


　富士山といえば、五合目付近の森林限

界が特徴の１つです。厳しい環境の中で、

カラマツやシラビソが生育している様子

は圧巻です。一方、その裾にあたる標高

1000ｍ付近まで草地が分布していたこ

とがあります。今ではそのような草地は

あまり見られないのですが、一部にはま

だ草地が残っており、草原性の動植物が

生残している場所もあります。

　草地には主にススキやトダシバなど在

来の植物が優占し、茅葺き屋根用の茅と

して、あるいは飼料として利用されてい

ました。このような草地は火入れや刈取

り、放牧といった人為的な管理によって

形成、維持されます。しかし、比較的降

水量の多い日本では、多くの場所で樹木

が生育可能で森林が成立します。当然草

地にも樹木は侵入し、自然と森林へと遷

移しますが、人為的な管理によって樹木

の生育を制限していることから草地が維

持されています。そのためこのような

草地は“半自然”草地と呼ばれています。

　半自然草地には多数の植物種が生育し

ており、この種の豊富さが生態的な特徴

の１つです。しかし、草地全体にわたっ

て種が豊富なわけではなく、種が豊富な

場所、そうでない場所が空間的に不均一

に分布しています。なぜ、種の豊富さに

このような違いが生じるのでしょうか。

そして、このような違いにはどのような

意味があるのでしょうか。本研究では、

富士北麓に位置する半自然草地を対象と

して、植物種の入り込む速度と死んでい

く速度を比較することで、この疑問に答

えようとしています。

　これまでの研究から、対象としている

半自然草地は主に２つのグループに分け

られることが明らかとなりました。１つ

はススキが優占し植生高が高い場所（長

草区）であり、もう１つはトダシバが優

占し植生高が低い場所（短草区）です。

このような長草区と短草区がパッチ状に

分布しており、この草地の特徴の１つと

いえます。

　それぞれの場所で植物種の豊富さ（種

数）を調査した結果、短草区でより多く

の種が生育していることが明らかとなり

ました（図１）。短草区では毎月あらた

な種が移入しており、そのため高い種数

が維持されていました（図２）。一方長

草区では６月から７月の間に種の移入が

観察されましたが、それ以降あまり種の

移入は生じず、種数は短草区に較べ低い

ままでした。長草区では、ススキが優占

することにより光条件が悪化することに

加え、多くのリター（ススキの枯死部）

が蓄積しており、新たな種の移入が妨げ

られたようです。

　このような植生高や種の豊富さが空間

的に偏っているということは、その植物

を利用する動物種の行動にも影響を及ぼ

します。この草地では比較的多くのチョ

ウ類が生育していますが、短草区にチョ

ウ類が利用可能な植物種がより多く生育

しており、チョウ類の吸蜜源となってい

ることが当研究所のプロジェクト研究か

ら示されてきています。また、このよう

な空間的な不均一さは地形や土壌条件、

シカなどによる攪乱の影響が考えられ、

複雑な生態系の成り立ちが徐々に解明さ

れつつあります。

　半自然である草地はもともと人為的な

影響によって成立した群落ですが、そこ

には多くの動植物が関与し、生態学的に

も興味深く、また地域の歴史を反映した

植物群落でもあります。生態学的な側面

だけでなく、人間活動の面からも半自然

草地の成り立ちを考えることで、富士山

周辺に分布する半自然草地の成り立ちを

明らかにしつつ、保全に向けた提案をし

ていきたいと考えています。

“半自然”草地の種多様性

図1.　種数と草丈（植生高）
植生高の低い短草区では種数が多く、植生高の高
い長草区では種数が低かった。

図2.　精算種数
短草区では、毎月新たな種が移入していた。一方、
長草区では６月から7月にかけて移入があった。
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　自然への関心の高まり、アウトドアス

ポーツの普及などにより、自然環境を利

用するレクリエーション活動や観光が増

加してきています。その結果生じる過剰

利用の影響に対しては、自然環境の質だ

けでなく利用者体験の質をも維持してい

くことが求められています。そこで、夏

期の2か月間に多くの登山者が集中する

富士山で、登山者数が異なる8日間に約

500人を対象にして、混雑感や満足感と

いった意識構造を把握するための調査を

行ないました。

　混雑意識を0から10点までの11段階

で評価してもらい、この混雑意識得点ご

とに、「人が多すぎた」と感じたか、あ

るいは「人が少なくてよかった」と感じ

たかについての別の質問にそれぞれに「は

い」と答えた人の割合の分布を図1に示

しました。「人が少なくてよかった」と

感じた回答者の割合は、混雑意識得点0

点では 40%で、3点でも 20%近くみら

れていますが、4点になるとみられなく

なります。一方、「人が多すぎた」と感

じた回答者の割合は、混雑意識得点が6

点を超えると顕著に高い割合となってい

ることがわかります。次に、登山者数の

データから、調査日の混雑度を、5,000

人を超えた高期、2,000から3,000人程度

の中期、1,000 人前後の低期に分類し、

混雑意識得点の累積分布を描いてみると、

混雑度高期において明らかに分布が異な

っていました（図2）。すなわち、混雑

意識得点6点以上のものの割合が、混雑

度中期では50%にとどまっているのに

対し、混雑度高期では80%に達しており、

少なくとも5,000人を超える登山者数は

心理的に明らかに過剰利用といわざるを

得ない状況であると判断できます。一方、

「人が少なくてよかった」と感じる回答

者の割合が急激に減少する混雑意識得点

4点以上の割合に、1,000～ 2,000人を境

とする混雑度中期と混雑度低期の間にも

15%程度の差が認められたことは、より

快適な登山を楽しむという意味から適正

登山者数を今後検討する上で考慮すべき

点であると考えられました。

　また、他の登山者のマナーについても

11 段階での評価をしてもらいました。

その結果、実際の混雑度や混雑意識が高

くなるとマナー評価得点が低下する一方

で、同じ程度の混雑度であってもマナー

評価が高い場合には混雑意識も低いこと

が示されました。さらに、満足感に関わ

る要因について分析した結果、登頂達成、

風景体験（御来光を仰げた、美しい風景

を楽しめた）、自然環境（雄大さを実感

できた、空気がきれいだった、自然にふ

れられた）、施設環境（山小屋の対応が

親切だった、トイレがきれいだった）と

いった項目に加え、マナーに対するプラ

スの評価が満足感を高めており、混雑感

がマナー評価を介して満足感と関連して

いることが明らかとなりました（図3）。

　今回の調査結果から、登山者のマナー

を向上させることによって、混雑感を緩

和すると同時に、満足感を高めることが

可能と考えられました。富士山は、ツア

ーによる団体登山者が多いこと、大衆登

山の山として登山経験の少ない利用者が

多いことを特徴としています。利用者体

験の質の向上という視点から、さらには

富士山登山を中心に据えたエコツーリズ

ムを進める上で、ツアーによる団体利用

者、特に登山経験の少ないものに対する

啓蒙やマナーの向上を図ることが有効な

管理施策になるといえましょう。

（本調査研究は、東京大学大学院農学生

命科学研究科・山本清龍助手との共同研

究として実施されたものである。）

富士山登山者の満足感を
高めるために：意識構造の把握

図１　混雑意識得点と混雑感覚との関係 図2　混雑度ごとの混雑意識得点の累積分布

図3　満足感に関わる要因
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　研究所では「身近な環境調査」とい

うことで、例年サクラの初咲き調査を

実施しています。調査は、県内の各小

中学校にサクラの開花日を知らせても

らう旨を依頼し、報告してもらったも

のを山梨県の地図に表していくといっ

た方法で行っています。

　今回の調査では、県内各地の小中学

校102校から報告をしてもらいました。

そのすべてが、校庭や学校周辺のソメ

イヨシノの開花日を報告してもらう形

で行っています。

　1番早い開花報告は3月20日で甲府

市の新紺屋小学校、千塚小学校、池田

小学校の3校でした。また最も遅かっ

たのは忍野小学校と西浜中学校の4月

19日でした。日別では3月27日に開

花した学校が最も多く14校ありました。

昨年は最も早い開花の報告をもらった

学校が3月25日で、開花した学校が最

も多かったのが4月6日ということで

したので、今年はずいぶん早咲きだっ

たと思われます。特に峡東峡中地区を

中心に3月中に開花の報告があったのが、

60校と全体の3分の2近くありました。

　ソメイヨシノは、積算気温や最高気

温によって開花することはよく知られ

ています。特に寒い冬の後、2～3月

の気温が高めに推移すると開花が早ま

るとされていますが、昨年の12月まで

の記録的な寒さの後、1月以降比較的暖

かい日が多かったため平年より早く開

花したようです。

　今後も開花調査を通して、気候の変

動が動植物や私たちの生活に与える影

響について注意深く見守っていきたい

と思います。

県内のサクラの初咲き
―今年の開花は平年より早い―

身近な環境調査

今年（'06）の開花状況

昨年（'05）の開花状況

3月中旬

3月下旬

4月上旬

4月中旬

4月下旬

開花時期
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　「火山としての富士山」をテーマとして、

5月20日（土）に第19回山梨環境科

学講座を実施しました。今回の講座は、

本研究所の特別客員研究員であり日本

大学文理学部地球システム科学科教授

の高橋正樹先生と静岡大学教育学部理

科教育教授の小山眞人先生を講師とし

てお招きし実施しました。

　高橋先生には「富士山と青木ヶ原溶岩」

についてという題で、いつ、どこから、

どんなふうに噴火が起こったかという

青木ヶ原溶岩流についての基本的な話

から玄武岩溶岩の表面形態についてと

いうことでハワイのマウナロア火山や

キラウエア火山の溶岩流の様子をＶＴ

Ｒを交えながら溶岩のタイプ（アア溶

岩とパホイホイ溶岩）分けについてわ

かりやすく説明をしてもらいました。

普段あまり目にできないような動画に

参加された方々は食い入るように見入

っていました。

　また小山先生には「富士山と宝永の

噴火」と題して、当時の絵図や古文書

の記述を通して、宝永の噴火当日の朝、

大地震が2度ありそれから猛烈な噴火

が始まったとか、噴火のクライマック

スは3日間だが、そのまま衰えていっ

たわけではないなど、当時の人の書き

残した資料から噴火の様子について細

かく説明をしてもらいました。また富

士山噴火と関東・東海地震との相関関

係について歴史的見地より検討された

説明は今後の私たちの生活に関係する

こともあって、参加した方々も大変興

味深く話に聞き入っていました。

　両先生の講座の最後に本所の荒巻所

長を座長として行なわれたディスカッ

ションでは、初歩的なものから専門的

な質問まで幅広い質問が多く出され、

とても活発なディスカッションになり

ました。当日は、県内外より120人以

上の人の参加があり、改めて富士山の

魅力の深さを再認識させられました。

講座が終わった後も両先生に、さらに

詳しいお話を伺っている人も多く、充

実した講座になりました。

第19回山梨県環境科学講座

「火山としての富士山」



「レンズの向こうに見えるもの」
総務課　環境教育・情報担当　佐藤 永史郎

さとう えいしろう

　朝、目が覚めるとまずカーテンを開け、

空を見ます。晴れていればカメラを持

って出かけ、雨が降っていればまた寝

てしまいます。出かける先は目が覚め

た時間によって変わります。日の出前

なら富士山の撮影ポイント、仕事があ

る日なら自宅の近く、休みなら遠くです。

　撮影する対象はいろいろです。空、

富士山、笠雲、溶岩、草木、昆虫、鳥、

その他の動物など、自然のものがほと

んどで、人や人工物はあまり撮りません。

　屋外で写真を撮っていると、どう表

現していいのかわかりませんが、とに

かく幸せな気分になります。朝のひん

やりとした空気、うるさいくらいの鳥

の声、湿っぽい森のにおい、同じ花に

当たる朝の光と昼の光…。それだけで

も十分と言っていいくらいですが、さ

らに、写真を撮ることで、これまで気

づかなかったことがわかってきます。

花の中にクモが隠れていて、虫を待ち

構えていたり、トカゲが日向ぼっこを

する時に4本の足を背中の上に乗せて

いたり。それまで知らなかったことに

気づき、その瞬間に立ち会えるという

ことは、とても幸せなことです。

　また、写真を撮りに

行くようになって、季

節の移り変わりに敏感

になりました。トビが

巣材にする枯れ枝をつ

かんで飛んでいたり、

2月の寒さの厳しい中

でもダンコウバイのつ

ぼみがふくらんでいた

り、8月の夜、少し涼

しくなったと思ったら

コオロギの声が聞こえ

てきたり。普段なら気

にもとめないようなことにも気がつく

ようになりました。

　時にはイライラすることもあります。

撮影技術が未熟なのはさておき、撮影

ポイントについた途端、富士山が雲に

隠れてしまったり、シャッターを切る

直前に鳥が逃げてしまったり。本当に

思い通りにいかないことばかりです。

中でも一番悔しいのは、絶好のシャッ

ターチャンスにカメラを持っていない

ことです。しかし、そんなことがあれ

ばあるほど、「次こそは」という熱意が

湧いてきます。

　撮影をしているといろいろな疑問が

湧いてきます。「テントウムシはアブラ

ムシのいる木をどうやって見つけるん

だろう？」「富士山の山肌に見えるあの

大きな穴は何だろう？」…挙げていく

ときりがありません。答えのわかった

疑問もありますが、ほとんどはわから

ないままです。これからも写真を撮り

続ける限り、疑問は増える一方なのだ

と思います。

　でも、私はそれが楽しくて、今日も

またカメラを片手に出かけて行くのです。

早春に咲くダンコウバイの花

ニホントカゲの縄張り争い

黄金色の雲と朝日

朝焼けの富士山
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　富士北麓の7市町村でつくる富士山火山防災協議会は、富士山の噴火に

備えた住民向けの「防災避難マップ」を完成し、この説明会が、3月30日

に環境科学研究所のホールにおいて実施されました。

　このマップは、環境科学研究所の所長・客員研究員・地球科学研究室等

の積極的な協力体制のもとに作成されたものです。マップには気象庁の火

山情報に基づき、「避難の準備」「避難の開始」など住民や観光客が取るべ

き行動が示されています。4月上旬には、北麓地域の約三万二千世帯の全て

に配布されました。今後は、まさかの時に備えこのマップを用いての有効

利用につき、研究所としても防災関係機関と協力して周知等に努めていく

ことになります。

　産業革命以前と比較して世界の平均

気温の上昇が“2℃”を超えたとき、

地球の気候変動が人間界のみならず自

然界にも壊滅的な影響を与えると言わ

れています。工業化以降、物質的豊か

さを享受した人類は、地球全体にまで

影響を与える存在になりました。そし

て気温上昇“＋2℃”というリミット

に近づくことになったのです。

　二酸化炭素の温室効果について発

表され、はじめて地球温暖化問題の

警鐘が鳴らされたのは今から100年

以上前でした。以来平均気温は上昇し、

2004年には“＋1℃”を記録しまし

た。そうしたなか地球温暖化に関す

る研究が世界で進められています。

日本においてもスーパーコンピュータ

「地球シミュレータ」を使った温暖化

予測プロジェクトが行われています。

　本書ではタイムカウンターに従い、

100年前から100年後の地球をシミ

ュレーションします。「地球シミュレ

ータ」が計算した平均地表温度地域

分布図をＣＧとして描き、地球温暖

化に関わる過去の再現と今後起こり

うる自然への影響や災害を予測して

います。

　あくまでこれはひとつの予測です。

すでにはじめられている取り組みや

これからの私たちの選択により全く

別の未来を作ることもできるのです。

本書を手にすることで、新しい未来

予想図を作成するきっかけにして下

さい。
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●富士山には多くの人が訪れます。特に

登山シーズンの真夏には毎日数千人以上

がその山頂に立つといわれています。北

麓のスバルライン沿いに位置する我が研

究所に、このような観光客にも是非立ち

寄って欲しい。

（S.K.）　

●オオルリ、キビタキ、コルリ、センダ

イムシクイ、今の時期、研究所の周りで

美しいさえずりを聞かせてくれる鳥の盟

主たちです。生命の躍動が最も身近に感

じられるこの季節、どうぞ皆様、避暑も

兼ねて研究所にお出かけ下さい。

（M.K.）　

学校その他の団体向け初歩的（導入的）プログラム。
環境に配慮した生活を心がけるきっかけとして最適
です。
　日　時　月曜日・祝日の翌平日以外の毎日
　　　　　午前の部　9：30～12：00
　　　　　午後の部13：00～15：30
　対　象　小学生から成人まで
　※予約受付は山梨県内の学校は1年前から、他は
　　実施月の3ヶ月前の月初めから

富士山麓のきのこを中心とした自然観察と採集を行
います。
　日　時　10月7日（土）9：00～12：00
　テーマ　「秋の自然ときのこ観察会」
　対　象　小学生～成人
　　　　　　※高校生以下は保護者同伴
　講　師　県森林総合研究所　柴田尚氏
　※申し込み問い合わせは1ヶ月前から

初冬の富士山麓剣丸尾の自然と溶岩樹型を訪ねる。
　日　時　11月11日（土）9：00～12：00
　テーマ　「剣丸尾自然探検」
　対　象　小学生～成人
　　　　　※高校生以下は保護者同伴
　※申し込み問い合わせは1ヶ月前から

夏休み小中学生向けの自然体験。溶岩流上の自然に
ついて学ぶ。
　日　時　7月29日（土）
　　　　　午前の部　9：00～12：00
　　　　　午後の部13：00～16：00
　テーマ　「夏休み子ども自然探検」
　対　象　小中学生
　※申し込み問い合わせは1ヶ月前から

牛乳パックを利用した紙粘土作りを行います。
　日　時　9月23日（土・祝）10：00～12：00
　テーマ　「エコ工作に取り組もう」
　対　象　子ども～成人
　※申し込み問い合わせは1ヶ月前から

生態観察園や自然観察路の動植物や地質学的特徴な
どを解説します。
　日　時　7月22日～8月31日
　※環境教室・講座開催等で実施できない場合もあ
　　ります。

第2期
自然の中で多様な生活を展開している動物の姿や暮
らしぶりを紹介します。
　日　時　7月8日（土）～9月10日（日）
　テーマ　「動物写真展」

第3期
陸の生態系の代表である森にスポットをあて、「き
のこ」と「森」の関係を紹介します。
　日　時　9月23日（土・祝）～11月26日（日）
　テーマ　「きのこ写真展」

環境問題の現状・人々の取り組み・自然の素晴らし
さなどを取り上げた映像作品を上映します。
日　時　8月11日（金）～13日（日）

通常は公開していない研究室を一般の人々に公開し
ます。また、講演会も同時開催されます。
　日　時　7月29日（土）12：00～17：00
　講演会　13：30～15：00　本館棟3階研修室
　　「富士山の低周波地震のその後」
　　　鵜川元雄
　　　（（独）防災科学技術研究所総括主任研究員）
　　「富士山麓地下水位・水温の観測の意義」
　　　内山　高（環境科学研究所　地球科学研究室）
　　「富士山火山防災情報センターの役割」
　　　輿水達司（環境科学研究所　地球科学研究室）

　日　時　8月27日（日）
　場　所　山梨県環境科学研究所　ホール
　テーマ　「プラスチック・リサイクルの現状と未来」

　日　時　11月9日（木）～11日（土）
　場　所　山梨県環境科学研究所　ホールおよび
　　　　　東京大学地震研究所

●対象欄の「子ども」とは、幼稚園・保育園の年長
　程度です。また、講座によっては保護者同伴が必
　要な場合もあります。
●各イベントの参加費は無料です。
●日時内容などを予告なく変更することがあります。

環境学習プログラム「環境教室」 企画展示

環境映画会

研究室公開2006

国際セミナー2006

火山防災2006国際シンポジウム

地域環境観察

環境体験講座

森のガイドウォーク
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