


「富士山総合学術調査報告書」（1971

年富士急行㈱発行）以来約30年ぶりとな

る、富士北麓地域の生物相総合調査の結

果がまとまりました。調査結果は「生態

系多様性地域調査（富士北麓地域）報告

書」として公開されます。この調査は、

環境省自然環境局の委託調査として、山

梨県環境科学研究所と富士山北麓地域を

熟知している山梨県内の研究者が中心と

なって「富士北麓生態系調査会（代表

篠田授樹氏）」を組織し実施計画を策定

しました。調査は、この調査会に県内外

の研究者を加え様々な分野にわたる約40

人が中心となって平成13（2001）、14

（2002）年度に行われました。

環境生化学研究室では、ガの調査を担

当し、７ヵ所の共通調査地点を含む10地

点を中心に調査を行いました。ガの調査

は、ライトトラップ法（写真１、２）を

用いて、夜間行われます。重たいバッテ

リーや調査道具を持って山に入り、紫外

線ランプに飛来するガを調査します。340

種類のガが同定されましたが、30年前に

は報告されなかった種も数多く見いださ

れました。国のレッドリストで準絶滅危

惧種とされているベニモンマダラ（マダ

ラガ科）もいました（渡辺通人氏確認）。

標高3,200mの調査地点だけで確認された

種もありました（写真３）。10地点の環

境はそれぞれ異なりますが、確認された

ガの種類も調査地点ごとに大きく異なり、

ガを通じてみることによっても富士北麓

地域には多様な自然環境のあることがわ

かりました。その一方で、30年前に報告

されたフジシロミャクヨトウは、日本で

は富士山だけで確認されていますが、残

念ながら今回の調査では確認することが

できませんでした。環境変化が原因かど

うかはわかりません。

富士山は地史的には新しい火山である

ため、一般的に固有種はほとんどいない

といわれていますが、ガの場合も例外で

はありません。しかし、ガの場合も含め

て様々な生物群を調査した結果、「富士

北麓地域の生態系の第一の価値は、『い

るべき場所にいるべき生物がいる』と表

現できる」と報告書で総括しています。

その他、貴重な洞穴性生物なども確認さ

れており、洞穴の保全が急務であること

もわかってきました。富士山の自然環境

保全というと、ゴミや屎尿の問題が大き

く取り上げれらますが、保全すべき富士

北麓の自然環境そのものがどういうもの

であるかを調査した今回の報告書が保全

の施策に活用されることを願っています。

富士北麓のガ類
■環境生化学研究室
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生物相総合調査の一環として

写真１　ライトトラップ法を用いた夜間のガ類調査

写真３　アケビコノハ（ヤガ科）：標高3200m地
点のみで確認されたガの一例［篠田授
樹氏確認］（写真：「生態系多様性地域
調査（富士北麓地域）報告書」（2003年）
より）

写真２　紫外線ランプの光に集まってくるガ



緑地計画学研究室では、空中写真（飛

行機から撮影した写真）からオルソ画像

というものを作成して、地域の状態を把

握する研究を進めています。

みなさんは、地図の投影法というのを

ご存知でしょうか？地図は、立体である

地球上の実際の地形や建物、道路などの

位置を、投影面と言う面を想定して、特

定の投影法で投影面に映し出したものを

図にして作ります。オルソ画像とは２枚

の写真から、地図と同じように投影面上

に投影した形に写真を変形した物です。

図１は私たちの研究室で広域について

整備した1975年撮影の空中写真（国土地

理院作成）をもとにした広域のオルソ画

像（左）と、2000年の空中写真（富士吉

田市外2ヵ村恩賜県有財産保護組合作成）

をもとにしたオルソ画像（右）です。年

代の違う写真を見比べることによって

「どのように開発が行われ、どんな部分が

維持されたか」を知ることができます。

道路では東富士五湖道路の開通が目立

ちます。また、ゴルフ場の数も増えてい

ます。樹林は1975年に比べると、2000年

の方がのっぺりとしていることがわかり

ます。伐採されたあとの林が成長して枝

が伸び、緑の絨毯のようになっているの

です。北富士演習場は東富士五湖道路よ

り北側が森林に変わりましたが、大部分

は大きく変化していません。

図２は左が北口本宮浅間神社周辺、右

が環境科学研究所周辺を拡大したもので

す。浅間神社周辺では、農地や林地から

住宅地に変わった部分もあります。研究

所周辺では、画面左側の別荘地の緑が増

えたこと、画面中央から、新たなゴルフ

場、墓園、火葬場、研究所、環境省生物

多様性センター、砂防ダム、富士北麓公

園などの施設が増えたこと、樹林の一様

化などが読みとれます。

このように変化のない所はほとんどあ

りません。ある場所は開発され、ある場

所では木々が成長しています。変化が見

られないのは自衛隊の基地と青木ヶ原樹

海くらいではないでしょうか。

「開発」には経済の状況が大きく影響

します。1975年は高度成長期の終了（第

一次石油ショック）直後、2000年はバブ

ル崩壊後の停滞期にあたります。両方の

写真の撮影された時期の間には、第二次

石油ショック、安定成長期、円高不況、

バブル景気、などの経済状況の変遷があ

りました。経済が大きく成長するという

予測を立てれば、現状から見て乱開発で

も「保全的」といえ、経済は停滞するだ

ろうと考えれば、わずかな利用でも「自

然破壊」に見えます。永遠の好況も、永

遠の不況もないと考え、長期的な保全策

を考えるとき、長期間の土地利用の比較

が、私たちに客観的な視点を与えてくれ

ます。

時代の流れと土地利用の変化
■緑地計画学研究室
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図２　詳細な比較
北口本宮浅間神社周辺（左）と環境科学研究所周辺（右）（上が2000年、
下が1975年） 上が北

図１　1975年の空中写真を元にしたオルソ画像（左）と2000年の空中写真を元にしたオルソ画像（右） 上が北



夏の自然観察会を
実施
－八ヶ岳山麓を訪ねて－

８月３日aに、地域環境観察バスエコ

ツアー「八ヶ岳とオオムラサキセンター」

を実施しました。

八ヶ岳自然ふれあいセンターまでのバ

スの中では、八ヶ岳の成り立ちや七里ヶ

岩火山泥流についてのクイズをしながら、

楽しく学習をしていきました。そのなか

でも、今から20～15万年前の八ヶ岳の大

爆発により、甲府盆地の南の曽根丘陵ま

で達した火山泥流の話には、参加者の誰

もが驚いている様子でした。

ふれあいセンター到着後、センター職

員より八ヶ岳の自然について話をしても

らいました。その後、川俣川自然観察ツ

アーに出発した訳ですが、途中、リスや

シカの食痕の観察、水温やCOD・PHの

パックテストによる川俣川の水質調べ、

権現岳から流れ出た安山岩の板状節理の

観察などを行い、自然の不思議や雄大さ

を体感しながら歩きました。

午後には、長坂町にあるオオムラサキ

センターを見学しました。翅を広げると

10㎝以上になる国蝶のオオムラサキを館

長の跡部さんが熱心に解説してくれまし

た。特に、エノキの葉しか食べない珍し

い幼虫を見せていただき、参加者の誰も

が「すごい、すごい」と感動の声をあげ

ました。当日は、天気にも恵まれ参加者

も満足した観察会でした。

今回は、八ヶ岳山麓をコースにしまし

たが、これからも県内の様々な自然を紹

介する観察会を実施していく予定です。

第20回地域環境観察

八ヶ岳とオオムラサキセンター



山梨県環境科学研究所では、独立行政

法人防災科学技術研究所との共催で「火

山災害の軽減の方策を探る」をテーマに

したワークショップを９月24～27日に実

施しました。このうち、26日には研究所

のホールで研究者と行政担当者を中心と

した研究発表を、27日には一般講演会を

行いました。

例年の国際講演会は研究所のホールで

行われていましたが、今年度は参加者の

多いことも予想され、富士山火山災害協

議会の後援も得て、富士吉田市内の富士

五湖文化センターで開催しました。約

300人ほどの地元を中心とした参加者の

中で午後１時から４時間余りにわたって

講演およびパネルディスカッションが行

われました。

講演の内容としては、富士山を中心と

した話題が４件、北海道有珠山、桜島を

中心とした九州の活火山、それにフィリ

ピンのピナツボ火山の合計７件でした。

このうち、我々の記憶にも新鮮に残って

いる北海道有珠山噴火とピナツボ火山に

関する講演は、ともに火山災害を極めて

少なくすませた成功例であり、その現場

の第一線で活躍したエースから直接話を

聞くことができました。富士山について

も、本研究所の富士五湖湖底ボーリング

の成果も含め、様々な観点からの研究成

果が発表され、一般の市民の方々には日

頃聞くことのできない内容がわかり易く

説明されました。最後のパネルディスカ

ッションでは、富士山のハザードマップ

の完成も近いこともあり質疑が活発に交

わされました。

山梨県環境科学研究所国際講演会2003



今年の７月と９月に、宮城県の金華山

島に行ってきました。その目的は、サル

を『見る』こと。滞在期間中はひたすら

サルを見ながら、群と一緒に山を歩きま

した。

ここのサルたちの生活は、ゆったりし

ています。日中の多くの時間を採食に費

やし、夏はサクラの実やメギの葉、秋は

ブナやクリの実を食べています。山梨県

に生息しているサルと違う点は、海に出

てきて海藻や貝を食べること、農作物を

食べないことです。もっとも山梨県には

海がなく、無人島である金華山島には畑

がないだけのことですが…。

私がこの島に来て驚いた点は、サルが

人を恐れないことです。サルは無警戒で

私に、最短で30㎝ぐらいまで近づいてき

ました。観光地である金華山島には、無

人島といえども人はそれなりにいます。

にもかかわらず、サルが人を恐れない理

由は、①長い間、研究者が餌付けをせず

サルに接近し、非襲撃的な手法で調査を

しているため。②戦後、有害駆除でサル

が捕殺されていないため。と、考えられ

ています。ただしサルは、どういうわけ

か研究者と観光客を見分け、観光客が近

づくと警戒します。

この島では基本的に、サルと人とがお

互い干渉せずに生活しています。サルは

人の食物を盗らず、人はサルを襲いませ

ん。無干渉が恒常化し、それが慣れにつ

ながったとき、この『奇妙な関係』が成

立するのでしょう。私は無人島で、サル

と人との理想的な共存の形を見てきたの

かもしれません。

山梨県において、サルは農作物を盗

み、人は害のあるサルを捕殺しています。

これはお世辞にも『良い関係』とはいえ

ません。山梨でも実現可能な、サルと人

との『良い共存の形』とはなんでしょう

か？模索は今日も続きます。

サルと共に歩く

●動物生態学研究室

吉田 洋
よしだ　ゆたか

廃車の上で授乳する親子。 木に登り、せっせとブナの実を食べる。

毛繕い毛づくろい。 ホテルの廃屋にて。毛づくろい。

海藻を食べに海まで来たサル。



今年はほんの少しの残暑はあったもの

の、冷夏から秋になり、あっという間に

寒くなってしまいました。研究所周辺も

すっかり物寂しい雰囲気です。

今回取り上げるのは墨彩画の描き方の

本です。最初に水墨画の技法が紹介され

ています。筆に墨や色を付けて、色と墨

の混ぜ方、水分の調節、紙の選定、筆の

使い方によって、さまざまな表情の絵を

描くことができるようです。水墨画とい

うと、墨で描かれた濃淡のある黒一色の

絵しか思い浮かびませんでしたが、色紙

や葉書に墨や顔彩を使って描くので、思

ったより華やかです。花の部分に色を使

っており、茎や葉の部分は墨と色を混ぜ

て描かれています。

研究所周辺の風景を見ていると特に、

冬の季節と花は結びつかないイメージな

のですが、冬の花木として20種類が取り

上げられています。シクラメンやクリス

マスローズ、カトレアなど、洋風の花も

題材になっているのが意外ですが、どれ

も落ち着いた感じに描かれていました。

思わず、自分でも描けたらいいな…など

と思ってしまいます。日常絵を描くこと

は全くないので、実際に描くにはこの本

だけでは難しそうな感じがします。

ここに紹介したのは「冬・春編」です

が、環境情報センターでは「夏・秋編」

も所蔵しています。こちらにもたくさん

の花木が美しく描かれていて、目の保養

にもなります。また、「水墨画を描く前

に」ということで、必要な道具なども紹

介されているので、実際に描いてみよう、

という場合にも参考にしてみてください。

（堀内ゆき江）

四季の花木を墨彩で描く　冬・春編
●小林菊枝著　　●誠文堂新光社

Simith教授来所

平成15年8月8日から8月27日までの日程で米国ノース

カロライナのWake Forest UniversityのWilliam K.

Simith教授が、日本学術振興会の外国人招へい研究者事業

の支援を受けて来日しました。

山梨県環境科学研究所には8月16日に来所しました。も

っとも、ほとんどの時間フィールドに出ていたので、研究所

滞在時間はわずかでした。大変気さくな先生で、私達は親し

みを込めて「Bill」と呼んでいました。Smith教授の専門は

生理生態学で、特に世界各地の山岳の高山帯、亜高山帯、森

林限界の植物の環境適応機構についての研究や、地球温暖化

が森林限界に及ぼす影響の予測を行っています。教授は森林

限界の動態に関する研究では第一人者です。

研究所では、教授を迎え、8月18日、19日に「Inter-

national Workshop on "Ecophysiology of Ecotone"」

を開催しました。参加者は約30名で、ポスター発表が12

題、口頭発表が4題ありました。その後の懇親会での教授か

ら若い研究者への一言、「Work hard!」が忘れられません。

実際、教授は馬車馬のように働いていました。教授には、研

究以外にもいろいろなことを教わり、非常に良い経験をしま

した。ありがとうBill。 （中野 隆志）



MAP

富士の麓を日々色をかえる錦に染めた秋はあっという間
に駈け抜けてゆき、研究所は静かに冬を迎えました。この
季節、碧く透きとおった空に真白なる富士が映えます。白
一色となった景色と緊張感のある空気は、心まで姿勢を正
してくれるようです。…コタツにさえ入らなければ…。
（O.A.）

2003年。平成15年。やっと迷わずに書けるようになっ
た！と思ったら、書けるチャンスは残りわずか…また道が
狭くなる季節がやってきました。雪のために狭くなった道
路を怖々運転していくと、雪の中にほっこり現れる暖かそ
うな研究所…雪の季節、運転しにくくなるけど、寒くなる
けど、着太りするけど…、嫌いじゃないなぁ。（O.H.）

イベント情報

編集後記

富士北麓のアカマツ林
富士北麓には多様な生態系が展開して
いる。写真は主要な生態系のひとつであ
るアカマツ林で、環境科学研究所敷地内
に建てられているCO2フラックス測定用
タワーから撮影したもの。平成13～14年
度に行った「生態系多様性地域調査（富
士北麓地域）」では７ヵ所の共通調査地
を重点的に調査したが、確認された生物
種数はアカマツ林（554種）が２番目に
多かった。

今回の表紙

発行・平成15年12月

本冊子は再生紙を使用しています。

s環境学習プログラム「環境教室」

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s月曜日・祝日の翌日以外の毎日
午前の部　 9：30～12：00
午後の部　13：00～15：30

対　象s小・中学生・学生・成人
※予約受付は実施月の３ヶ月前から

s環境学習備品の館外貸出

「環境学習備品等」館外貸出は、県内の各種団体や個人を対象として、環境教育部門が保有する備品
及び「環境庁総合環境学習ゾーンモデル事業」により研究所に配備された資器材を貸し出す事業です。
さまざまな環境学習や環境教育の場でご活用ください。

対　　　象s県内在住、または在勤の個人、県内の各種団体

使用期間等s1.原則として30日を上限とします。
2.貸出期間内であっても、請求があった場合は、速やかに返却してください。

利用方法等s1.原則として研究所に来所し、使用上の注意等を了解した上で、所定の用紙にて申し込みの
上借り受けてください。
2.返却の際は必ず研究所に持参し、点検を受けてください。

環境学習備品s

申し込み・問い合わせ先s
環境科学研究所 環境教育スタッフ室　TEL 0555-72-6203
＊利用方法、環境学習備品の内容等については、次のホームページでご覧になれます。
URL http：//www.yies.pref.yamanashi.jp/edu/kasidasi/kasidasi.htm

●各イベントの参加費は無料です。 ●日時内容などを予告無く変更することがあります。

環境科学研究所では、県民の主体的な環境学習及び環境保全活動の展開を推進するため、
環境学習備品の館外貸出を行っています。

エコ文庫（環境教育原論等） 環境学習スライド 地球環境問題解説パネル

大気・水問題解説パネル 身の回りの化学物質解説パネル 生物の多様性解説パネル

地球生命誕生キット 大気汚染測定キット 水質測定キット

水生生物観察キット リサイクルプロセス標本 紙漉きキット

自然エネルギー実験キット コウモリの声観察キット 炭焼きセット

自然と遊ぶキット 携帯実体顕微鏡 撮影キット

映写キット 採音キット pHメーター

騒音計 酸素モニター UV計

デジタル温度計 携帯用重量計 ツルグレン装置

顕微鏡


