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動物生態学研究室では開所以来、富士

北麓地域に生息するさまざまな動物群に

ついて、その分布や生態などの調査を進

めてきました。中でも私達は「自然環境

のものさし」といわれ、環境指標として

世界的にも注目を集めている昆虫の蝶類

に的を絞り、北麓の自然について眺めて

きました。 

この過程でわかってきた重要な事実と

して、北麓には全国的に衰退著しく減少

傾向にある希少蝶類（絶滅危惧種）が、

幸いまだかなり生息しているということ、

また、それらの種が青木ヶ原樹海のよう

な原生的環境ではなく、半自然草原や雑

木林などの二次的環境（人手が入ること

により形成された環境）に多く生息して

いることがわかってきました。 

この事実について、富士山北西麓の青

木ヶ原樹海とそれに隣接する二次的草原

で、蝶類を調査した結果に基づき述べて

みたいと思います。この調査は2002年

に開始し現在も継続しておりますが、こ

こでは解析の終了した2002年の結果を

示します。調査では青木ヶ原樹海内の2

カ所（FI-1, FI-2）、樹海から草原に続

く林縁の場所（FE）、そして樹海に隣接

する二次的草原2カ所（GL-1, GL-2）を

選択して、各々に月2回ずつ訪れ、蝶類

成虫の個体数モニタリングを行いました。 

図は、この年に年間を通して記録され

た蝶の全種数と環境省認定のレッドリス

ト（絶滅危惧）種数を各地点毎に示した

ものです。図からも明らかなように、蝶

の種数が多いのは原生的な樹海の中では

なく、樹海に隣接する過去に地元の人々

が茅場・採草地として利用してきた草原

（二次的草原）の部分であることがわか

りました。すなわち、原生林よりも二次

的草原の方が蝶類相が多様で豊富である

ことが判明しました。同様に環境省指定

のレッドリスト（絶滅危惧）種は、草原

と林縁でのみ生息が確認され、樹海内で

は１種のレッドリスト種も確認できませ

んでした。 

さらに特筆すべきは、この草原だけで

ヒメシジミ（写真１）、ヒョウモンチョ

ウ、ヤマキチョウ（写真２）といった環

境省指定のレッドリスト種を計８種も確

認することができました。しかも、これ

らの絶滅危惧蝶類の一部の種は、いわゆ

る普通種に混じって数多く確認すること

ができました。 

ようするに、この二次的草原には日本

の多くの地域で既に失われてしまった草

原の原風景が残っているのではないかと

いうことです。恐らく里地・里山が人間

によって有効利用・管理されていた時代

には、このような草原が日本の各所にあ

り、その時代には今は絶滅危惧種のレッ

テルを貼られてしまった多くの生物が、

数多く生息していたのではないかと推察

されます。 

数少なくなってしまった絶滅危惧種の

最後の聖域、この富士北麓に残された貴

重な環境（生態系）を末長く維持し守っ

ていくのは、現代を生きる我々の責務と

も考えられ、そのための努力をしていか

ねばならないことを痛感しております。 
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図：青木ヶ原樹海とそれに隣接する二次的草原付近の５地区 
における蝶類の全種数とレッドリスト（絶滅危惧）種数（2002年） 

写真１：主に二次草原に見られたヒメシジミ 
　　　　（環境省指定レッドリスト種） 

写真２：主に二次草原と林縁に見られたヤマキチョウ 
　　　　（環境省指定レッドリスト種） 
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　　　　水質と標高ならびに水質間の相関 
富士山北側斜面に位置する井戸水について解析した結果。 
ｒ：相関係数。関連性の強さを示す数値。－1.0～1.0の間の値をとる。1.0に近い値ほど正相関が強いことを示し、－1.0に近いほど逆相関の程度
が強いことを示す。いずれの相関も、統計学的な検定を行った結果、有意な相関であった（偶然このような結果が出た可能性は低いことを示す）。 

　　　富士北麓地下水調査における採水地 
国土地理院「数値地図200000(地図画像)」、地図ソフト「カシミール3D」および
地理情報分析支援システム「MANDARA」を用いて作成。 

富士北麓地域地下水の 
調査結果から 
環境生化学研究室　瀬子　義幸・長谷川　達也 
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環境生化学研究室では､富士山周辺の

地下水の成分調査研究や、富士山地下水

に他の地域より多く含まれている成分（微

量元素バナジウム）の健康影響に関する

研究等をしています｡今回は富士北麓地

域の地下水成分を分析した研究成果をお

話しします｡ 

一口に｢富士山地下水｣といっても､何

をもって富士山地下水と称するかは実は

難しいところですが､富士山北側斜面と

その周辺の地下水を調査（図q）した結

果から、富士北麓の地下水の特徴を考え

てみました｡ 

バナジウム：私どもの調査結果(山梨

県環境科学研究所研究報告書第12号)では､

富士山の溶岩が到達している地域の井戸

水ではバナジウム濃度が高いことがわか

りました｡富士山の溶岩は都留市､大月市

まで流れ､猿橋まで到達していますが､こ

れらの地域の地下水中バナジウムについ

ては現在調査中です｡富士北麓地域では

バナジウム濃度が50μg/L (注)前後の井戸

水が多く認められましたが､これまでの

調査で最も高いものは約130μg/Lでした｡

標高の高い井戸ほどバナジウム濃度が高

い傾向も認められました (図w)｡ 

　その他の微量元素とミネラル:富士山

周辺の地下水からはバナジウム以外にも

様々な微量元素が検出されますが､私た

ちの調査結果では､バナジウムと比べる

と他の微量元素(銅､亜鉛､マンガン、ゲ

ルマニウム､その他)の濃度は低い傾向に

ありました｡ただし､フッ素濃度は一部の

地域で少し高いことがわかりました｡カ

ルシウムやマグネシウムなどのミネラル

類､あるいは塩化物イオンや硫酸イオン

などの陰イオン類は､標高が高くなるに

従って低くなる傾向が認められました(図

eには、ミネラル類と陰イオン類を合計

した値［合計イオン濃度］を示す)｡比較

的標高が高く周辺に人家や事業所がほと

んどない地域ほど､ミネラル類や陰イオ

ン類が少ないことを示しています｡これ

らの調査結果から､人間活動の影響を受

けていない地域･地点から採取された富

士山地下水のミネラル類の濃度は低いも

のと私たちは考えています｡ミネラル分

等の濃度(合計イオン濃度)が低い水ほど

バナジウム濃度が高い傾向のあることも

わかりました(図r)｡ 

pH (ピーエイチ、ペーハー､水素イオン濃度)：

酸性､アルカリ性の度合いを示すpHは

7.0が中性ですが､調査したほとんどの水

が8前後で弱アルカリ性といえます｡標高

の高い井戸ほどpHの高いこともわかり

ました(図t)｡また､ pHの高い水ほどバ

ナジウムを多く含む傾向も認められてい

ます(図y)｡ 

これらの結果から､人間活動の影響を

受けていない富士山北麓の地下水は､｢バ

ナジウムが多く､ミネラルや陰イオンが

少ない､弱アルカリ性の水｣であると言え

るのではないかと私どもは考えています｡ 

　注）μg/L:1 μg/L は水1リットルに 
　0.000001g（百万分の1グラム）含まれる濃度。 



8月7日（日）に、地域環境観察バスエコツアー「富士山五合目自然観察」を実施

しました。観察会は、丸田恵美子氏（東邦大学理学部助教授）を講師としてお招きし、

富士山の森林限界付近の植物観察をおこないました。参加者は61名でした。 

当研究所から出発したバスの中では、富士山と植物との関係を、火山であること、

独立峰であること、標高が極めて高いこと、新しい山であるという観点から、本州中

部の他の山岳と比較しながらお話をしていただきました。 

富士山五合目近くの御中道に到着後、参加者の61名は、3つのグループに分かれ観

察をおこないました。講師は、丸田先生、安田泰輔（当研究所植物生態学研究員）、

小佐野親（当研究所環境教育・情報担当）が担当しました。各グループの講師から、

ハクサンシャクナゲ、メイゲツソウ、ミヤマハンノキ、ダケカンバ、シラビソ、コメ

ツガなど多くの植物について解説していただきました。参加者は、熱心に聞き入り、

写真やメモを取ったりしていました。特に、真冬の風雪を耐えるため地面を這うよう

にして生きているカラマツの解説では、生命力の強さに感嘆の声をあげました。 

晴天にも恵まれた楽しい一日でした。 

〈参加者の感想〉 

・富士山の五合目付近のほんの小さな区域の中でも、きびしい自然の中に生きる多く

の植物があることを初めて知りました。 

・たくさんの植物の名前、特徴、植生など知ることができました。植物の分布につい

てもわかりやすく説明していただきとても良かったです。 

・自然の雄大さを再認識しました。何千年、何万年もかけて形成されたこの山は、私

たちの時代で破壊してはならないと思いました。 

講師の丸田先生 

ハクサンシャクナゲ 

カラマツが這っている様子 

第２６回地域環境観察 

バスエコツアー 
　富士山五合目自然観察 
　　　－富士山の植物限界を訪ねて－ 



研/究/交/流 

国内外の火山地域における防災行政の

実例を紹介しながら、効果の高い防災シ

ステムや、火山・防災の専門家から行政

への情報提供のあり方を探る国際ワーク

ショップが、10月26日、28日の2日間、

本研究所および防災科学技術研究所（つ

くば市）において開催されました。米国、

イタリア、英国、インドネシア、フィリ

ピンなどの海外の火山研究者からは、各

国の近年の火山噴火と防災対策の紹介が

あり、国内では、岩手山や三宅島噴火な

どにおける災害発生時の対応策について

防災担当者から発表がありました。また、

地元自治体から、富士吉田市、富士河口

湖町などの火山防災への取り組みも紹介

され、活発な議論が行われました。この

火山防災ワークショップは、筑波の防災

科学技術研究所との共同開催という形で

は、今回が2回目になり、単独開催の昨

年度も含めると、火山防災の国際会議と

しては第三弾となりました。 

研/究/交/流 
火山災害軽減のための方策に関する 
国際ワークショップ２００５ 

11月5日（土）に環境科学研究所本館ホ

ールにおいて「野生動物の被害管理の現

状と未来」をテーマにした国際セミナー

を，日本哺乳類学会，野生生物保護学会、

富士吉田市、都留市、西桂町および富士

河口湖町の後援を得て、開催しました。

120名の方々が参加するなか、午後1時

から4時間にわたって、基調講演が2題、

県内の研究事例報告が2題の、計4題の

講演と総合討論が行われました。 

まず基調講演では、（株）野生動物保護

管理事務所の羽澄俊裕氏が、「日本にお

ける野生動物保護管理の現状と課題」に

ついて、またフランスの野生動物学者オ

スカーC.ヒューゲンス博士が「海外にお

ける野生動物保護管理の事例について」

講演を行いました。次に休憩を挟んで県

内の研究事例報告が行われ、当研究所の

吉田洋研究員が、ニホンザルの生態と被

害について、また県総合農業試験場の本

田剛研究員が、イノシシ用被害防止柵の

管理と効果について発表しました。これ

ら4題の講演の後に、総合討論が行われ、

主に国内外における野生動物保護管理と

被害管理の両面について、活発な議論が

交わされました。 

セミナー全体を通じて、国際的事例か

ら県内事例まで極めて幅広い話題提供が

行われ、参加された方々も実に熱心に聞

き入っていました。 

国際セミナー２００５ 
「野生動物の被害管理の現状と未来」 



ここ数年、休日の過ごし方が、私にと

って大きな問題になっていました。いつ

も、家の手伝いの他は、テレビやビデオ

を見て一日中過ごしていました。これで

は健康に良くないので、テニス・ゴルフ・

マラソンをしてみましたが、どれも長続

きせず、三日坊主で終わってしまいまし

た。 

半年前、高校の同級生との飲み会の席

で、この事を話したところ同級生の一人

が「おれは登山をしている、おまえもし

ないか。苦労して登ったあと山頂からみ

る景色はなんともいえない」と誘われま

した。しかし、体力のない私は、「体を

もうすこし鍛えてから」と言って断りま

した。そのあとで、同級生に「ウォーキ

ングはどうか。定期的にすれば体力がつ

くぞ」と言われ、私はその言葉を真に受

け、はじめてみました。 

最初、私は体力に自信がないので、ば

てたらいつでも乗り物にのれるよう電車

線沿いを歩き、所要時間は1時間30分～

2時間を目標にしました。そうしたら富

士急行線の谷村町駅～大月駅（片道

10km程）を歩くことができました。そ

のあと、ビールを飲んだところそのうま

さは言葉に言い表すことができないくら

いでした。このビールのうまさで味をし

めた私は休日ごとウォーキングをしまし

た。始めてから5回目までは富士急行線

の谷村町駅～大月駅間のコースでウォー

キングをしていました。しかし、いつも

同じコースでは飽きるので6回目からは

コースを変えてみました。距離よりも所

要時間（1時間30分～2時間）に重点を

おいてコースを選びました。大体歩くと

ころは都留市内です。40年以上住んで

いて、わからなかったことや知らなかっ

たことを発見することがあります。また

最近では、勤務時間終了後や昼休み時間

に環境科学研究所付近を30分～40分位

ウォーキングしています。 

ウォーキングを始めてよかったことは、

30分～2時間の間歩くことに集中するの

で、その間日常の嫌なことを忘れること

ができることです。そして歩き終えたと

きの充実感はなんともいえません。今後

は、自宅～環境科学研究所まで歩いて通

勤することを目標に頑張っていきたいと

思います。 

ウォーキングは、気軽にでき、費用も

かからない大変お薦めのスポーツです。

皆様もどうぞ。 

『ウォーキングのすすめ』 
総務課環境教育・情報担当　河口 修 
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「研究室公開」は研究施設を一般の方々

に見ていただき、研究員との交流を通じ

て研究成果や研究所の役割を理解してい

ただく年に１度の企画です。来訪者に楽

しみながら研究を理解していただく体験・

企画を各研究室が用意すると共に、「富

士山はどんな山？」と題する荒牧所長の

講演会も行いました。来訪者数は昨年の

約1.5倍に増えましたが、郡内地域居住

者が中心でした（郡内居住者が77％、

県内その他の地域が13%）。今年の来

訪者にお願いしたアンケートの結果、企

画を知ったきっかけ、来訪の動機、興味

を持った体験・企画、年齢層は多様でし

た。90%の方々から「良かった」ある

いは「非常に良かった」との回答が得ら

れ、この企画はおおむね好評でした。「来

るまで知らなかったのでもっと広報した

らいいと思います」、「掲示ポスターは

少し難しかったですが、口頭での説明は

わかりやすかったです」との感想もあり、

非常に参考になりました。来年のこの企

画に向けて非常に参考になりました。 

図 書 
新 着 
図 書 
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『世界遺産　知床の素顔』 
●佐古浩敏・谷口哲雄・山中正実・岡田秀明／編著 

●朝日新聞社／刊 

トピック トピック 

流氷から発生した大量のプランクトン

をサケなどの稚魚が食し、成長した魚た

ちは海ではトドに、陸ではヒグマに捕食

される。彼らの死骸や排泄物はやがて土

に返り森をつくる。その上空では越冬し

てきたオオワシが獲物を狙っている…。 

海洋と陸上の相互関係が織り成す壮大

かつ複雑な生態系を有する北海道知床は、

今年世界遺産に登録されました。日本で

は白神山地、屋久島に続く世界自然遺産

となります。本書は、世界遺産登録直前

に行われた「厳冬期知床野生動物調査」

の現地報告です。 

冬の知床に降り立った調査チームの面々

が目にしたものは、雪と氷に閉ざされた

世界で繰り広げられる自然とたくましい

動物たちの営みでした。調査の過程で自

然環境保全の問題点も浮き彫りにされて

いきます。漁業継続と自然保護との両立

やクマなど野生動物と人間との共存。増

加しつつあるエゾシカの食害。増加する

観光客と発生が予測されるさまざまな環

境破壊等々。幾つもの課題が残されてい

ます。 

これまで人間も生態系の一部でした。

世界自然遺産となった知床とどのように

向き合うのか、自然界における人間のあ

り方のひとつのモデルとなるのかもしれ

ません。 

　　　　　　　　　　（芦澤 祥子） 



研究所の窓から見える景色も、４月の若葉
から夏の青空、一瞬の紅葉を経てすでに初冬
の風情。これから５ヶ月あまりの冬ごもりです。 
　街の木々はジングルベルをBGMにきらめく
季節ですが、研究所の樹木はひっそり静かです。
　　　　　　　　　　　　　　　（M.G.）　 

通勤途中に見る富士山も、絵画で描かれる
ようにきれいに雪化粧しました。林を渡る風
も日に日に寒さを増してきました。研究所に
お世話になってからもうすぐ３年、時間の経
過の早さを感じます。 

（O.N.）　 

編集後記 

編集発行 

山梨県環境科学研究所 
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開館時間　午前9時～午後5時　入館無料 

休館日　　年末年始 
　　　　　月曜日及び祝日の翌日は、環境教育事業、図書の
　　　　　貸出し等の業務は行いません。 
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今回の表紙 
富士山北麓の蝶と地下水 
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　地球上に生息する蝶の仲間はおよそ
14万４千種。「蝶」を通じて、私たちは人
と自然との関わりについて多くのことを
学ぶ。 
　富士北麓には絶滅が危惧される希少
蝶類が多数生息している。原生林にでは
なく、古の人々と共有していた草原や雑
木林の中で、普通種に混じって生息する
ことが確認されている。 
　一方、冠雪の富士の地下に育まれた豊
かな水の存在は、人々の生活に潤いを与
え、また麓の枯野には、かけがえのない
動植物たちの命と共に、地球の健やかな
未来を育むたくさんのキーワードが眠っ
ている。 

イ ベ ン ト 情 報  

お 知 ら せ  

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。 この印刷物は色覚障害の方に配慮し制作しています。 

色覚UD

　▼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っておりません） 
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たずねください。 
問い合わせ先s環境科学研究所　環境教育・情報担当 TEL 0555-72-6202 
 
　▼環境学習備品の館外貸出 
 
　「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 
　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 
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　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

●環境科学研究所では、環境学習図書・環境学習備品の館外貸出を行っています。 

※日時内容などを予告なく変更することがあります。 

日　　　時s1月15日（日）午後1時～午後4時 
場　　　所s勝山ふれあいセンター研修室（富士河口湖町） 
入　場　料s無料 

▼シンポジウム「富士山貞観噴火と青木ヶ原溶岩 


