


山梨県の多くの地域では、周囲の森林

から燃料や肥料を収集するなどさまざまな

利用が行われていました。こうした利用に

より、周囲の森林が管理されていたといえ

ます。しかし、戦後、特に高度経済成長

期を通して住民の生業や人々と周囲の森

林との関わり合いが大きく変化してきまし

た。その結果として、周囲の森林の状態

は変化し、野生獣の出現など人々の生活

に影響を与えるまでになっています。

そこで、かつて養蚕が盛んであり、そ

の衰退時期に違いがみられる都市近郊農

村の都留市K地区と中道町S、N地区（以

降都留市および中道町とする）において、

周囲の森林の利用がどのように変化して

きたか調査、比較を行いました。

都留市では養蚕は耕作面積の少なさか

ら生糸の価格の変動に対応できずに1960

年代以降衰退し、第２次、第３次産業へ

と変化しました。農地は山側では植林が

行われ、平地では自家消費用の田畑に変

わりました。一方、中道町では1980年か

ら養蚕が徐々に減少し、果樹や都市向け

野菜の栽培が導入されました。第２次、

第３次産業への変化もみられるものの、

農地は果樹や畑地へ転換され、現在でも

比較的第１次産業が続けられています。

こうした生業の変化は、周囲の森林に

おける自然資源利用の変化に影響を及ぼ

すのでしょうか。薪採取についてみてみ

ると、1950年頃では都留市では95.7％、

中道町では93.4％の世帯において利用さ

れていました。その後、両地区の石油や

ガスの普及はほぼ同時でしたが、都留市

では1970年、中道町では1990年と薪採取

が行われなくなった時期に違いがみられ、

その時期は、両地区で養蚕が行われなく

なった時期と一致していました。代替燃

料の普及に加え、雇用労働や果樹栽培に

転換することで、養蚕をしていた頃には

行われていた冬季の森林での作業がなく

なったことがやめた理由として聞かれま

した。現在では早くから薪採取が減少し

た都留市で、むしろ利用する世帯の割合

が多くなっています。これは果樹栽培な

どの農業が盛んに行われている中道町よ

りも、自家消費用の作物のみを栽培して

いる都留市で、高齢者を中心に利用が続

けられていることによっています。

一方、山菜採取は両地区ともに戦後７

割以上の世帯で、「季節の楽しみ」で行

われていましたが、現在では都留市で

27％、中道町で21％の世帯のみと利用す

る世帯は同じように減少しています。自

然資源の利用が少なくなることで周囲の

森林の状態が変化したことも、山菜採取

が減少した原因の一つと考えられます。

このように周囲の森林との関わり方が

変化した地域において、野生獣の出現を

防ぐなど、新たな管理方法を考えていか

なくてはなりません。地区の各世代が参

加し、また、都市近郊集落という地理的

特性から、周辺の都市住民を取り込んだ

活動が重要となると考えられます。都留

市では耕作放棄地を市民農園などへ転換

して減少させるとともに、地域住民の楽

しみとしての自然資源利用を拡大した形

を、また中道町では果樹栽培の手伝いな

どと連携させるなど、地域に即した周囲

の自然環境の管理を考えていく活動を作

り出すことがこれから必要となっていく

のではないでしょうか。

生業と自然資源利用の変化
－身近な自然環境の新たな管理にむけて－

■人類生態学研究室
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富士山五合目から上部には、スコリア

堆積物からなる火山性荒原が広がってい

ます。このスコリア荒原上の草本群落は、

富士山を特徴づける植生の一つであり、

代表する植物としてイタドリとオンタデが

あげられます。両種ともタデ科タデ属の

多年性草本です。これら２種は、五合目

付近のスコリア荒原上では同所的にみら

れますが、分布の中心が異なっています。

オンタデはより高所に（2000－3200m）、

イタドリはより低所に（0－2600m）分布

しています。

私達は、これら２種の分布の違いの原

因を解明すること、さらに、五合目付近

のスコリア荒原で同所的に生育するメカ

ニズムを解明するため、両種の形態的特

徴、生物季節学的特徴、生理生態学的特

徴を調査しました。

生物季節学的特徴として、イタドリと

オンタデで展葉開始時期と展葉速度に差

は見られませんでした。一方、葉の平均

寿命がイタドリで79日・オンタデで44日、

生育期間がイタドリで124日・オンタデ

が92日でありイタドリの方が約１月長い

ことが明らかになりました（表１）。

形態学的特徴として、オンタデ、イタ

ドリともに２m以上の長い根を地中深く

まで到達させていました。また、オンタ

デの方がイタドリより主根と茎への投資

が多く、太い茎と根を持ち、茎面積当り

の葉面積はオンタデの方が小さくなりま

す（図１）。このことより、オンタデの

方がイタドリよりも形態的に土壌から葉

への水分を補うのに適しています。

生理生態学的特徴として、オンタデの

方がイタドリより気孔開度が高いので、

気孔を開くことにより高い光合成を維持

してます。また、オンタデの方が気孔開

度が高かったので葉からの水分消費も多

くなります。（図２）。

以上、生育期間が短かったオンタデは、

短い生育期間で有効に光合成を行なうた

め、気孔を開くことで高い光合成を維持

します。また、気孔を開くことで葉から

多くの水分が失われるが、太い根や茎を

持つこと、さらに根への投資を多くする

ことで高い水分消費を補償します。つま

り、オンタデは、機能重視の水消費的な

植物であります。一方、生育期間が長い

イタドリは、長い生育期間を有効に使い、

気孔を調節し、水利用を考えた植物、つ

まり、期間重視の水保持的な植物です。

一般に、高所ほど生育期間は短くなり

ます。したがって、高所に行くほど生育

期間の長さが重要である植物は不利にな

ります。逆に、低所に行くほど生育期間

が長くなり、生育期間の長さが重要であ

る植物が有利になります。このことが、

オンタデがイタドリよりも高所に分布す

る理由の一つではないかと考えます。

両種ともに根への分配が高く、また地

中深くまで達した長い根を持っています。

このことが、両種がスコリア荒原のような

乾燥地での生育を可能にしています。さ

らに、両種で異なった戦略（期間重視の

水保持型と機能重視の水消費型）を持つ

ことが同所での共存を可能にしています。

富士山五合目のスコリア荒原上に
分布するイタドリとオンタデの
環境適応機構
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表1 イタドリとオンタデの分布とフェノロジー（生物季節）
オンタデ イタドリ

富士山での分布パターン 2,000～3,200m 0～2,600m
○調査地 中心または下限に近い 上限に近い

フェノロジー
生育期間 標高によらない 標高により変化

○調査地 （days） 92 124
葉の平均寿命 （days） 44.2 78.9
葉面展開速度 （cm2 day-1） 11.4 14.3
相対葉面積展開速度 （day-1） 0.0187 0.0197
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環境科学研究所環境教育・情報担当で

は、小学生から大人までを対象に「環境

教室」を開催しています。昨年の受講者

数は、153団体・11,668名でした。受講

者は、県内在住の方はもちろんのこと関

東や東北・九州などさまざまな地域から

訪れています。

学習内容は、①映像やクイズを通し

て、地球環境保護（水・大気・森林）に

ついて楽しく学べる研修室プログラム②

研究所周辺の自然にふれ、富士山の噴

火・森林のでき方・生態系の仕組みなど

を学べる生態観察園プログラム③本館１

階の学習室や情報センターを利用して、

コンピュータ、ビデオ、図書など個人の

興味・関心に応じて学べるプログラムな

どがあります。このほかにも、年齢や学

習目的に合わせ富士山の成り立ち、富士

山麓の動・植物などの多くの学習プログ

ラムが用意しています。

受講後、「環境について考えるきっか

けになった」「無駄な物は買わないよう

になった」「自然の大切さについて考え

るようになった」など感謝の手紙をいた

だき、私たち環境教育・情報担当もうれ

しく思っています。

あなたも環境教室に参加し、私達と一

緒に環境問題について考えてみませんか。

●環境教室について

1）事前の予約で、団体（20人以上）

のみに実施します。

2）代表の方の下見・打合せが必要です。

3）月曜（祝日の場合を除く）、祝日の

翌日、年末・年始以外、毎日開催

しています。

午前の部　 9：30～12：00

午後の部　13：00～15：30

4）対象は、小学生から成人まで

※予約が必要です。

5）環境教育・情報担当

TEL0555－72－6203

「環境教室」へのお誘い

(



当研究所本館ホールにおいて山梨県環

境科学研究所国際シンポジウム2004が開

催されました。今回のシンポジウムは10

月22日（金）～23日（土、午前）の間

に開催された第43回日本生気象学会大会

に引き続き、23日午後に「環境要因の変

化と人の健康」－体の内外の環境変化が

人の健康や慢性疾患にどの様な影響を与

えるのか？－というテーマで４名の演者

がわかりやすい内容で講演を行いました。

ドイツ・ミュンヘン大学のピーター・ヘ

ッペ氏には気象要因が人の健康に与える

影響とその情報提供システムについて、

ヨーロッパでの現状を説明していただき

ました。その他に低気圧と関節痛や神経

痛との関係、運動やお風呂による身体加

熱による睡眠の改善効果や、高原滞在が

体へ与えるよい影響といった、私たちの

身近な健康問題に関する内容の講演に

120名を超える方々が参加され、会場か

らも質問があがり活発なディスカッショ

ンが交わされました。

■国際シンポジウム2004

「環境要因の変化と人の健康」

火山噴火の際に、流下してくる溶岩流

の制御をいかにするか、という問題を絞

り込んだシンポジウムが10月29、30日に

開催されました。富士山の麓に位置する

当研究所としても、また富士山ハザード

マップの最終報告の直後ということなどか

らも、話題性に富むシンポジウムでした。

29日は、当研究所のホールにおいてイタ

リアやアメリカの研究者を含む内外の専

門家を中心に、さらに国内で防災に携わ

っている行政関係者なども加わり、溶岩

流制御の事例および数値シミュレーショ

ンなどの研究発表と議論が活発に交わさ

れました。30日は、富士五湖の一つ西湖

に近い鳴沢村の「富士山博物館」に会場

を移し、一般の方々を対象にした講演が

行われました。イタリアおよびハワイの

火山につき、それぞれの地元で活発に研

究されている第一線の火山学者によって、

豊富な映像を交じえてお話を聞くことが

できました。

■溶岩流国際シンポジウム2004

「溶岩流の災害を防ぐ」



好きなお酒の種類は？そう聞かれれば、

｢カクテル｣、｢チューハイ｣、｢ワイン｣な

どと、多くの女性は言います。ですが私

は迷わず｢日本酒!!｣です。そんなかわい

くない私が、今日はみなさんに少しだけ

清酒豆知識をお伝えしようと思います。

みなさんは吟醸酒や本醸造酒といった

言葉を聞いたことがありますか？その違

いは実はお米をどれほど削ったか、なの

です。お米の外側にはタンパク質、脂

肪、ミネラル、ビタミンなどの栄養素が

含まれていて、これらは人間にとっては

とても大切なのですが、酒造りおいては、

微生物（麹菌や酵母）の生育バランスを

崩したり、清酒になってからの香りや味、

色を悪くさせてしまうのです。そのため

精米といって、お米の表面部分を削りと

る作業を行います。私達が食べるご飯は

精米歩合92％程度ですから、玄米から表

面を８％ほど削ったものです。本醸造酒

の精米歩合は70％以下、吟醸酒は60％、

大吟醸酒は50％以下です。つまり、精米

歩合を低くするほど（お米を削るほど）

お酒の質が良くなります。大吟醸酒に使

われるお米は、ビーズのように丸く小さ

くなっています。そして、小さくなった

お米からは出来る清酒の量も少なくなり

ますし、デリケートになるので製造工程

にも気を配ります。だから、大吟醸酒は

高級な清酒なのです。

私は東京の大学で醸造や発酵、それに

関係する微生物について学びました。３

年生の時には福島県の酒蔵にて２週間ほ

ど住み込みで酒造りを体験させて頂き、

そこで『和醸良酒』すなわち和が良い酒

を醸
かも

す、という言葉を教わりました。ま

た４年生の卒業論文では酒造りには欠か

せない麹菌の酵素についての研究をし、

毎日実験が終わり教授が帰ると机の下か

ら瓶を取り出し、一杯引っ掛けながらデ

ータ入力…、と文字通り酒浸りの日々を

送りました。

みなさん、今度の忘年会・新年会では

｢とりあえずビール！｣ではなく、ぜひ日

本酒に挑戦してみてください。何種類か

利いてみると、好きなお酒がきっと見つ

かるはずです。あなたが気に入るのはフ

ルーティーな香りの吟醸酒？やっぱりコ

クのある純米酒？それとも軽快で滑らか

な生酒？ちょっと日本酒を知ってみたく

なった方、お声をかけてください。

あなたもきっと日本酒ファンになりま

すよ！

日本酒大好き!

●総務課　総務担当

外川 真智子
とがわ まちこ

仕込みタンク内部。元気に発酵中！

毎日使っていた分析セット卒論の実験中。慎重に･･･。

麹室（こうじむろ）にて米麹を作ります



高校生のころよく見たドラマに「池中

玄太80キロ」がありました。このドラマ

で主人公の池中玄太が、亡き妻を回顧し

ながら、北海道でタンチョウツルの求愛

ダンス写真をとる場面がありました。そ

の圧等的なスケールと神秘的な美しさは、

現在でも私の目に焼き付いています。本

書を見るとそのことを思い出させてくれ

ます。

本書は、いわば「旅行ガイドブック」

的な本で、北海道の著名な探鳥地とそ

こで見られる鳥・アクセス・交通機関・

施設（バードウォッチ）・娯楽施設を

掲載しています。そのため、探鳥地を多

方面から楽しめます。また鳥の写真の美

しさとそれをとりまく自然の雄大さに圧

倒されます。そして、探鳥地の説明文

は、その地域の特徴を解りやすく教えて

くれます。

環境科学研究所の環境情報センターに

バードウォッチコーナーがあります。こ

こでも日々数種類の鳥を楽しむことがで

きます。本書とこれを利用して、私も一

人前のバードウォッチャーになろうと思

います。

本書はこれから北海道に旅行にいく人

やバードウォッチャーになりたい人に薦

めたい一冊です。 （河口　修）

決定版日本の探鳥地（北海道編）
●BIRDER編集部　　●㈱文一総合出版

研究室公開2004

環境科学研究所の「研究室公開2004」が平成16年7月24

日（土）に開催されました。この日は、普段一般の方が立ち入

ることのできない研究棟を1年に1回公開する日です。

今年は同時期に「富士山火山防災ウイーク～富士山の自然・

火山防災を知ろう～」と題したパネル展が開催され、自然災害

体験車や模型により土石流・火砕流が体験、学習できるコーナ

ー等も併設されました。

研究棟では、9つの研究室が体験学習コーナーやパネル写真な

どで、研究内容をわかりやすく公開しました。環境生理学研究室

では、「世界の夏を旅しよう～人工気象室体験～」と題して、世

界の都市の夏が体験できました。環境資源・環境計画学研究室で

は、廃棄プラスチックを使い古した天ぷら油を使って、リサイク

ルするための研究をわかりやすく紹介しました。植物生態学研究

室では、「富士山の植物の生態」と題し、溶岩流上に成立したア

カマツ林の研究成果をわかりやすく解説しました。また、「夏休

みこども相談室」でも、子どもたちが日頃不思議に思っている、

様々な疑問や質問に研究員がわかりやすく答えていました。

夏休みに入って初めての週末ということもあり、子ども連れ

の家族など多くの方々に参加していただきました。



MAP

世界遺産の候補から漏れたこと、ハザードマップが作ら
れたことなど話題に事欠かない富士山ですが、富士山から
恵みを得るだけでなく、富士山が何を求めているのか富士
山に対して何ができるのか、エコツーリズムや火山防災な
どいろいろな方向から、富士山との共生の模索が始まって
います。日々変わる富士山の姿を見ながら、そんなことも
考えたり寒さにちょっと震えたりしています。 （I.T）

いつの間にか紅葉も終わり、富士山も雪でおおわれまし
た。標高1,050ｍにある研究所は、これから長い冬に入り
ます。ここの寒さは、街では考えられないほどのものです。
だけど、冷気に包まれた富士山麓の自然はとても素敵です。
みなさん時間がありましたら研究所へ遊びに来てくださ
い。 （N.O）

お知らせ

編集後記

富士山頂の樹木たち
富士山は、季節ごとに色々な表情を見せ
る魅惑的な山です。特に、樹木が活き活
きする写真の季節は、富士山が生き物で
あることを私たちに教えてくれます。

今回の表紙

発行・平成16年12月

本冊子は再生紙を使用しています。

s環境学習図書の館外貸出

環境科学研究所・環境情報センターでは、県民の主体的な環境学習及び環境学習保全活動の展開を推
進するため、図書の貸出を行っています。

利 用 時 間s午前９時～午後５時
休　館　日s年末年始

（月曜日及び祝日の翌日は貸出等の業務は行いません。）
対　　　象s県内に居住、通勤もしくは通学する人が利用できます。
利用手続きs初めて利用するときに利用カードを作ります。氏名・住所を確認できるもの（健康保険証・

運転免許証・身分証明書など）をお持ちください。
貸出冊数・期間s５冊以内　15日以内
貸出制限資料s参考書・禁帯出図書、雑誌の最新号、視聴覚資料などは貸出ができません。閲覧室でご利

用ください。
そ　の　他s○県立、市町村立図書館を通しての貸出も行っています。

○学校単位での利用は、100冊以内30日以内までの貸出を行っています。
○調べたいこと、研究したいことがあるときはカウンターの職員にお尋ねください。

問い合わせ先s環境科学研究所　環境教育・情報担当　TEL0555-72-6202

「環境学習備品」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県内に在住、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・情報担当　TEL0555-72-6203
※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

環境科学研究所では、県民の主体的な学習及び環境保全活動の展開を推進するため、
環境学習図書・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 紙漉きセット

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

s環境学習備品の館外貸出


