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■アクセス ●富士急行線河口湖駅より

 　富士急行バス富士山五合目行き（季節運転）

 ●中央自動車道河口湖ICより5Km

■開館時間 午前9時～午後5時

■休館日 年末年始、館内点検日

■休止日 環境教育事業…
 【12月～3月】月曜日（祝日を除く）
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トピックス 富士山サイエンスラボ、オープン！

研究紹介 ●富士山の山小屋建築の起源とその特徴
奥矢　 恵（環境教育・交流部）

環境情報センター便り

U-15理科研究部マツボックリ通信

イベント情報

U-15理科研究部

森のガイドウォーク

研究所敷地内の森を歩きながら、溶岩の上にできた森
の成り立ちや動植物の特徴などを観察します。ボランテ
ィアガイドが解説します。
■期間…夏期…7/7､8､14～16､21～31、
　　　　　　  8/1～19､25､26
■時間…10:00～、11:00～、13:00～、14:00～、
　　　  15:00～（各約50分）

もりのおはなしかい

幼児～小学校中学年を対象に、絵本の読み聞かせや森の
観察などをとおして自然と触れ合い、興味や関心を伸ばし
ます。会の前にはおりがみ教室も開催、プレゼントもあり
ます。
■日時…6/17（日）、7/8（日）、8/19（日）
　　　  10:30～、14:00～（各約40分）

企画展「知りたい富士登山－高山病を考える－」

一般的な知見と研究所の研究成果をもとに、解説パネル
と実験機器を展示してご紹介します。安全で快適な富士
登山のためにできることを学びましょう。
■日時…6/2（土）～10/21（日）
　　　  9:00～17:00（最終入館16:30）

自然観察会

■富士山五合目植物観察会
小学4年生以上を対象に、富士山独自の植生の魅力を体
感します。
■日時…7/21（土）・7/26（木）　9:00～16:00
■定員…45名・20名　　　　　　　（申込み：6/16～）
■富士北麓親子自然観察会
小学生とその保護者を対象に、研究所周辺の森の自然

を学びます。
■日時…9/29（土）　 9:00～11:30
■定員…定員30名　　　　　　　　（申込み：8/25～）
　※いずれも先着順、9時より電話にて受付します。
　※中学生以下は保護者同伴でお申込みください。

富士山研まつり2018
研究員やスタッフが工夫をこらした実験や体験プログラ
ムなどを通して、研究所と科学に親しむことのできるイベ
ントです。
■日時…8/11（土）　9:30～16:30（最終入場16:00）

スタッフボイス s t a f f v o i c e m i n iミニ
研究所周辺では、日々、緑が色濃くなってきました。つい
先日、富士山研から徒歩20分ほどのところにある吉田胎
内では、胎内祭が執り行われました。毎年この頃には、北
口本宮冨士浅間神社の初申祭の準備が始まり、町なかに

注連縄が張られて、青空の下にはためきます。この風景を
見ると、富士山の開山が近づいていることを感じて胸が
躍ります。連日、調査に出かける研究員も多く、研究所内
もにわかに慌しくなってきました。

　科学に興味がある、研究者になりたい！そんな

子ども達にむけて、富士山研の研究員が普段行っ

ている調査・研究の活動を追体験できるイベント

「U-15理科研究部」を昨年12月2日（土）に開催

しました。富士山を科学的に調査・研究している研

究員から研究のプロセスを直接学ぶことによっ

て、物事に対する科学的な見方や、自分自身で考

え他者へ伝える力を子ども達が身につけるきっか

けとなることを目的とした、新しい教育・交流イベ

ントです。記念すべき第1回目は、｢山本研究員とさ

ぐる　富士五湖の地層と富士山の歴史｣と題して、

火山防災研究部の山本真也研究員が講師を務め

ました。参加したのは、小学4年生から中学3年生

までの精鋭9名です。

　まず、｢研究とは何か｣、｢研究員はどんなことをし

ているのか｣を紹介した後、この日のテーマ：｢地

層｣について、実験を交えながら基礎的な知識を

解説しました。その後にいよいよ、研究棟へ出発で

す。研究棟実験室では、山本研究員が実際に使用

している調査道具に触れ、河口湖で採取した地層

サンプルをプレパラートに採って顕微鏡で観察し

ました。観察をもとに、河口湖の湖底の地層が何

によってつくられたのか、グループで推測をして発

表しました。子ども達の興味・関心は高く、とても満

足度の高いイベントになりました。子ども達を見

守った保護者の方 も々一緒に楽しみ、学びを深め

られたようです。今後もさまざまな研究員とともに

テーマを検討し、理科・科学好きの子ども達に向け

たイベントとして定着するよう、継続していきたいと

考えています。

マ ツ ボ ッ ク リ通信

●変形菌 Graphic voyage…川上 新一／技術評論社
●生きもの好きの自然ガイド このは No.13 変形菌入門…文一総合出版
●粘菌 その驚くべき知性…中垣 俊之／PHP研究所
●粘菌 驚くべき生命力の謎…松本 淳／誠文堂新光社
●世界は変形菌でいっぱいだ…増井 真那／朝日出版社
●かしこい単細胞粘菌…中垣 俊之／福音館書店

環境情報センター便り
きれい？  気持ち悪い？  変形菌

　最近、「変形菌」についての本が増えてきました。変形菌といわ
れるとピンとこないかもしれませんが、「粘菌」といえば分かって
もらえるのではないでしょうか。正確には「変形菌」は「粘菌」のひ
とつです。

　今回はセンター所蔵の変形菌（粘菌）に関する本をご紹介しま
す。変形菌は、森の中はもちろんのこと、街路樹など意外と身近な
ところでも発見できるそうです。探してみると面白いかもしれま
せんね。

●…一般書　●…児童書

●日時・内容などを予告なく変更することがあります。

●事業・イベントは、見学地の入場料等をのぞき無料です。

●富士山サイエンスラボ（常設展）・環境情報センターは
いつでもご利用いただけます。（休館日をのぞく）

ト ピ ッ ク ス

　2018年4月1日にオープンした富士山
サイエンスラボ。富士山を科学の眼で発見
することのできる展示スペースです。富士
山の自然、自然と人との関わりについて、
一般的な知見とともに研究所の成果をわ
かりやすくご紹介しています。｢富士山の
成り立ち｣、｢富士山に生きる動植物｣、｢富
士山と人との関わり｣という3つのテーマ
で構成しています。3研究部の研究員が展
示内容を監修し、環境教育・交流部の教育
スタッフが中心となって制作しました。

富士山の成り立ち
　10数万年前から今日に至るまでの富士
山の噴火史とともに、噴出物の種類を示

す模型と実際に富士山で噴出した岩石の
標本、地層の剥ぎ取り標本を用いて解説
します。噴火によってせき止められ、形成
された富士五湖のご紹介では、フジマリモ
を見ることができます。また、噴火災害に
備えるための防災グッズも展示します。

富士山に生きる動植物
　独立峰で、火山としてはまだ若い富士
山。そこには独自の生態系が築かれていま
す。高山帯・亜高山帯・山地帯それぞれの生
態系の違いや、溶岩が流れ下り、すべてが
燃やされた裸地から森ができあがるまでの
遷移について解説します。富士山に生きる
動物たちや昆虫の剥製標本も展示します。

富士山と人との関わり
　富士山周辺には豊富な水があり、縄文
時代から人が暮らし、はるか昔から信仰の
対象でした。また、多くの芸術作品の源泉
になってきました。富士山が世界文化遺産
に登録された背景や、安全で快適な富士
登山を行うために役立つ、科学的な知見
を実物展示とともに紹介します。

　4月1日のオープンに際して、藤井敏嗣
所長より、今後は富士山研の新しい研究
成果をラボでもご紹介するとともに、世界
遺産・富士山についてぜひ科学の視点か
ら学んでいただきたいとお伝えしました。
オープン当日は、研究員がラボ内で展示を
解説し、質問に答える記念イベント「富士
山Ｑ＆Ａ」も開催しました。今後も展示内容
を随時アップデートして、新たな研究成果
をわかりやすく学ぶことのできる、富士山
研の教育・交流活動の拠点として進化さ
せていきます。

富士山サイエンスラボ、オープン！opics
access map
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図5  5～8合目に描かれた「小家」
『御身抜』,月旺,延宝8年（1680）,
藤井與三郎家蔵

図4  中宮小屋 平面図
『富士山中宮接待小屋絵図』,
年不詳,田辺四郎家蔵

図3  中宮役場  『富士山明細図』

図6  須山口 馬返しの茶屋
『五山駅程見聞雑記』,小林百枝 写本,
天保9年（1838）,国立国会図書館蔵

図2  建屋型の石室・七合目
『富士山明細図』,小澤隼人源寛信,天保末～弘化（1840-1845）,本庄雅直家蔵

図1  石窟型の石室
『富嶽百景 不二の室』,葛飾北斎,
天保5～6年（1834-1835）,
山梨県立博物館蔵

はじめに

　富士山は、中世には修験者が、
近世には庶民がこぞって登拝した
日本を代表する山岳信仰の対象で
す。現在では年間20～30万人が
レクリエーションとしての登山を楽
しんでいますが、今も昔も危険を伴
う高山域の登山に欠かせないのが
山小屋の存在です。溶岩や噴石を
積み上げた「石室」は、現在の山小
屋の原初的な建築形態であり、近
世には多くの登山記や絵図に描か
れました（図1,2）。明治以降に発
行された絵葉書でも、被写体となる
のは風景ではなく石室でした。この
ことから、石室は登拝者の記憶に
残る富士登山のシンボルの一つで
あったと考えられます。しかし、近代
に入り、とりわけ昭和30～40年代
の5合目へのモータリゼーション
導入は富士登山のさらなる大衆化

と観光化を進め、山小屋は近代的
に建て替えられていきました。富士
山が世界文化遺産に登録されて5
年が経ちますが、山小屋もその文
化を担ってきた要素のひとつです。
そこで、富士山の山小屋の歴史を
引き継ぎ、現在のニーズをくみ取り
ながら未来の在り方を模索するた
めに、建築史学と建築意匠学の分
野から史料・実測・聞き取り調査に
よって研究を進めています。

石室とはどのような
建築物だったのか

　戦国時代末、「天地境」と呼ばれ
た吉田口登山道5合目付近の下に
武田信玄が社を寄進し、近世初
期、付近には18軒もの小屋があり
ました。この「中宮小屋」では登拝
者から山役銭を徴収し、休憩をさ
せていました（図3）。2枚の図面が
残っており、切妻屋根をもつ木造の

小屋は間口4間×奥行3.5間、屋
内は御神前と居間、水場と釜場と
に大別され、富士山の山小屋の基
盤的な空間構成がみられます（図
4）。近世初期、「天地境」より上は神
聖な領域で山小屋を建てることは
許されませんでしたが、信仰観の変
化によって5合目より上へ移ったと
伝承されてきました。
　延宝8年（1680）に描かれた

『御身抜』には、天地境より上に「小
家」が複数描かれています（図5）。

『御身抜』は信仰の対象で、現在も

多くの山小屋には代々祀られてき
た神仏が伝わることから、「小家」
には奉納された神仏があったと推
察されます。当時の参詣記には石
室に関する記述もみられ、遅くとも
17世紀後半には天地境より上に小
屋が存在し、神仏が祀られ、休憩・
宿泊ができたと考えられます。また、
地誌や登山案内書によると、吉田
口では5合目より下は「板屋」で休
息所、上は「石室」で泊り屋と区別
されています。石室は、山を穿って
柱梁を建て、羽目板の壁と板葺き
の屋根で構成された木造の小屋
に対し、噴石を壁三方に積み屋根
に置いたもので、登山道に面した
壁一方に出入口を設けました（図
2）。富士山には「草山・木山・焼山」
と呼ばれる領域の概念があります。
地質や植生など山岳環境そのもの
を示すとともに信仰上の結界でも
ありました。石室は、木山に建てら
れた木造の小屋（中宮小屋）の建
て方をもとに、焼山の過酷な山岳
環境に対し、周辺に有り余る噴石

を用いて防御性を高めるように発
展したものと考えられます。
　近世後期には既に、現在、山小屋
が建っているのとほぼ同じ場所に石
室が建てられていました。吉田口の
山小屋の立地や建築形態は近世期
にまで辿ることができるのです。

なぜ石室は富士登山の
シンボルたりえたのか

　それでは、吉田口以外の山小屋
はどうだったのでしょうか。近世期、
山頂まで続いた登山道には村山口

（現 富士宮口）、須山口（現 御殿
場口）、須走口があります。吉田口と
同様に、これら3登山道における山
小屋（茶屋と石室）の所在と所有
者、形態について、草山・木山・焼
山との関係に着目して調べ、比較し
ました。
　いずれの登山道においても各合
目には複数の小屋が建てられまし
たが、最も神聖、かつ苛烈な山岳
環境である焼山には、石室が共通
して設けられました。敷地の造成、
小屋の建て方や規模、登山道沿い
に間口を拡大するという発展の仕
方は、3登山道と吉田口とで概ね同
様でした。一方で、草山・木山に設
けられた茶屋は、村山口と吉田口
では板葺き屋根の板小屋で、須山
口・須走口では茅葺き屋根の板小
屋でした（図6）。麓の家屋と変わり
がない、と記述されることもありまし
た。板小屋であることは共通します
が、屋根の葺き方が異なります。
　小屋の所有者をみると、村山口
では興法寺の村山三坊によって、他
では麓集落の御師が中心となって
御山を采配し、小屋の所有や使用
の権利を有しました。しかし、村山
三坊と苗字帯刀を許された上吉田
の御師らが御山を治めた村山口・
吉田口と、多分に農村的性格を持
つ御師らが治めた須山口・須走口
との違いに着目すると、草山・木山
に建てられた茶屋の屋根の葺き方

の違いと付合します。つまり、草山・
木山の茶屋は、登山道の諸権利を
有した者の身分や、彼らが形成し
た麓集落の家屋の建て方が連続
的に展開したものと考えられます。

まとめ
　登拝者の視点にたってみると、
草山・木山に建つ茶屋が麓集落と
連続した形態をもったことは、焼山
に建つ石室の特異性を一層際立
たせたことが想像できます。石室の
建築形態そのものが奇異であった
ことに加えて、焼山を境に石室が現
れ、かつどの登山道でも同じ形態
をもつという建築物の在り方が石
室をシンボルとして成立させたと
考えられます。
　また、今回の調査から、3登山道
では木山・焼山の境界付近に、吉
田口のみが草山と木山の境界付
近に1合目をおいたことが分かりま
した。登山の起点となる浅間神社
の標高を4登山道で比較すると吉
田口が最も高い標高に位置します。
これに加えて、1合目を最も低い標
高に設定したことは、吉田口が庶
民による登拝で隆盛したことと関
連するのかもしれません。
　富士山は一つ、しかし各登山道
は異なる歴史を持っています。富士
山、あるいは各登山道の山小屋の
独自性はどこにあるのか。研究成
果が山小屋の在り方の模索に役
立つことを願って、引き続き、より詳
細に調査を進めていきます。

富士山の山小屋建築の起源とその特徴
奥矢　 恵（環境教育・交流部）
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図5  5～8合目に描かれた「小家」
『御身抜』,月旺,延宝8年（1680）,
藤井與三郎家蔵

図4  中宮小屋 平面図
『富士山中宮接待小屋絵図』,
年不詳,田辺四郎家蔵

図3  中宮役場  『富士山明細図』

図6  須山口 馬返しの茶屋
『五山駅程見聞雑記』,小林百枝 写本,
天保9年（1838）,国立国会図書館蔵

図2  建屋型の石室・七合目
『富士山明細図』,小澤隼人源寛信,天保末～弘化（1840-1845）,本庄雅直家蔵

図1  石窟型の石室
『富嶽百景 不二の室』,葛飾北斎,
天保5～6年（1834-1835）,
山梨県立博物館蔵

はじめに

　富士山は、中世には修験者が、
近世には庶民がこぞって登拝した
日本を代表する山岳信仰の対象で
す。現在では年間20～30万人が
レクリエーションとしての登山を楽
しんでいますが、今も昔も危険を伴
う高山域の登山に欠かせないのが
山小屋の存在です。溶岩や噴石を
積み上げた「石室」は、現在の山小
屋の原初的な建築形態であり、近
世には多くの登山記や絵図に描か
れました（図1,2）。明治以降に発
行された絵葉書でも、被写体となる
のは風景ではなく石室でした。この
ことから、石室は登拝者の記憶に
残る富士登山のシンボルの一つで
あったと考えられます。しかし、近代
に入り、とりわけ昭和30～40年代
の5合目へのモータリゼーション
導入は富士登山のさらなる大衆化

と観光化を進め、山小屋は近代的
に建て替えられていきました。富士
山が世界文化遺産に登録されて5
年が経ちますが、山小屋もその文
化を担ってきた要素のひとつです。
そこで、富士山の山小屋の歴史を
引き継ぎ、現在のニーズをくみ取り
ながら未来の在り方を模索するた
めに、建築史学と建築意匠学の分
野から史料・実測・聞き取り調査に
よって研究を進めています。

石室とはどのような
建築物だったのか

　戦国時代末、「天地境」と呼ばれ
た吉田口登山道5合目付近の下に
武田信玄が社を寄進し、近世初
期、付近には18軒もの小屋があり
ました。この「中宮小屋」では登拝
者から山役銭を徴収し、休憩をさ
せていました（図3）。2枚の図面が
残っており、切妻屋根をもつ木造の

小屋は間口4間×奥行3.5間、屋
内は御神前と居間、水場と釜場と
に大別され、富士山の山小屋の基
盤的な空間構成がみられます（図
4）。近世初期、「天地境」より上は神
聖な領域で山小屋を建てることは
許されませんでしたが、信仰観の変
化によって5合目より上へ移ったと
伝承されてきました。
　延宝8年（1680）に描かれた

『御身抜』には、天地境より上に「小
家」が複数描かれています（図5）。

『御身抜』は信仰の対象で、現在も

多くの山小屋には代々祀られてき
た神仏が伝わることから、「小家」
には奉納された神仏があったと推
察されます。当時の参詣記には石
室に関する記述もみられ、遅くとも
17世紀後半には天地境より上に小
屋が存在し、神仏が祀られ、休憩・
宿泊ができたと考えられます。また、
地誌や登山案内書によると、吉田
口では5合目より下は「板屋」で休
息所、上は「石室」で泊り屋と区別
されています。石室は、山を穿って
柱梁を建て、羽目板の壁と板葺き
の屋根で構成された木造の小屋
に対し、噴石を壁三方に積み屋根
に置いたもので、登山道に面した
壁一方に出入口を設けました（図
2）。富士山には「草山・木山・焼山」
と呼ばれる領域の概念があります。
地質や植生など山岳環境そのもの
を示すとともに信仰上の結界でも
ありました。石室は、木山に建てら
れた木造の小屋（中宮小屋）の建
て方をもとに、焼山の過酷な山岳
環境に対し、周辺に有り余る噴石

を用いて防御性を高めるように発
展したものと考えられます。
　近世後期には既に、現在、山小屋
が建っているのとほぼ同じ場所に石
室が建てられていました。吉田口の
山小屋の立地や建築形態は近世期
にまで辿ることができるのです。

なぜ石室は富士登山の
シンボルたりえたのか

　それでは、吉田口以外の山小屋
はどうだったのでしょうか。近世期、
山頂まで続いた登山道には村山口

（現 富士宮口）、須山口（現 御殿
場口）、須走口があります。吉田口と
同様に、これら3登山道における山
小屋（茶屋と石室）の所在と所有
者、形態について、草山・木山・焼
山との関係に着目して調べ、比較し
ました。
　いずれの登山道においても各合
目には複数の小屋が建てられまし
たが、最も神聖、かつ苛烈な山岳
環境である焼山には、石室が共通
して設けられました。敷地の造成、
小屋の建て方や規模、登山道沿い
に間口を拡大するという発展の仕
方は、3登山道と吉田口とで概ね同
様でした。一方で、草山・木山に設
けられた茶屋は、村山口と吉田口
では板葺き屋根の板小屋で、須山
口・須走口では茅葺き屋根の板小
屋でした（図6）。麓の家屋と変わり
がない、と記述されることもありまし
た。板小屋であることは共通します
が、屋根の葺き方が異なります。
　小屋の所有者をみると、村山口
では興法寺の村山三坊によって、他
では麓集落の御師が中心となって
御山を采配し、小屋の所有や使用
の権利を有しました。しかし、村山
三坊と苗字帯刀を許された上吉田
の御師らが御山を治めた村山口・
吉田口と、多分に農村的性格を持
つ御師らが治めた須山口・須走口
との違いに着目すると、草山・木山
に建てられた茶屋の屋根の葺き方

の違いと付合します。つまり、草山・
木山の茶屋は、登山道の諸権利を
有した者の身分や、彼らが形成し
た麓集落の家屋の建て方が連続
的に展開したものと考えられます。

まとめ
　登拝者の視点にたってみると、
草山・木山に建つ茶屋が麓集落と
連続した形態をもったことは、焼山
に建つ石室の特異性を一層際立
たせたことが想像できます。石室の
建築形態そのものが奇異であった
ことに加えて、焼山を境に石室が現
れ、かつどの登山道でも同じ形態
をもつという建築物の在り方が石
室をシンボルとして成立させたと
考えられます。
　また、今回の調査から、3登山道
では木山・焼山の境界付近に、吉
田口のみが草山と木山の境界付
近に1合目をおいたことが分かりま
した。登山の起点となる浅間神社
の標高を4登山道で比較すると吉
田口が最も高い標高に位置します。
これに加えて、1合目を最も低い標
高に設定したことは、吉田口が庶
民による登拝で隆盛したことと関
連するのかもしれません。
　富士山は一つ、しかし各登山道
は異なる歴史を持っています。富士
山、あるいは各登山道の山小屋の
独自性はどこにあるのか。研究成
果が山小屋の在り方の模索に役
立つことを願って、引き続き、より詳
細に調査を進めていきます。

富士山の山小屋建築の起源とその特徴
奥矢　 恵（環境教育・交流部）
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トピックス 富士山サイエンスラボ、オープン！

研究紹介 ●富士山の山小屋建築の起源とその特徴
奥矢　 恵（環境教育・交流部）

環境情報センター便り

U-15理科研究部マツボックリ通信

イベント情報

U-15理科研究部

森のガイドウォーク

研究所敷地内の森を歩きながら、溶岩の上にできた森
の成り立ちや動植物の特徴などを観察します。ボランテ
ィアガイドが解説します。
■期間…夏期…7/7､8､14～16､21～31、
　　　　　　  8/1～19､25､26
■時間…10:00～、11:00～、13:00～、14:00～、
　　　  15:00～（各約50分）

もりのおはなしかい

幼児～小学校中学年を対象に、絵本の読み聞かせや森の
観察などをとおして自然と触れ合い、興味や関心を伸ばし
ます。会の前にはおりがみ教室も開催、プレゼントもあり
ます。
■日時…6/17（日）、7/8（日）、8/19（日）
　　　  10:30～、14:00～（各約40分）

企画展「知りたい富士登山－高山病を考える－」

一般的な知見と研究所の研究成果をもとに、解説パネル
と実験機器を展示してご紹介します。安全で快適な富士
登山のためにできることを学びましょう。
■日時…6/2（土）～10/21（日）
　　　  9:00～17:00（最終入館16:30）

自然観察会

■富士山五合目植物観察会
小学4年生以上を対象に、富士山独自の植生の魅力を体
感します。
■日時…7/21（土）・7/26（木）　9:00～16:00
■定員…45名・20名　　　　　　　（申込み：6/16～）
■富士北麓親子自然観察会
小学生とその保護者を対象に、研究所周辺の森の自然

を学びます。
■日時…9/29（土）　 9:00～11:30
■定員…定員30名　　　　　　　　（申込み：8/25～）
　※いずれも先着順、9時より電話にて受付します。
　※中学生以下は保護者同伴でお申込みください。

富士山研まつり2018
研究員やスタッフが工夫をこらした実験や体験プログラ
ムなどを通して、研究所と科学に親しむことのできるイベ
ントです。
■日時…8/11（土）　9:30～16:30（最終入場16:00）

スタッフボイス s t a f f v o i c e m i n iミニ
研究所周辺では、日々、緑が色濃くなってきました。つい
先日、富士山研から徒歩20分ほどのところにある吉田胎
内では、胎内祭が執り行われました。毎年この頃には、北
口本宮冨士浅間神社の初申祭の準備が始まり、町なかに

注連縄が張られて、青空の下にはためきます。この風景を
見ると、富士山の開山が近づいていることを感じて胸が
躍ります。連日、調査に出かける研究員も多く、研究所内
もにわかに慌しくなってきました。

　科学に興味がある、研究者になりたい！そんな

子ども達にむけて、富士山研の研究員が普段行っ

ている調査・研究の活動を追体験できるイベント

「U-15理科研究部」を昨年12月2日（土）に開催

しました。富士山を科学的に調査・研究している研

究員から研究のプロセスを直接学ぶことによっ

て、物事に対する科学的な見方や、自分自身で考

え他者へ伝える力を子ども達が身につけるきっか

けとなることを目的とした、新しい教育・交流イベ

ントです。記念すべき第1回目は、｢山本研究員とさ

ぐる　富士五湖の地層と富士山の歴史｣と題して、

火山防災研究部の山本真也研究員が講師を務め

ました。参加したのは、小学4年生から中学3年生

までの精鋭9名です。

　まず、｢研究とは何か｣、｢研究員はどんなことをし

ているのか｣を紹介した後、この日のテーマ：｢地

層｣について、実験を交えながら基礎的な知識を

解説しました。その後にいよいよ、研究棟へ出発で

す。研究棟実験室では、山本研究員が実際に使用

している調査道具に触れ、河口湖で採取した地層

サンプルをプレパラートに採って顕微鏡で観察し

ました。観察をもとに、河口湖の湖底の地層が何

によってつくられたのか、グループで推測をして発

表しました。子ども達の興味・関心は高く、とても満

足度の高いイベントになりました。子ども達を見

守った保護者の方 も々一緒に楽しみ、学びを深め

られたようです。今後もさまざまな研究員とともに

テーマを検討し、理科・科学好きの子ども達に向け

たイベントとして定着するよう、継続していきたいと

考えています。

マ ツ ボ ッ ク リ通信

●変形菌 Graphic voyage…川上 新一／技術評論社
●生きもの好きの自然ガイド このは No.13 変形菌入門…文一総合出版
●粘菌 その驚くべき知性…中垣 俊之／PHP研究所
●粘菌 驚くべき生命力の謎…松本 淳／誠文堂新光社
●世界は変形菌でいっぱいだ…増井 真那／朝日出版社
●かしこい単細胞粘菌…中垣 俊之／福音館書店

環境情報センター便り
きれい？  気持ち悪い？  変形菌

　最近、「変形菌」についての本が増えてきました。変形菌といわ
れるとピンとこないかもしれませんが、「粘菌」といえば分かって
もらえるのではないでしょうか。正確には「変形菌」は「粘菌」のひ
とつです。

　今回はセンター所蔵の変形菌（粘菌）に関する本をご紹介しま
す。変形菌は、森の中はもちろんのこと、街路樹など意外と身近な
ところでも発見できるそうです。探してみると面白いかもしれま
せんね。

●…一般書　●…児童書

●日時・内容などを予告なく変更することがあります。

●事業・イベントは、見学地の入場料等をのぞき無料です。

●富士山サイエンスラボ（常設展）・環境情報センターは
いつでもご利用いただけます。（休館日をのぞく）

ト ピ ッ ク ス

　2018年4月1日にオープンした富士山
サイエンスラボ。富士山を科学の眼で発見
することのできる展示スペースです。富士
山の自然、自然と人との関わりについて、
一般的な知見とともに研究所の成果をわ
かりやすくご紹介しています。｢富士山の
成り立ち｣、｢富士山に生きる動植物｣、｢富
士山と人との関わり｣という3つのテーマ
で構成しています。3研究部の研究員が展
示内容を監修し、環境教育・交流部の教育
スタッフが中心となって制作しました。

富士山の成り立ち
　10数万年前から今日に至るまでの富士
山の噴火史とともに、噴出物の種類を示

す模型と実際に富士山で噴出した岩石の
標本、地層の剥ぎ取り標本を用いて解説
します。噴火によってせき止められ、形成
された富士五湖のご紹介では、フジマリモ
を見ることができます。また、噴火災害に
備えるための防災グッズも展示します。

富士山に生きる動植物
　独立峰で、火山としてはまだ若い富士
山。そこには独自の生態系が築かれていま
す。高山帯・亜高山帯・山地帯それぞれの生
態系の違いや、溶岩が流れ下り、すべてが
燃やされた裸地から森ができあがるまでの
遷移について解説します。富士山に生きる
動物たちや昆虫の剥製標本も展示します。

富士山と人との関わり
　富士山周辺には豊富な水があり、縄文
時代から人が暮らし、はるか昔から信仰の
対象でした。また、多くの芸術作品の源泉
になってきました。富士山が世界文化遺産
に登録された背景や、安全で快適な富士
登山を行うために役立つ、科学的な知見
を実物展示とともに紹介します。

　4月1日のオープンに際して、藤井敏嗣
所長より、今後は富士山研の新しい研究
成果をラボでもご紹介するとともに、世界
遺産・富士山についてぜひ科学の視点か
ら学んでいただきたいとお伝えしました。
オープン当日は、研究員がラボ内で展示を
解説し、質問に答える記念イベント「富士
山Ｑ＆Ａ」も開催しました。今後も展示内容
を随時アップデートして、新たな研究成果
をわかりやすく学ぶことのできる、富士山
研の教育・交流活動の拠点として進化さ
せていきます。

富士山サイエンスラボ、オープン！opics
access map
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