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富士山は太平洋側に高くそびえている

ために、真冬の時点での降雪量は多くあ

りません。冬の季節風の強い時期の日本

列島およびその周辺域においては、湿気

は日本海側の山岳地帯で雪となり落ちて

しまい、太平洋側に位置する富士山では

空気が乾燥し、そのため降雪量は極めて

少ないのです。要するに、オホーツク海

側からの気団の影響では富士山には降雪

はほとんどない、ということになります。

これに対し、立春以降において徐々に冬

型の気圧配置がゆるみ、その結果南から

の風が吹き込むようになると、降雪量が

急激に増加します。つまり、富士山の降

雪の大部分は、この太平洋側からの湿っ

た暖かい風によって形成されるわけです。

このような富士山の雪のルーツについて

は、富士山の地球科学・自然科学に携わ

っている研究者を除いて意外に知られて

いません。ちなみに、夏期を中心とした

暖かい時期の富士山の降雨も、当然のこ

とながら太平洋側からの供給によるため、

富士山の降雪・降雨のルーツは年間を通

して太平洋気団に支配されることが容易

に理解できます。

さて、立春以降に著しく発達した低気

圧が本州の北側を通過すると、南の太平

洋から湿った風が急速に吹き込み、豪雨

を伴った大荒れの天気になります。これ

が春一番とか台湾坊主と呼ばれるもので

す。通常－10℃から－20℃の山頂付近

の気温が、このとき一気に零度前後まで

上昇します。しかも低気圧のもたらす降

雨量が台風なみに増大することも稀では

ありません。

このような急激な気温上昇と多量の降

雨が積雪層に供給されると、積雪層が重

くなりバランスを失い滑りはじめます。

これがいわゆるスラッシュフローと呼ば

れるものです。これが引き金になり、多

量の土石やレキを含んだ流れが誘発され

る場合があります。このような現象に対

し、富士山地域では雪代（ゆきしろ）と

いう言葉が用いられます。

スラッシュフローの発生時期は、その

発生機構からして厳冬期は稀で、2～6

月の冬期から春に、あるいは11、12月

の初冬に限られます。このうち、大部分

は春先に起こっています。しかし、昨年

（2004年）12月5日をはじめ、初冬期

にも大きなスラッシュフローの発生は認

められました。近年では、1992年12月

8日に富士山全周において発生しました。

このように、スラッシュフローは気象条

件さえ揃えば、春先のみならず初冬にも

発生するわけです。歴史的には、スラッ

シュフローがきっかけで発生した大きな

雪代災害によって、人命を失ったケース

もしばしばです。

図１は、2004年12月5日の早朝に、

富士山北側斜面において発生した雪代災

害の地点です。我々は、雪代災害発生の

数日後に調査にでかけ、富士スバルライ

ン４合目付近で埋められた乗用車が、そ

の後の復旧作業で姿を現した状況を確認

し、自然現象の恐ろしいまでの迫力を実

感しました。（写真）幸いにして今回の場

合、人命を失う事態には至らなかったの

は幸いでありました。富士山の場合、火

山活動発生頻度に比べ、雪代災害の頻度

は著しく高いため、雪代の発生の仕組み

について基礎研究を進め、これを防災に

役立てる意義は大きいと思われます。我々

の研究所では引き続き調査研究を進め、

その成果を分かり易いかたちで各方面に

情報発信を行なっていきたいと考えてい

ます。

富士山の雪のルーツと
雪代災害
地球科学研究室 輿水 達司・内山 高・石原 諭
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図1：富士山は太平洋側に高くそびえているために、真冬の時点での
降雪量は多くありません。冬の季節風の強い時期の日本列島およびそ
の周辺域においては、湿気は日本海側の山岳地帯で雪となり落ちてし
まい、太平洋側に位置する富士山では空気が乾燥し、そのため降雪量
は極めて少ないのです。

写真：富士スバルライン4合目付近で埋められた乗用車が、その後の
復旧作業で姿を現した状況。
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山梨県は実に変化に富んだ多様な地域

です。地域にはどんな多様さがあるので

しょうか？

「多様である」とは「等質ではない」

ということでもあります。図は1975～

1976年の空中写真を元に作成したオル

ソ画像（空中写真を地図にあうように変

形してはり合わせたもの）です。上の図

をみると、南アルプスの起伏の激しい山

地があり、甲府盆地とそこから流れ出る

富士川の谷があり、御坂山地があって、

円錐型が特徴的な富士山と桂川（相模川）

の谷があります。写真を見るだけで、性

質の違う部分が組合わさって全体ができ

ていることがわかります。地域を区分す

る時に、共通する性質（たとえば地形的

な特徴）をもつ部分のまとまりを抜き出

したものを等質地域と呼びます。

左下に富士川の谷の一部を拡大した図

があります。両側から山地が迫り、谷の

幅は狭くなっていますが、富士川に流れ

込む支流沿いの谷は比較的広くて、水田

が広がっています。ここに見られる等質

地域としては、低地の農村、樹林に覆わ

れた山地と丘陵地、建物を集積した都市、

川、などをあげることができます。

右下にさらに部分的に拡大した図があ

ります。この図だと個別の敷地まで見え

るので、水田、畑、住宅地などの土地利

用、川、木を伐採してからの年数の違い

によって色の違う林などの等質地域に区

分できそうです。

見ている範囲の広さや縮尺で、等質地

域の区分に適した性質が違います。右下

の図では住宅、田畑、水路などの等質地

域を見ていますが、一番広い上の図で見

た時には「谷や尾根がいくつも集まった

山地」という等質地域を見ているわけで

す。

一つの「谷」のように違う種類の等質

地域が集まって構造をつくったものを「結

節地域」といいます。等質地域は統計資

料と組み合わせて現状把握を行うのに適

していますが、結節地域は多様な等質地

域がどんな力で束ねられているかを考え

ることに向いています。

谷の場合は水が流れて地形をつくる力

があります。その地形と水を人が利用し

て居住し、農業を営むという人と自然の

結びつきがあります。居住地と地域の外

も道路によって結ばれています。このよ

うに自然の力と人の力が重なって実際の

「谷」の姿が形作られています。

環境計画学では、環境がどのような現

状に置かれているかを把握し、それを元

にどのような性質を守っていくべきかを

考える事はとても大事です。そして同時

に、地域の環境をよりよく変えていくた

めには、今地域にある力のはたらき方を

見て、それをどう変えれば環境がよくな

るのかを考えなければいけません。

近代化によって環境が大きく変わった

といわれていますが、原因の一つに人工

の力が強くなった事によって自然の力を

乗り越えられる状況が増えたことがいわ

れます。また、工業化などによって、自

然と人との結びつきよりも人と人との結

びつきの重要性が増したことも、地域の

結びつきのあり方を大きく変えているよ

うです。

今から30年ほど前の地域の姿は、自

然の力と人と自然の結びつきでできてい

た時代と、現代の中間の姿をしているよ

うに思えます。

地域の構造をつくる力
環境計画学研究室 池口 仁

図 山梨県南部のオルソ画像と部分拡大
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5月14日（土）に、山梨環境科学カレッジ大学院（以下大学院）の開講式があり、

13名の方が入学しました。入学生は、昨年度まで山梨環境科学カレッジ（以下カレ

ッジ）で学んだ方たちで、さらに環境問題やインタープリテーション（自然環境解説）

に関心がある方が２年目の大学院に進学しました。カレッジや大学院とは、当研究所

教育・情報担当が行っている環境学習に関する生涯学習支援プランです。大学院の講

座内容は、以下の通りです。

第１回目（５月）

第２回目（５月）

第３回目（６月）

第４回目（６月）

第５回目（７月）

第６回目（７月）

・7/16～8/31の期間、

第７回目（９月）

第８回目（９月）

第９回目（10月）

第10回目（11月）

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

基礎講座A ／環境教育スタッフ講座

基礎講座B ／環境教育スタッフ講座

専門講座A ／自然系研究員による講座

専門講座B ／健康系研究員による講座

応用講座A ／自然解説員による講座

当研究所実施のガイドウォーク（自然観察ガイド）に自由参加。

青木ヶ原臨地講座 ／環境教育スタッフによる講座

専門講座C ／地域系研究員による講座

応用講座B ／環境教育スタッフ講座

まとめ ／大学院生による実習講座

終了式

いずれの講座も環境教育スタッフや研究員による手づくりの教材です。それは、大

学院生にとってより具体的・実践的な内容で講義を進めて行くためのものです。この

様な講義や実習、さらに自主学習などを通して、研究所周辺のアカマツ林の中でイン

タープリテーションを行えることが卒業までの課題です。このインタープリテーショ

ンは、一般的な自然解説でなく、自然と人々の関わりを環境問題や環境教育という視

点から語れることを目指しています。これは、学校や公民館などの場所で環境につい

て講義ができる人づくりを目標としているからです。あなたも山梨環境科学カレッジ

大学院に挑戦してみませんか。

■お問い合わせ先

環境教育・情報担当室 電話０５５５－７２－６２０３

環境教育・情報が実施している「環境生涯学習支援プラン」について

山梨環境科学カレッジ（定員40名／期間1年）

入学条件

・成人であること

・山梨県に在住・在勤であること

3月に募集（当研究所 環境教育のホームページ）

山梨環境科学カレッジ大学院（定員15名程度／期間1年）

入学条件

・山梨環境科学カレッジ修了者

リカレント教育

・山梨環境科学カレッジ大学院修了者

山梨環境科学カレッジ大学院



「地球のエネルギー問題と環境保全を

考える」をテーマとして、5月14日（土）

に第18回山梨環境科学講座を実施しま

した。今回の講座は、小宮山政晴氏（山

梨大学大学院教授）と田原聖隆氏（独立

行政法人・産業技術総合研究所環境効率

研究チーム長）をお招きして、私たちの

暮らしと環境問題についてお話をしてい

ただきました。

まず、小宮山氏（写真右中）による「バ

イオマス・エネルギーと燃料電池につい

て」と題する講演では、多くのグラフや

スライド写真に解説を交えながら、将来

のエネルギー需要見通しの中に占めるバ

イオマスの役割、利用状況の一例として

山梨県上九一色村にある富士ヶ嶺バイオ

センターの稼働状況、燃料電池へのエネ

ルギー源としてのバイオマスの利用方法

などについてお話していただきました。

次に、田原氏（写真右下）の「地球環

境の保全とライフ・サイクル・アセスメ

ント（LCA）」と題する講演では、外国

産のきのこと日本産のきのこを具体例に

上げながら、製品・サービスが環境に及

ぼす影響を評価する手法であるLCAにつ

いて解説していただきました。また、消

費者の環境負荷を視野に入れた商品・サ

ービスの開発が必要であるとも話されま

した。

参加者からは、「有限の化石燃料の代

替としてのバイオマスの有効性がよく理

解できた。」「地球温暖化現象について

もさらに関心を持つことが出来た。」「エ

ネルギー問題の将来像が少しではあるが

理解できた。」「LCAは新しい概念であ

るが、非常に興味深く聞かせてもらっ

た。」「研究を分かりやすく聴くことが

でき、視野が広がったような気がする。」

などの多くの声が寄せられました。

第18回山梨環境科学講座

「地球のエネルギー問題と
環境保全を考える」



「趣味は？」と聞かれると私はきまっ

て「観劇！」と答えます。すると大抵の

場合「高尚な趣味だね。」と言われます。

観劇バカ（＝私）としてはそうかなぁ？

と思うのですが、日本ではまだまだ劇場

に足を運ぶということ自体が敷居の高い

ものなのかもしれません。今回はもっと

皆さんに舞台を身近に感じて頂けたらと

思います。

私は小さい頃から舞台と言われるもの

が大好きでした。定期的にあるテレビ放

映が待ち遠しく、ドラえもんより歌舞伎

を喜んでいたそうなので、少し変わった

子供だったのかもしれません。お小遣い

を貯めて劇場に行けるようになると、歌

舞伎・能・狂言・バレエ・セリフ劇・ミ

ュージカルとあらゆるものを観ました。

今でも年に一度はそれぞれを見ますが、

観劇数が最も多いのはミュージカルです。

ミュージカルというと、司会者のタモ

リさんが嫌いということで有名ですが

（笑）、歌やダンスがふんだんにちりばめ

られていて比較的とっつきやすい舞台だ

と思います。セリフが歌なんて変！です

ね。しばしば言われる一言です。でも思

い出して下さい。名作と言われる映画に

もミュージカル映画は多く、例えば舞台

化されているものですと、サウンド・オ

ブ・ミュージック、マイ・フェア・レデ

ィー、アニメの美女と野獣、ライオンキ

ング等々があります。最近ではオペラ座

の怪人がヒットしました。皆さんも映画

となると何気なくご覧になっているので

はありませんか？使われている曲もスタ

ンダードナンバーとして、一度は耳にし

たことのある曲が多いはずです。私は舞

台を観るだけでなく、後日思い出しなが

らナンバーを口ずさみステップを踏む、

そんな楽しみ方もしています。観劇に作

法なんてありません！綺麗な格好をして

行く必要もありません！大切なのは自分

が楽しめるかどうかだけです。そう思う

と敷居も少しだけ低くなりませんか？

最近は子供用に作られ、上演されてい

る作品も数多くありますから、大人から

子供まで家族一緒に楽しめるものもあり

ます。嬉しいことに山梨での上演もだい

ぶ多くなりました。皆さんがよくご存じ

の芸能人もたくさん出演していますから、

最初は彼らを観に行くつもりで観劇する

のはどうでしょう？そのうち、きっと観

劇することが特別なことではなくなります。

さて、その手始めとして私のお薦めは

ミュージカル。観てみませんか？

『観劇バカより』
環境健康研究部 齋藤 順子
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観劇にて友人（左）と劇場のエントランス

私の宝物、パンフレット



学習室の入口付近に２つの水槽があり

ます。この２つの水槽の住人はヒメネズ

ミです。

ヒメネズミは、山林に生息する代表的

な野ネズミで、研究所の付近で多く生息

しているといわれます。しかし、見かけ

る機会はほとんどありません。それは、

ヒメネズミが人の手にのっかるほど小さ

く（体長が7～10cm）、しかも夜行性

の動物だからです。そのため２つの水槽

の住人のヒメネズミも、昼間は土の中に

かくれ、見学者が来ても姿を見ることが

できません。そこで、本研究所職員の佐

藤永四郎氏が夜に活動するヒメネズミを

ビデオで撮影しました。現在、「えさを

食べるヒメネズミ」等、さまざまなヒメ

ネズミの仕草をビデオで見ることができ

ます。おかげで、ヒメネズミについて、

私にとって新たに発見したこともありま

す。まず、すべてにかわいいことです。

表情・仕草等はとくになんともいえませ

ん。また体の特徴として尾が体長よりな

がいことです。どうか研究所に来られま

したら、学習室入口にヒメネズミをたず

ねてください。いやされること間違いな

しです。

（河口 修）

クマが人を襲い、また農作物をあらす

ことが社会問題になっています。研究所

敷地内でも数年前クマが出没したことが

あります。一般に、クマは他の動物に比

較して体が大きく、凶暴であるといわれ

ています。はたしてそうでしょうか。ク

マが凶暴にならざるをえない理由がきっ

とあります。

本書は、小学生のはる君、おじいちゃ

ん、小学校の先生、友達が、おじいちゃ

んの助けたクマのモモをとおして「クマ

と人間の共生」をどのようにしたらよい

のか考えます。その方法は、非常に的を

えたものです。しかし本書は最後に悲劇

的な結末になります。それは「クマと人

間の共生」の難しさを教えてくれます。

現在、科学的見地から「クマと人間の

共生」についてどのようにしたらよいか

研究がなされていますが、まだ結論はで

ていません。

本書は、親子で「クマと人間の共生」

や「自然と人間の共生」を深く考えさせ

てくれる一冊です。

どうか読んでみてください。

（河口 修）

図 書
新 着
図 書



富士に冠していた雪も少しずつ消え、麓は日々
濃色となる緑に包まれます。そこを駆け抜け
る爽やかな風。これから夏、山麓でのイベン
トも増えます。研究所にも是非立ち寄ってみ
てください。

（A.O.）

青い空に青い富士山。黒い空に黒い富士山。
空と富士山との境界が曖昧で、それでいてく
っきり見える、この時期の富士山が私は一番
好きです。山梨に住むことができて良かった
と思う瞬間。

（H.O.）

編集後記
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●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。

今回の表紙
夏の富士山

MAP

▼環境学習プログラム

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ヶ月前から

▼地域環境観察

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8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27日（日）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

▼環境体験講座

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（金・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

▼企画展示

第２期
火山としての富士山を写真やパネルによっ
て紹介します。
日 時 7月9日（土）～9月11日（日）
テーマ 「富士山・火山写真展」

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24日（土）～11月20日（日）
テーマ 「きのこ写真展」

▼環境映画会

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13日（土）～14日（日）

▼研究室公開2005

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。
日 時 7月30日（土）13：00～17：00

▼火山防災戦略2005国際シンポジウム

日 時 １0月26日（水）～28（金）
場 所 山梨県環境科学研究所 ホール及び

（独）防災科学技術研究所

▼2005国際フォーラム

日 時 11月5日（土）13：00～17：00（予
定）
場 所 山梨県環境科学研究所 ホール
テーマ 野生動物の生態と被害管理

この印刷物は古紙配合率100％の再生紙と環境にやさしいVOC（揮発性有機
化合物）成分フリーの大豆油を主体とした植物油型インキを使用して印刷しました。 
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「道」を通じて、人は自然とふれあい、
健やかな暮らしを営んできた。東海自然
歩道の総長は1,350ｋmといわれ、膨大
な数の道が富士の周囲を取り巻く。
「滝沢林道」は国道139号を東進し、
冨士浅間神社東の交差点を県道701号
へと入り、「中の茶屋」を左折した地点か
ら始まる約16ｋmのコース。緩やかにカ
ーブした道の彼方に富士山の美しい稜
線が伸び、林が青々と裾野を埋め尽くす。
五合目手前で林道は終わるが、富士の
自然の輝きは限りなく続くことを願って
止まない。


