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　人類生態学研究室では、住民とその

周囲の自然資源の利用について、山梨

県の各地で研究を行ってきました。富

士山も信仰や観光といった側面だけで

なく、地域の人々にとっては自然資源

の獲得場所として、大きな意義をもっ

ていました。例えば、吉田口登山道の

「馬返し」という場所は、単に馬が登

れなくなる場所というだけでなく、そ

の位置までの自然資源を利用していた

名残の地名でもあるのです。

　富士河口湖町では勝山地区を中心に

して、古くからザルやカゴといった竹

細工の製作が行われてきました。こう

した竹細工の材料となるスズタケは富

士山の二合目あたりから採取し、手作

業で加工、編まれています。戦後は「編

まない家はない」といわれるほどの人

が製作し、船津・小立地区でも製作さ

れていました。現在でも20数名ほどが

製作しています。山梨県指定の伝統的

工芸品にも指定されています。

　こうした日用品の竹細工は、かつて

日本の各地で製作されていました。し

かし、プラスチックなどの代用品の普

及により廃れていきました。旧勝山村

では、こうした状況の中、技術の向上

や観光と結びつけるなどして、現在ま

でその技術が継承されています。

　スズタケは東日本の太平洋側に自生

するササ類の一種です。富士山周辺で

はいたるところで見ることができます

が、竹細工に使うには２メートル近く

育ったものが必要となります。そこま

で生育したスズタケが生えている場所

は限られてきます。近年、そうした場

所のひとつが広範囲に伐採されました。

その場所で林業関係者に話を聞くと「作

っている人はほとんどいないでしょう」

と答えが返ってきました。現在、その

場所は一般企業やNPOなどが植林を行

い、下草としてスズタケを切り払って

います。ある集団にとっては資源でも、

他の集団にとっては不要なものという

構図ができています。

　竹細工が盛んな頃には、林業関係者

や木炭生産者、竹細工製作者などの間

であったであろう「暗黙の了解」が消

滅している状態になっていると考えら

れます。また、竹細工の地元伝承者は

高齢化が進み、多くの製作者は、他の

地区からこの竹細工に惹かれて技術を

習得して製作を続けている人です。製

作者の多くが他の地区の人々になって

しまえば、地域の住民同士や恩賜林組

合に属する人々の関係が希薄になって

しまいます。「資源のルール」は完全

になくなっていく可能性があります。

　伝統的工芸品という貴重な「地域資源」

を失わないためにも、こうした小規模

の集団の「自然資源」を認識し、これ

からはスズタケを育成する区画などを

残すなどの考慮をしていかなければな

らないと考えられます。

人々にとって資源とは何か

な か の たかし あ ゆ みいしはらたいすけ こばやしさとしやすだ

　富士山の北斜面と南斜面で植生が大

きく異なるのを皆さんご存知でしょう

か？一つの山で北斜面と南斜面でこれ

だけ植生が異なることは非常に不思議

なことであり、富士山の自然を特徴づ

ける現象の一つであると考えています。

実際に、北斜面にはハクサンシャクナ

ゲが多く見られるのに対し、南斜面で

はハクサンシャクナゲは見られません。

逆に、南斜面の森林限界上部にはコタ

ヌキランが多く見られるのに対し、北

斜面ではほとんど見られません。

　植物生態学研究室では、富士山の植

物を理解するためには、北斜面にあたる

山梨県側だけでは不十分で、南斜面に

あたる静岡県側でも調査を行う必要が

あると考えています。実際に、静岡大

学理学部の増澤武弘教授の研究室と南

斜面で共同研究を行っています。今回は、

増澤教授と大学院生である玉井朝子さ

んとの共同研究の成果を発表します。

　コケモモは、北斜面ではカラマツの

林床でよく見られる常緑の矮性低木です。

しかし、南斜面では、カラマツの林床

で群生している姿をあまり見ません。

どちらかというと森林限界を形成する

カラマツの低木の下に多く見られます。

そこで、富士山南斜面におけるコケモ

モの分布とそれを制限する環境要因に

ついて解析を行いました。

　その結果、コケモモは裸地には生育

しないこと。森林限界を形成するカラ

マツの林縁付近に最も密な群落を形成

することが明らかになりました。一方で、

カラマツの林床ではコケモモの密度は

低くなることが明らかになりました（図

1）。裸地にコケモモが生育していない

ことから、カラマツは裸地の厳しい環

境を緩和することで、コケモモにとっ

て ｢ナースプランツ｣ となっていると

考えました。ところが、カラマツ林が

発達するにつれコケモモの分布が少な

くなりました。環境要因の解析から、

相対照度で30％までコケモモ群落の密

度は高くなりました（図２）。つまり、

カラマツ林が発達することで、カラマ

ツが遮光し、林内の光が減少しコケモ

モの密度が低くなっていたわけです。

カラマツ林の中でもコケモモの密度が

高かった場所は光環境がよい場所でした。

南斜面の森林限界では、カラマツは、

一方でコケモモの生育を助け、一方で

はコケモモの分布を制限するという二

面性を持っていました。

　ところで、北斜面では発達したカラ

マツ林の林床にコケモモが群生してい

る姿をよく見ます。北斜面では、南斜

面とは異なった過程があるようです。

北斜面と南斜面で同様な調査を行って

いくことで富士山の北斜面と南斜面の

違いを明らかにすることが出来ると考

えています。このことは、裏を返せば、

富士山の山梨県側である北斜面の特徴

を表現していると考えられます。今後

も北斜面同様、南斜面についても共同

研究を行っていく予定です。

図1　コケモモの群落密度
森林限界上部の裸地に任意に点を取りそこからカラマツ林の方向に幅1m長さ70mの方形調査区を設置し、
1m×1ｍごとに区切りコドラート（QD）とし、コケモモの当年枝の密度を測定した。QD9が森林限界にあたる。

図2　相対照度と（a）当年枝密度および当年枝乾燥重量の関係
相対照度30％までは相対照度が増加するにつれ、当年枝密度も当年枝乾燥重量も増加する傾向が見られた。
相対照度が高いところで当年枝密度が低下するのは、カラマツ林外の場所で、光環境以外がコケモモの分
布を制限していたと考えられる。実際裸地にはコケモモは生育していなかった。また、当年枝当たりの乾
燥重量は明るい環境でも低下していないので物質生産は制限されていないと考えられる。

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

200 40 60 80 100

a)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

200 40 60 80 100

当
年
枝
乾
重
量（
m
g
sh
o
o
t -
1）

b)

当
年
枝
密
度（
ｍ
-
2）

相対照度（％） 相対照度（％）

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

1 4 7 1
0

1
3

1
6

1
9

2
2

2
5

2
8

3
1

3
4

3
7

4
0

4
3

4
6

4
9

5
2

5
5

5
8

6
1

6
4

6
7

7
2

QD number
当
年
枝
密
度（
ｍ
-
2）



Vol.13 No.1
July
2009

富士山南斜面におけるコケモモの
分布パターンと制限要因
植物生態学研究室　

中野 隆志・安田 泰輔・石原　 諭・小林 亜由美

人類生態学研究室　小笠原 輝
おがさわら あきら

　人類生態学研究室では、住民とその

周囲の自然資源の利用について、山梨

県の各地で研究を行ってきました。富

士山も信仰や観光といった側面だけで

なく、地域の人々にとっては自然資源

の獲得場所として、大きな意義をもっ

ていました。例えば、吉田口登山道の

「馬返し」という場所は、単に馬が登

れなくなる場所というだけでなく、そ

の位置までの自然資源を利用していた

名残の地名でもあるのです。

　富士河口湖町では勝山地区を中心に

して、古くからザルやカゴといった竹

細工の製作が行われてきました。こう

した竹細工の材料となるスズタケは富

士山の二合目あたりから採取し、手作

業で加工、編まれています。戦後は「編

まない家はない」といわれるほどの人

が製作し、船津・小立地区でも製作さ

れていました。現在でも20数名ほどが

製作しています。山梨県指定の伝統的

工芸品にも指定されています。

　こうした日用品の竹細工は、かつて

日本の各地で製作されていました。し

かし、プラスチックなどの代用品の普

及により廃れていきました。旧勝山村

では、こうした状況の中、技術の向上

や観光と結びつけるなどして、現在ま

でその技術が継承されています。

　スズタケは東日本の太平洋側に自生

するササ類の一種です。富士山周辺で

はいたるところで見ることができます

が、竹細工に使うには２メートル近く

育ったものが必要となります。そこま

で生育したスズタケが生えている場所

は限られてきます。近年、そうした場

所のひとつが広範囲に伐採されました。

その場所で林業関係者に話を聞くと「作

っている人はほとんどいないでしょう」

と答えが返ってきました。現在、その

場所は一般企業やNPOなどが植林を行

い、下草としてスズタケを切り払って

います。ある集団にとっては資源でも、

他の集団にとっては不要なものという

構図ができています。

　竹細工が盛んな頃には、林業関係者

や木炭生産者、竹細工製作者などの間

であったであろう「暗黙の了解」が消

滅している状態になっていると考えら

れます。また、竹細工の地元伝承者は

高齢化が進み、多くの製作者は、他の

地区からこの竹細工に惹かれて技術を

習得して製作を続けている人です。製

作者の多くが他の地区の人々になって

しまえば、地域の住民同士や恩賜林組

合に属する人々の関係が希薄になって

しまいます。「資源のルール」は完全

になくなっていく可能性があります。

　伝統的工芸品という貴重な「地域資源」

を失わないためにも、こうした小規模

の集団の「自然資源」を認識し、これ

からはスズタケを育成する区画などを

残すなどの考慮をしていかなければな

らないと考えられます。

人々にとって資源とは何か

なかの たかし あ ゆ みいしはらたいすけ こばやしさとしやすだ

　富士山の北斜面と南斜面で植生が大

きく異なるのを皆さんご存知でしょう

か？一つの山で北斜面と南斜面でこれ

だけ植生が異なることは非常に不思議

なことであり、富士山の自然を特徴づ

ける現象の一つであると考えています。

実際に、北斜面にはハクサンシャクナ

ゲが多く見られるのに対し、南斜面で

はハクサンシャクナゲは見られません。

逆に、南斜面の森林限界上部にはコタ

ヌキランが多く見られるのに対し、北

斜面ではほとんど見られません。

　植物生態学研究室では、富士山の植

物を理解するためには、北斜面にあたる

山梨県側だけでは不十分で、南斜面に

あたる静岡県側でも調査を行う必要が

あると考えています。実際に、静岡大

学理学部の増澤武弘教授の研究室と南

斜面で共同研究を行っています。今回は、

増澤教授と大学院生である玉井朝子さ

んとの共同研究の成果を発表します。

　コケモモは、北斜面ではカラマツの

林床でよく見られる常緑の矮性低木です。

しかし、南斜面では、カラマツの林床

で群生している姿をあまり見ません。

どちらかというと森林限界を形成する

カラマツの低木の下に多く見られます。

そこで、富士山南斜面におけるコケモ

モの分布とそれを制限する環境要因に

ついて解析を行いました。

　その結果、コケモモは裸地には生育

しないこと。森林限界を形成するカラ

マツの林縁付近に最も密な群落を形成

することが明らかになりました。一方で、

カラマツの林床ではコケモモの密度は

低くなることが明らかになりました（図

1）。裸地にコケモモが生育していない

ことから、カラマツは裸地の厳しい環

境を緩和することで、コケモモにとっ

て ｢ナースプランツ｣ となっていると

考えました。ところが、カラマツ林が

発達するにつれコケモモの分布が少な

くなりました。環境要因の解析から、

相対照度で30％までコケモモ群落の密

度は高くなりました（図２）。つまり、

カラマツ林が発達することで、カラマ

ツが遮光し、林内の光が減少しコケモ

モの密度が低くなっていたわけです。

カラマツ林の中でもコケモモの密度が

高かった場所は光環境がよい場所でした。

南斜面の森林限界では、カラマツは、

一方でコケモモの生育を助け、一方で

はコケモモの分布を制限するという二

面性を持っていました。

　ところで、北斜面では発達したカラ

マツ林の林床にコケモモが群生してい

る姿をよく見ます。北斜面では、南斜

面とは異なった過程があるようです。

北斜面と南斜面で同様な調査を行って

いくことで富士山の北斜面と南斜面の

違いを明らかにすることが出来ると考

えています。このことは、裏を返せば、

富士山の山梨県側である北斜面の特徴

を表現していると考えられます。今後

も北斜面同様、南斜面についても共同

研究を行っていく予定です。

図1　コケモモの群落密度
森林限界上部の裸地に任意に点を取りそこからカラマツ林の方向に幅1m長さ70mの方形調査区を設置し、
1m×1ｍごとに区切りコドラート（QD）とし、コケモモの当年枝の密度を測定した。QD9が森林限界にあたる。

図2　相対照度と（a）当年枝密度および当年枝乾燥重量の関係
相対照度30％までは相対照度が増加するにつれ、当年枝密度も当年枝乾燥重量も増加する傾向が見られた。
相対照度が高いところで当年枝密度が低下するのは、カラマツ林外の場所で、光環境以外がコケモモの分
布を制限していたと考えられる。実際裸地にはコケモモは生育していなかった。また、当年枝当たりの乾
燥重量は明るい環境でも低下していないので物質生産は制限されていないと考えられる。

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

200 40 60 80 100

a)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

200 40 60 80 100

当
年
枝
乾
重
量（
m
g
sh
o
o
t -
1）

b)

当
年
枝
密
度（
ｍ
-
2）

相対照度（％） 相対照度（％）

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

1 4 7 1
0

1
3

1
6

1
9

2
2

2
5

2
8

3
1

3
4

3
7

4
0

4
3

4
6

4
9

5
2

5
5

5
8

6
1

6
4

6
7

7
2

QD number

当
年
枝
密
度（
ｍ
-
2）



Vol.13 No.1
July
2009

　平成21年度の「山梨環境科学カレッ

ジ」（以下、カレッジ）と「山梨環境科

学カレッジ大学院」（以下、大学院）の

開講式が 5月 16 日（土）に行われ、

カレッジには26名、大学院には21名

の受講生が参加して本年度の講座がス

タートしました。

　カレッジ生は年間4講座以上を受講

して、自然や環境に関する学習を深め

ていきます。また大学院は、昨年度の

カレッジ受講生の中で、さらに環境問

題や自然環境解説に興味や関心がある

方を対象に開講させます。年間10講座

を受講して、環境活動を推進する指導

者としての力量を高めていくことを目

指しています。受講料は無料です。平

成16年度の大学院開講から昨年度まで

の5年間で修了者も88名を数え、そ

の中の何人かは地元の様々な場所で自

然解説員などに従事して、環境学習の

リーダーとして活躍しています。そし

て本年度はこの大学院講座を参考にし

て県の環境創造課主催の環境教育人材

育成講座（エコティーチャー育成講座）

が開かれます。

　どちらの講座の受講生も年齢や職業

はみな違いますが、大変やる気を持っ

て参加しています。同じ趣味や共通の

話題を持つ仲間が集まり、一緒に学習

を深める中で交流の輪も広がっていく

のではないでしょうか。参加者全員が

無事講座を修了してくれることを願っ

ています。

　みなさんも地域の環境活動の指導者

を目指してカレッジやカレッジ大学院

で学んでみませんか。

富士山の地下水
－最新の研究から見たその起源と年齢－

環境科学講座09

　本年度の環境科学講座は、5月16日

（土）に、生活に欠かすことのできない

‘水’にスポットを当てて、「富士山の

地下水」をテーマに実施しました。講

師として、産業技術総合研究所地質調

査総合センターの安原正也主任研究員、

三菱マテリアルテクノ株式会社環境事

業部環境調査部の富山眞吾副部長をお

迎えして、本研究所環境研究部長の瀬

子義幸研究管理幹、同じく自然環境・

富士山火山研究部の内山高研究員の4

名に、日頃の研究の成果を参加者にわ

かりやすい視点からアプローチして講

演して頂きました。

　まず、瀬子研究管理幹から「軽い水、

重い水」というテーマで、水の年齢を

推定する方法の一つであるトリチウム

を利用した「カウントダウンタイマー」

による測定は、地域や季節による難し

さがあるという提起をしてもらいました。

次に安原氏に「水の同位体から見た富

士山麓の地下水の流れ」と題して講演

して頂きました。湧水の分布と湧水量

がどれくらいあるのか、富士山の地下

水はどこを流れるのか、水の同位体比

の比較による雨水と湧水の関係、トリ

チウムによる地下水の年齢決定につい

てなど、専門的な内容をかみ砕いてわ

かりやすく説明してくださいました。

続いて富山氏が「人工衛星から眺めた

富士山周辺地下水の起源」と題して講

演してくださいました。水の成分をダ

イヤグラムの型として表した視覚的に

わかりやすい資料を基に、地下水の起

源を評価するために人工衛星画像や地

形解析を用いて地下水の経路を算定す

る方法によって研究した成果を発表し

て頂きました。最後に内山研究員が「富

士山北麓の地下水の様子と水の流れ」

というテーマで、地下の地質構成や構

造から考えて、古富士火山の堆積物を

基盤として新富士火山の溶岩流を帯水

層として地下水が流れていると推定さ

れるという説明を行いました。

　質疑応答の中で、富士吉田市の水質

調査の現状についての報告もありました。

参加者からは、非常に内容の濃い講演

会であった、生活に必要な水について

もっと関心を持ちたい、豊富な具体的

データに基づいた科学的なお話しをま

とめて聞ける良い機会であったなどの

感想が寄せられました。その反面、講

義が専門的で難しかった、わかりやす

い具体的な内容を希望したいという意

見も見られたことは、今後の科学講座

に生かしていく課題ともなりました。

　今回のこの講座をきっかけとして、

毎日の生活に欠かすことのできない‘水’

についてより一層関心を持ち、環境保

全や水資源の有効活用という観点から

も地域全体で取り組んでいくことを期

待しています。

「山梨環境科学カレッジ」
「山梨環境科学カレッジ大学院」
開講

●山梨環境科学カレッジ大学院講座（10講座必修）

●山梨環境科学カレッジ講座（4講座必修）

平成21年度　講座内容

①指定講座： 5 月16日
 開講式・オリエンテーション

 環境科学講座／外部研究者・有識者による講座

②指定講座： 8 月 やまなし地球環境映画会'09（3日間のうち半日）

③指定講座：10月31日 剣丸尾自然観察会・修了式

④優先・選択講座 優先・選択講座から１講座以上を各自で選んで受講

第 1 回： 5 月16日
 開講式・オリエンテーション

 環境科学講座／外部研究者・有識者による講座

第 2 回： 5 月30日 基礎講座Ａ／環境教育スタッフ講座

第 3 回： 6 月21日 専門講座Ａ／自然系の研究員による講座

第 4 回： 6 月27日 基礎講座Ｂ／植物生態学の研究員による講座

第 5 回： 7 月11日 専門講座Ｂ／健康系の研究員による講座

第 6 回： 8 月 1 日 応用講座Ａ／自然解説員による講座

第 7 回： 9 月 5 日 青木ヶ原臨地講座／自然解説員による講座

第 8 回： 9 月26日 専門講座Ｃ／地域系の研究員による講座

第 9 回：10月17日 応用講座Ｂ／環境教育スタッフによる講座

第10回：11月 7 日
 まとめ／大学院生による実習講義

 修了式
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　日本の象徴である富士山を多面的

な視点でとらえ、富士山の持つ価値、

魅力を学術的に紹介する本です。富

士山の文化的価値を「信仰」「芸術」「自

然」「生活」の四つの視点から解説し

ています。

 「信仰」では信仰の対象としての富

士山や、世界の中の富士山信仰とい

う視点から富士山信仰の生まれた背

景に迫ります。

 「芸術」では美術作品に描かれた富

士山の解説や、日本文学の中でどのよ

うに語られ、またとらえられてきたの

か、日本以外の国では富士山はどのよ

うな山として人々の目に映ってきたの

かなどを文献とともに紹介します。

 「自然」では火山としての富士山の

側面やその特殊性を当研究所の荒牧

重雄所長が解説しています。また、

富士山の生態系や景観形成などにも

触れています。　

 「生活」ではいつごろから富士山が

日本のシンボルとして位置づけられ

るようになったのか、また富士講は

どのように社会に溶け込んでいった

のかなど、日本人と富士山の付き合

いの変遷が記されています。

 多数の貴重な富士山の写真も掲載さ

れており、写真集としても楽しむこ

とができます。

私の癒し。
総務担当　安富 由香

やすとみ ゆ　か

富士山世界文化遺産登録推進
静岡・山梨両県合同会議●編 

富士山を世界遺産にする
国民会議●編

小学館●刊

『富士山 －信仰と芸術の源－』

　富士山と共に生きていくために、富

士山がもたらす恵みを知り、そのなり

たちを学ぶことが重要です。さらに、

富士山は活火山であることから、次の

噴火に備え、何をしていけばいいかを

考えておく必要があります。

　日頃見慣れた富士山をあらためて学

ぶ機会として、環境科学研究所では県

立博物館と国土交通省富士砂防事務所、

富士川砂防事務所との共催で、パネル

展「富士山の自然・火山防災を知ろう」

を今年度も開催しました。パネル展では、

活火山としての富士山、さらにその自

然から歴史や暮らしなどを絵や写真を

まじえて解説してあります。

　また、「武田信玄の時代の自然災害と

開発」をテーマに、県立博物館西川広

平学芸員に『勝山記』に記された北麓

の災害や復旧記録をもとに、地震や雪

代等の災害と復旧について講演をして

いただきました。参加者にはわかりや

すく、またとない話を聞く機会となり

ました。

　小さい頃からこれといった趣味もなく、

何に興味を持つこともなく20数年生き

てきた私。そんな私がついに興味を持

ったものは、ある生き物です。生き物

と言っても、犬や猫みたいにペットと

して飼えるようなものではなく、海の

中にいるヒトデです。ヒトデと聞いて、

「え？何で？」と思われた方もいるかも

しれません。

　出会いは、2年前。場所は「横浜・

八景島シーパラダイス」でした。もち

ろんそれまでにも、水族館でいろいろ

な種類のヒトデを見たことはありまし

たが、あくまでも水槽の中にいるヒトデ。

それもたいていは、他の魚たちのおま

けみたいな扱い。しかし、横浜・八景島

シーパラダイスの「ふれあいラグーン」

というところで私が出会ったヒトデは、

直接手でさわることができました。オ

レンジ色で星形☆の「マヒトデ」という、

日本沿岸でごくふつうに見られるヒト

デです。

　みなさんは、ヒトデにさわったこと

がありますか？横浜・八景島シーパラ

ダイスのように、さわれる水族館もた

くさんあります。また、攻撃性もない

ので小さい子どもでもさわることがで

きます。ザラザラしていて少し硬くて、

あのなんとも言えない感触に私は癒さ

れました。とにかく可愛くてたまりま

せん。

　昨年また横浜・八景島シーパラダイ

スに遊びに行ったときは、友人の子ど

もを巻き込んで私が一番はしゃいでし

まいました。

ヒトデを見て

さわって喜ん

でいるのは子

どもたちばか

りなので、い

い大人の私が

ひとりでニヤ

ニヤしている

のは、あとから思うとだいぶ恥ずかし

いものがありました。

　―ヒトデを飼いたい―私は強くそう

思いました。しかし、ヒトデは海の生

き物であり飼育はなかなか難しいと知り、

やむなく断念。そんなすっかりヒトデ

に魅せられた私に、調査でタイに行っ

た研究員さんが乾燥したヒトデをおみ

やげに買ってきてくれました。大喜び

したのは言うまでもありません。あん

なものを喜ぶ物好きは、私くらいでは

ないでしょうか。

　そして最近になって、海水魚よりもっ

と容易に飼育できる熱帯魚を、友人と一

緒に飼い始めました。色とりどりのかわ

いらしい魚たちが泳いでいる姿は、動き

の少ないヒトデとはまた違った魅力があ

り、やはりこちらも癒されます。見てい

て飽きません。きっと私は、水の中にい

る生き物が好きなのだと思います。

　環境科学研究所内の環境情報センター

には、海の生き物や熱帯魚に関する図鑑

などもありますので、たまに見て勉強し

ています。興味をお持ちの方は、ぜひ私

と一緒に熱く語り合いましょう。

パネル展；平成20年6月18日（木）～28日（日），講演会；6月21日(日) 

会場：環境科学研究所ロビー・大ホール

富士山火山防災ウィーク　パネル展

「富士山の自然・火山防災を知ろう」
－富士山と共に生きていくために－
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私の癒し。
総務担当　安富 由香

やすとみ ゆ　か

富士山世界文化遺産登録推進
静岡・山梨両県合同会議●編 

富士山を世界遺産にする
国民会議●編

小学館●刊

『富士山 －信仰と芸術の源－』

　富士山と共に生きていくために、富

士山がもたらす恵みを知り、そのなり

たちを学ぶことが重要です。さらに、

富士山は活火山であることから、次の

噴火に備え、何をしていけばいいかを

考えておく必要があります。

　日頃見慣れた富士山をあらためて学

ぶ機会として、環境科学研究所では県

立博物館と国土交通省富士砂防事務所、

富士川砂防事務所との共催で、パネル

展「富士山の自然・火山防災を知ろう」

を今年度も開催しました。パネル展では、

活火山としての富士山、さらにその自

然から歴史や暮らしなどを絵や写真を

まじえて解説してあります。

　また、「武田信玄の時代の自然災害と

開発」をテーマに、県立博物館西川広

平学芸員に『勝山記』に記された北麓

の災害や復旧記録をもとに、地震や雪

代等の災害と復旧について講演をして

いただきました。参加者にはわかりや

すく、またとない話を聞く機会となり

ました。

　小さい頃からこれといった趣味もなく、

何に興味を持つこともなく20数年生き

てきた私。そんな私がついに興味を持

ったものは、ある生き物です。生き物

と言っても、犬や猫みたいにペットと

して飼えるようなものではなく、海の

中にいるヒトデです。ヒトデと聞いて、

「え？何で？」と思われた方もいるかも

しれません。

　出会いは、2年前。場所は「横浜・

八景島シーパラダイス」でした。もち

ろんそれまでにも、水族館でいろいろ

な種類のヒトデを見たことはありまし

たが、あくまでも水槽の中にいるヒトデ。

それもたいていは、他の魚たちのおま

けみたいな扱い。しかし、横浜・八景島

シーパラダイスの「ふれあいラグーン」

というところで私が出会ったヒトデは、

直接手でさわることができました。オ

レンジ色で星形☆の「マヒトデ」という、

日本沿岸でごくふつうに見られるヒト

デです。

　みなさんは、ヒトデにさわったこと

がありますか？横浜・八景島シーパラ

ダイスのように、さわれる水族館もた

くさんあります。また、攻撃性もない

ので小さい子どもでもさわることがで

きます。ザラザラしていて少し硬くて、

あのなんとも言えない感触に私は癒さ

れました。とにかく可愛くてたまりま

せん。

　昨年また横浜・八景島シーパラダイ

スに遊びに行ったときは、友人の子ど

もを巻き込んで私が一番はしゃいでし

まいました。

ヒトデを見て

さわって喜ん

でいるのは子

どもたちばか

りなので、い

い大人の私が

ひとりでニヤ

ニヤしている

のは、あとから思うとだいぶ恥ずかし

いものがありました。

　―ヒトデを飼いたい―私は強くそう

思いました。しかし、ヒトデは海の生

き物であり飼育はなかなか難しいと知り、

やむなく断念。そんなすっかりヒトデ

に魅せられた私に、調査でタイに行っ

た研究員さんが乾燥したヒトデをおみ

やげに買ってきてくれました。大喜び

したのは言うまでもありません。あん

なものを喜ぶ物好きは、私くらいでは

ないでしょうか。

　そして最近になって、海水魚よりもっ

と容易に飼育できる熱帯魚を、友人と一

緒に飼い始めました。色とりどりのかわ

いらしい魚たちが泳いでいる姿は、動き

の少ないヒトデとはまた違った魅力があ

り、やはりこちらも癒されます。見てい

て飽きません。きっと私は、水の中にい

る生き物が好きなのだと思います。

　環境科学研究所内の環境情報センター

には、海の生き物や熱帯魚に関する図鑑

などもありますので、たまに見て勉強し

ています。興味をお持ちの方は、ぜひ私

と一緒に熱く語り合いましょう。

パネル展；平成20年6月18日（木）～28日（日），講演会；6月21日(日) 

会場：環境科学研究所ロビー・大ホール

富士山火山防災ウィーク　パネル展

「富士山の自然・火山防災を知ろう」
－富士山と共に生きていくために－
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編集後記

　学校、その他の団体向けの環境教育プログラム。
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。

　開催日：月曜日を除く毎日（但し、5月から10月
　　　　　は月曜日も実施します。）
　　　　　午前の部　  9：30～12：00
　　　　　午後の部　13：00～15：30
　　　　　・団体の都合に応じてご希望の時間を設
　　　　　　定することができます。
　対　象：幼児、児童、生徒、学生、一般の各種団体
　※申し込みは、利用希望日の6ケ月前の月の1日
　　から。山梨県内の学校は1年前から申し込みが
　　できます。

　山梨県の自然環境と人との関わりを新たな視点か
ら捉える観察会です。

　実施日　8月8日（土）
　テーマ　「富士山自然観察（植物）」
　対　象　小学生以上（高校生以下は保護者同伴）

　実施日　8月29日（土）
　テーマ　「富士山自然観察（溶岩流）」
　対　象　小学生以上（高校生以下は保護者同伴）

　実施日　10月3日（土）
　テーマ　「秋の自然ときのこ観察会」
　対　象　小学生以上（高校生以下は保護者同伴）

　実施日　10月31日（土）
　テーマ　「剣丸尾自然探検」
　対　象　小学生以上（高校生以下は保護者同伴）

　実施日　8月2日（日）
　テーマ　「子ども森を楽しむ会」
　対　象　小中学生

　実施日　9月19日（土）
　テーマ　「森の染め物教室」
　対　象　小中学生以上親子

　実施日　11月29日（日）
　テーマ　「おしゃれな花炭づくり」
　対　象　高校生以上

　実施日　12月19日（土）
　テーマ　「森の香りのキャンドル作り」
　対　象　高校生以上

　実施日　2月7日（日）
　テーマ　「おいしい水の秘密」
　対　象　小学生以上（高校生以下は保護者同伴）

　実施日　3月6日（土）
　テーマ　「きのこ植菌に挑戦」
　対　象　小学生以上（高校生以下は保護者同伴）

　環境問題の現状・人々の取り組み・自然の持つ素
晴らしさなどを取り上げた映像作品を上映します。

　実施日　8月9日（日）、15日（土）、16日（日）

　研究所敷地内の観察路を歩きながら、自然解説員
が森の動植物や溶岩の地質の特徴などを説明します。

　期　間　7月18,19,20,25,26日
　　　　　8月1～30日
　　　　　（8月は月曜日と8日、29日をのぞく毎日）

　「自然と人との共生」をテーマに、多様な生物の
世界と山梨県内の動植物の現状や火山としての富士
山を写真やパネルで紹介します。

第2期
　期　間　7月4日（土）～9月6日（日）
　内　容　動物写真展　

第3期
　期　間　9月19日（土）～11月23日（月）
　内　容　キノコ写真展

第4期
　期　間　12月5日（土）～3月7日（日）
　内　容　富士山・火山写真展

　普段は公開していない研究室の公開と簡単な体験
もできます。また、講演会も同時開催されます。

　日　時　8月2日（日）11：00～
　・研究室公開　11：00̃17：00
　　－9つの研究室でおもしろ企画実施－
　・講演会（本館3階研修室）13：30̃15：00
　　「宇宙から見る地球の環境、山梨の姿」
　　－リモートセンシングで探る環境変化－
　　－衛生情報を活用した防災対応－

「バイオリズムと健康」
　人の体のリズムに大きな影響のを与えているとい
われる“脳内メラトニン”について、ジャック・フ
ァルコン博士の研究の成果をお聞きします。皆さん
と一緒に考えるシンポジウムを企画しています。

　日　時　7月25日（土）13：00～17：00
　対　象　一般
　・第1部「バイオリズムトメラトニン」
　・第2部「メラトニンとアンチエイジング」
　　　　　　「睡眠中の自律神経のリズムトストレス」

●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。
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●日本列島には季節が5つあるという人

もいます。この5番目の季節が梅雨とい

うことですが、この梅雨も先日明け、い

よいよ本格的な夏の到来です。涼しさや

景色を求め、富士山や南アルプスに行く

のもよし、ついでに環境科学研究所に立

ち寄って環境学習をするのもよし。（S.K.）

●今年も 6 月開催のMt. 富士ヒルクラ

イムに参加しました。自転車で北麓公園

から五合目までの坂を上り続けるきつい

レースですが、富士山の自然を肌で感じ

つつ自分の足で登る達成感は格別です。

みなさんもいかがですか？　　　　（M.T.）

環境学習プログラム「環境教室」

夏の森のガイドウォーク

企画展示

研究室公開2009

国際シンポジウム2009

地域自然観察

環境体験講座

山梨環境映画会

発行・平成21年7月
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