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はじめに
　野田市船形地先の水田地帯に周囲約 400m、
面積約 6,300 ㎡の「はきだし沼」がある。この沼
は船形池沼群の一つで、水生植物のヒシが自生
し、夏季にはヒシの浮葉が水面全体を覆う。ま
た、マコモの群落が沼を取り囲み、古い溜池の
景観を今に留めている。
　この沼からは 23種類のトンボ目 ODONATA

が記録されているが、全国的に見ても絶滅の危
機に瀕しているイトトンボ科 Agrionidaeに属す
るオオセスジイトトンボ Cercion plagiosum 

（Needham, 1930）とモノサシトンボ科 Platycnemidae

に属するオオモノサシトンボ Copera tokyoensis 

Asahina, 1948が生息している。この両種は環境
省レッドデータブックのカテゴリーで絶滅危惧
Ⅰ類（CR＋EN）に選定されている (1)。
　その他、「はきだし沼」には小判型をした緑褐
色の水生カメムシが生息しているが、これは千
葉県内における唯一の生息地である (2)(3)。この
水生カメムシは、分類学上はカメムシ目
HEMIPTERAコバンムシ科 Naucoridaeに属す
るコバンムシ Ilycoris exclamationis Scott, 1874

である。
　コバンムシの生息地は、全国的に見ても減少
の一途をたどり、環境省カテゴリーでは準絶滅
危惧（NT）に選定されている。
　両種のトンボとカメムシは、千葉県の保護上
重要な野生生物―千葉県レッドデータブック動
物編によると、いずれも Aランクの最重要保
護生物に選定されている (4)。
　筆者が代表を務めた「ミドリシジミを考える
会」は、平成８年（1996）９月 24 日付で「はき
だし沼」の生態系を野田市の自然遺産として保
全されるよう『お願い』を根本崇野田市長に提出
した。野田市はこの趣旨を理解され、「はきだし
沼」の生態系を保全するために沼周辺の耕作者
の理解と協力を得、さらに、沼を保全するため

に地権者から沼を借地された。同時に沼を保全
するための予算措置を計られ、その保全管理を
野田自然保護連合会（代表石山啓二郎氏）に委託
された。その後、同連合会の中に「グループう
えっと」（代表柄澤保彦氏）が組織され、「はきだ
し沼」の生態系を野田市の自然遺産として後世
に引き継ぐための保全活動が展開されている(5)。
　環境省は、生物の生息地として規模の大きな
湿地や希少種の生息する重要な湿地など 500
ケ所を選定し、平成 13 年（2001）12 月 27 日
付で公表した。「はきだし沼」は、日本の重要湿
地の一つに選定されたが、選定の理由は「オオ
セスジイトトンボとコバンムシ」が生息してい
ることによる (6)。
　このように豊かな生物相を育んできた「はき
だし沼」の地史的変遷を、明治時代の前期から
最近までの地形図を参照して調査をしておきた
いと思う。

１．明治時代前期の仮称「船形沼」その１

　明治 14 年 (1881) １月に測量したフランス
式彩色地図・千葉縣下総国東葛飾郡船形村近傍
村落（縮尺：１ /20,000）の地形図 -１を見ると、
利根川に沿ってかなり広い沼が船形村に存在し
ていたことが分かる。現在の船形池沼群が存在
する地域に相当すると考えられるが、沼の名称
は記載されていない。現在の「はきだし沼」や

【論文】

地形図から「はきだし沼」の変遷をよむ
志賀一朗

写真１　「はきだし沼」から利根川堤防を望む
1996.8.16　筆者撮影
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「又八沼」を含む船形池沼群は、この沼の一部で
あったと考えられる。
　この彩色地図には江戸川に隣接して「座生沼」
が記載されているが、この沼の名称は、正確に
記入されている。彩色地図には｢沼｣と表記され
ている所があるが、この｢沼｣には固有名詞は付
けられていない。広大な湿地の中に小さな｢沼｣
が存在していたということも考えられるが、詳
細は不明である。
　以下地形図を参照して、この沼の変遷をたど
るが、船形村に存在している沼という意味で仮
称「船形沼」という名称をつけておく。

２．明治時代前期の仮称「船形沼」その２

　明治 14 年（1881）測量同 20 年（1887）製版、
参謀本部陸軍部測量局が版権を所有する古河及
関宿近傍第十号（第一軍管地方迅速図、縮尺：
１ /20,000 ）の迅速図を見ると、利根川に隣接
して前述の彩色地図と同様に広い沼が船形村に
記載されている。しかし、沼の名称は彩色地図
と同様に表記されていない。この沼も仮称「船
形沼」と同一と考えられる。現在の「はきだし
沼」の生物相は、仮称「船形沼」にその起源があ
ると考えて差し支えないと思う。

地形図 -１　明治 14年測図フランス式彩色地図（1/20,000）上の仮称「船形沼」の位置

仮称「船形沼」
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３．明治時代後期の仮称「船形沼」

　明治 43 年（1910）10 月 30 日大日本帝国陸
地測量部が発行した地形図 - ３〔明治 39 年
（1906）測図、同 43 年（1910）製版〕（縮尺：１
/50,000）を見ると、この地域には名称の付け
られている沼が３箇所と名称の記載されていな
い沼が１箇所存在する。地形図 - ３で名称の付
けられている沼の一つは、利根運河に接して存
在する「三ケ尾沼」である。
　この地形図 - ３で名称の記載されていない沼
は、先にも述べたフランス式彩色地図上の｢沼｣、

あるいは地形図 - ２の湖水および堤塘記号の表
記されている地域に存在する。従って今後は前
述したとおり、この｢沼｣を仮称「船形沼」として
地形の変化を見ることにする。

４．大正時代の仮称「船形沼」

　大正 5年（1916）6月 30 日大日本帝国陸地測
量部発行〔明治 39 年（1906）測図、大正 2 年
（1913）鉄道補入、同 5 年（1916）改版〕（縮尺：
1/50,000 ）の地形図 - ４を見ると、仮称「船形
沼」は前図と同じ位置に記載されている。この

地形図 -２　明治 14年測図同 20年製版迅速図（1/20,000）上の仮称「船形沼」の位置

仮称「船形沼」
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地形図を見る限り、この時期は特に変化はない
と判断される。

５．昭和初期の仮称「船形沼」

　昭和 3年（1928）3月 30 日大日本帝国陸地測
量部発行〔明治 39 年（1906）測図、昭和 2 年
（1927）鉄道補入〕（縮尺：1/50,000 ）の地形図 
- ５を見ると、仮称「船形沼」の地形は、周辺の
地形も含めて大正時代と特に変化はないと考え
られる。
　しかし、明治42年（1909）から昭和5年（1930）

にかけては、利根川第３期改修工事が行われた
時期である。工事区間は、群馬県佐波郡玉村町
から茨城県取手市までの 110kmで、大正元年
（1912）には全工区を田中、栗橋、尾島の 3工
区に分けられた。田中工区では、鬼怒川合流部
の付け替え、千葉県東葛飾郡福田村（現在の野
田市）の新河道開削、低水路の浚渫や築堤工事
などが行われた。この時期の大土木工事によっ
て、福田村（現在は野田市）木野崎地区は二分さ
れた (7)。現在、茨城県側に野田市木野崎の柳耕
地があるが、この当時の大改修工事に伴って造
成された地域であることが理解できる。

地形図 -３　明治 39年測図同 43年製版地形図（1/50,000）上の仮称「船形沼」の位置

仮称「船形沼」
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地形図 -４　大正時代の仮称「船形沼」の位置

地形図 -５　昭和初期の仮称「船形沼」の位置

仮称「船形沼」

仮称「船形沼」
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６．昭和 20年代（1945～ 1954）における
　  仮称「船形沼」の消滅

　第二次世界大戦が終結して約 3年が経過し
た昭和 23 年（1948）6 月 30 日、当時の地理調
査所が発行〔明治 39 年（1906）測図、昭和 3年
（1928）修正測図、同 23 年（1948）資料修正（鉄
道）〕（縮尺：1/50,000 ）した地形図 - ６を見る
と、野田町～岩槻間に新たに東武鉄道が敷設さ
れているが、仮称「船形沼」と三ケ尾沼は記載さ
れていない。当時は大戦前後の食料事情の極め
て悪化した時代であり、食料増産のために仮称
「船形沼」の大部分は干拓されて水田に変貌した
ことが読み取れる。仮称「船形沼」の一部と思わ
れる小さな溜池が、船形下の一角に一箇所記載
されているに過ぎない。三ケ尾沼も同様な理由
によって干拓され、水田に変貌していったこと
が読み取れる。
　昭和 23年（1948）4月に創刊された『新昆蟲』
（日本昆蟲学会、日本衛生昆蟲学会、日本応用
昆蟲学会後援）の総目次を見ると、「食料一割増

産と昆蟲」というテ－マで、６月号から毎月特
集が組まれているが、第一回は「テントウムシ
ダマシ（偽瓢蟲）馬鈴薯の大害蟲」であった (8)。
このような時代的背景もあって、沼や湿地は急
速に干拓が進み、水田化と同時に耕地整理も行
われたことが地形図から読み取れる。
　当時の仮称「船形沼」や「三ケ尾沼」は、トンボ
類や水生昆虫の宝庫であったことは想像に難く
ない。先に触れたオオセスジイトトンボやオオ
モノサシトンボなどの貴重種を含む多くの水生
昆虫類は、干拓によって生息地を奪われ、同時

地形図 -6　仮称「船形沼」の消滅

大部分が消滅した仮称「船形沼」一部と思われる小さな溜池→

写真２　オオセスジイトトンボ♂
2003.6.8「はきだし沼」で筆者撮影
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に水稲の病害虫防除のための農薬の大量散布に
遭遇しながら、その都度、農薬の影響を直接受
けなかった林縁の小さな池や干拓から除外され
た小川などに緊急避難を繰り返しながら、最後
のリフュージ（避難場所）として船形池沼群の一
つである「はきだし沼」を選び、現在に至ったと
考えられる。

７．「はきだし沼」を含む船形池沼群の造成

　地理調査所が昭和 29 年（1954）９月 30 日に
発行〔明治 39 年（1906）測図、昭和３年（1928）
修正測図、昭和 27 年（1952）応急修正〕（縮尺：
1/50,000 ）した地形図 - ７を見ると、船形下の
近くに幾つかの池沼が記載されているが、名称
の記載はない。位置関係から「又八沼」「はきだ
し沼」「水神沼」「いりまえ沼」などの船形池沼群
と判断される。それぞれの沼はこの時期に造成
され、溜池として利用されてきた。沼の名称も
造成後に命名されたものと思われるが、その由
来については分からない。

８．野田市船形池沼群の概念図と現状

　平成 10 年（1998）３月 31 日発行の野田市史
編さん調査報告書第３集『大殿井・横内・鶴奉・
目吹の民俗』を見ると、第２図に野田市目吹地
区の概念図が掲載されている (9)。この概念図に
は目吹６区に隣接して野田市船形池沼群が記載
されている。「はきだし沼」をはじめとして、「又
八沼」「モモヒキ沼」「ヤツイモ沼」「いりまえ沼」
「水神沼」「さんない沼」の七つの沼であるが、現
時点ではこれらの内、「モモヒキ沼」「ヤツイモ
沼」「いりまえ沼」は埋め立てられて消滅した。
特に、モモヒキ沼の埋め立てには種々雑多な産
業廃棄物が投棄された。これらの廃棄物の中に
毒性ダイオキシンをはじめとして、内分泌撹乱
物質（環境ホルモン）などの環境汚染物質が含ま
れていることが危惧される。さらに、東京電力
の福島原発事故による放射能汚染は、今後多く
の生物へどのような影響を与えるのか、これら
の複合汚染による影響など、早急に解決しなけ
ればならない難問を抱えている。

地形図 -７　船形池沼群の造成

いりまえ沼↑

↑はきだし沼
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　また、船形池沼群の中には肉食性の外来魚で
あるオオクチバスなどが、何者かによって密放
流されている事実も判明している (10)(11)。「はき
だし沼」も例外ではない。
　土壌汚染や水質汚染、さらに、肉食性外来魚
などの密放流によって「はきだし沼」の生態系に
悪影響を及ぼすことが懸念される。従って、「は
きだし沼」とその周辺の水質および土壌の定期
的な調査は継続しなければならない、と同時に
沼の生物相のチエックも定期的に実施しなけれ
ばならないと思う。
　先人たちが営々と干拓に汗を流した船形耕地
に立つ時、この付近の沼地に産業廃棄物を投棄
している人々のいることを憂える。瑞穂の国の
秋津の里は、本当にこれで良いのだろうかと自
問自答を繰り返すばかりである。未来に禍根を
残さないためにも、常に自然環境をチエック
し、閉鎖系水域である「はきだし沼」の安全性に
注意を払う必要がある。

９．現在の野田市船形池沼群

　平成 13 年（2001）12 月１日発行〔昭和 27 年
（1952）測量、昭和 51 年（1976）改測、平成 12
年（2000）修正測量①使用した空中写真は平成
10年（1998）11 月撮影②現地調査は平成 12年
（2000）８月実施〕（縮尺：1/25,000）の地形図 -
８を見ると、船形池沼群には「又八沼」「水神沼」
および「はきだし沼」の三つの沼が記載されてい
るが、それぞれの沼の名称は記入されていな
い。明治時代前期には比較的大きな沼であった
仮称「船形沼」は、その時々の時代的要請によっ
て干拓や埋め立てが行われ、現在に至っている。

10．「はきだし沼」という名称の由来について

　昭和 20 年代（1945）後半に入ると、現在と
ほぼ同様の船形池沼群が造成されている。以前
は沼の周辺にハンノキが自生し、ヤナギの大木
が生い茂っていたことから、地元では現在の
「はきだし沼」を「柳池」と呼んでいたという。そ
の後、沼の周辺の耕地整理や農道の拡張工事が
行われたことによってハンノキやヤナギの大木

はすべて伐採され、沼の周辺も整備されて現在
に至っているという。
　「はきだし沼」という名称の由来については、
現在までの調査では推測の域をでていないが、
利根川の伏流水の影響を受けて、四季を通じて
沼から吐き出される水量が豊富なことから「は
きだし沼」という名称が付けられたのではない
かと推察される。

11．「はきだし沼」にかかわる特記事項

　野田自然保護連合会主催によるトンボの観察
会は、平成 10年（1998）7月 11 日に｢はきだし
沼｣で行われた。この日の観察会の模様は、
NHK千葉放送センターの岡田尚久記者が取材
され、同年7月23日午後6時からの首都圏ネッ
トワーク千葉で｢環境保護でトンボの観察会｣と
いうタイトルにまとめられて放映された。
　また、観察会の当日、機を一にして国際財団
国際トンボ学会会長の井上清氏をはじめ関係者
二名が｢はきだし沼｣に来野された。その目的
は、ドイツのトンボ研究者からの依頼で、オオ
セスジイトトンボの雌雄がどのような連結パ
ターンをとっているのかを研究するためのサン
プルの採集であった。
　オオセスジイトトンボが野田市内から初めて
記録されたのは、今から約半世紀前の昭和 40
年（1965）7 月 18 日である。我孫子市在住の根
本末氏によって野田市瀬戸から雄 20頭、雌 15
頭が、また、オオモノサシトンボについても同
氏によって、多数の個体が同日、市内瀬戸から
記録されている (12)。

写真３　オオモノサシトトンボ♂
2002.6.24「はきだし沼」で筆者撮影
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地形図 -８　平成 13年（2001）の船形池沼群

概念図 -１　船形池沼群の概念図
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おわりに

　野田地方を代表するトンボをはじめとする水
生昆虫類の生息地、「はきだし沼」の変遷を地形
図をとおして見てきた。仮称「船形沼」が縮小し
て船形池沼群に変化する時期は、昭和 20 年
（1945）代である。この時期は、第２次世界大
戦が終結して間もない時期であり、主食の米を
はじめとして食料が窮乏を極めた時代である。
従って、湿地や池沼は、政府の食料自給政策に
基づいて、干拓され水田化されていった。その
他、三ケ尾沼も干拓され、水田に変貌した。
　仮称「船形沼」が地形図に記載されて約 130
年、この沼の一部である「はきだし沼」が地形図
に記載されてから半世紀を過ぎた今、農道を隔
てて存在した「モモヒキ沼」は、使い捨て文明に
象徴される多量の産業廃棄物の投棄によって埋
め立てられた。もしも、この現状を干拓に尽力
した多くの先人たちが目撃したとしたら、きっ
とこの行為は許し難いものとなるであろう。
　悠久の時を経て「はきだし沼」に生息する絶滅危
惧種、オオセスジイトトンボやオオモノサシト
ンボ、水生カメムシのコバンムシなどの水生昆
虫が、安定した自然環境の中で、生息できる生
態系が維持されることを祈らずにはいられない。
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