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　地下水中に含まれる元素の起源や循
環を探る上で、その起源が人為由来で
あるのか自然由来であるのかを判断する
際に、有機系元素の場合には比較的容
易にその判断ができるものの、無機元
素の場合には必ずしも容易ではありま
せん。しかも、地下水中に含まれる無
機元素が、地域によって濃度に大きな
違いが認められる場合に、高濃度の原
因を単純に人為的な要因には求められ
ない事例について我々は明らからにし
てきました。この点については、地下
水中の無機元素の濃度の違いが、地域
によって極端に違う例として、バナジ
ウム、リン、ウランなどについて、山梨
県を含む南部フォッサマグナ地域を中
心に我々は報告してきました（図１）。

　この研究の過程において、富士山の
噴出物が玄武岩質であるという化学的
特徴は特筆され、結果的に富士山特有
な元素が富士山地下水に濃集している
ことが、地下水循環の解明には有効で
した。実際富士山には、山麓を中心に
多くの湧水が認められ、また地下水も
主に飲料目的に、多くの地点で採取さ
れています。このうち、富士山北麓側
の場合、忍野地域には、有名な湧水と
して忍野八海が知られ、また、富士五
湖の湖水についても、従来は一般的に
富士山の地下水が湧出したものと考え
られてきました。ところが、この富士
五湖の水の起源につき、湖水に含まれ
るバナジウム濃度を基に富士山の地下
水中に含まれるその濃度との比較を試
みたところ、互いの濃度が、ほとんど
一致しないことが分かりました。この
ことから、富士五湖の水の起源につい
ては単純に富士山の地下水には求めら
れないことを、今から10年程前に我々

は指摘しました。
　その後、バナジウム
以外のリン濃度につい
ても、我々は県衛生公
害研究所（現衛生環境
研究所）との共同で同
様に互いの濃度関係を
検討してきました。そ
の結果、かつて生活排

水の典型元素のように理解されてきた
リン濃度が、富士山地下水にはるかに
高濃度で認められ、逆に人為影響・効
果が現れやすい富士五湖水の方に極
端にリンの低濃度が認められました
（図２）。以上のバナジウムやリン濃度
から、富士五湖の水の起源として、単
純に富士山地下水に求めるには無理が
あり、むしろ富士山の山肌など表層か
らの湖への流入した水に、その起源の
主体を求めることが合理的と判断され
ました。
　以上に紹介した地下水や湖水に含ま
れる元素濃度から探る水循環システム
の新しい姿の解明については、本研究
所のみでできたものではありません。
本研究所地球科学研究室と共同研究
を進めてきている県衛生公害研究所が
長年にわたって継続的に収集された
データとの融合化や、県下の市町村が
保有する地下水モニタリングにおける
既存データについて時系列的な評価を
おこなったりし、その上に県下の地下
地質の物理的および化学的情報を総合
的に検討することからもたらされたも
のであります。今後も、県内外に蓄積
されてきている水関係の科学的データ
の総合評価をする中で、山梨県内の広
範における水循環の仕組みの解明が多
様な関係機関との共同で進展できるよ
う努めたいです。
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　東日本大震災やそれに伴う福島第一
原子力発電所からの放射性物質放出の
問題が勃発し、地球温暖化（気候変動）
や温室効果ガス（CO₂）排出量削減の
問題はどこかに吹き飛んでしまった感
があります。しかしながら、将来の世
代のためにCO₂排出を減らして地球温
暖化を緩和する必要がなくなったわけ
ではありません。
　日本における温室効果ガス排出は、
産業部門（工場等）が最も多く34%
（2009年）を占めていますが、京都議定
書基準年（1990年）比では－19.5%と減
少しています。一方、家庭（民生家庭
部門）からの排出量は、2009年は1990
年比で27％増加しており、日本全体の
排出量の約22％（自家用車の燃料を含
む）を占める状況になっています。そ
のため、家庭からのCO₂排出削減が大
きな課題となっています。
　県森林環境部環境創造課は、一般県
民や小学生を対象に環境家計簿を配付
し、各家庭のCO₂排出量の「見える化」
と排出削減努力の促進をはかっていま
す。これらの環境家計簿は回収され、

環境科学研究所で集計
や解析を行っていま
す。2009年に小学校に
配付して回収できた環
境家計簿1172世帯分の
集計結果の一部を紹介
します。
　CO₂排出量は世帯に
よって大きく異なる：

図１は、電気使用と自
動車燃料消費に伴って
排出されるCO₂量（電
気CO₂、自動車CO₂と
略す）を世帯ごとに示
しています（2009年７
月のデータ）。電気使
用や自動車燃料消費に
伴って排出されるCO₂
量は，世帯によって大
きく異なることがわか
ります。電気CO₂の場
合は、最低値が23kg、最高値が406kg
で実に18倍の違いがあります。電気
CO₂量、自動車CO₂量共に、世帯人数
が多くなると増えます（図２）。例えば、
３人世帯の電気CO₂が133kgに対し、
６人世帯では207kgと約1.6倍になって
います。家庭からのCO₂排出量に影響
する要因としては、住居の形態（集合
住宅と一戸建て）、季節、オール電化の
有無、電気の契約アンペア数、居住地
域などがあります。
　電気の契約アンペア数：契約アンペ
ア数が大きい世帯ほど電気CO₂量は大
きくなることがわかります（図３）。電
力使用量が多くなることに対応して契
約アンペア数を大きくすることを考えれ
ば当然の結果ではあると思われますが、
今夏の節電方法の一つとして提案されて
いる契約アンペア数の見直し（小さいア
ンペア数に変更すること）が有効であろ

うことがこの図からもうかがえます。
　自動車CO₂が最も多い：一般家庭が
直接的・間接的に排出するCO₂のうち、
自動車燃料使用に伴うものが最も多い
ことが図2からわかります。水道を使っ
ても間接的にCO₂を排出していること
になりますが、その量は全体の中では
僅かです。節水も重要なことですが、
CO₂排出量を減らすには、自家用車の
使用方法、節電方法を考えることがと
ても重要です。また、灯油の使用も電
気使用に匹敵するくらいのCO₂排出の
あることがわかりました（７月に灯油
を使用している世帯の平均）。
　原子力発電所の停止等によって、夏
場の電力供給不足が予想され、一般家
庭でも節電が求められています。電気
だけではなく他のエネルギー使用量も減
らすライフスタイルを考え、家庭からの
CO₂排出量全体を減らしたいものです。図2 水試料中のリン濃度

図2 世帯人数別・排出源別CO₂排出量．
※自営業を含むデータと外れ値は含まれない．

図3 電気契約アンペア数と電気CO₂量の関係（2009年7月）．
※自営業を含むデータと外れ値は含まれない．

図1 富士川水系および相模川水系における
　　河川水・湧水中のバナジウム濃度

山梨県の各地の岩石や地層の性質の違いが、水を媒体にしてそこ
に生育する生物類にどのように反映されるかを明らかにした一例。
分布する岩石・地層中のバナジウム濃度の相違が、水を媒体にし
てそこに生育する動植物にまで反映していることが解る。
地球環境（1998）に発表済み
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図1 電気と自動車燃料消費に伴って
　　排出されるCO₂量．
※1つの　が世帯のデータ．
※自営業を含むデータと外れ値は表示していない．
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