
りは遥かに低いが，高知（4.4）や宮崎（2.7）などの西
日本太平洋側の記録が平均値を高めていると考えられ
る．降水日数は前橋など 4 地点のいずれにおいても有意
に減少していたが，日数は 102 日から 172 日と，地点に
より差が見られた．

　山形，新潟，福島，前橋の 4 地点で年平均気温は 1.05
〜1.46℃上昇し夏季（7〜9月）の平均気温は0.61〜1.38℃
上昇した．
　年平均湿度（％）は 5.76 〜 8.09 ポイント減少し，夏
季（7 〜 9 月）の平均湿度は 4.06（山形）〜 9.19（前橋）
ポイント減少した．一般に同じ水分量に対して気温が上
がれば湿度は下がる．気温の変化量から計算される湿度
の減少量を夏季について求めると，2.8（山形）〜 6.7（前
橋）ポイントとなり，気温の上昇による湿度低下よりも
さらに湿度の減少が起きていることが示された．新潟，
福島，前橋では日降水量 100 mm 以上の年間日数が増
加する傾向が見られたが有意差ではなかった．日降水量
1 mm 以上の年間日数（降水日数）は有意に減少した．
年間および夏期の降水量には変化が見られなかった．
　山形，新潟，福島，前橋の観測結果をまとめると，
1901 年以降，年平均および夏季平均気温が上昇し乾燥
化が進み，降水日数は減少する一方で日降水量 100 mm
以上の日数は増加する傾向が見られていた． 

4．�第 4 次尾瀬総合学術調査で明らかになった洪
水現象

4．1　洪水の頻度
　1977 〜 2011 年（35 年間）の期間における 6 月〜 9 月
の山の鼻観測所における時間降水量 20 mm 以上 30 mm
未満の記録は 34 回，30 mm 以上 50 mm 未満は 10 回，
50 mm 以上は 4 回であった．2011 年 7 月の新潟・福島
豪雨時の山の鼻気象観測所における日降水量は 7 月 28
日に 189.8 mm，28 〜 30 日の降水量は 390.6 mm を記録

表 1：1901 〜 1930 年の期間に対する 1981 〜 2010 年の期間の気象項目の比較．矢印で二つの期間の平均値の変化を示す．気象デー
タは気象庁（2021），尾瀬（中田代）からの距離は岩熊・野原（2022）に基づく．* p<0.05，*** p<0.001，分散分析および t 検定．
観測所（尾
瀬からの距
離と標高）

気候帯 期間 平均気温 (℃ ) 日最高気温 25℃
以上の日数 平均湿度 (%) 年降水量 (mm) 日降水量 100 mm

以上の降水日数
日降水量 1 mm
以上の降水日数

山形
（176.81 km,

 153 m）
北日本日本海側

年 10.67 → 11.72 93.27 → 96.43 79.97 → 74.21 1233.8 → 1163.0 0.27 → 0.20 145.10 → 135.30
+1.05*** +3.17 NS -5.76*** -70.8 NS -0.07 NS -9.80***

7 〜 9 月 22.17 → 22.78 68.60 → 68.43 80.56 → 76.50 422.0 → 435.0 0.27 → 0.17 32.40 → 32.57
+0.61* -0.17 NS -4.06*** +13.0 NS -0.10 NS +0.17 NS

新潟
（108.23 km,

 4 m）
東日本日本海側

年 12.63 → 13.85 84.10 → 93.97 78.82 → 71.25 1785.6 → 1830.5 0.17 → 0.27 178.77 → 172.17
+1.22*** +9.87** -7.57*** +44.9 NS +0.10 NS -6.60*

7 〜 9 月 23.58 → 24.52 68.17 → 72.80 80.34 → 74.26 461.0 → 497.1 0.17 → 0.20 32.47 → 32.27
+0.94*** +4.63* -6.09*** +36.1 NS +0.03 NS -0.20 NS

福島
（143.17 km,

 67 m）
北日本太平洋側

年 11.86 → 13.00 99.13 → 97.40 75.81 → 68.60 1221.2 → 1166.0 0.20 → 0.40 113.63 → 103.33
+1.14*** -1.73 NS -7.21*** -55.2 NS +0.20 NS -10.3***

7 〜 9 月 22.58 → 23.35 69.47 → 66.90 82.58 → 75.81 494.9 → 474.7 0.10 → 0.27 36.63 → 33.10
+0.77** -2.57 NS -6.77*** -20.2 NS +0.17 NS -3.53 NS

前橋
（60.46 km,

 112 m）
東日本太平洋側

年 13.11 → 14.57 100.23 → 111.47 71.23 → 63.14 1321.4 → 1248.5 0.37 → 0.47 108.83 → 102.03
+1.46***  +11.2*** -8.09*** -72.8 NS +0.10 NS -6.80*

7 〜 9 月 23.25 → 24.63 73.0 → 73.27 82.89 → 73.70 626.1 → 620.2 0.30 → 0.40 41.20 → 39.57
+1.38*** +0.27 NS -9.19*** -5.9 NS +0.10 NS -1.63 NS
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し，尾瀬ヶ原に大きな影響を及ぼしていた（吉井ほか， 
2014）．吉井ほか（2014）は猫又川や川上川が氾濫して
湿原が冠水する目安を時間あたり降水量 30 mm，また
は日降水量 100 mm 以上，または連続降水量 2 日あた
り 100 mm 〜 4 日あたり 300 mm と考え，35 年間に 35
回発生したと見積もった．
　第 4 次総合学術調査の期間中とその前後に，野原ほか

（2021）は尾瀬ヶ原および河川の水位を自記水位計で連
続観測した．2016 年 4 月から 2019 年 6 月までの約 3 年
の間に，上ノ大堀川，猫又川で洪水を起こしたと見られ
る水位上昇が 8 回観測された．2017 年 5 月および 2019
年 5 月には融雪と降水が重なり猫又川は氾濫し，2019
年 5 月には川上川の氾濫水と合わさって上田代一帯が冠
水した（福原ほか， 2021；野原ほか， 2021）．野原ほか

（2021）は UAV による地形測量結果に水位記録を重ね
合わせ，2016 年 11 月の降雨による増水時および 2017
年 5 月の融雪時の増水時における上田代の冠水マップを
作成した．
　下ノ大堀川では秋の台風による水位上昇と冬期間に水
位が長期にわたって上昇する現象が見られ，猫又川で観
測された洪水とは別に洪水に繋がったとみられる数回の
大きな水位上昇が観測されている（野原ほか， 2021）．
　冬期の積雪時にも河川の水位情報が観測された．野原
ほか（2021）は，浅田（1957）が提唱した泥炭層からの
浸出現象も考慮しつつ，積雪下の泥炭表層における水の
流れなど，今後解明すべき課題であると指摘した．

4．2　降水量と洪水の関係
　山の鼻気象観測所では 2016 年以降は降水量が欠測と
なっているので（尾瀬保護財団， 2021），他の観測所の
データから尾瀬の気象・降水現象を推定する必要がある．
岩熊・野原（2022）は尾瀬と尾瀬から 150 km 圏内の地
上観測所における 1981 年〜 2010 年の日降水量データに
基づき，2 変量混合対数正規分布に基づく空間相関を調
べ，尾瀬の気象観測所との類似性を検討した．山の鼻観
測所は年間を通して尾瀬の西南西から東北東を結ぶ帯状
の領域の観測所とより相関が高かった．データに欠測の
少ないアメダス観測所のうち，通年では藤原観測所（相
関係数＝ 0.72，以下同じ），桧枝岐観測所（0.66），みな
かみ観測所（0.62）が相関係数上位で，尾瀬山の鼻の降
水現象を代表しうる観測所であると考えられた．これら
はいずれも，尾瀬の西南側と北東の尾瀬から 23 km 以
内に位置している．
　野原ほか（2021）の観測した洪水を伴う水位上昇の観
測日と，上記アメダス観測所の日降水量（気象庁， 

2021， データ処理とデータセットは岩熊・野原 （2022） 
による）を対応させたところ，おおむね日降水量 50 
mm 以上で，観測所間のばらつきも少なかった．従来考
えられていた豪雨に伴い洪水よりは低いレベルで洪水が
起こることが示唆された．藤原，桧枝岐，みなかみを合
わせ，10 年ごとに日降水量 50 mm 以上の発生頻度を
1981 年から 10 年ごとに積算すると，1981 〜 1990 年（79
回，地点あたり 26.3 回，以下同じ），1991 〜 2000 年（60
回，20 回），2001 〜 2010 年（98 回，32.7 回），2011 年
から 2020 年（92 回，30.7 回）となった．観測所で 1 年
あたりに 2 〜 3 回発生し，近年その頻度が高くなる傾向
が示された．これらの雨は，4 月から 11 月にかけての
湿原洪水に関わると考えられる．この降水現象は積雪期
の出水（野原ほか，2021）は説明していない．

4．3　洪水が湿原生態系に及ぼす影響
　阪口・相馬（1999）は尾瀬ヶ原の上田代，中田代など
の泥炭表層に多くの河川由来とみられる粒子を見いだし
た．河川に隣接する場所に多く，第 4 次総合学術調査に
おいても，洪水の検証が必要とされた．Murakami and 
Yoh （2021） は上田代，中田代，下田代に河川から湿原
内部に向かうトランゼクトを設定し間隙水，土壌粒子の
組成を調べ，河川由来の粒子が知る点を涵養している可
能性を見いだした．福原ほか（2021）および野原ほか

（2021）は上田代の池溏への影響を網羅的に調べた．い
くつかの池溏底質には洪水の影響が残されていた（福原
ほか，2022）．阪口・相馬（1999）の提起した湿原にお
ける洪水の痕跡は湿原の広範囲に，池溏にも見いだすこ
とができた．

5．今後の課題

　洪水が非常に頻繁に発生する可能性が示された．気象
現象は 10 年単位で大きく変動し，学術調査期間で観測
されたことはそのごく一部の現象である．本学術調査に
おいては洪水現象について集中的に調査を行った．洪水
の池溏への流入は，洪水時，洪水後の目視およびドロー
ン画像などによる濁りの有無で確認している．地形標高
で推測される冠水の範囲は静水時の状況を反映するが，
流速のある場合の冠水状況はこれとは異なるであろう．
湿原内の洪水の流は複雑で，場所よっては池溏には流れ
込まずに池溏の間を流れていることを確認している（福
原ほか，2021）．一方で，上田代の池溏では池溏底から
の水の流入が確認されており，河川水由来であると推定
されている（野原ほか，2022）．湿原の泥炭層の水の流
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れは泥炭地の成立過程に密接に関わると考えられる．長
沢由来の河川水が伏流した竜宮の水の流れは長い間解明
されてこなかった．第 4 次尾瀬総合学術調査では水中ド
ローンにより始めてその構造が明らかにされた（野原ほ
か，2022）．下ノ大堀川に流入することが推測されたこ
とにより河川水系全体の把握につながることが期待され
る．
　泥炭層より下の地下水の量と役割の解明には大規模な
地下探査が必要であろう．今後の課題である．
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洪水影響下の尾瀬ヶ原湿原生態系の 
窒素・リン動態

坂本　充 1），犬伏　和之 2），重田　遥 2），中山　絹子 2）

2022 年 3 月 5 日受付　2022 年 3 月 10 日受理

　第 4 次尾瀬総合学術調査の一環として，尾瀬ヶ原泥炭土壌の物理化学的性状と植生土壌生態系の窒
素・リン動態の調査が尾瀬湿原 39 地点で行われた（2017 年 7 月～ 2018 年 8 月）．泥炭土壌は水飽和
状態に近く，弱酸性で，河川流路に近いヤチヤナギが高密度に分布するバンクホロー複合体の湿原凹
地では，土壌の可給態リン量が多く，NO3

- 量，窒素代謝活性と酸化還元電位，および可給態リン量が
水位変化と密に関連していた．下田代の湿原凹地のヤチヤナギ窒素固定活性の調査から，ヤチヤナギ
の窒素固定量と樹高の間に有意な相関関係が見出された．土壌の窒素・リン量とヤチヤナギの分布パ
ターンとの関係の検討により，河川洪水氾濫水により湿原に運ばれたリンの湿原凹地への沈積が，ヤ
チヤナギ増殖活発化を招いたと推論された．葉生産から出発し，落葉の分解無機化，土壌中の微生物
活動による窒素固定と脱窒，ヤチヤナギの根粒微生物による窒素固定を経て，植物体再生産に至る窒
素循環の量的検討により，尾瀬ヶ原の植物土壌システムの窒素収支は，降水に伴う窒素供給を含める
と，ほぼ植物葉の生産を賄うことが示された．この窒素収支の検討から，洪水に伴う外部からの窒素
負荷増加は，植物生産増加をまねく可能性が示された．今後，河川洪水に伴う窒素・リンの尾瀬ヶ原
湿原への供給と流出を含めた尾瀬ヶ原の土壌・植生システムの窒素，リン動態のさらなる詳細な量的
調査が必要とされる．

Nitrogen and phosphorus dynamics at plant soil ecosystems of Ozegahara mire 
under impacts of floodings

Mitsuru Sakamoto1, Kazuyuki Inubushi2, Haruka Shigeta2, Kinuko Nakayama2

As a part of the 4th Scientific Research the Oze mire, nitrogen and phosphorus dynamics of the soil-plants 
systems were studied at a number of selected survey sites of Ozegahara （July 2017-August 2019）. Wet hollow 
mire and fen dich under the impacts of flooding were characterized by abundant occurrence of Myrica gale var. 
tomentosa in association with plentiful available phosphorous in the soils. Transect survey through many mire 
sites at the bank-hollow complex indicated significant correlations among NO3

- concentration, denitrification 
activity, redox-potential, and water level in the soil. We also found a significant correlation between nitrogen 
fixation activity and stem height of the Myrica at Shimotashiro mire. Abundant occurrence of phosphorus in the 
soils at mire hollows closing to the rivers was regarded to be caused by flood associated external supply of 
phosphorus. Analysis of nitrogen transfer through plants and soil ecosystems at 12 survey sites indicated almost 
balanced nitrogen cycles through soil-plant ecosystem started by leaf production followed by mineralization of 
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1．はじめに

　群馬，福島，新潟 3 県の海抜約 1,400 m の尾瀬盆地に
発達した尾瀬ヶ原では，多雨豪雪地帯特有の低温過湿環
境の下，数千年かけて堆積してきた厚さ 2 ～ 5 m の泥
炭層上に，多様な湿原生態系が成立している（阪口，
1989）．この尾瀬ヶ原の自然については，第 1 次尾瀬ヶ
原総合学術調査（尾瀬ヶ原総合学術調査団，1954）を出
発点に，3 度にわたる詳細な総合学術調査が行われ，尾
瀬ヶ原は，湿原植物の多様性とともに，高位泥炭地特有
の凹凸微地形と多様な池溏が発達した貴重な高位泥炭湿
原であることが明らかにされてきた（阪口，1989; 
Sakaguchi， 2005）．景観的にも優れていることから，
1953 年に尾瀬ヶ原は日光国立公園特別保護地区に指定
されるとともに，観光客による湿原破壊を防ぐため，湿
原に木道を敷設するとともに下水整備を進め，尾瀬ヶ原
生態系の保全が図られてきた．
　しかし，近年，尾瀬ヶ原では，豪雨時に大量の濁水が
流域から湿原に流れ込み，湿原低地が冠水するなど，湿
原生態系に負荷を与えるようになっている．1996 年夏
の尾瀬現地調査時には，大雨により，龍宮小屋，山の鼻
小屋は床上 30 cm も浸水し（阪口・相馬，1998），2011
年 7 月 27 ～ 30 日の新潟福島豪雨時には，氾濫濁流が湿
原に流れ込み，湿原と河が一体となる洪水状態になった

（吉井ほか，2014）．気象庁（2017）によると，近年，日
本では日降水量 100 mm 以上の豪雨日が増加傾向にあ
り，豪雨時に発生する洪水の尾瀬湿原に与える影響が懸
念されている．この洪水影響とあわせ，尾瀬生態系に悪
影響を与えているのは，ニホンジカによる湿原植生採食
攪乱である．ニホンジカは，1995 年ごろから湿原への
侵入が記録され，ミズバショウやミツガシワ群生湿地等
を掘削採食し，湿原裸地化や窒素循環へも影響をもたら
している（内藤ほか，2007; Shigeta et al., 2022）．
　このような外力の尾瀬生態系に与える悪影響を懸念
し，公益財団法人尾瀬保護財団では 1 年に亘る検討の結

果，外力影響下の尾瀬の現状を調査し，尾瀬ヶ原保全策
の強化が急務であるとして，複数分野の研究者 63 名か
らなる第 4 次尾瀬総合学術調査団を組織し，2017 年 6
月から 3 年間現地調査を進めた．本報告では，この学術
調査団調査成果から，土壌植生システム調査班が行った
現地調査成果を総論的に取りまとめた．
　尾瀬ヶ原では，尾瀬独特の環境の下，湿原の土壌と植
生の働きあいにより，尾瀬独特の土壌植生相互作用シス
テムが作り上げられている．この理解から，第 4 次尾瀬
総合学術調査の土壌植生相互作用システム調査では，土
壌研究者と植物生態研究者が協力して，土壌過程と植物
生態過程の調査を行い，両調査結果の総合的検討により，
尾瀬ヶ原土壌植生相互作用システムの維持機構と洪水影
響を明らかにすることを目ざした．この理解で進めた現
地調査と試料分析による土壌調査成果は，重田ほか

（2021）により論文としてまとめられている．本論文では，
この重田ほか（2021）の土壌調査の成果を要約するとと
もに，土壌・植生相互作用システムを通じた窒素動態の
検討結果とあわせ，洪水の尾瀬植生への影響評価に必要
な課題を論じた．

2．調査方法

2．1　調査地域と調査内容
　尾瀬ヶ原では，流入河川のヨッピ川，下ノ大堀川，沼
尻川の流れに囲まれるように，湿原西に上田代，その東
に中田代と下田代の湿原が分布している．植生分布とそ
れへの洪水影響も，この地形と泥炭状況で大きく左右さ
れ，それぞれの田代に特有の植生分布が見られる．この
判断から，土壌・植生システム調査グループでは，植生
分布パターンと湿原地形を指標に，調査地点を，河川影
響の強い上田代に 19 地点，洪水影響が中程度の中田代
に 11 地点，中間湿原と高層湿原が混在する下田代に 9
点の合計 39 地点を設定し，それぞれの地点で，地域特
性に応じた泥炭土壌採取と植生坪刈採取を行い，採取試

fallen leaves, microbial nitrogen fixation and denitrification at soil system, nitrogen fixation at root nodules of the 
Myrica and nitrogen returning to leaf production at respective ecosystem under external input of nitrogen by 
falling rain. Further detailed studies are needed on the effects of external supply of nitrogen by flooding on 
production of Myrica gale and other plants as wall as nitrogen cycle through plants soil ecosystem at Ozegahara. 

キーワード：尾瀬ヶ原，ヤチヤナギ，窒素固定，洪水，窒素循環 
flooding, Myrica gale, nitrogen fixation, nitrogen cycle, Ozegahara
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料の分析結果から，湿原土壌の特性と植生との関係を明
らかにした．土壌・植物システムは，多様な湿原環境を
反映していることから，洪水影響を理解するため，調査
地点名には，地点番号を示すナンバーリング付きアル
ファベット大文字を付すとともに，洪水時の環境状態を
示す冠水（flooded）か非冠水（not-flooded）を示す記号

（fl， nfl），湿原面に緩やかな凹凸があるバンクホロー複
合体では，凸部（bank）か凹部（hollow）かを示す記
号（b， h），更に優占植物種名を示す記号（括弧内に学
名頭文字 2 字）を付し，関連情報を共有出来る地点表示
を採用し，表 1 に，調査内容と土壌調査結果とともに

示した．なお，この表 1 には，スマートフォン GPS に
て読み取った調査地点の海抜高度，緯度経度を国土地理
院（2021）を参照して併せ示した．
　調査対象域の上田代 B1:fl（My）地点周辺と，下田代
の T1:b:nfl（grs）地点の北側には，バンクホロー複合体（ケ
ルミシュレンケ複合体；阪口，1989，2007）の指紋状構
造が多数分布し，湿原面の水の動きと密接な関係がある
と判断された．この判断から，上田代の B1:fl（My）地
点では，バンクホロー複合体を横切る 1 m 間隔 15 地点
のライントランセクト調査を行うとともに，下田代では，
T1:b:nfl（grs）地点からバンクホロー複合体と等高線を

表 1：第 4 次尾瀬総合学術調査の土壌植生班の調査地点と調査土壌の性状．
田代地番は金井（1996）による . 地点名付記の h,b はバンクホロー複合体（BHC）凸地（b）, 凹地（h）,fl,nfl は洪水時の冠水（fl）,
非冠水（nfl）.（ ）内英字は優占植物学名頭文字 : （My）ヤチヤナギ（Myrica gale var.tomentosa）, （Os）ヤマドリゼンマイ（Osmunda 
cinnamomea）, （Mo）ヌマガヤ（Moliniopsis japonica）, （Ca）ホロムイスゲ（Carex middendorffii）,（Rh）ミカズキグサ（Rhyncospora 
alba）, （Ph）ヨシ（Phragmites communis）, （Sc）アブラガヤ（Scripus wichurai）, （Sa）ササ（Sasa sp.）,（Sp）アオモリミズ
ゴケ，（grs）イネ科とカヤツリグサ科草原（非優占種共存）. LTS（-m）はライントランセクト調査地点間隔 . MS（土壌含水率）, 
pH（土壌水素イオン濃度）．NH4-N, NO3-N と可給態リン（avail-P）濃度は，調査点 0-5,5-10,10-20 cm の 3 層湿泥平均値（mg 湿
泥 kg-1）. 可給態リン量は，原報の乾泥あたり分析値を NH4-N, NO3-N と同じ湿泥あたりに換算 . DIN/avail-P は ,DIN（NH4 ＋
NO3）N 量と可給態（avail）P 量の重量比（mg mg-1）．全炭素（TC）, 全窒素（TN）量は，上述 3 層風乾土壌の平均値（mg 
g-1），C/N 比は TC/TN 重量比．優占植生種は坪刈植生量から判定．数値は重田ほか（2021）からの読み取り値，および湿泥あ
たり換算値．

調査 田代地番 　調査地点 　地点特色，採取，室内化学分析

年月日 MS NH4-N NO3-N avail-P DIN/ TC TN 海抜

% mg/kg mg/kg mg/kg avail-P mg/g mg/g 　m

2017.7.31 上田代KA4 A1:nfl(Os) 凸地。土壌と植生採取，化学分析 76.6 4.7 10.5 21.5 5.4 5.4 228 13.4 17.2 (Os) 1,402 36.55.23.05 139.12.41.76

-8.2 上田代KA4 A2: fl(My) 凹地A1,A2水位変動長期自記録 91.6 4.8 13.7 2.4 3.6 4.5 276 12.2 20.9 (My) 1,402 36.55.22.87 139.12.42.48

BHC凹地．(My)N固定活性測定．

LTS(1mx15点)調査にて水位変化に

伴うEh変化に共役し脱窒・窒素定

活性，NO3, Fe2,可利用P濃度変化

中田代NA3 C:fl(Mo) 試料採取，坪刈秤量，化学分析 90.9 5.7 9.5 5 1.5 9.7 276 15.5 17.8 (Mo) 1,397 36.56.18.41 139.13.42.48

中田代NA5 D: fl(Mo) 試料採取，坪刈秤量，化学分析 95.3 4.4 7.1 2.1 1.4 7 436 12.2 35.7 (Ca) 1,400 36.56.07.52 139.13.54.40

2018.7.21- 中田代NA7 N: fl(My) 湿溝. N固定活性測定，土植生採取 87 4.3 9.5 3.1 2.6 4.8 421 19.1 22 (My,Ca) 1,409 36.55.55.85 139.14.12.07

-22 LTS(200mx8地点) 土壌採取，坪刈

 BHC:凸地：

下田代MS4 T1h.nfl(grs) BHC:凹地：土壌採取，坪刈 92.2 5.2 9.5 0.3 0.2 49 421 18.3 23 (grs) 1,416 36.56.01.03 139.14.43.37

下田代MS2 T2:b:nfl(My) BHC:凸地：N固定活性測定 92.2 4.6 7.2 4.3 3 4 443 18.7 23.7 (My,Ca) 1,407 36.56.01.03 139.14.43.37

下田代MS2 T2:h.nfl(grs) BHC:凹地：土壌採取，坪刈 92.2 5 17.3 1.4 0.5 35.4 406 19.1 21.3 (grs) 1,407 36.56.03.20 139.14.37.40

下田代MS1 T3:fl(Sa) 湿溝：土壌採取，坪刈,化学分析 84.5 4.3 12.3 0.6 0.3 35.8 428 16.9 25.3 (Sa,Ca,An) 1,405 36.56.03.20 139.14.37.40

下田代MS1 S: fl(My) 湿溝,(My)高密度，N固定活性測定 83.2 4.5 22.6 78.1 110.3 1 363 22.2 16.4 (My,Ca) 1,401 36.56.06.36 139.14.30.47

下田代MS1 T4: fl(Os) 崖淵: 土壌採取，坪刈，化学分析 67.8 4 8.7 4.5 5.9 1.2 428 23.9 17.9 (Os,Ca,Sa) 1,400 36.56.06.41 139.14.26.41

下田代MS1 T5: nfl(Ph） ヨシ原：土壌採取，坪刈 87 4.4 8.8 3.1 5.3 2.2 409 17.8 22.9 (Ph,Ca) 1,400 36.56.09.14 139.14.22.90

下田代KS6 O: nfl(grs) 草原：土壌採取・試料化学分析 87 4.7 6.5 2.8 4.7 2.2 399 18.7 21.3 (Ca,Ph) 1,400 36.56.11.85 139.14.15.88

中田代NA1 U1: fl(grs) 拠水林脇(Sc)草原：LTS(200mx5) 83.8 5.1 6.4 6.4 0.3 42 225 12.5 18 (Mo,grs,Sc) 1,396 36.56.34.80 139.14.56.70

中田代NA1 U2: fl(My) 湿原溝, (My)90%, Sc：土壌分析 78.3 5.1 14 16.9 6.7 4.6 192 14.6 13.1 (My,Ca,Sc) 1,397 36.56.02.50 139.13.20.46

中田代NA1 U3: fl (grs) 湿原溝, (My)1%,土壌採取分析 86.1 4.6 7 7.6 0.3 48.7 333 18.8 17.7 (grs, My) 1,396 36.56.02.62 139.13.24.62

中田代NA1 U4: fl (My) 凸地, (My)10%, 草原:　　　“ 96.4 4.4 8.2 8.8 0.9 18.9 392 15.4 25.5 (grs,My) 1,397 36.56.02.63 139.13.24.86

中田代NA1 U5: fl(Os) (Os)草原, (Sc)混在:　　　　 “ 78.3 4.6 8.2 8.8 0.8 21.5 358 20 17.9 (Os,Sc) 1,396 36.56.02.53 139.13.27.12

中田代KA2 B2:fl(Be)(Sa) 拠水林　　　　　　　　　  “ 79.9 5.7 5.1 5.1 1.1 9.3 119 8.4 14.2 (grs) 1,405 36.56.02.97 139.13.28.68

中田代KA2 B3:fl(grs) (grs)（Sa），草原,       　 “ 83.8 5.6 3.4 3.1 0.7 9.3 163 8.6 19 (grs,Sa) 1,405 36.55.11.64 139.12.10.79

2019.8.27 中田代NN1 Ec:fl(Rh) 水溜り多い湿地草原, 　　　　　“ 87 5.2 3.9 0.6 2.1 2.1 390 17.9 22.2 (Rh,My,So) 1.402     -    -

2018.8.3

2018.8.26

20.4 20.6 (Mo,Ca) 1,416 36.14.43.37 139.14.43.37下田代MS4 T1:b.nfl(grs) 89.6 4.8 9.4 11.3 8.9 11.9 421

上田代KA2 B1: fl(My) 88.1 5.6 15.4 2.5 245 15.5 18.5 (My,Mo) 1,405 36.55.10.41 139.12.12.41

pH C/N

3.3 5.4

　　　調査土壌性状（0-5,5-10,10-20cm層土壌の平均値)，

優占植生 経度 緯度
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横切る 200 m 間隔 8 地点のライントランセクト調査を
行った．洪水の湿原影響をさらに詳しく調べるため，中
田代の U1:fl（grs）においても，100 m 間隔 5 地点のラ
イントランセクト調査を行なった．ライントランセクト
調査における地点設定には，大型巻き尺を，灌木高測定
には小型巻き尺を使用し測定を行うとともに，0 ～ 50 
cm 層の土壌試料を移植ごてにて採取した．地下水位は，
土壌採取によってできた穴内部に滲出した水の高さにて
測定した．
　尾瀬ヶ原の植物は，5 月下旬の雪解け時に出芽・展開
した葉部の成長と光合成が 7 ～ 8 月にピークに達し，10
月初旬に落葉することを踏まえ，現地調査は，2017 年
と 2018 年の 7 月下旬～ 8 月初旬に絞り，植物生産活動
ピーク時の植物と土壌の状態把握に努めた．長期間の環
境変動把握が必要な湿原水位については，上ノ大堀川が
ヨッピ川に流入する地点脇の A1:nfl（Os）と A2:fl（My）
地点に自記水位記録計を設置し，2017 年 10 月から 10
か月にわたる長期自記水位記録を行った．尾瀬ヶ原は，
植物生産活動に必要な窒素，リンが泥炭土壌中に乏しい
貧栄養的湿原（宝月ほか , 1954; Hogetsu et al., 1982）で
あり，湿原の植生生産と土壌代謝は , 湿原の地下水位，
酸化還元環境 , 窒素とリンの循環状態で大きく左右され
る．この湿原土壌特性をふまえ，今回の土壌植生システ
ム調査では，この相互作用システムの窒素動態にかかわ
る科学情報を得るための現地調査と試料採取分析を進め
た．
　酸化還元電位（Eh）は地下水位測定後の穴に比較電
極を，白金電極を深さ約 5 cm の土層まで差し込み，ポー
タブル土壌 pH/NO3/Eh 計（藤原製作所 , PRN-41）にて
測定した．湿原水位連続記録は , 上田代の A1:fl（Os）, 
A2:fl（My）地点に差し込んだ側面に穴のある塩ビ製パ
イプ内に水位データロガー（Onset 社 , CO-U20L-04）を
挿入し行った．

2．2　試料採取と室内分析
　土壌試料採取には，側面に根切り歯のある移植ごてを
使用し，2017 年度は 0 ～ 5 cm，5 ～ 10 cm，10 ～ 20 
cm 層から，2018 年度は 0 ～ 15 cm 層から 3 反復で試料
を採取し，根，葉を目視で除去後，土壌分析に供した（土
壌環境分析法編集委員会，1997）．坪刈による植物試料
採取は，調査地点を代表する植生構成の区画を設定し，
その区画枠内の全植生を根元から剪定鋏にて切りとり，
種別に葉部，茎部，根部の生重量を測定後，ポリ袋に分
け実験室に持ち帰った．
　土壌含水量は，土壌試料を乾燥機にて 105 ℃，24 時

間乾燥前後の重量変化から求めた．pH（H2O）は，湿
潤土壌 5 g を 50 mL コニカルチューブに充填し，25 mL
の超純水を加え振り混ぜ 30 分静置後，ガラス電極式水
素イオン濃度計（堀場，D-52）にて測定した．電気伝導
度（EC）は，pH 測定後のコニカルチューブに純水 25 
mL を加え振り混ぜ，EC メーター（東亜 DKK, CM-
14P）にて測定した．アンモニア態窒素，硝酸態窒素量は，
湿潤土 5 g を 100 mL 振盪瓶に充填し，25 mL の 1M 
KCl 溶液を加え，30 分振盪後の濾液について，ニトロ
プロシッド法，ヒドラジン還元，ナフチルエチレンジア
ミン法にて発色後，分光光度計（島津，UV-1300V）に
て吸光度を測定した．土壌の可給態リン酸量は，トルオー
グ法を用い，乾燥土 0.2 g を 50 mL のポリ瓶に入れ，
pH3 の硫酸アンモニウム溶液 40 mL を加え，30 分間振
盪後，抽出液にモリブデン青色法の発色試薬を加え，分
光光度計にて吸光度を測定した．2 価鉄は土壌環境分析
法編集委員会（1997）を参考に酢酸緩衝液抽出法とフェ
ナントロリン吸光光度法に沿って定量した．土壌の全炭
素量と全窒素量は，3 週間以上風乾させた土壌について，
粗大有機物を除去し，乳鉢で粉砕後，0.5 mm のふるい
を通した風乾細土について，CN コーダー（ヤナコ機器，
MT-700）にて測定した．植物試料も，土壌試料と同じ
く乾燥機にて 105 ℃，24 時間乾燥前後の重量変化から，
乾燥重量を求めるとともに，細粉化試料について，CN
コーダー（ヤナコ機器，MT-700）にて，炭素量，窒素
量を測定した．
　窒素固定活性指標とした土壌のアセチレン還元活性
は，広口バイアル瓶に入れた湿潤土 5 g を 15 ℃の培養
器に 24 時間静置し，気相の 10％をアセチレンで置換後，
25 ℃の培養器に 48 時間静置したガスについて，水素炎
イオン化付きガスクロマトグラフ（島津，GC-FID, GC-
14B） に て エ チ レ ン 濃 度 を 測 定 し た（Inubushi and 
Watanabe, 1987）．好気的アセチレン還元活性測定には，
15 ℃の培養器静置後，瓶の蓋を 1 時間解放した．嫌気
的還元活性測定には，15 ℃の培養の前後の計 2 回，窒
素ガスでバイアル瓶内を満たした．土壌を入れない広口
バイアル瓶に同様にアセチレンを添加して，25 ℃の培
養器に 48 時間静置後のガスについて，嫌気，好気とも
に 3 反復の測定を行い，ブランクとした．
　土壌の脱窒活性は，同上操作で採取したガスの N2O
濃度を ECD 検出器付きガスクロマトグラフで測定し，
脱窒活性とした（Inubushi et al., 1996）．ブランク試料は，
大気の N2O 濃度と同程度の試料も存在したことから，
ブランク値を差し引いて脱窒活性とした．
　ヤチヤナギ根粒の窒素固定活性指標とした根粒アセチ
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レン還元活性測定には，広口バイアル瓶に根粒または地
下根部を入れ，気相の 10％をアセチレンで置換後，25 
℃の培養器に 24 時間静置後，バイアル瓶内のガスを採
取し，エチレン濃度を測定し，アセチレン還元活性とし
た．2017 年度調査では，ヤチヤナギ地下部からとった
根粒を 1 ずつバイアル瓶に入れて測定を行ったが，2018
年度は，ヤチヤナギ地下根部を 10 cm 以下の複数に切
り分け，そのすべての地下部についてアセチレン還元活
性測定を行い，ヤチヤナギ個体の窒素固定量とした．
　調査地点における年間土壌固定量の算出には，楊・鶴
田（1998）を参考に，窒素アセチレン変換係数を 4，期
間を半年（雪に覆われる 11 月から 4 月までの半年は，
植物代謝活動は休眠状態であることを考慮），活性を 0.5
倍として，アセチレン還元活性測定値から求めた．土壌
の年間脱窒量も，窒素固定量と同じように，期間を半年，
活性を 0.5 倍して，アセチレン還元活性化から算出した．
単位面積当たりの現地根圏土壌（0 ～ 20 cm x 1 m2）の
窒素量算出には，上田代 A1:nfl（Os）調査点においてコ
アー採土器にて採取した湿潤土壌の平均容積重量値（163 
kg 0.23 m-3）を用いた．ヤチヤナギの根粒，及び地下部
の窒素固定量は，前田ほか（1998）を参考に，窒素アセ
チレン変換係数を 2/3, 期間を半年，速度を 0.5 倍として，
アセチレン還元活性測定値から算出した．
　 統 計 処 理 は 統 計 解 析 用 ソ フ ト ウ ェ ア IBM SPSS 
Statistics 24（IBM社）を用いt検定，多重比較検定（Tukey 
HSD 検定）および相関分析を行った．

3．結果と考察

3．1　上田代，中田代，下田代湿原土壌調査結果
　第 4 次総合学術調査初年度の 2017 年 7 月 31 日～ 8 月
2 日の現地調査では，上田代東北部の 3 地点と中田代 2
地点を主調査地点として選び，土壌の物理化学特性と，
植生現存量を調べた．①湿原への河川影響が強いと判断
される上ノ大堀川のヨッピ川流れ込み地点に隣接する湿
原域のヤマドリゼンマイ（Osmunda cinnamomea）群
生地 A1:fl（Os），②やや低地のヤチヤナギ（Myrica gale 
var tomentosa）が多い A2:fl（My），③上田代中央のヤ
チヤナギが一面に群生する B1:fl（My）にて調査を行っ
た．表 1，表 2-1，表 3 に取りまとめたように，ヤマド
リゼンマイが分布する A1 地点はヤチヤナギの分布する
B 地点より土壌水分と pH が低く，NO3

- 量が多く，脱窒
活性が高い特色がある．NH4

+ 量は上田代調査 4 地点で
地点間の大きな差異がない（表 1）ことから，ヤマドリ
ゼンマイの根圏環境は，乾き気味で酸化的環境にあり，

有機物分解で生成されたアンモニウムが次々と硝化さ
れ，深さ 5 ㎝以下のやや還元的部位で脱窒化され窒素
ガスとして大気に放出されていると判断した．TC と
TN 量，C/N 比は，ヤチヤナギが生育する B1:fl（My）, C:fl

（My）と顕著な差が無いことから，A1:fl（Os）地点では，
他の因子がヤマドリゼンマイの生育を制限している可能
性があり，再調査による詳細な検討が必要と判断された．
　中田代東北部一面に分布するヌマガヤ（Molinia 
japonica）の生育する中間湿原 D 地点は，ヤチヤナギ生
育地と類似の酸性環境にあるが，TC 量が多く，TN 量
が少ない特異環境であった．非洪水域でもあり追加調査
は行わなかった．

3．2　�上田代調査地点における追加調査と湿原水位連続
記録

　2017 年 7 月 31 日～ 8 月 2 日の現地調査に見いだされ
た泥炭土壌特性の理解を深めるため，植生の年代謝活動
が終わりに近い上田代東北部のヤマドリゼンマイ優占域
A1:fl（Os）とヤチヤナギ優占域 A2:fl（My）に， 10 月 8
日に水位計を設置し，約 10 ヶ月の湿原水位の長期変記
録を開始した．両地点は，全炭素，全窒素量に差違がな
いが，A1:nfl（Os）地点は土壌の脱窒素活性が大きく（表
3），土壌植生生態系の窒素代謝に影響があると考えられ
る．
　約 10 ヶ月に亘る湿原水位の変動状況を自動記録から，
ヤチヤナギの生育する A2:fl（My）の湿原水位は概ね湿
原面より高いが，ヤマドリゼンマイの生育する A1:fl（Os）
の水位は年間を通じて湿原面より低く，ヤマドリゼンマ
イは低水位環境を好むと考えられた．気象条件による水
位変動が大きく年間の変動幅 40 cm，3 ヶ月の変動幅 20
～ 30 cm，3 時間レベルの短時間内でも 10 ～ 20 cm の
変動が見られた（重田ほか，2021）．ヤチヤナギもヤマ
ドリゼンマイも，根圏は 0 ～ 20 cm に広がっているこ
とから，この水位変動から，根圏の水環境は変動性に富
み，水位が高い時期には，根圏が還元傾向になる可能性
が考えられる．尾瀬ヶ原における湿原植生の分布に及ぼ
す湿原水位の影響については，これまでに宝月ほか

（1954）, 岩熊ほか（1998）により詳細な調査が行われて
きたが，今回の長期間記録で見いだされた同一地点にお
ける 40 cm にも及ぶ水位変動幅は，今後の植生に及ぼ
す水位影響評価に大きな影響を与えると判断される．
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表 2-1：尾瀬ヶ原上田代，中田代調査点の植生坪刈結果．
植生，リターの C,N 量，鮮葉 / リター量比，落葉分解率 / 年，根圏土壌（0.2 m3）の可給態窒素（NO3 ＋ NH4）量，可給態 P 量
と可給態 N/P 重量比を示す . 落葉直後の鮮葉と，落葉後時間が経ったリターでは分解率が異なることから，攪乱影響の少なかっ
た B1:fl（My）地点の表層リターと下層リターの実測分解率が，全地点の新鮮リター，下層リターの分解率評価に用いるとして，
各地点の鮮葉および採取リターに実測の分解率を乗じ得た分解率合計値を，各地点年間リター分解率とした．（重田（2019）報
告値から作製）．

年月日 調査地点  植物 &リタ-  植物C  植物N C/N比  葉量(F)/リタ-(L)比 土壌(NO3+NH4)N 土壌可給態P 土壌可給態N/P比

田代 mgCm-2 mgNm-2
F,L無機化率(mgN.m-2)        gN 0.2m-3  gP 0.2m-3  　　　（重量比）

2017 A1:nｆｌ（Os) ヤチヤナギ(葉) 7.3 0.2 36.5 4.１ / 4.７ =0.87

7.31-8.2 ヤチヤナギ(茎) 31.5 0.5 63.0 4.１e-0.47+4.７ e-0.921=4.44

上田代 ヤマドリゼンマイ 84.1 2.8 30.1

ホロムイスゲ等 1.8 0.1 18.0 5.22 0.93 5.6
ササ*(葉） 18.8 1.0 18.8

ササ*(茎） 61.6 0.8 77.0

リター 157.1 4.7 33.4

A2:fl(My） ヤチヤナギ(葉) 30.0 1.5 20.0 2.4 / 0.3 =8.0

           ヤチヤナギ(茎) 28.1 0.6 46.8 2.4e-0.47+0.3 e-0.91=1.62 2.15 0.51 4.2
ホロムイスゲ等 14.5 0.6 24.2

カキツバタ 6.0 0.3 20.0

B1.fl(My） ヤチヤナギ(葉) 242.1 12.5 19.4 15.5  /1.6 =9.7

ヤチヤナギ(茎) 274.5 6.7 41.0 15.5e-0.47+1.6 e-0.91=10.33

ヌマガヤ等 44.2 3.0 14.7 2.62 0.60 4.4

リター (第3層） 30.9 0.4 77.3 リタ―N 分解率測定値

リター (第2層） 59.0 1.0 59.0  第2-3層   0.4/1=e-0.91

リター (第1層） 98.2 1.6 19.3  第1-2層   0.4/1=e-0.47

中田代 C:fl(Mo） ヌマガヤ 81.4 3.2 25.4 2.36 0.54 4.4

ホロムイスゲ等 48.4 1.6 30.3 4.8e-0.47=3.0

D:nfl(Mo) ホロムイスゲ等 48.9 1.5 32.6 2.9 /1.0 =2.9

ヌマガヤ 20.0 0.7 28.6 2.9e-0.47+1.0 e-0.91=2.21 1.50 0.21 7.0
その他 3.3 0.7 4.7

リター 25.9 1.0 25.9

2019 C:fl(Rh) ヌマガヤ 0.64 0.023 27.8 0.48 / 0.23 =2.1

8.27 ミカヅキグサ 6.43 0.306 21.0 0.48e-0.47+0.23 e-0.91=0.39

中田代 ヤチカワズスゲ 0.73 0.023 31.7

ヤチヤナギ(葉） 2.37 0.100 23.7 0.52 0.34 1.7
ヤチヤナギ(茎） 7.88 0.225 35.0

ツルコケモモ(葉） 0.99 0.029 34.1

ツルコケモモ(茎） 0.83 0.019 43.7

イボミズゴケ 1.41 0.050 88.2

アオモリミズゴケ 1.35 0.039 34.6

リター 6.12 0.230 26.6
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表 2-2：尾瀬ヶ原中田代，下田代調査点における坪刈調査結果．
植生とリターの C,N 量，鮮葉 / リター量比，落葉リター分解率 / 年，根圏土壌層（0.2 m3）可利用態（NO3 ＋ NH4）
N 量，可給態 P 量と可利用態 N/P 重量比 .　落葉分解率 年 -1 は，鮮葉リターと古いリターの分解率合計値．表 2-1 説
明参照．（重田（2019）報告値から作製）．

年月日 調査地点 植物＆リタ-   TC   TN C/N比  葉(F)N/リタ―(L)N 比 土壌NO3+NH4 土壌可給態P 可給態N/P比

（田代） 海抜高度 mgCm-2 mgNm-2  F,LのN無機化(Nm-2y-1) gN 0.2m-3湿泥 gP 0.2m-3湿泥      （重量比） 

2018/ N.fl(My) ヤチヤナギ(葉) 475 23.0 20.7 F  38.3 : L 6.1 = 6.28

  7/20-22 1,409m ヤチヤナギ(茎） 455 8.6 52.9 38.3e-0.47+6.1e-0.91=25.3

(中田代） ヤチヤナギ(根） 449 5.2 86.3                        2.1 0.42 5.0
ホロムイスゲ等 422 15.3 27.6
リター 430 6.1 70.4   

2018/ T1.b.nfl(glホロムイスゲ等 3.205.14.39.723.51724
  7/20-22 1,416m リター 437 8.4 52.0
(下田代） T2.ｈ.nfl(gヤチヤナギ(葉) 480 19.7 24.4 F  37.0 : L 8.4 =4.4

1,416m ヤチヤナギ(茎） 458 11.3 40.5 37.0e-0.47+8.4e-0.91 =26.5 1.9 0.49 3.9
ヤチヤナギ(根） 445 8.7 51.2                               

ホロムイスゲ等 425 17.3 24.6
リター 437 8.4 52.0

T3：fl(Sa）ササ* 407 7.6 53.6 F  53.1 : L 6.5 = 8.2

1,405m ホロムイスゲ等 423 14.1 30.0 53.1 e-0.47+6.5 e-0.91=35.8

ヒメシャクナゲ(葉） 7.5370.05.24.123.12554
ヒメシャクナゲ(茎） 447 4.4 101.5
ツルコケモモ(葉） 478 10.1 47.3
ツルコケモモ(茎） 455 3.9 116.6
リター 63.8 64 63.8

S:fl(My) ヤチヤナギ(葉) 481 24.6 19.6 F  40.4 : L 6.0 = 6.7

1,401m ヤチヤナギ(茎） 462 10.6 43.6 40.4 e-0.47+6.0 e-0.91=27.7

ヤチヤナギ(根） 9.009.714.614.434.31264
ホロムイスゲ等 436 15.8 27.6
その他 464 14.0 33.2
リター 430 6.0 71.6

T4:fl(Os) ヤマドリゼンマイ(葉） 426 23.7 18.0 F  46.6 : L 11.5 = 6.3

1,400m ヤマドリゼンマイ(茎） 396 20.0 19.8 46.6 e-0.47+11.5e-0.91=33.7

ホロムイスゲ等 3.269.02.23.528.61624
ササ＊ 464 14.0 33.2 \

リター 436 11.5 37.9
T5:fl(Os) ヨシ 417 26.0 16.1 F  11.8 : L 4.3 = 2.74

1,400m ホロムイスゲ等 437 13.7 31.9 11.8 e-0.47+4.3 e-0.91=9.1

ツルコケモモ 2.268.09.17.563.7084
ミニシャクナゲ(葉） 469 3.3 142
リター 430 4.3 100

O:fl(gl) ヨシ 433 9.4 93.4 F  47.8 : L 5.4 = 8.85

1,400m ホロムイスゲ等 438 14.8 29.6 47.8 e-0.47+5.4 e-0.91=32.1 1.5 0.77 1.3
その他 349 23.6 14.8
リター 450 5.4 83.4

2018/8/5 U:fl(Mo) ヌマガヤ 2.1 0.18 11.6
(中田代） 1,396m カヤツリグサ科草本

U2:fl(My) ヤチヤナギ(～90%） 4.9 0.99 4.9
1,397m ヌマガヤ等草本

U3:fl(gl) ヤチヤナギ(～1%) 2.4 0.10 24.5
1,396m ヌマガヤ等草本

U4:fl(Mo) ヤチヤナギ(～10%) 2.8 0.07 43.1
1,397m ヌマガヤ等草本

U5:fl(Os) ヤマドリゼンマイ 2.7 0.16 16.9
1,396m アブラガヤ他
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3．3　�ライントランセクト調査による泥炭性状の把握と
洪水影響評価

　尾瀬ヶ原は，基礎地形の凹凸を反映し泥炭堆積が不均
一であり，湿原面の凹凸が多い．バンクホロー複合体は，
この凹凸地形の代表である．この不均一地形は，洪水時
に流域から湿原内に流れ込んだ濁水の不均一分布と流入
物の不均一沈積を招き，泥炭土壌の性状と植生に大きく
影響する．この判断から，第 4 次尾瀬総合学術調査にお
ける土壌植生システム調査では，この不均一な濁水流入
と，流入懸濁物の不均一沈積の泥炭と植生への影響の把
握を深めるため，地形的に不均一な凹凸や高度差のある
場所を横切るライントランセクト調査を 3 回行い , 得ら
れたデータの量関係解析により，関係要素の相互関係解
明を試みた．
　上田代 B1:fl（My）調査地点北側の湿原に広がるバン
クホロー複合体を 1 m 間隔で横切る 15 地点の土壌環境
ライントランセクト調査（2017 年 9 月 14 日）の結果，
1 m ステップの地点移動に伴う湿原水位の変化に共役
し，湿原の酸化還元電位，窒素固定活性としてのアセチ
レン還元活性，硝酸イオン濃度，2 価鉄濃度，可給態リ
ン酸濃度が大きく変化し，それら変化の間に密接な関係
が見られた．これら変化の相関関係の検討により，水位

変化が酸化還元電位変化をもたらすことを通じて，アセ
チレン還元活性，硝酸イオン濃度，2 価鉄濃度の変化を
もたらすと判断された（重田ほか，2021）. しかし，可
給態リン量増加と 2 価鉄量増加間には逆相関関係がある
ことから，可給態リン増加は，還元的底泥における酸化
還元反応の結果ではなく，洪水に伴う湿原外からの洪水
水流入に伴う懸濁リン流入の影響と判断された．
　この湿原特性に及ぼす洪水影響の検討をさらに深く解
明するために，洪水頻度の低い下田代において 200 間隔
8 地点のライントランセクト調査結果を 2018 年 7 月に
行った．このライントランセクト調査地点は，出発点と
終点の間に 16 m の高度差があり，調査線状にバンクホ
ローシステムの凹凸と複数の湿溝があり，最終点は北下
田代の低草原に至る変化に富んだ調査コースで，いずれ
も土壌は，TC, TN 含量が高い泥炭で構成されていた（表
1）．出発点とした中田代の N:fl（M）地点は，沼尻川の
洪水影響を受けヤチヤナギとホロムイスゲが繁茂するす
る湿原溝で，の S:fl（My）地点以外は，土壌の水分含量，
pH，TN 量に地点間の大きな差はない．しかし，ヤチ
ヤナギが生育する湿原凹地の S:fl（My）地点の土壌は，
NH4

+，NO3
- と可給態リンの量が，飛び抜けて高い値を

示している．この高い値には， S:fl（My）地点は，湿原

表 3：尾瀬ヶ原植生土壌生態系の窒素動態と降水窒素負荷影響．
植物生産を支える葉部生産と，土壌微生物の窒素固定活動，脱窒活動，ヤチヤナギ根瘤の窒素固定活動，落葉リター分解無機化
の諸過程の量的関係を示す．表 2-1，表 2-2 にまとめた各調査点の植物鮮葉量，リター量，落葉分解無機化率，根圏土壌（0-20 
cm 層）可給態窒素量の数値を転記，相互の量関係を計算値で示す，降水窒素負荷量は，山の鼻観測点の過去 30 年間の降水量測
定値，降水負荷量は，尾瀬ヶ原周辺域における降雪降雨水の窒素量分析結果を用い算出．本文説明を参照．
調査地点  　優占植生  総葉量  土壌N固定   土壌脱N  ﾘﾀｰ無機化  根粒N固定  循環N計  循環N計/葉生産 土壌可利用N/葉生産      (降水N＋循環N計)/葉生産
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gN 0.2m
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-1
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-3

y
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y
-1

A1:ｎfl(Os) ヤチヤナギ 4.1 0.04 -0.36 3.46   ー 3.1 0.76 5.2/4.1=1.3    (7.6+3.1)/4.1=2.61

ヤマドリゼンマイ等

A2:fl(My) ヤチヤナギ 2.1 0.15 -0.05 1.43   ー 1.5 0.71 2.6/2.1=1.2    (7.6+1.5)/2.1=4.33

ホロムイスゲ等

Bl:fl(My) ヤチヤナギ 15.5 0.57 -0.04 10.3 0.08 10.9 0.70 2.9/15.5=0.18    (7.6+10.9)/15.5=1.19

ヌマガヤ等

D:nfl(Mo) ホロムイスゲ 2.4 1.64 -0.06 2.84 4.4 1.83 1.5/2.4=0.6    (7.6+4.4)/2.4=5.0

ヌマガヤ等

N:fl(My) ヤチヤナギ 24.1 0.26 -0.02 15.9 0.160 23.9 0.99 2.2/24.1=0.09    (7.6+23.9)/24.1=1.30

ホロムイスゲ等

T1.ｂ.nfl(ｇrs)ホロムイスゲ等 22.6 0.32 -0.02 15.8    21.1 0.93 3.4/22.6=0.15    (7.6+21.1)/22.6=1.27

T2.b.nfl(grs) ヤチヤナギ 22.6 2.03 -0.02 9.3 0.06 36.3 1.61 3.1/22.6=0.14    (7.6+36.3)/22.6=1.94

ホロムイスゲ等

T3:fl(Sa) ササ 20.3 0.52 -0.02 13.1    14.2 0.70 3.1/20.3=0.15    (7.6+14.2)/20.3=1.07

ホロムイスゲ等

S:fl(My） ヤチヤナギ 12.4 0.01 -0.14 3.2 0.101 10.0 0.81 16.4/12.4=1.32 (7.6+10.0)/12.4=1.42

ホロムイスゲ等

T4:fl（Os） ヤマドリゼンマイ 26.6 0.07 -0.02 24.9    17.3 0.65 2.2/26.6=0.08 (7.6+25.0)/26.6=1.20

ホロムイスゲ等

T5:nfl(Ph) ヨシ 11.8 0.71 -0.06 8.4    9.1 0.77 1.9/11.8=0.16 (7.6+9.１)/11.8=1.33

ホロムイスゲ等

O:nfl（grs） ヨシ 17.8 1.79 -0.02 20.1    13.9 0.78 1.5/17.8=0.08 (7.6+13.9)/17.8=1.21

ホロムイスゲ等
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凹地で土壌の TC 量と CN 比が例外的に低いこと，隣接
湿原の表土において洪水流入指標である微細破片が見つ
かっている（阪口・相馬，1998）こと，S:fl（My）地点は，
北側を流れる沼尻川より低い位置にあることから判断し
て，過去の沼尻川の洪水発生時に湿原全体が流入濁水で
覆われ，濁水が引いた折に，濁水懸濁物が S:fl（My）地
点の水の溜まり易い凹地に沈降集積した結果と考えられ
た．この結果，S:fl（My）地点の泥炭は TC 量と CN 比
が低く，NH4

+，NO3
-, 可給態リン量が多くなったと推論

した．
　この推論を踏まえると，調査した下田代泥炭土壌の構
成要素は，すべてが湿生植物枯死体の未分解物の泥炭で
はなく，過去の洪水発生時に流入した外来性物質が，湿
原土壌の物理化学的性状と植生に大きく影響していると
理解する必要があると判断した．この湿原への濁水流入
影響理解を深めるために，ヨッピ川の流れに沿った海抜
高度の低い中田代 NA1 の拠水林 U1:fl（grs）地点から湿
原内に向けて，100 m 刻み 5 地点のライントランセクト
調査を 2018 年 8 月 3 日におこなった．表 1 に調査結果
を示す．このライントランセクト調査域では，拠水林と
その脇の湿地 U3 地点，および最終調査点の湿地溝 U5
地点に，土砂流れ込み地を好む背の高いアブラガヤ（波
田，2020）が，ヤチヤナギとともに生育しており，洪水
による湿原への土砂供給影響を植生面から推察できる．
拠水林内（U1）と，拠水林脇の草原（U2）地点は，土
壌の TC 値が他の調査地点より低く，また U2 において
可給態リン量と NO3

-, NH4
+ 量が抜群に多いことから，

このヨッピ川の流れに沿った湿原域は土砂流入影響を受
けていると判断される．

3．4　�ヤチヤナギ根粒の空中窒素固定とヤチヤナギの生
育

　尾瀬ヶ原では，第 1 次尾瀬ヶ原総合学術調査時には分
布が限られていたヤチヤナギは , 第 2 次総合学術調査に
おいて湿原内の分布の広がりが見いだされ（Hogetsu et 
al., 1982），16 年後の第 3 次調査時，更に大きな分布の
拡 大 が 報 告 さ れ（ 前 田 ほ か，1998；Ohmori et al., 
2009），その増加が，窒素量の少ない尾瀬生態系の窒素
代謝に与える影響が懸念されている．ヤチヤナギは，窒
素固定を行う放線菌 Frankia が共生する根粒を根に形
成し，空中窒素を固定しながら成長する．ヤチヤナギは，
この窒素固定能力とともに貧栄養的な湿原土壌から栄養
物質を効率的に吸収するブラシ状のクラスター根（和崎，
2006）と，窒素固定能を有する放線菌の共生する根瘤を
形成するなど，栄養分の少ない還元的湿原環境に適した

特性を有している．この機能により，ヤチヤナギは貧栄
養的な尾瀬ヶ原湿原土壌において他植生に打ち勝ち，繁
茂することができていると考察される．この役割の定量
的理解には，ヤチヤナギの根粒の窒素固定能を定量的に
把握することが必要である．
　この理解から，本総合学術調査の 2017 年 7 ～ 8 月の
調査時に，上田代のバンクホロー複合体湿原の B1:fl

（My）においてヤチヤナギの根の根粒を採取し，その窒
素固定能の測定により，地上部植物体の生産量との量関
係検討を試みた．しかし，ヤチヤナギの根が湿原土壌内
にて想定以上に広く広がっており，根粒回収率が低かっ
たため，測定した窒素固定量と植物体生産量とのバラン
スがとれなかった．この経験を踏まえ，2018 年の下田
代ライントランセクト調査におけるヤチヤナギ窒素固定
活性の実地調査にあっては，できるだけヤチヤナギ根部
の回収に努め，根のすべての部分の窒素固定能の測定を
行った．
　このようにして測定した単位面積当たりの窒素固定量
と , 樹木の成長指標であるヤチヤナギの樹高との量関係
の検討により，ヤチヤナギの根部窒素固定量の増加に伴
い，樹高が一次関数的に増加する関係が見いだされた（重
田ほか , 2021）．ヤチヤナギは，葉部の光合成と根部に
おける窒素固定活動と無機イオン吸収により維持される
植物体生産を，新葉展開から夏の終わりまで続け，秋の
落葉後，幹と地下茎のみを残し，すべての生活活動を冬
季停止する（Sprent et al., 1978）．翌年，春先に出芽展
開する葉における光合成と，根部の窒素固定活動により，
植物体の生産・成長が行われる．従って，窒素固定量と
樹高の一次関数関係は，春－夏の生育期にヤチヤナギ根
部で固定された窒素が地上部に運ばれ，樹高が一次関数
的に増加することを示しており，ヤチヤナギ個体生産を
支える窒素固定の量的重要性を示しており興味深い．
　今回のヤチヤナギ窒素固定活性の野外調査で見いださ
れたもう一つの重要な事実は，窒素固定を支える根の窒
素固定活性は，根のすべての部分に及んでいたことであ
る．本学術調査結果が示した様に，根茎全体の窒素固定
活性の把握が，今後，ヤチヤナギ個体の窒素代謝の量的
理解に不可欠と判断される．第 2 次尾瀬総合学術調査以
後，尾瀬ヶ原ではヤチヤナギの分布拡大が顕著である．
ヤチヤナギの窒素固定活動の調査を進めるに当たり，今
回の窒素固定調査の経験は，非常に役立つ重要知見と判
断される．
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3．5　�尾瀬ヶ原の土壌―植生システムにおける窒素循環
と植生生産

　地球上の自然生態系では，窒素が植物 1 次生産の制限
因子であり，生態系窒素循環が，植物の生産活動を大き
く支配している（Bowden, 1987; Vitousek et al, 1991; 
Vitousek et al., 2002）．とくに，低温過湿環境下，湿原
植生枯死体が未分解状態で泥炭として堆積し形成された
泥炭湿原では，植物遺体構成元素以外は，降水と地下水
により供給される化学元素が主要な栄養元素である．こ
れら元素のうち，窒素が植物要求に比して最も存在量が
少なく，植物生産を大きく支配する因子となっている

（Bowden, 1987）．植物に摂取され植物体有機物となっ
た窒素は葉の落葉後，土壌中で微生物の働きで分解無機
化され，窒素固定細菌の活動でアンモニウムとして固定
された窒素とともに，植物の根から吸収され，植物体生
産を支える．ヤチヤナギも根粒放線菌の働きにより植物
体内に固定された窒素が，植物体生産に利用されていく．
このような植物の葉生産とその落葉から出発し，各種土
壌微生物の働きで駆動循環する土壌中の窒素が植物の根
から植物体内に吸収され，植物体の生産に再利用されて
いく．湿原土壌は窒素量が乏しいことから，この土壌植
生生態系の窒素循環状態は，植物の生産活動維持にきわ
めて重要である．降水と河川氾濫に伴う湿原外からの外
的窒素負荷は，この窒素循環に影響をあたえ，植物生産
の変化をもたらし，植生構成や現存量の変動をもたらし，
生態系状態を変化させる．
　このような湿原植生・土壌生態系の特性をふまえ，第
4 次尾瀬総合学術調査の土壌・植生システム調査では，
現地調査において，植生土壌システムの物質循環把握に
必要な複数の代謝過程の定量的把握を進めた．測定を
行った項目は，坪刈区画内の植生量，リター量，根圏の
可利用窒素量と可給態リン量，リター分解無機化量，土
壌細菌活動による窒素の固定量と脱窒量，ヤチヤナギ根
粒の窒素固定量の 9 項目である．これら代謝機能の量関
係解析が可能なように，すべての代謝活動量は，単位面
積当たりの量としてもとめ，土壌事象は 0 ～ 20 cm 根
圏 （0.2 m-3）量として把握するよう努めた．これら複数
測定項目の調査結果は，表 2-1， 表 2-2， 表 3 にとりまと
めた．これら代謝活動量のうち土壌の窒素固定活性，脱
窒活性，根粒窒素固定の活性については，重田ほか（2021）
により報告されているが，本論文では，上述の基準で算
出した根圏内活動量を表示した．
　表 2-1，表 2-2 に示したように，植生の構成と量は調
査地点で大きく異なる．植物採取は現場植生の持続的保
全のため，多くの場合，根は採取しなかったので，表示

数値は主に地上部の窒素量，炭素量である．植生が有す
る N 量は根圏土壌中の可利用 N 量の 2 倍から 20 倍と大
きく，その割合は地点により大きく異なる．植物から土
壌への主要 N 供給過程の量的調査において，測定が難
しい重要過程は落葉リター分解無機化量把握である．一
般には，リターの分解無機態速度測定には，落葉を入れ
たリターバッグを現場に置き，その経時変化を調べる方
法が一般的である．しかし，尾瀬ヶ原ではニホンジカに
よる植生攪乱と，洪水氾濫によりリターバッグが攪乱，
流出の危険性があることから，現場リターバッグ法は避
け，現場で採取したリターの化学分析により把握したリ
ター分解率を，落葉量に乗じて求めることを目指した．
しかし，表 2-1，表 2-2 に示したように，各調査地点の
坪刈区画内で採取した鮮葉とリターの N 量と C/N 比は，
地点により大きく異なる．この地点による鮮葉とリター
の量比変動には，分解度の差異も含まれるが，特に上田
代，中田代調査点では，洪水によるリター流出影響が強
いと判断された．幸い B1:fl（My）地点では，ヤチヤナ
ギ分布密度が高く，洪水による流出影響が少なかったの
が原因か，表層のヤチヤナギ枯葉下に分解の進んだ黒褐
色の複数のリター層が見いだされたので，表層から丁寧
にリターをはぎ取り，3 層のリター層が得られた．この
リター試料の化学リターにより，表 2-1 に示したように，
表層リターと，下層リターの間に ,　Aerts（1997）が示
すリターと落葉量関係を分解恒数（k 値）で示す自然関
数関係が得られた．表層と下層のリターの分解無機化は
並行して進んでいるとの理解と，上述の現場リターの分
解恒数は，温帯域湿原について報告されている年間分解
恒数（Aerts，1997）に近いことから，得られた表層リター
分解率を間もなく落葉する鮮葉に，下層リター分解率を，
ある程度分解の進んだ現場リターに適用し，求めた無機
化量の合算値を，現場の年間無機化量として，表 2-1，
表 2-2 に計算結果を示した．
　表 3 には，表 2-1 と表 2-2 の 12 調査地点の植生の葉生
産量（各調査地点の全葉 N 量）と，土壌微生物の活動
による土壌窒素固定量と脱窒量，ヤチヤナギ根粒による
窒素固定量，落葉リター無機化量，それらの合計とし土
壌圏の窒素再生量をまとめた．再生窒素量で植物生産が
維持されるとして算出した循環窒素合計量の葉生産に占
める割合は，0.7 と循環 N が植物の N 要求の 7 割強を賄っ
ており，他から窒素供給がないと，植生生産は窒素不足
で制限される結果となる．そこで，“ 普通預金量 ” に相
当する土壌根圏の窒素量を見ると，土壌中の可利用窒素
の葉生産への関与度は，上田代と下田代 S:fl（My）地点
以外は，貢献度は非常に少ない．循環窒素は根圏を通じ
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て駆動されるので，根圏のＮ収支は，“ 銀行預金高 ” は
少なく，“ 運転資金の出し入れ ” が大きい状態にあると
判断した．
　このような “ 緊縮財政状態 ” にある土壌生態系の窒素
動態においては，降水による外部からの窒素負荷は，葉
生産に大きな影響があると判断される．この降水負荷影
響を評価するため，降水窒素負荷量を，山ノ鼻の降水量
観測値と，尾瀬ヶ原降水の窒素測定結果を用い評価した．
降水量データとしては，日本気象協会の西村・吉弘（2008）
がまとめた尾瀬山ノ鼻気象観測点における過去 30 年間
の気象観測記録から，1990 ～ 2006 年の平均降水量平均
2,028 mm 年 -1 を用いた．降水に含まれる N 量のデータ
としては，群馬県衛生環境研究所の氏家敦雄らが進めた
降雪，降雨の N,P 含量測定結果報告書から，尾瀬ヶ原
の降雪と降雨水の N 含量平均値 0.32 mg を用いた．こ
れら報告値をもとにした計算により，尾瀬ヶ原への年間
の N 供給量は，7.2 gN m-2y-1 と見積もれる．この降水に
よる N の外的負荷は植生土壌の N 循環に付加されるの
で，その合計量の植物葉生産への影響を，表 3 の最右欄
に示した．ほとんどの地点において，降水による窒素負
荷を加えた循環 N 量は，上田代，中田代，下田代の植
物葉生産を賄っていると判断される．この降水による窒
素負荷の植生生産への貢献は，降水による窒素供給は，
尾瀬の植生生産維持に不可欠な過程であることを示して
いる．
　尾瀬の植生生産に重要な役割を演ずる植生土壌生態シ
ステムを通じて起こる N 循環に影響するもう一つの重
要な外的インパクトは，集中豪雨時の洪水氾濫水による
窒素負荷である．今回の学術調査中は，洪水の調査機会
はなかったが，湿原洪水は，河川水異常増加による湿原
内への氾濫水の侵入であることから，氾濫時河川水の窒
素含量増加から，洪水時の湿原への影響を予測できる．
牧野ほか（2010）が東京都の水源林で進めた調査結果に
よると，大雨後の出水時には河川水の NO3-N 濃度が 3
倍ほど増加するが，出水がやむと短時日で平常値に戻る．
尾瀬ヶ原では豪雨後，湿原に流れ込んだ氾濫水で，水位
が 2 m 強になることがあるが，数日で元に戻る．NO3-N
濃度増加の植生促進効果の検証は，今後の実地調査が必
要であるが，窒素濃度の増加があるならば，湿原への窒
素負荷増をもたらし，湿原植生への影響が強まると考え
られる．今後，洪水発生時の湿原窒素収支の定量的調査
が不可欠である．

4．�尾瀬生態系植生への洪水影響と湿原保全に向
けての今後の課題．

 本論文は，第 4 次尾瀬総合学術調査の一環として，尾
瀬ヶ原にて頻発化する洪水が植生土壌生態系へ与える影
響把握のために，土壌植生調査班が尾瀬ヶ原の泥炭土壌
植生システムの動態を調査した結果である．重要調査結
果は，以下 5 点にまとめられる．
（1 ）ヨッピ川への上ノ大堀川流入点近くの上田代 2 調

査地点において，泥炭水位変動を 10 か月長期記録調
査した結果，40 cm に及ぶ大きな水位変動が観察さ
れ，今後の湿原水位評価における大きな水位変動影
響評価の必要性が理解された．

（2 ）上田代湿原のバンクホロー凹凸域における 1 m 刻
みのライントランセクト調査により，水位変動に対
応した酸化還元電位，NO3

-, Fe2 ＋イオン量，脱窒活
性の変動が見られ，泥炭土壌環境は湿原水位により
大きく変動することが示された．

（3 ）ヤチヤナギが高密度分布する下田代湿原の湿原凹
地は，土壌のリン含量が高く TC 値，C/N 値が低い
ことから，過去に洪水により運ばれた土砂とリンが，
湿原凹地に沈積した結果と推論された．この推論を
確認するため，ヨッピ川沿いの中田代湿原で行った
調査により，土砂流入影響指標となるアブラガヤ生
育地は，ヤチヤナギ密度が高く，土壌リン含量が高く，
TC 値と C/N 比が小さいことから，洪水発生時に流
入土砂とリン沈積がヤチヤナギ生育促進することが
確認された．

（4 ）下田代ヤチヤナギ生育地で根粒の窒素固定活性と
樹高の関係をしらべ，樹高と窒素固定活性の間に一
次関数関係があり，根粒窒素固定活動がヤチヤナギ
樹木生産を支えていることが示された．

（5 ）尾瀬ヶ原田代の 12 調査点における植生土壌システ
ムの物質循環システムにおける葉生産と，落葉リター
の分解無機化，土壌の微生物活動による N 固定，脱
窒活動と，根粒窒素固定活動により構成される一連
の N 循環の量的検討により，植生生産の 7 ～ 9 割が
循環 N により賄われ，降水に伴う降下 N が，残りの
植物生産に必要な窒素必要量を賄っていることが示
された．

　尾瀬ヶ原湿原では，従来，ヨッピ川と上ノ大堀川に挟
まれた上田代には，河川水や地下水で涵養される富栄養
的低層湿原が分布し，海抜高度が少し高い中田代や下田
代には，降水涵養の貧栄養的な高層湿原が分布すると理
解されてきた．現在でも，この理解で尾瀬の湿原特性と
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植生分布特性を説明できる部分が残されている．しかし，
今回の調査結果は，集中豪雨による洪水発生時における
周辺山地からの尾瀬ヶ原への土砂供給が，湿原凹地の泥
炭土壌のリン含量を高め，窒素固定能力をもつヤチヤナ
ギの増加をもたらす可能性を示した．今回の土壌植生調
査班が行った土壌調査結果をとりまとめた表 1 が示すよ
うに，洪水頻度の高い上田代湿原は，土壌の可給態リン
量が多く，ヤチヤナギが分布している．土壌の TC 含量
と C/N 比が低いことは，上田代は洪水時に多くの土砂
が供給された湿原であることを示している．重点研究グ
ループの永坂ほか（2021）が報告した上田代のバンクホ
ロー域隣接の池溏の池底堆積物におけるリン量と灰分量
の間の密接な量関係は，上田代泥炭土壌の高いリン含量
は，洪水氾濫時の流域からの土砂供給によることを実証
している．本調査で見出された洪水に伴う湿原への陸か
らの物質供給の湿原植生への影響については，今回の第
4 次尾瀬総合学術調査における Murakami and Yoh

（2022）の調査においても見出され，尾瀬ヶ原湿原にお
ける植生種の分布は，河川水の湿原流入に伴うミネラル
の供給状態で大きく支配されることが明らかにされてい
る．
　北海道山地河川の河川流量と流下物量の調査を進めた
山田ほか（1999）の報告によると，河川流量増加時に流
出する物質は懸濁物が主成分である．東京都水源の丹波
川で，平水時と出水時の河川水の窒素とリンの移送量と
その変動特性を調べた牧野ほか（2010）によると，出水
時に流下量が増大する成分は，窒素では硝酸イオン，リ
ンでは微細懸濁物主体の懸濁物質であり，特に 80 μ m
以下の小粒径の懸濁態リン量が顕著に増加する．懸濁態
リンの約 50% は鉄と結び付いており，残りはカルシウ
ムなどに結び付き，沈積により湿原土壌のリン含量を高
め，植生生育促進に働くと考えられる．
　今回の学術調査で測定された泥炭土壌中の可給態リン
は，農地の可給態リン量測定に広く使われている弱酸抽
出方法で測定されるリンで，カルシウムと結びついた植
物可給態リンと理解される（松本ほか，1984）．湿原土
壌に沈積している洪水時の供給リンの存在形態と，その
湿原植生への影響検討を深めるため，湿原に沈積してい
るリンの性状と，その植生生産促進効果についての詳細
な調査が今後必要であろう．
　今回の尾瀬総合学術調査において，土壌・植生システ
ム調査グループが重点を置いた調査項目は，湿原植生生
産を支配する湿原土壌の窒素とリンの分布状況と，水位
や酸化還元電位変化に伴うそれらの物質量の動きであっ
たが，同時に尾瀬ヶ原で分布が広がりつつあるヤチヤナ

ギの分布と土壌環境の関係に併せ注目した．表 1 にまと
めたように，調査地点の根圏（0 ～ 20 cm）土壌中の植
物 可 能 な（NO3

- ＋ NH4
+）N と 可 給 態 P 量 は，4.5 ～

100.9 mgN kg-1, 0.3 ～ 110.3 mgP kg-1 の範囲にあり，可
給態 N/P 重量比は 1.0 ～ 48.7 の範囲にある．ヤチヤナ
ギ生育地に限ると，（NO3

- ＋ NH4
+）N は 11.5 ～ 100.7 

mgN kg-1，可給態 P は 2.6 ～ 110.3 gP kg-1，N：P 重量
比は 1.0 ～ 5.4 の範囲にある．ヤチヤナギ生育地の土壌
についてみると，N 濃度範囲は，他植生分布域の N 濃
度範囲と差異がないが，P 濃度は，下限濃度がより高く，
P/N 比は狭い範囲に絞られている．この検討結果から，
ヤチヤナギ繁殖地点は，ヤチヤナギ以外の植生生育調査
地点に較べ，可給態リン量が高いと判断される．先に論
議したように，ヤチヤナギの繁殖地点は湿原凹地である
ので，この凹地が洪水時に氾濫水流入により運び込まれ
た懸濁態リンの湿原沈積を促進し，リン濃度が高くなっ
た湿原土壌がヤチヤナギの繁殖を促進したと判断され
る．
　第 1 次尾瀬ヶ原総合学術調査において尾瀬ヶ原の植物
試料の化学調査を行った山縣（1954）は，尾瀬の採取植
物体の化学分析から求めた尾瀬ヶ原植物の窒素とリンの
年間必要量を，1.6 ～ 8.8 gN m-2, 0.08 ～ 0.45 gP m-2 と報
告している．この報告値をもとに計算すると，尾瀬の植
物の窒素とリンの年間要求重量比は 19.4 ～ 20.4:1 とな
り，本学術調査で測定された湿原土壌の植物可利用の窒
素とリンの存在比平均値 15.1 よりも植物の窒素要求量
が大きい．今回の学術調査で得られた尾瀬土壌の可利用
N：P 重量比と，植物の要求 N：P 重量比の数値比較か
ら判断すると，現在の尾瀬ヶ原の 0 ～ 20 cm 層の土壌は , 
植物生産に利用可能な窒素が，不足状態にあることにな
る．
　洪水氾欄河川水の湿原内流入に伴う湿原凹地へのリン
の沈積が，ヤチヤナギの増殖をもたらす現象には，それ
なりの原因があると考えられる．先に述べた第 1 次尾瀬
総合学術調査において山縣が行った植物体の化学分析結
果を見ると，ヤチヤナギ灰分のリン含量は 2.99% と，全
植生種の中で最大値を示している．この結果は，ヤチヤ
ナギの P 要求が，尾瀬の各種植生種の中できわめて高
いことを示しており，リンの外部供給増があるならば，
ヤチヤナギの生産活動促進に結び付く可能性が高いこと
を考えさせてくれる．第 1 次尾瀬ヶ原総合学術調査時に
は，分布が広くなかったヤチヤナギが，第 2 次尾瀬総合
学術調査時にその分布拡大が Hogetsu et al.（1982）に
より報告され，更に第 3 次尾瀬総合学術調査において，
前田ほか（1998）により上田代から，中田代までをカバー
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する分布拡大が報告された．先にべたように，尾瀬ヶ原
湿原土壌の P 量は，上田代と中田代のヨッピ川沿い洪
水頻発地帯で高く，ヤチヤナギ粒体の高密度分布域と重
なることから，洪水による流域からのリンの流入が，上
田代から中田代にわたるヤチヤナギの分布拡大をもたら
した要因であるように判断される．
　本学術調査が示したように，尾瀬ヶ原は植物生産に必
要な窒素とともにリンが土壌に不足状態の生態系である
ので，洪水濁水流入に伴うリンの外部供給は，ヤチヤナ
ギの生産活動を活発化させ，その増殖促進をまねいたと
判断される．洪水に伴う湿原外からの窒素，リンの供給
が土壌環境と植生にもたらす影響のさらなる解明と対策
構築には，今後，洪水による湿原への栄養物質の供給，
特にリン流入経過と，ヤチヤナギ根粒の窒素固定活動と
樹木生産に及ぼすリン負荷影響に関する定量的調査とと
もに，洪水が尾瀬生態系の窒素循環に及ぼす影響につい
て定量的研究の深化が不可欠である．それら定量的調査
の深化により，尾瀬生態系の変化，保全の方向が見えて
くると判断する．今後の尾瀬の調査研究進展に大いに期
待したい．
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高地・寒冷地生態系の尾瀬
― 第 4 次尾瀬総合学術調査概要 ―

坂本　充 1），鈴木　邦雄 2），岩熊　敏夫 3）

2022 年 3 月 5 日受付， 2022 年 3 月 13 日受理

　尾瀬ヶ原及びその周辺域の学術調査は第 3 次が終了してから年月が経過しており，その後本格的な
調査が行われていない．そこで 2016 年 12 月に第 4 次尾瀬総合学術調査団を発足させ，検討を重ね，
基礎研究に関わる事業と重点研究に関わる事業を 2017 年度〜 2019 年度に実施した．尾瀬の調査研究
を実施した背景は，温暖化の進行と湿原の劣化の懸念，変化する生物とその環境に関する最新かつ詳
細なデータの欠如などがある．基礎研究と重点研究の 2 つの部会で学術調査を実施し，多くの研究成
果を上げることができた．

Oze, highland and boreal ecosystems: Outline of the fourth Scientific Research 
of the Ozegahara mire

Mitsuru Sakamoto1, Kunio Suzuki2, Toshio Iwakuma3

No full-scale surveys have been conducted since the third round of academic surveys of Ozegahara and its 
surrounding areas was completed. Therefore, in December 2016, the 4th Scientific Research of the Ozegahara 
mire team was launched and projects related to basic research and project research were conducted from 
FY2017 to FY2019. The background for research of the Oze includes concerns regarding global warming, 
marshland degradation and lack of up-to-date and detailed data on changing biota with their environments. 
Academic research was conducted in basic research and project research subcommittees.
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1．はじめに

　尾瀬地域は阿賀野川水系の只見川の源流部に位置し，
標高 2,000 m 級の山々に囲まれた尾瀬沼および尾瀬ヶ原
湿原を擁し，優れた景観と希少な高地生態系として広く
知られ，1934 年に日光国立公園に指定されている．一
方で古くより電力開発の対象としてダム化が検討され，
1922 年に許可された尾瀬分水は，尾瀬沼および尾瀬ヶ
原をダムで嵩上げして西側の山麓から利根川水系の楢俣
川に取水する，という壮大な事業構想であったが，未着
手のまま戦後を迎えた（国分 , 1960; 松浦，1996）．1949
年には尾瀬沼湖水の一部を発電のため利根川水系の片品
川へ導水を開始し現在に至っている．
　1950 年〜 1952 年に，植物学，動物学，地質学，地理学，
気象学，化学などの研究者が参加する尾瀬の総合学術調
査（第 1 次尾瀬ヶ原総合学術調査）が初めて実施された

（尾瀬ヶ原総合学術調査団 , 1954）．その後，1953 年に尾
瀬ヶ原一帯が日光国立公園特別保護地区に，1956 年に
国指定天然記念物に指定されたが，第 1 次尾瀬ヶ原総合
学術調査の成果が果たした役割は大きい．1977 年〜
1979 年に，地盤のボーリング調査など，第 1 次尾瀬ヶ
原総合学術調査で積み残された課題に取り組むべく第 2
次尾瀬総合学術調査が実施された（尾瀬ヶ原総合学術調
査団 , 1982）．第 3 次尾瀬総合学術調査では尾瀬地域を
対象に補足調査を実施した（尾瀬総合学術調査団 , 
1999）．1995 年に尾瀬保護財団が設立され，2005 年にラ
ムサール条約登録湿地，2007 年に尾瀬国立公園に指定
されるなど，自然保護の枠組が強化された．
　第 3 次尾瀬総合学術調査から 20 年が経過する間に新
たな環境問題が顕在化した．地球規模で温暖化が進行し，
短時間強雨による洪水が自然生態系に大きな影響を与え
つつある．「平成 23 年 7 月新潟・福島豪雨」では尾瀬地
域においても法面崩落と湿原洪水そして木道等の施設損
壊が起きている．また，ニホンジカの個体数増加と生息
域の拡大は全国で問題となっているが，尾瀬においても
1995 年に初めて下田代で確認された．それ以来尾瀬地
域におけるニホンジカによる植生攪乱と泥炭地破壊が深
刻化してきている．尾瀬では 20 年にわたり自然生態系
の全般的調査が行われておらず，気候変動とニホンジカ
の攪乱の生態系影響に関する情報を欠いていた．そこで
尾瀬保護財団において慎重な検討を進めた結果，尾瀬の
現状および洪水とニホンジカの生態系影響を把握し，尾
瀬の保全策に反映させるため，2016 年 12 月に第 4 次尾
瀬総合学術調査団（団長　坂本　充）が発足し，学術調
査を 2017 年度〜 2019 年度に実施することとした．基礎

研究と重点研究の二つの部会を設け，基礎研究部会（部
会長　鈴木邦雄）では動植物相，植生分布，ニホンジカ
影響，モニタリングシステム，社会科学的な尾瀬の評価，
および普及事業を担当し，重点研究部会（部会長　岩熊
敏夫）では湿原地形と陸水環境の変遷，ミネラル栄養性，
および温暖化影響を担当した．両部会は，準備の段階か
ら連携を取りながら，調査研究と成果のとりまとめを進
めた．
　近年レーダー，電磁探査など非侵襲的観測手法が普及
し，そして空中，水中で自動撮影を行えるドローン・
UAV などを活用する環境が整った．2007 年に制定・施
行された地理空間情報活用推進基本法により，基盤地図
情報，統計情報，測量に係る画像情報等がインターネッ
トを利用して無償で提供され，さらには信頼性の高い衛
星測位システムが利用可能になった．これらの研究イン
フラを十分に活用して調査を実施した．

2．基礎研究部会　学術調査結果の概要

　基礎研究部会の調査研究は，次の 6 つの課題を設定し
て実施した．
　A 植物相・動物相のインベントリー調査，B 植生分布
状態と環境の調査，C ニホンジカ侵入による尾瀬ヶ原の
攪乱・劣化とその回復追跡，D 長期広域モニタリングシ
ステムの構築，E 社会科学的に見た尾瀬の自然の価値，
F 普及事業の 6 カテゴリーである．
　なお，基礎研究部会の研究成果・新しい知見は，本報
に収録すると共に，関連する学会発表や学会誌等への投
稿も積極的に行っている．

2．1　課題A　植物相，動物相のインベントリー調査
　尾瀬の生物相の目録を作成するためのインベントリー
調査を行い，第 3 次総合学術調査以降の生物相の変化を
把握し，そこから将来変動予測にもつなげる．特に，絶
滅危惧種・貴重種・重要種については，詳細なインベン
トリー調査を行った．従来尾瀬から記録がないあるいは
新たに侵入したと思われる植物相，動物相も多数確認し
ている．
A-1- ① 維管束植物のインベントリー（大森威宏，黒沢
高秀，吉井広始，片野光一，根本秀一，薄葉　満，沢　
和浩） 
　東京大学，国立科学博物館等において標本調査を行い，
あわせて重点的な現地調査を，燧ヶ岳周辺地域と景鶴山
麓，三平峠，牛首，皮籠岩尾根などで調査・採集を行っ
た．標本調査終了時点で，水生を含む 1,003 分類群の維

坂本　充，鈴木　邦雄，岩熊　敏夫592



管束植物の標本が確認された（尾瀬国立公園全体では
1,146 種）．その後，産地や同定結果の妥当性，また，現
在の分類学的な見解と照合した結果，現時点での尾瀬地
域の特別保護地区内の維管束植物は 893 種類（834 種 7
亜種 34 変種 18 雑種）を記録した．過去の尾瀬総合学術
調査で記録がある維管束植物 724 種のうち，9 種は，今
回の標本調査や現地調査で見いだせなかった．また，4
種は特別保護地区外で採集された可能性が高いと判断さ
れた．一方，過去の尾瀬総合学術調査の目録に追加され
る維管束植物は 197 種類で，うち 63 種類は今回新たに
記録されたものである．今回追加された植物の中には，
チチッパベンケイソウのように新たに発見されたものに
加え，ウスゲヤナギランやオトメエンゴサクのように分
類学的な見解の変化から同定が変更された種，シテンク
モキリやミヤマトキソウのように，近年新種として記載
された種が含まれる．
A-1- ②　植物相の調査（維管束植物）（東城幸治，尾崎
貴久，井上恵輔）
　御池岳中央火口丘部分に生育するコマクサの遺伝子解
析（葉緑体遺伝子 5 領域の合計 2,270-bp）を行った結果，
中部山岳域とハプロタイプを共有したほか，東北地方と
の共有も見られた．また，燧ヶ岳の群落の一部は他の群
落とは独立した In-Del を有することが明らかとなった．
A-1- ③　水生植物の生育環境調査と DNA 解析（大森威
宏，志賀　隆，薄葉　満，黒沢高秀，根本秀一，薄葉孝
太郎，内藤芳香，鈴井朋弘，瀬沼賢一） 
　オゼコウホネ及びヒツジグサの遺伝的多様性に関する
サンプリング調査を尾瀬ヶ原において実施し，遺伝子多
型についての解析を行った．また，浮葉性ミクリ類，ウ
キクサ類についても尾瀬ヶ原，群馬県側の横田代，燧裏
林道，白砂湿原において DNA 解析に必要なサンプリン
グを行った．水生植物相調査は，尾瀬沼のほか，尾瀬ヶ
原や白砂湿原，重兵衛池などで実施し，ヤチゼニゴケを
白砂湿原から（尾瀬ヶ原からは記録あり），ショウブ，
ガマ，ホソバミズヒキモ，タマミクリを尾瀬沼から記録
した．
A-2- ①　動物相の調査（コウモリ類） （安井さち子，河
合久仁子，佐藤顕義，勝田節子，佐々木尚子，大沢夕志，
大沢啓子，小松茉利奈，牧　貴大，宇野翔太郎，今井英
夫，上條隆志，中村夏菜） 
　森林での捕獲調査では，ニホンウサギコウモリ，ヒナ
コウモリ，カグヤコウモリ，ヒメホオヒゲコウモリ，モ
モジロコウモリ，コテングコウモリの 6 種 43 個体が捕
獲された．見晴の建物で，ヒナコウモリ 2 個体が確認さ
れた．戸倉のトンネルで，ニホンウサギコウモリ，モモ

ジロコウモリ，ノレンコウモリ各 1 個体が確認された．
ノレンコウモリのねぐらは，尾瀬地域ではじめて確認さ
れた．尾瀬地域で捕獲確認された種は，本調査と既存の
記録をあわせると 14 種である． 
A-2- ②　動物相の調査（アザミウマ類）（塘　忠顕，桝
本雅身） 
　ビーティング法と花から細筆でアザミウマ類を直接採
集する方法を併用して調査を実施した．尾瀬ヶ原からは
33 種，尾瀬沼からは 16 種のアザミウマ類を記録した．
尾瀬ヶ原からは未記録であった種が 6 種含まれていた．
A-2- ③　動物相（水生昆虫を主にした底生動物）（塘　
忠顕，大友真夏，鈴木花苗） 
　52 種群の底生動物（水生昆虫は 50 種群）を記録した．
今回と 2017 年の調査結果と合わせると，尾瀬ヶ原と尾
瀬沼からは 175 種群の底生動物が記録されたことになる

（尾瀬ヶ原からは 151 種群，尾瀬沼からは 67 種群）．
A-2- ④　動物相調査（底生動物類）（東城幸治，尾崎貴久，
百瀬加奈子，井上恵輔，山崎　遥）
　尾瀬地域のオビカゲロウ類については未記載種である
ことが確認された．東北地方のオオコオイムシは奥羽山
脈を境界に太平洋側と日本海側に大きく遺伝系統が分化
していること，奥羽山脈を境界として系統分化が知られ
るツチガエルに関しては，尾瀬の集団は太平洋側の系統
に位置付けられることが明らかとなった．アミメトビケ
ラやマメゲンゴロウでは，山塊単位や地理的な距離に応
じた遺伝的分化が示された．カワネズミに関しては糞か
らの遺伝子解析を実施し，東北地方に広域分布する系統
であることが明らかとなった．
A-2- ⑤　動物相（ヌカカ類，水生甲虫・カメムシ類）（金
杉隆雄，茶珍　護） 
　山ノ鼻地区におけるライトトラップによるヌカカ類の
捕獲調査の結果， Culicoides 属 12 種， Monohelea 属 1 種
のヌカカが同定できた．尾瀬ヶ原における優占種は
Culicoides 属のエゾヌカカとみられる．Monohelea 属は，
オゼマダラモンヌカカで，2019 年に新種記載され，現
在までのところ尾瀬以外からは記録されていない．
A-2- ⑥　動物相（尾瀬沼沖合のベントス相）（大高明史）　 
　2018 年の尾瀬沼深底部の大型底生動物は貧毛類 3 種，
ユスリカ科 2 種，フサカ科 1 種であった．1986 年には
尾瀬沼深底部ではイトミミズが優占していたが，2018
年には優占種がユリミミズに交代していた．このことは
近年の湖底の温度上昇が関与している可能性がある．

2．2　課題B　植生分布状態と環境の調査
　植生の単位と広がりを把握するために植生調査と複数
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のスケールの植生図作成を行った．衛星データを用いた
broad scale と空撮データを用いた medium scale での植
生解析を行うとともに，環境要因と植生の関係，生物 ･
環境変動について fine scale の解析を行った．fine scale
での植生解析では，中田代十字路付近を対象に，50 年
前の植生図と同じ範囲での植生図を作成している．また，
ニホンジカ攪乱地と非攪乱地における泥炭土壌理化学性
と温室効果ガス排出の特性把握・分析も行った．
B-1- ①　（原　慶太郎，富田瑞樹，平山英毅，奈良侑樹）
　尾瀬地域の植生分布の現状を明らかにし今後のモニタ
リングに繋げるために，衛星リモートセンシングによる
植生図作成手法を検討し，2016 〜 2019 年の Sentinel-2/
MSI データを用いて最新の相観植生図を作成した．現
地調査と環境省 1/25,000 植生図から整備した教師デー
タをもとに，機械学習の一つであるランダムフォレスト
により 9 クラスに分類した．解析に供した 296 の特徴量
は，月別のモザイク画像による反射率，植生活性度や土
壌水分量等に関わる 12 の指数，C バンド合成開口レー
ダー（Sentinel-1：S1）データである．この検討によっ
て現地の植生分布を的確に表現する高精度の相観植生図
を得ることができた． 
B-1- ②　（鈴木伸一，下嶋　聖，吉井広始，片野光一，
矢ケ崎朋樹） 
　尾瀬ヶ原湿原と周辺山地の植生分布状態を把握するた
めに，2017 年から 3 年間，植物社会学的植生調査を実
施した．今回収集した資料と既存資料の合計 2,342 ケ所
の植生調査資料をデータベース化し，群落組成解析を進
めた．特に，泉水池周辺の植生調査では，1997 年，
2003 年にも調査が行われており，池の著しい減水とニ
ホンジカの食害による大きな植生景観の変化を確認し
た．
　尾瀬地方における植生の植生学的な解明を目的とし
て，植物社会学的な現地調査と植生類型の区分を行った．
鈴木伸一らが 1988 〜 2019 年の 32 年間の現地調査で得
られた植生調査資料と他の既発表資料のうち，森林を除
く湿原植生から選定した合計 1,851 個の植生データの比
較検討を行った結果，既存の植生単位のうち検討を要す
る群集の問題点の指摘と修正，2 つの新群集の記載およ
び区分された全植生単位の植物社会学的体系化を行い，
10 クラス，13 オーダー，13 群団，35 群集・54 群落に
まとめている．
B-1- ③　（吉田　馨，丹野夕輝，鈴木邦雄，矢ヶ崎朋樹，
鈴木伸一）　
　2017 〜 2019 年度の 3 年間で尾瀬ヶ原湿原とその隣接
域，湿原内の重要地区を中心に UAV による空撮，全方

向パノラマ定点撮影を 150 地点以上で，春・夏・秋に行っ
た．現存植生図については， 尾瀬ヶ原全域を縮尺
1/2,500 で判読し，1/5,000 で作成した．中田代十字路付
近を対象に，50 年前の植生図と今回作成した現在植生
図を用いて，メッシュ法による中田代十字路付近の植生
を比較した．その結果， 50 年間で高層湿原植生の生育
面積が 15% 増加し，21% を占めていた裸地がなくなっ
ていた．踏圧による裸地がなくなり，湿原の自然植生が
回復している一方で，ヤチヤナギ，ヤマドリゼンマイの
優占する群落が著しく拡大していることが判明した．
B-2 及び D　（犬伏和之，中山絹子，八島未和，坂本　充） 
　尾瀬ヶ原中田代湿原で洪水の影響が強い地域のニホン
ジカ攪乱地と非攪乱地における泥炭土壌理化学性と温室
効果ガス排出の特性把握・分析を行った．ニホンジカ攪
乱地では，地下水位が高く土壌のアンモニア態窒素量と
硝酸態窒素量が大きい傾向がみられた．洪水頻度の低い
中田代東部，竜宮付近の試料も加えてメタン生成活性を
測定し，ニホンジカの攪乱と洪水のメタン生成への影響
を調べ，洪水影響を受けやすい牛首付近の試料と比較し
た．その結果，メタン生成活性が洪水 ･ 非攪乱≧洪水 ･
攪乱≧非洪水 ･ 非攪乱＞非洪水 ･ 攪乱の順で高い傾向が
認められた．泥炭土壌の理化学性状変化は，シカによる
泥炭攪乱のモニタリング指標になると判断された．今年
度は新たにクローズドチャンバー法により，湿原からの
温室効果ガス排出の調査を行い，シカ攪乱地ではメタン
フラックスが小さくなる傾向が見いだされた．CO2 放出
量は地下水位と負の相関関係が見られ，温室効果ガスへ
の地下水位の影響が重要であることを示唆している．

2．3　�課題 C　ニホンジカ侵入による尾瀬ヶ原の攪乱・
劣化とその回復追跡の調査

　既存の調査データを最大限に活用しながら，尾瀬ヶ原
におけるニホンジカ侵入増による生物相への影響とその
回復について調査・分析した．
C-1　（星野義延，吉川正人，八木正徳，深澤春香，長
野祈星，小林駿介，大志万菜々子） 
　尾瀬ヶ原の植物群落の群落構成種について 1970 年と
2019 年の常在度の比較を行い，常在度が 2019 年の方が
有意に低い種が 23 種確認された．ニホンジカの影響に
対する植物群落の脆弱性を，絶滅危惧種の割合や採食に
弱い機能型の割合などで評価し比較したところ，尾瀬ヶ
原では高層・中間湿原より低層湿原や河畔林の群落や脆
弱性が高かった．また，至仏山ではホソバヒナウスユキ
ソウ群集やオゼソウ群集などの絶滅危惧種の割合が高い
草本植物群落が，燧ヶ岳では絶滅危惧種の割合と採食に
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弱い機能型の割合の両方により高茎広葉草本植物群落な
どが脆弱と評価された．
C-2　（谷本丈夫，淵脇智博，徳永祐一，軽部　勲，斉
藤常栄，後藤智哉・鈴木貫司） 
　融雪期および無雪期におけるニホンジカの採餌行動を
調査確認した．また，中田代において，これまでにニホ
ンジカによって採餌された植物群落とその生育環境につ
いて，周辺山地からの土石堆積物の有無，泥炭堆積の傾
向を調査した．代表的な微地形地において，ピ−トサン
プラ−により泥炭を採取し，泥炭堆積過程の比較を行
なった結果，湿原植物は必ずしも泥炭層に依存して生育
しているわけではなく，泥炭堆積後の微地形の変化に
よって成立する生育環境の違いに依存していた．尾瀬ヶ
原湿原の微地形は，それぞれの場所で同時期に形成され
た可能性が高く，泥炭形成の主要因はブランケット湿原
であると判定された．

2．4　課題D　長期広域モニタリングシステムの構築
　尾瀬生態系の持続的保全には，継続したモニタリング
による湿原生態系の時空間的変化（経年変化）の把握が
不可欠である．また，環境変化の追跡のためには長期モ
ニタリングが重要であり，今後に向けて有益なデータの
収集・蓄積をするシステムを確立する必要がある．湿原
では踏み込調査は不適切であることから，今回非破壊的
モニタリング手法である衛星や UAV 空撮画像による植
生モニタリング法を開発するとともに，池溏環境・泥炭
栄養環境の測定，シカ行動のモニタリング法などについ
て研究を進めた．
D-1　（鈴木邦雄，吉田　馨，原　慶太郎）
　尾瀬ヶ原湿原域の小型航空機によるリモートセンシン
グデータと現地踏査による植生図を完成させた．UAV
空撮情報を用いた詳細植生図も完成させた．1970 頃に
作成された中田代十字路付近の詳細な現存植生図と今回
の現存植生図を用いて，植生変化を比較した，さらに湿
原約 160 地点で春と夏と秋に 360°画像（パノラマビュー）
撮影を行った．これらのデータの一部は，デジタルアー
カイブ（バーチャルミュージアム）の基本データとして
活用している．今回収集されたこれらデジタルデータ

（UAV 空撮データ，現存植生図）は，基本的に，尾瀬
保護財団が保管し，今後の学術調査等での活用に供する
対応を行った．
D-2　（岩熊敏夫，野原精一）　
　電波式行動記録装置を研究見本園湿原および上田代河
川脇に設置し，野生動物の行動を調べた．同時に設置し
たトレイルカメラには木道の歩行者や川沿いに移動する

動物が記録されたが，電波式行動記録装置はこれらの対
象に加えて夜間に動物の動きと推定される信号を多数検
出した．作動原理・使用環境が異なる 2 種の装置の組み
合わせは，より確実な野生動物の行動モニタリングに応
用可能であることが示された．
D-3　（坂本　充，犬伏和之，重田　遥，中山絹子）　
　中田代湿原のニホンジカ攪乱地（ヌタ場）と非攪乱地
を継続調査し，ヌタ場は NH4

+濃度と pH 値が非攪乱地
より高く，二価鉄イオン量も多く還元的であるとともに，
窒素固定活性を示すアセチレン還元活性は低下してお
り，泥炭有機物の分解により泥炭土壌の富栄養化が進行
していると判断された．この結果から泥炭湿原土壌の
NH4

+ 濃度，pH 値，二価鉄濃度，アセチレン還元活性は，
シカによる泥炭攪乱と湿原富栄養化のモニタリング指標
として適切と判断された．
　洪水による窒素，リン供給の植生影響を，泥炭土壌の
化学分析により調べ，洪水時に湿原に流れ込んだリンの
湿原低地への沈積が，ヤチヤナギの低地繁殖を招いてい
ると判断された．他方，窒素収支は，現段階では植生と
土壌の窒素循環収支が取れているが，今後は洪水時の窒
素供給影響評価が必要と判断された．

2．5　�課題 E　社会科学的に見た尾瀬の自然の価値の調
査

　尾瀬を対象とした環境社会学分野等からの社会・人間
活動と自然環境の共生，自然資本の持続性についての調
査研究を行った．特に，環境保全を目的とする基金に対
する利用者の意向に関する研究ならびに自然資本ストッ
ク生態系サービスフローについて環境会計・自然資本会
計解析を進めた．
E-1　（山本清龍） 
　現在，積極的なシカ対策費用の捻出が課題である．環
境保全を目的とする基金に対する尾瀬国立公園利用者の
意向を明らかにし，利用者が環境保全に経済的に貢献し
うる仕組みについて調査研究を行った．具体的には，環
境保全を目的とする基金の設立に対する利用者の賛否，
基金の設立を想定した場合，利用者の支払い意志額，希
望する集金方法，使途を把握した．その結果，利用特性
をみると，利用回数ではリピーターが 63％で多く，日
帰り利用が 62％と多かった．また，利用者は環境保全
を目的とする基金に対する 500 円程度までの負担であれ
ば許容すると考えられた．基金の像としては多くの利用
者が支える制度が期待され，使途は湿原の保全，回復が
期待されていた．
E-2　（八木裕之・大森　明）　
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　尾瀬の自然資本の社会科学的調査を実施した．尾瀬ヶ
原など国立公園の効果的・効率的な管理のために，ミク
ロ会計（コストとアウトプットの正確な測定）とマクロ
会計の特徴（対象の包括的状況の俯瞰）を統合した自然
資本管理会計モデルを構築し，国際会議等で発表した．
自然資本連合（Natural Capital Coalition: NCC）が 2016
年に公表した『自然資本プロトコル』（NCP）にもとづ
いて，各管理主体における自然資本保全に向けた努力を
コストと物量の両面から捉えるフレームワークである．
尾瀬国立公園に代表される自然公園は，自然資本要素の
うち生態系資本をもっぱら提供している．多様な組織が
介在して自然資本の維持・管理に資する情報を共有する
プラットフォームである．

2．6　課題 F　普及事業
　尾瀬の学術調査データは，広く公開をするなど学術貢
献ならびに社会へ還元することが求められている．同時
に，尾瀬の自然を求める入山者の増加につながる PR 活
動の強化も必要とされている．そのため，スマートフォ
ンやパーソナルコンピュータを用いた，尾瀬の自然・環
境をテーマとしたバーチャル ･ ミュージアムの企画・試
作作成を進めた．
F-1　（浅川　順，鈴木邦雄）　 
　尾瀬の自然・環境の価値を理解する手段として，PC，
タブレット，スマートフォン等からアクセスでき「尾瀬ヶ
原バーチャルツアー」（試作版）システムを開発した．
コンテンツの一部を関連団体のホームページ等とリンク
させるとともに，動画，疑似体験，空中散歩など「遊び
要素」も入れる工夫も取り入れて開発した．今回の学術
調査についても説明・動画を入れている．

3．重点研究部会　学術調査結果の概要　

　重点研究部会では温暖化影響下の尾瀬湿原生態系の変
遷を明らかにすることを目的として以下の課題について
調査研究を行った．
　A 湿原地形と陸水環境の変遷，B 泥炭地のミネラル
栄養性，および　C 温暖化影響下の湿原生態系変遷．　
課題 A は水生生物の生態だけでなく分類，系統解析も
研究対象とする．また，課題 C はニホンジカの生態系
影響などを研究対象とする．そのため，基礎研究部会と
も密接に関わっている．本報への掲載以外に，日本陸水
学会（2021）に特集号として論文 7 編が掲載されている．
研究の取り纏めは今後も進められ，学会誌等に適宜発表
されていく予定である．

3．1　課題A　湿原地形と陸水環境の変遷の調査
　課題 A では 2017 年および 2018 年の UAV（ドローン）
調査によりオルソ画像と標高地形図を作成した．2019
年 8 月に尾瀬ヶ原全域で撮影した高度約 150 m および
高度50 mからの4K画像は，以下に示す各調査において，
池溏の水生植物の分布，ニホンジカの食性影響，河川の
流況等の詳細な把握に活用された．金井（1999）は尾瀬ヶ
原全域の約 1,800 の池溏の田代別・小流域別にナンバリ
ングした池溏マップを作成し，水生植物の分布を記載し
ている．この情報をオルソ画像，ドローン画像と対応さ
せ調査に活用した．洪水の発生メカニズム，発生頻度，
洪水の湿原生態系への影響を重点的に調査研究するとと
もに湿原地形，池溏の形成過程，池溏の長期変遷，池溏
の栄養性などを明らかにした．
A-1　湿原地形と池溏環境の変遷に関する研究 （野原精
一，安類智仁，村田智吉，辻　彰洋，占部城太郎）
　池溏モデルの構築のため池溏の水質・生物の分布状況
とその変遷を明らかにし，気候水文と関連した池溏水位，
泥炭地の地下水位の変動と生物の反応を明らかにしてい
る．
　主要河川および湿原に水位計を設置し約 3 年の水位変
化から，融雪時の洪水，秋の大雨の洪水，積雪下の湿原
表層における水位上昇など 3 つの洪水パターンを明らか
にした．洪水前後の池溏水中粒子の粒度分析を行い，洪
水後には数 µm の球形無機粒子が多くあり，UAV 撮影
により濁りのある池溏の詳細な分布を把握した． 
　山ノ鼻，上田代，中田代から採取した土壌・泥炭コア
は，地域に限らず，過去の河川氾濫の影響を強く受けて
いる層位は粗粒な画分割合が大きかった．細粒画分（＜
20 µm）については，X 線回折分析の結果から猫又川と
川上川の河岸および山ノ鼻地区では，上流の至仏山に分
布する蛇紋岩由来の鉱物成分が顕著に検出された．
A-2　物理環境と池溏底質の調査 （福原晴夫，永坂正夫，
宮原裕一，野原精一）
　洪水の影響を受ける池溏群及び受けない池溏群及び周
辺湿原について池溏環境，底泥の物理化学的性状の比較
を行い，洪水が池溏及び周辺環境に与える影響を調査し
た．
　上田代の39池溏，中田代5池溏の堆積物コアを分析し，
表層 10 cm の全灰分量，63 µm 未満灰分量，Fe 含量，
池溏水の pH は，洪水影響が大きいと推定した池溏で高
く，上田代のいくつかの池溏底質には洪水の影響が及ん
でいることが示唆された．
A-3 物理環境と池溏底質の調査：池溏の形成と拡大 （福
原晴夫，永坂正夫， 藤原英史，野原精一，高野典礼）
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　池溏の典型的な岸の形態と成因を明らかにした．池溏
の形成年代及び拡大速度を推定し，池溏の拡大に関係す
る浮島，岸切断部の計測を行い，さらにゆるぎの田代の
分布や成因，構造を明らかにした．
　高層湿原の多様な形態の池溏は，ケルミ−シュレンケ
複合体（指紋状パターン）の連合を通じて形成されてき
たと推定されている．尾瀬ヶ原においても，同様な過程
が考えられる．岸辺の抉れ状態，池溏岸の開裂や離脱の
状況，洪水による岸辺泥炭の攪乱や剥離，過去の映像と
の比較，過去の池溏形態計測との比較，固定島の形成過
程，水深と水生植物の分布，ヒツジグサのへりなし型分
布の成因などから池溏拡大に関する事象について検討し
た．次いで，二つの仮定を基に池溏岸の拡大速度の推定
を試みた．4 池溏の調査から平均 1.5 cm 年 -1 であると
推定し，その妥当性について検討した．揺るぎの田代で
は泥炭下約 1 ｍの水の採水により，「地下池溏」構造や
付近の「竜宮」の存在を確認した．
A-4　水生無脊椎動物の定性的・定量的調査 （福原晴夫，
中村剛之，鳥居高明，帆苅 　信，占部城太郎，平林公男，
野原精一）
　洪水の影響を受ける池溏群及び受けない池溏群及び周
辺湿原について池溏環境 , 水生無脊椎動物の定性的・定
量的比較調査を行い，洪水が池溏及び周辺の無脊椎動物
に与える影響を調査した．
　上田代の 23 池溏で岸辺生物群集の定量調査を行い，
洪水影響の小さい池溏と大きい池溏の比較を行った．洪
水の影響を受ける池溏では岸辺動物の平均出現分類群
数，個体数が低下した．氾濫水は池溏岸辺を攪乱し動物
の流失をもたらすと共に，侵入した魚類による捕食圧で
岸辺無脊椎動物の個体数低下をもたらしている可能性が
示唆された．枝角類は池溏間の類似性が高く，洪水によ
り休眠卵が拡散した可能性が示唆された．洪水による魚
類の侵入が枝角類に壊滅的な影響を及ぼしている可能性
が示唆された．
　 尾瀬の Daphnia の 12S rRNA の DNA 塩基配列をさ
まざまな Daphnia 種と比較したところ，D. dentifera の
塩基配列に最も近いことがわかった．近隣地域で採集さ
れた個体との分子系統関係を調べた結果，尾瀬を含む南
東北の D. dentifera 個体群と北東北や三陸・中部地域と
の個体群の間では，現在，遺伝子交流がほとんどないこ
とが示唆された．
A-5　池溏における水生植物の分布調査 （福原晴夫，野
原精一，永坂正夫，三宅恵子，藤原英史，宮原裕一，古
郡千紘）
　洪水の影響を受ける池溏群及び受けない池溏群及び周

辺湿原について池溏環境，水生植物の分布の比較調査を
行い，洪水が池溏及び周辺の水生植物に与える影響を調
査した．岸寄りの周縁部でヒツジグサの分布が見られな
い「ヘリなし型」の池溏では，周縁部と中央部で腐植泥
の厚さが異なり，周縁部では底泥の肥沃度が低いために
ヒツジグサの生育が制限されている可能性が示唆され
た．
　シズイ，ホソバタマミクリ，ヒツジグサの 3 種の水生
植物の池溏内分布を規定する要因を調べた．3 種がそれ
ぞれ優占する池溏において，湖底に生育する植物の分布
と被度を計測し，環境要因を調べた．水中光量が制限と
はならない池溏においては，ヒツジグサの生育は池溏堆
積物の厚さに強く規定されており，ホソバタマミクリも
池溏堆積物に規定されている可能性が示唆された．
A-6　氷期遺存種ミツガシワの分布変遷の調査 （福原晴
夫，永坂正夫，三宅恵子，野原精一）
　氷期遺存種で尾瀬ヶ原においてシカの食害を受けてい
るミツガシワの池溏における分布の変遷，成長状態，遺
伝的変異を調査した．
A-7　湿原地形と湿原環境の変遷に関する研究 （野原精
一，小玉哲大，藤原英史，樋口正信，大村嘉人，鵜沢美
穂子，黒沢高秀，菅原久誠，佐藤雅俊）
　湿原の小流域・地形の詳細なデータセットと降雨流出
モデルの GIS 基盤を整備した．河川流路，自然堤防，
池溏地形，融雪期積雪深等のデータを収集する．ミズゴ
ケ類，地衣類の種類の過去からの変化から湿原環境の変
遷を探り，融雪・融雪プロセスや積雪時の泥炭表層水の
流入・流出を表す積雪モデルを構築した．
　UAV による撮影で，湿原積雪下の上田代の池溏に融
雪箇所が見られ，地下水の流入によると考えられた．水
温の連続記録からも湧水により融雪が早く起きたことが
示された．水中ドローンを用いて竜宮の形状や水生動物
の分布を明らかにした．深度 1.5 m にほぼ水平の T 字
状の地下水路があり，水路上部には泥炭の亀裂があり泥
炭堆積層に約 20 cm の地層のずれがあった．過去の泥
炭地の地滑りがきっかけで河川水路が地下水路になった
と推定した．
A-8　池溏における水系腐植物質動態に関する研究 （千
賀有希子，野原精一）
　主に植物遺骸の分解に由来する水系腐植物質（AHS）
の分解池溏から放出される水系腐植物質光分解由来 CO2

と CH4 の量を見積もっている．
　池溏水からは EEM-PARAFAC により 2 つの AHS 成
分が検出された．両成分の比及び AHS/DOM には年間
の差がなかったことから，池溏の AHS の供給と消失は
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動的平衡状態にあると考えられた．AHS 濃度は一般生
菌数と正相関があり，バクテリアの主要な栄養源である
ことが示唆された．池溏形状と AHS の解析から，AHS
は泥炭を介して湿原水と共に池溏内に浸出し，大きな池
溏ほど太陽光による光酸化分解により消失していると考
えられた． 
A-9　泥炭層の年代決定や過去の噴火堆積物が古環境に
与えた影響 （長谷川健，野原精一）
　尾瀬ヶ原の泥炭に含まれる各火山灰層を採取し，これ
らの同定・識別を行い，泥炭層の年代決定や過去の噴火
堆積物が古環境に与えた影響などを評価している．洪水
堆積物中の火山岩粒子の化学分析により，粒子の起源を
特定している．
　上田代の底質コア分析により表層から 0.9 m の場所に
無機成分の多い層が見られ，約 1,000 年前の洪水履歴と
みられた．福島原発事故由来のセシウム 137 は底質の表
層から 8 cm の深さまで検出され，中田代よりも上田代
で高かったのは流域からの再流入により増加したためと
考えられた． 
A-10　尾瀬ヶ原の木道による表層流遮断，新流路形成
による植生への影響評価に関する研究 （野原精一，安類
智仁，亀山　哲，岩熊敏夫）
　ハイカーの散策を助け植生を保護する木道は，光の遮
断，水流の遮断，打杭による影響など植生の変化をもた
らす．公園管理上，湿原環境への負荷が少なく堅牢な木
道の在り方の評価を行った．
　木道を踏査し，木道の構造を類型化した．この類型別
に，木道の強度，鉛直荷重，水平縦方向および横方向の
開口部面積を求めた．2019 年 5 月の融雪洪水時に研究
見本園で流速の平面分布を観測し，この水理条件での木
道への水平方向荷重を見積もった．
A-11　尾瀬地域における魚類相の地理的分布 （野原精
一，亀山　哲，福原晴夫，萩原富司，山本俊昭，嶌本　樹，
藤原英史）
　尾瀬湿原および周辺域の河川を対象として環境 DNA
分析を用いた魚類相調査を行い，魚類相に関するインベ
ントリーを作成すると共に，地理的な分布特性を解明し
た．
　平水時に瀬切れにより本流と隔離されている下ヨサク
沢のイワナ集団は，本流の集団に比べて遺伝的多様性が
低く，遺伝的分化も認められたことから，2 つの集団間
の遺伝的交流は極めて低いことが示唆された．尾瀬の河
川から採取されたイワナは 0 歳から 6 歳の範囲であり，
体サイズは年齢間では差が認められたものの，雌雄間で
違いは見られなかった．また，8 支流における魚類密度

は平均 0.035 尾 m-2 で，他地域の河川と比べて低かった．
今後，各支流における付着藻類量，水生昆虫量，さらに
は落下昆虫量といった河川生態系全体から尾瀬地域に生
息するイワナの生態解明が望まれる．
A-12　尾瀬ヶ原における水生植物の長期変化 （安類智
仁，野原精一）
　20 年前の池溏群の調査で，ヒツジクサが増加し，オ
ゼコウホネと混生する状況が認められた．尾瀬ヶ原全域
の池溏で再度詳細に大型水生植物植生を調査し，20 年
後の変化とその原因を解明した 1,639 ヶ所の池溏のうち
80 箇所（4.9%）消失し，浅い池溏が渇水のため水が減っ
て乾いたことが主な要因と考えられた．上田代ではヒツ
ジグサは増加し，オゼコウホネは減少し中田代ではヒツ
ジグサは増加し，オゼコウホネはやや増加した．上田代
にはヒツジグサ，背中アブリ田代にはミツガシワとオゼ
コウホネ，西中田代と中田代や泉水田代にはヒツジグサ
とミツガシワが特徴的に多く分布していた．
A-13　湿原地下水の調査 （野原精一）
　水位モデルの構築のため湿原の水位変化を明らかし，
気候水文と関連した湿原の地下水位の変動と生物の反応
を明らかにした．
　上田代，中田代の湿原に 1.0 ｍのピエゾメータを設置
し，地下水位と地温を測定した．設置後の地下水位上昇
速度の違いから，泥炭の透水性が場所により異なること
が示された．研究見本園の地下水ポテンシャルは融雪前
に他より早く上昇しており，それに伴ってアカシボの発
生が起こる可能性がある．冬の地温は上田代より中田代
で高く，春先に中田代では雪解けが早く起こることを説
明していた．
A-14　尾瀬ヶ原拠水林の変遷と流域環境との関係に関
する研究 （野原精一，金子是久，藤原英史）
　尾瀬ヶ原の主な流入・流出河川における拠水林の地図
化を行い，小流域や比流量と拠水林の植物相変化につい
て解析した．中田代の UAV 詳細画像に三日月湖のよう
な形を残した池溏を多数確認した．残雪期の上田代広域
画像から，数多くの池溏付近に，残雪の内部をゆっくり
と流れる水の存在と，雪解けによってできた灰色の模様
からかつて河川が存在していた可能性が示された．その
拠水林の痕跡と約1,800の池溏との位置関係を可視化し，
データベース化して尾瀬ヶ原における池溏の成因を広域
的に推定する．
A-15　雪氷藻類の分類と分子解析に関する研究 （松﨑
令，河地正伸）
　融雪期の残雪上で高密度に繁殖し，一次生産者として
重要な役割を担っている氷雪藻類について，最新の分類
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学的手法を用いて再解析し，正確な種組成を解明してい
る． 以 前 に 尾 瀬 か ら 報 告 さ れ て い た 緑 藻 4 種 

［Chlainomonas sp. （= Chlamydomonas bolyaiana in 
Fukushima 1963），Chodatella brevispina F. E. Fritsch，
Oocystis lacustris f. nivalis Chodat sensu Fukushima，
および Scotiella nivalis （Chodat） F.E. Fritsch］に加え，
新 た に 緑 藻 Chloromonas spp.， 緑 藻 Sanguina 
nivaloides Procházková et al.， お よ び 黄 金 色 藻
Ochromonas smithii Fukushima を確認した．分子系統
解析の結果，Oocystis lacustris f. nivalis はクロロモナス
系統群 （緑藻綱 , ボルボックス目） の新規系統であるこ
とが明らかとなった．
A-16　湿原生態系の物質循環に関わる微生物の多様性，
単離および機能解析 （福井　学，小島久弥，寺島美亜，
藤原英史）
　積雪下の状況の浸透水の水質，雪中・土壌中の生物相
の調査を行った．融雪期の尾瀬において積雪が赤褐色に
呈することが観察され，これはアカシボと呼ばれている．
アカシボの実体を捉えるため，尾瀬ヶ原で採集後，現地
ですみやかにアカシボ粒子の内容物を光学顕微鏡で観察
し，アカシボの形成過程を調べた．また過去に尾瀬沼，
および青森県の多雪地域で採集された赤褐色雪について
も，尾瀬ヶ原との比較観察を行った．その結果，多雪地
帯の融雪時に現れる，酸化鉄の赤褐色雪の原因として，
アカシボ粒子の中心に含まれる細菌が深く関与している
ことが示唆された．この結果は，アカシボ粒子は細菌群
集であるとの先行研究結果を支持する．
A-17　湿原の炭素循環の調査 （廣田　充，野原精一，
牧田　瞳）
　今後の温暖化等の急激な環境変動が尾瀬湿原に及ぼす
影響を明らかにするために，湿原の炭素循環を推定した．
A-18　浅い池溏の調査 （福原晴夫，永坂正夫，高野典礼）
　池溏の観察と水深の横断測量から，浅い池溏の形態を
明らかにした．また，池溏環境，底泥の物理化学的性状
及び水生植物の分布調査を行い，底泥のデ−タは水生植
物の分布との関連について検討した．

3．2　�課題 B　尾瀬ヶ原へのミネラル供給と泥炭環境へ
の影響

　課題 B では，尾瀬ヶ原で河川から湿原内部に向かう
トランゼクトを設定し，泥炭間隙水と泥炭の理化学分析
による植生分布との関係を調べた．泥炭中の土粒子の風
化によって泥炭間隙水へミネラルが供給され，植生分布
に影響を及ぼしていることが明らかにされた．また，泥
炭深部の豊富な土粒子は過去の氾濫流によりもたらされ

たものと判断された．
B-1　尾瀬ヶ原の栄養性の調査 （楊　宗興，村上大樹）
　尾瀬ヶ原の植生分布に影響を与える泥炭の理化学性を
明らかにした．泥炭間隙水と泥炭の理化学性を調べ，植
生との関連を調べた．尾瀬ヶ原の植生分布は表層泥炭の
理化学性により明確に異なる環境に分布していた．表層
の土粒子の少ない湿原中央部では，ヤマドリゼンマイ群
落の表層 Ca2+ 濃度はミズゴケ群落，ヌマガヤ群落及び
ササ群落より高濃度であった．また，ヤマドリゼンマイ
群落の 5 〜 10 cm の灰分はミズゴケ群落とヌマガヤ群
落よりも高く，より深部の 10 〜 15 cm では河畔と同レ
ベルの灰分が検出された．灰分と代表的な風化生成物で
ある SiO2 濃度の間に有意な正の相関がみられたことか
ら土粒子の風化によって泥炭間隙水へミネラルが供給さ
れていると判断された．また，深部の豊富な土粒子は過
去の氾濫流によりもたらされたもので，このような地点
でヤマドリゼンマイは優占して分布していると考えられ
る．

3．3　課題C　温暖化影響下の湿原生態系変遷
　課題 C では温暖化影響下の湿原生態系変遷の把握，
衛星観測による長期間の水環境の変遷の把握と融雪プロ
セスの解明，尾瀬ヶ原周縁部における地質・岩石調査，
長期的視点でのシカ影響把握と対策の検討などを行っ
た．
C-1　温暖化影響下の湿原生態系変遷の調査 （岩熊敏
夫，野原精一）
　多様な尾瀬の湿原について，地形，気象水文などとの
関連を検討し，湿原及び池溏の維持にかかる要因を検討
する．湿原への洪水影響をモニターし把握する手法の検
討を行った．
　尾瀬内外の地上観測所で観測された降水量の月別・季
節別の空間相関を網羅的に調べ，高地生態系である尾瀬
の降水現象を代表しうる観測所の特定を行った．さらに，
降雨量データと湿原の洪水現象とを対比させた結果，湿
原における河川氾濫は従来考えられていたよりも少ない
降水量で発生する可能性があり，その頻度が近年増加し
ていた．過去 40 年の間に湿原洪水の頻度が増加してい
ることが示唆された．
C-2　衛星観測による長期間の水環境の変遷の把握と融
雪プロセスの解明の調査 （久田泰広，小川佳子，出村裕
英）
　衛星画像を用い，積雪期を含めた観測を行なうことで，
長期間の変遷の把握や融雪プロセスの解明を目指す．積
雪あるいは融雪状況，その他植生，土壌水分が衛星デー
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タに及ぼす影響を調べた．
　尾瀬ヶ原全域に対する夏季，冬季の SAR 画像から，
湿原域・非湿原域の推測が可能であった．また，背中ア
ブリ田代と泉水田代の SAR 画像とドローンによる空撮
画像との詳細な比較から．湿原域の識別を追認し，ドロー
ン画像では識別が困難な土砂堆積領域を識別できた．ま
た，植生に対応した調査地点の 3 衛星に渡る後方散乱係
数の時系列変化から，各衛星レーダーのセンサー感度が
異なっている可能性が高く，全期間にわたって比較する
ことは困難であった．しかしながら，後方散乱係数の取
る値は植生によって異なり，ミズゴケクラス＜ヌマガヤ
オーダー＜拠水林という関係になっている．いくつかの
調査地点において後方散乱係数の上昇傾向が認められた
が，その要因の一つとして考えられる降水量との関係性
は明らかにできなかった．
C-3　尾瀬ヶ原周縁部における地質・岩石調査 （菅原久
誠）
　至仏山東面，尾瀬ヶ原北方・南方および背中アブリ山
周辺における構成岩石とその分布調査を行った．特に過
去に記録のない地点での試料採集を重点的に行うととも
に，各調査範囲における岩石の多様性を把握し，岩相境
界部の産状を記載した．
　大白沢山，景鶴山及び竜宮地域の皮籠岩および寺ケ崎
で岩石採集を行った．三条ノ滝では，滝つぼ付近に下降
し，花崗岩の採集と破断されている産状を確認した．温
泉沢では過去の総合調査で記載がされた層序の下位にも
層厚約 3 m の露頭を発見した．この露頭付近の只見川
下流両岸には，溶結凝灰岩が分布しており，顕微鏡観察
に基づきこれが斜方輝石単斜輝石安山岩質溶結凝灰岩で
あることが明らかになった． 
C-4　長期的視点でのシカ影響把握と対策に関する調査 

（岩熊敏夫，福原晴夫，野原精一，村田智吉，藤原英史，
山本俊昭，嶌本　樹）
　ニホンジカ影響の把握，ニホンジカ影響のモニタリン
グ，ニホンジカ対策を目指した調査研究を行った．研究
見本園でニホンジカによる踏み荒らしや食害を調査し
た．シカ防護柵内にも時折ニホンジカがアニマルトラッ
キングカメラに撮影されていた．その防護柵に隣接した
常に湧き水で湿潤な低層湿原植生の場所に新たなヌタバ
があり，排せつ場にもなっているようであった．中間植
生のヌマガヤ群落は，植生が踏み倒されており，休息場
として利用していると考えられた．ヌタバの電気伝導度，
pH 及び酸化還元電位を測定し，表層土壌を持ち帰って
分析に供した．

3．4　今後の課題
　尾瀬の多地点における河川水位，地下水位の連続観測
から，場所により異なる水位上昇パターンが把握された．
数 10 年に一度と言われる 2011 年 7 月の洪水規模ではな
く，小規模な洪水が非常に頻繁に発生し，近年増加して
いる可能性が示された．2010 年代は多雨傾向にあった
ことを反映しているとも考えられる．気象現象は十年単
位で大きく変動し，学術調査期間で観測された現象は，
長期の気候変動の中のごく一部である．引き続きデータ
を蓄積する必要がある．
　河川から特定の池溏への地下水流の存在，竜宮の成因
も含め竜宮内の水路の解明，ゆるぎの田代の空間構造な
ど，表流水とは異なる泥炭層内の流れが明らかにされた．
泥炭層内の空間の構造は池溏や流路の成立と密接に関
わっている．今後，より精度の高い非侵襲探査技術が開
発され，地下構造が網羅的に解明されることを期待する．
また，泥炭層より下の地下水の量と役割の解明には大規
模な地下探査が必要である． 
　第 4 次尾瀬総合学術調査により，尾瀬の水文に関する
様々な実測値が得られた．これらの実測値に基づき，尾
瀬の水文をモデル化する場合には，前述の泥炭地の平面
方向の非均一性を十分に考慮する必要がある．
　1,600 余の池溏を第 3 次尾瀬総合調査時と比較すると
80 カ所が消失している．20 年間で約 5％の減少が初め
て明らかにされ，今後も注意深く観察を続ける必要があ
る． 
　UAV 撮影，水中ドローン撮影は非常に有効な湿原調
査方法であることが示された．今後の技術革新で，小型
高性能，安価な機器が使用可能になることを期待する．

4．まとめ；第 4 次尾瀬総合学術調査成果と尾瀬
保全推進に必要な今後の課題

　第 4 次尾瀬総合学術調査は，上述のように，地球温暖
化影響，特に洪水影響と，ニホンジカの植生影響を把握
し，今後の尾瀬保全に役立てる趣旨で出発した．基礎研
究部会，重点研究部会ともに，現実の事象，情報のより
正確な把握と，定量的把握に努めるとともに，毎年，研
究成果発表会を通じて，情報交流につとめ，全体の理解
を図るとともに，ドローン・UAV 機器等を利用した 3
次元的な観測手法の多用による湿原植生分布状態の把握
による植生図作成，池溏の形成過程と現状の把握，洪水
時の湿原浸水状態の把握等，各種の新しい調査情報の活
用による総合的取りまとめにより，過去 3 回の総合学術
調査とは，大きく異なる成果を上げることができた．こ
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の新しい成果は，変化しつつある尾瀬生態系理解に新し
い視点の導入を可能にするとともに，それらの総合的理
解による尾瀬生態系の理解深化を図ることができた．
　ここで，今回の学術調査推進に尾瀬に関する調査報告
書が必要不可欠な役割を演じたことを明らかにしておき
たい．尾瀬ではこれまで 3 回総合学術調査が行われ，そ
れら調査成果は，『尾瀬ヶ原』（1954），『Ozegahara』（1982）,

『尾瀬の総合研究』（1999）の報告書にまとめられており，
それぞれに登載されている報告書は，今回の調査研究推
進に効果的役割を果たした．この 3 冊とともに，今回の
学術調査の取りまとめに大きな役割を演じたのは，旅行
者の湿原踏み込みにより破壊された尾瀬湿原保全のため
に群馬県の尾瀬保護専門員会，福島県の尾瀬保護調査会
が独自に進めた調査成果報告書（尾瀬の自然保護−群馬
県，尾瀬の保護と復元―福島県特殊植物等保全等保全事
業調査報告書）で，それぞれ，今回の学術調査推進に必
要な情報提供の大きな役割を演じた．これらの報告書以
外にも，尾瀬ヶ原の植生分布については，宮脇・藤原

（1970）による『尾瀬ヶ原の植生』（国立公園協会）の成
書が，尾瀬植生分布に関する重要文献として植生分布の
調査研究を大きく支えた．これら重要文献の利用にあ
たって大きな問題は，これら出版物の発行部数が限られ
ているために，私たち研究者の調査研究資料として，入
手しにくいことである．幸い，今回の総合学術調査は，
環境省の生物多様性保全推進事業として進められたこと
から，この推進事業期間中は，これら文献が利用でき，
調査推進を図ることができた．
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