
山梨県環境科学研究所

15No.1　
ニューズレターVol.

「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

講演会「富士五湖の文化的並びに
科学的価値 ～最近の研究進展・話題～」

July 2011

もりのおはなしかい
～絵本の読み聞かせ～

地下水中に含まれる元素と地下地質情報から探る水の循環システム
地球科学研究室　輿水 達司・内山 　高・笠井 明穂

家庭から排出されるCO₂量は様々
環境生化学研究室　瀬子 義幸・外川 雅子・長谷 達也

地域の環境調査に空からのアプローチ
環境計画学研究室　杉田 幹夫・池口 　仁・渡邉　 学



パネル
リサーチ

ニューズレター
Vol.15 No.1
July
2011

　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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うちやまこしみず とがわさとし かさい あきほ まさこ は　せせ　こ よしゆき たつやたかし

　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。
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地域の環境調査に
空からのアプローチ

すぎた みきお わたなべいけぐち ひとし まなぶ

　人工衛星が観測した画像などを使っ
たリモートセンシング技術は、上空か
ら広域の地域環境の現況を効率的に把
握する上で有用です。この技術は昨今
の地球環境問題の深刻化で認知度が増
していて、その可能性や期待も大きく
なっています。しかしながら、これら
の技術はまだ確立しているとは言えず、
成果情報が実社会において利活用され
ることは、まだ少ないのが現状です。
このような背景から、山梨県を対象と
して各種の衛星画像処理手法について
研究に取り組んでいます。
　衛星画像を使って広範囲に、しかも
時間変化を追える形で解析できる情報
として、森林・非森林の区分による森
林分布、さらには落葉樹・常緑樹に区
分した森林分布が挙げられます。これ
ら衛星画像から比較的安定して分類で
きる対象に対して頑健な、すなわち観
測時期における太陽高度や大気状態の

影響を受けにくい分類手法を確立して
いくことが重要です。成果の一例とし
て、険しい地形を有する南アルプス北
岳周辺を対象に、衛星画像を使って作
成した2008年の森林植生分類図を紹介
します（図１）。この図では、北岳周辺
の東西33km、南北24kmの範囲を対象
に、２時期のALOS（だいち）衛星デー
タと１時期のランドサット衛星データ
を中心に用いて、常緑樹、落葉樹１（落
葉広葉樹）、落葉樹２（カラマツなどの
落葉針葉樹）、その他（草地、裸地を含む）
の４つの分類項目に色分けしてありま
す。図の範囲をつぶさに踏査すること
は困難ですが、上空から的確に捉えら
れています。この結果は、例えば近年
南アルプスにおいて高山植物や生態系
への影響が危惧されているニホンジカ
の対策検討に、基礎資料として活用す
ることができます。
　上記の森林区分方法は他の地域にも
容易に適用できます。そして、異なる
年に観測された衛星画像を使うことで、
森林分布の経年的な変容を捉えること
ができます。その一例として、1988年
および1997年にランドサット衛星が、
2006年にテラ衛星ASTERセンサーが、
いずれも３月に観測した画像を用いて
作成した青木ヶ原樹海周辺の常緑樹林
分布の推移を図２に示します。国立公
園に属していることもあり、図２に示
した範囲では1988年から2006年の間に
常緑樹林分布の大規模な変化は見られ
ませんが、詳細に見ると計画された森
林伐採、植林の様子などを読み取るこ
とができます。
　同様に、主に人間活動による変化、
例えば郊外や農地が都市的土地利用へ
変化すると明瞭な変化をもたらし、そ
の変化を抽出することは容易です。こ
れに対し、耕作放棄された畑、管理放

棄された民有林の現況把握、竹林分布
の拡大（図３）、あるいは集落の衰退な
どを捉えるのは困難であり、課題となっ
ています。このような、主に植生遷移
により徐々に現れる変化や小規模な変
化を、上空から新しい技術で検知する
挑戦を続けていきたいと考えています。

『日本の火山を科学する  
　日本列島津々浦々、あなたの身近にある108活火山とは?』

新着図書
　日本には多くの火山があります。

火山はひとたび噴火すると被害が広

範囲に及ぶため、火山の観測、研究

は重要なものとなっており、現代で

も研究が続けられています。

　例えば火山の定義として活火山の

他に「死火山」「休火山」がありました。

しかし、いまではこの2つの言葉は使

われなくなりました。というのも、

死火山と分類されていた御嶽山が噴

火したり、休火山に指定されていた

雲仙岳が噴火したりするなど、火山

活動が定義にあわなくなったためで

す。そのため定義を見直し、活火山

の定義は過去の記録から「おおむね

一万年以内に噴火した火山および現

在活発な噴気活動のある火山」とな

りました。そして2005年に気象庁か

ら発表された活火山の数は108座と

なっています。

　本書は北海道から鹿児島まで日本

にある108座の活火山のうち、特徴

的な火山活動があった火山を科学的

見地から解説しています。

　また、上記の定義の見直しの経緯

や火山の成り立ち、なぜ日本に火山

がたくさんあるのかということも詳

しく書かれています。

　火山というと噴火をイメージして、

怖いと思う方もいるでしょう。でも、

火山は温泉などの様々な恵みをもた

らしています。本書を読んで、火山

との付き合い方を学んでみてはいか

がでしょうか。

　今年度の新企画として、山梨県環境

科学研究所サマー講演会が、7月2日

（土曜日）に富士五湖の話題に絞った

テーマで実施されました。富士五湖に

ついては、その保全管理計画を具体化

させる検討委員会が昨年度に設置され、

従来の学術的な成果の整理について、

関係者の努力で急速に進展してきまし

た。その取りまとめに携わったメンバー

に、一般向けの講演をお願いしました。

一方で、富士五湖のひとつの西湖には、

昨年末以降珍しい魚である「クニマス」

の生息が俄かにクローズアップされる

状況になり、この点からも一般県民向

けの話題提供が期待されており、この

生息確認の経緯や今後の取り組み等に

関する講演もなされました。

　本研究所を会場とした講演会では、

今回の話題提供の一つである人文系か

らの講演の機会は従来には珍しかった

のですが、地元から富士五湖の人文方

面に興味を持たれている多くの参加が

あり、富士五湖の科学的に関するもの

に限らず、人文系の内容も含む多方面

からの質疑もなされました。また、富

士五湖の自然環境について、水質等の

状況も概ね良好に維持されていること

も参加者が再認識され、同時にそこに

生育するクニマスをも含む保全と管理

が今後上手く進

められることへ

参加者の願い

が、今回の講演

会の重要な結論

と受けとめられ

ました。

講演会「富士五湖の文化的並びに
科学的価値～最近の研究進展・話題～」

図1 衛星画像から作成した
　　北岳周辺の森林植生分類図（2008年）

図3 高速道路から確認された竹林。
　　分布拡大が懸念される。

図2 青木ヶ原樹海における常緑樹林分布
　 （緑色の範囲）の推移
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　環境に興味や関心がある人たちの交

流の場として、またより専門的に環境

問題について知識や理解を深めたいと

いう人たちの学習の場として、今年も

環境科学カレッジ・大学院を開講しま

した。

　基本的な学習をする環境科学カレッ

ジ（以下、カレッジ）には20名が参加

しました。年間5講座以上を受講して、

富士山の成り立ちやしくみ・富士山の

水・噴火と溶岩・森の成り立ちやそこ

に棲む動植物のことなど、日本一の富

士山の麓で自然と触れ合いながら楽し

く環境について学びます。

　また専門的に学習を行うカレッジ大

学院（以下、大学院）には、昨年度の

カレッジ修了生の中から17名が参加し

ました。研究員の講義（座学）を聴い

て最新の研究内容を学習したり、剣丸

尾溶岩流と青木ヶ原溶岩流の上に広が

る森の違いを現地で学習したり、実際

に自然解説を行うためのプログラムを

作成して実習したりと、年間10講座を

受講し、深く広く環境について学習し

ていきます。

　どちらの受講生も意欲満々、楽しみ

ながら学習を始めました。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

ていくことと思います。みなさんもラ

イフワークの一環として、カレッジや

大学院で学んでみませんか。

　研究所の周りに広がるアカマツの森

で、絵本の読み聞かせや簡単なゲーム

を行いながら楽しく自然と触れ合う機

会です。大型絵本や紙芝居、またペー

プサートを使いながら、自然や環境な

ど季節に合った内容を子どもたちと一

緒に考えていきます。大きな絵で迫力

のある絵本は、子どもたちも自然と夢

中になります。また指遊びや身体を使

った簡単なゲームをやりながら、親子

で一緒に楽しく過ごせます。

　昨年から始めた事業ですが、口コミ

や広報誌などで徐々に皆さんに知って

もらい、これまでに大勢の方が参加し

てくれました。今年も毎月１回、日曜

日に実施しています（別表）。午前と午

後それぞれ30分程の内容です。参加者

にはプレゼントも用意しています。終

わった後は館内の情報センターで本や

ＤＶＤ・ＶＴＲ等を借りることもできま

す。また学習室で遊んだりアカマツ林

の中を散策することもできます。年中

無休で利用できますので、季節の移り

変わりを楽しみながら自然と触れ合い、

絵本に親しんでください。

子どもたちに、絵本の楽しさと自然の素晴らしさを

「もりのおはなしかい ～絵本の読み聞かせ～」
「山梨環境科学カレッジ」
「山梨環境科学カレッジ大学院」

今年で９年目！

開講

平成23年度　講座内容

①必修講座（5月14日） 開講式・基礎講座「富士山の自然」 

②　 同 　（6月11日） 環境科学講座「暑さ寒さと暮らしの科学」

③　 同 　（8月中旬） やまなし地球環境映画会'11

④選択講座Ａ：4月～10月に実施している環境写真展を1つ以上見学

⑤選択講座Ｂ：4月～10月に実施する講座から1講座以上を各自で選んで受講

修了式（10月22日）　 

第 1 回（ 5 月14日） 開講式・基礎講座／環境教育スタッフ講座

第 2 回（ 5 月28日） 専門講座Ａ／自然系の研究員による講座

第 3 回（ 6 月11日） 応用講座Ａ／環境科学講座を受講

第 4 回（ 6 月25日） 専門講座Ｂ／健康系の研究員による講座

第 5 回（ 7 月 9 日） 専門講座Ｃ／地域系の研究員による講座

第 6 回（ 7 月30日） 臨地講座Ａ／自然解説員による生態観察園ネイチャーガイド

第 7 回（ 9 月 3 日） 臨地講座Ｂ／自然解説員による青木ヶ原ネイチャーガイド

第 8 回（ 9 月25日） 臨地講座Ｃ／研究員によるアカマツ林調査

第 9 回（10月15日） 演習講座Ａ／自然解説プログラムの作成

第10回（10月29日） 演習講座Ｂ／自然解説の実習・修了式

●1日2回実施　午前10：30～11：00
　　　　　　　 午後 1 ：30～ 2 ：00

●山梨環境科学カレッジ大学院講座（10講座必修）

 4 月17日 春の生きもの

 5 月15日 擬態を知ろう！

 6 月19日 雨のおはなし

 7 月17日 夏を楽しもう

 8 月21日 変身！

 9 月18日 山のおはなし

10月16日 動物をさがそう！

11月20日 秋の森

12月11日 冬の動物

 1 月15日 雪のおはなし

 2 月19日 もったいない

 3 月 4 日 春をさがそう

●山梨環境科学カレッジ講座（5講座以上）

平成23年度
もりのおはなしかい
　　　　 　＊毎月日曜日
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　電気のない生活がいかに不便なも

のか、誰もが感じたことでしょう。東

日本大震災の影響で、震災当日や計

画停電の夜は、自宅周辺は真っ暗で

そして静まりかえり、まるで別世界の

ようでした。道を行き来する人や車の

影はなく、皆家に閉じこもり電気が来

るのを待ちました。また、いつもと違

う一家団欒を楽しむこともできまし

た。電気の恩恵を改めて感じ、これま

での電気生活を見直す中、節電により

一層心がけていきたいと思います。

（S.H）

環境学習プログラム「環境教室」

やまなし環境映画会

　学校や一般団体向けの環境教育プログラム。環境
について考えるきっかけとして最適です。

　開催日：毎日実施（休館日以外）
　　　　　午前の部　9：00～ 12：00
　　　　　午後の部 13：00～ 16：00
　　　　　・都合に合わせて希望の時間を設定する
　　　　　　ことができます。
　対　象：各種団体（幼児から一般まで）
　※予約申し込み：山梨県内の団体は1年前から可。
　　県外の団体は6ヶ月前から可。

　山梨県の自然環境と人との関わりや、わたしたち
の生活について考えるための観察会です。

　テーマ　「富士山五合目植物観察会」
　実施日　8月6日（土）
　
　テーマ　「富士山溶岩流観察会」
　実施日　8月28日（日）

　テーマ　「秋の自然ときのこ観察会」
　実施日　10月1日（土）

　テーマ　「富士北麓自然探検」
　実施日　10月22日（土）
　
　＊対象は、いずれも小学生以上
　　（中学生以下は保護者同伴）

　各種体験を通して自然の素晴らしさを実感する講
座です。

　テーマ　「森の染め物教室」
　実施日　9月17日（土）13：30～ 16：00

　テーマ　「おしゃれな花炭づくり」
　実施日　11月12日（土）13：00～ 16：00

　テーマ　「おしゃれな花炭づくり」
　実施日　12月18日（日）13：00～ 16：00

　テーマ　「おいしい水の秘密」
　実施日　2月5日（日）13：00～ 16：00

　テーマ　「きのこ植菌に挑戦」
　実施日　3月10日（土）13：00～ 16：00

　＊対象は、いずれも小学生以上
　　（中学生以下は保護者同伴）

　今日の環境問題や自然の素晴らしさなどを、映像
を通して一緒に考えましょう。

　実施日　8/13（土）, 14（日）, 20（土）

　研究所内のアカマツ林を歩きながら、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　7/16～ 8/31
　　　　　（7月は土日祝のみ。8月は月曜日以外毎
　　　　　日実施）

　「自然と人との共生」をテーマに、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弾　「動物写真展」
　Ⅰ期：昆虫･鳥類･魚類他　7/2～ 8/2
　Ⅱ期：ほ乳類　　　　　　8/9～ 9/4

　第3弾　「きのこ写真展」
　Ⅰ期：標高別きのこ　　　9/10～ 10/6
　Ⅱ期：似ているきのこ　　10/8～ 11/13

　第4弾　「富士山・火山写真展」
　　　　　　　　　　　　　12/3～ 2/29

　森の中で絵本の読み聞かせを行います。さわやか
な自然を感じながら絵本に親しんでください。

　開催日　毎月1回開催（日曜日）
　　　　　4/17、5/15、6/19、7/17、8/21、
　　　　　9/18、10/16、11/20、12/11、
　　　　　1/15、2/19、3/4
　時　間　午前10：30～　午後1：30～
　　　　　（1回約30分）
　※プレゼント有り

　おもしろい実験や体験ができます。普段は入れな
い研究室を見ることもきます。

　日　時　8月7日（日）11：00～ 17：00
　※プレゼント有り

・出張講義も行います。
・施設使用も可能です。
・情報センターでは本、DVD、VTR等の貸し出
　しも行っています。

●各種イベントの参加費、施設利用料は全て無料
　です。
●毎日開館、入場無料です。
●開館時間9：00～ 17：00
●日時内容などを予告なく変更することがあります。
　詳細は下記までお問い合わせください。
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研究室公開2011「環境研まつり」
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