


　本施設は昭和５１年に竣工し、当初は教育・研究および医療活動に伴っ
て発生する無機系・有機系廃液を処理する医学部内共同利用施設として

発足しましたが、昭和５６年に学内共同利用施設となり、名称も山形大学
廃液処理施設と改められました。平成１２年４月からは山形大学環境保全
センターとして再出発し、学内の実験廃液の処理のみならず、環境問題

の教育・啓蒙活動も重要な課題として取り組んで参りました。

　平成１３年度より有機系廃液が、また平成２０年度より無機系廃液処理が
外注になったことにより、当センターにおける廃液処理業務は終了しま

した。今後は、全学的な廃液管理を行いつつ、環境保全に関する教育、

研究および広報活動に努めて参ります。更にリスクマネージメントの観

点から全学的な薬品管理システムの構築とその運用に当センターが関与

することとなり、現在作業部会のメンバーとともにシステム構築に向け

て鋭意努力しております。

　人事では、平成２０年３月に土橋陸夫講師が定年退官しました。土橋講
師はセンターからの環境保全に関する情報発信に長年貢献され、全学的

薬品管理システムの導入に向けて多大な貢献をして頂きました。また教

育研究面では、山形大学が「自然と人間の共生」という理念を世界に発

信するために公募したプロジェクトの最優秀賞に「やまがた草木塔ネッ

トワーク」が選出され、土橋講師が中心となって、草木塔研究家のネッ

トワークを構築し、平成１９年８月には「いのちをいただく」と写真集
「草木塔」が刊行されました。現在も非常勤で草木塔ネットワークの維

持管理に勤めています。

　後任として平成２０年４月に大津芳講師が着任しました。環境に関連する
研究プロジェクトを長年行ってきて、生化学に明るく、本センターの専

任講師として適任の人材であります。本年度に研究成果を欧文雑誌に発

表するなど、今後もセンターの教育研究面での活躍を期待しています。

　さらに、長年にわたりセンターに貢献してきた菅野幸治主任（昭和５２
年１月赴任）が平成２１年３月をもって定年を迎えることとなりました。
廃液処理という厳しい職務を真摯に全うしてきた菅野主任のおかげでセ

ンターが大過なく今日を迎えられたと言っても過言ではありません。今

後も非常勤職員としてセンター運営に貢献して頂きたい。

　さて、今回の「環境保全」では草木塔の研究でも名高い千歳栄様、さ

らに鮭川村自然保護委員会事務局高橋淳様、また自然写真家の永幡嘉之

様、高嶋清明様、フロラ山形の沢和浩様にご寄稿頂きました。

　今後も当センターに御指導御鞭撻のほどお願い申し上げます。

　

 巻頭言

環境保全センター長 　本　郷　誠　治　



　山形市の東に、 穏 やかな姿で古来市民に親しま
おだ

れている千歳山があり、北麓に 古  刹 萬松  寺
こ さつ

     があ
ばんしょうじ

る。

　開山一三〇〇年を迎えた千歳山萬松寺は、その

記念事業として、昭和二十年に戦 時供出さ れた
きょうしゅつ

 梵鐘 
ぼんしょう

を再興することとし、その 火  入  式 が平成十六
ひ いれ しき

年三月十八日の午後、萬松寺住職の平清水 公宣 老
こうせん

師 、鋳匠の 長谷川雅也氏、渡辺梵鐘の菅江浩二氏
ちゅうしょう

などの関係者が集い、天童市 荒  谷 にある渡辺梵鐘
あら や

で厳粛に行われた。

　準備された 鋳  型 の前で公宣老師の火入れの 祈  祷 
い がた き とう

が終わると、黄赤色に溶けた銅が職人の見事な 手 
て

 捌 きで 溶鉱  炉 より
さば ようこう ろ

 湧出 
ゆうしゅつ

し、中次ぎの 取  鍋 に注がれ
とり で

た。

　温度を調節するために、しばらく 藁灰 を掛けな
わらばい

がら見詰めて時を待ち、溶けた銅の変化する色で

適温を判断する。職人の感性が最も 研 ぎ澄まされ
と

る時である。

　取鍋がクレーンで静かに上げられ、流し口を鋳

型に用意された口元に近づけて、慎重な注入が始

まる。職人たちも関係者も最も緊張する時間であ

り、瞬時のような三分間であった。

　翌十九日は、午前十一時過ぎに 取上 式が行われ
とりあげ

た。

　公宣老師の取上げ祈祷の後、行事が始まる。昨

日 鋳造   さ      れた梵鐘の本体は、鋳型の砂を肌に付け
ちゅうぞう

たままで台の上に置かれ、頭部は白布の腰巻きで

 覆 われている。
おお
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 梵 
ぼん
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しょう

千　歳　　　栄

▲溶かされた銅が中次ぎの取鍋から鋳型に流し込まれる



　白いエプロンを掛けた 産  婆 役の長谷川夫人
さん ば

 が徐に 踏台に上がり、白い腰巻きを一枚ずつ丁寧
おもむろ

に 外 し、最後の五枚目が取られると、 荘厳 な姿
はず そうごん

 が窺え る粗肌の頭頂部が現れた。
うかが

　静まり返った式場に、職人が 産  湯 のお湯が入っ
うぶ ゆ

たバケツを運んでくる。産婆はヒシャクで産湯を

 汲 み、梵鐘の頭頂部に三度掛けて、湯気が 仄 かに
く ほの

立つ姿を見て引き下がる。

　参列者が次々に産湯を掛け、最後に公宣老師が

掛ける。梵鐘の肌はしっとりと 濡 れて、全容から
ぬ

湯気が昇り、霊気を感じさせる神秘的な雰囲気が

 醸 し出される。
かも

　この不思議とも思われる儀式に、鋳造関係者は

人間の子供が誕生する神秘な様相を重ね想像して

「取上式」と 銘 し、頭部に掛けた腰巻きを安産の
めい

守り神として大切にしている。

　この儀式には深い意味が 潜 んでおり、日本人の
ひそ

縄文時代以来の精神文化が流れていると思う。

　梵鐘本体の銅は自然や大地の産物であり、鉱物

の銅にも生命観を感じ、神として 崇 める精神性が
あが

日本人の伝統の中にあることを表している。これ

は、仏教の天台 本  覚 論に「 草木  国  土  悉  皆 
ほん がく そうもく こく ど しっ かい

 成仏 」と
じょうぶつ
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▲腰巻きを外す
　お産婆姿の長谷川夫人

滑腰巻きに印刷された
　「安産御守」の印

滑お産婆は三度、参列者は一度ずつ
　産湯をかける



して継承されている思想である。

　自然の産物を神と思い、人間誕生の儀式と対称

化し、融合して行う梵鐘の取上式の儀式は、現代

人が失いつつある、宇宙や自然も、そして人間も

一つの生命体であるという、原始以来、人類の最

も大事な思想を、現代に 彷彿 させてくれる貴重な
ほうふつ

行事であると思う。

　山形の鋳造界にこのような行事が伝承されてい

ることは、山形の誇りで、精神文化の華であり、

今後とも永く伝承されることを願い祈る思いが切

である。

平成十六年　弥生　
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鮭川の取り組み
～地元と専門機関との連携～

鮭川村自然保護委員会事務局 髙橋 淳

地域の自然は、住民自らが守る。雪深い最上地方の山村で、い

ま、新しい取り組みが成果を上げつつある。土地に根ざして生活

する人々と、外部から訪れる有識者と、それをつなぐ人と。

全国でも先進的なモデルケースとして、地元で中心を担う若手のひとり

に、「仕組みづくり」に重点を置きつつ、ご紹介いただいた。

鮭川村の保護地域で、羽化したばかりのギフチョウがキクザキイチゲに翅を休める（N）
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●はじめに

　鮭川村は、山形県の北部、最上地方の北西部に

位置し、東西２０娃、南北１２娃にわたる総面積
１２２．３２挨の農山村。人口は５千人余り、村土の６５％
を森林が占めている。この村でギフチョウ属をは

じめとした自然環境の保全に取り組んで、６年が
経過した。

　自然環境の保全という言葉が社会に定着して久

しいが、現在ではその概念も広く一般に認識さ

れ、科学的なデータを記録し、生態系を学ぶこと

によって、生物多様性の維持を意識した活動がで

きるようになってきたと感じている。そうした時

代背景のなか、絶滅を危惧される種が鮭川村にも

数多く存在することを知り、さらに、そうした動

植物の生息地は、地域の伝統・文化に強く影響さ

れていることを知った。その存在が「地域の誇

り」として認識されるようになると共に、地域社

会での保全活動への理解を深めていったと感じて

いる。

　近年、全国的に話題に上る里山の変化は、生活

環境の変化に根ざしたものであるから、「現状のま

ま無理なく過去の状態に戻すこと」はできない。

このまま何もしなければ、植生の遷移に伴って衰

退していく種類も多いだろう。意識的に、過去の

状態に戻すための「何か」を行なう必要がある。

鮭川村では、「地域の誇り」を喚起することで、保

全活動の実施が可能となり、人々の生活と生物多

様性の維持が両立している。自然なスタイルで無

理なく活動を定着させるためには、こうした「仕

組みづくり」が必要だった。そして、鮭川村には

その機運があった。

　活動が定着してきた要因はもう一つある。過疎

地域である当村は、基幹産業が農業であるが、近

年の農業の衰退は米価の低迷などに強く表れ、経

済面での閉塞感が拭えないのは偽らざるところで

ある。絶滅危惧種の存在が、農産物の他地域との

差別化を図るうえで有効と捉えられたことも、動

植物が「地域の誇り」として認識される要因だっ

た。保全活動が、地域経済を側方から支援する素

材になり得るという「希望」が、集落単位での保

全活動を大きく支えているように感じる。

　当会は、村内在住者でつくる民間の団体であ

る。地域づくりを進める団体としての認識を持

ち、事務局員が所属する経済団体の活動を環境保

全と連携させたり、農業分野における他地域との

差別化によるブランド化の企画に参画させていた

だいたり、活動領域は拡大している。

湿原を踏圧から守るため、民間助成で木道を設置

湿原の荒廃を食い止めるための下刈り

地域住民による湿原の維持管理作業
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　保全を具体的に実施する地域の人々、そして保

全に携わる外部の専門家。私たちの活動が、両者

を結びつけている。専門的知識は乏しいが、専門

家の指導を仰ぐことで方向性を明確にできる。労

力は農業従事者ほど発揮できないが、里山管理は

前進している。何よりも、「地域の誇り」を喚起す

ることで、協力者は年々増加している。

●きっかけは、ギフチョウ属

　２００２年から２００４年にかけて、鮭川村教育委員会
による村内の動植物調査が行われた。主に植物が

中心であったが、その過程で、ギフチョウ属の減

少が課題として浮上した。減少要因として棲息環

境である二次林の放置、採集圧などの指摘があっ

たが、何が必要かという科学的な分析を待たず

に、取り急ぎギフチョウ属を保全する効果的な方

法として、２００４年４月に村天然記念物に指定され
た。天然記念物という制度では保全活動に限界が

あることも議論され、村内で独自に、レッドリス

トに挙げた希少種全部を包含した、希少動植物保

全の村条例を制定すべく努力したが、こちらは行

政内部のコンセンサスが得られず頓挫した。

　翌２００５年６月、村内の有志により、当会が設立
された。中心は行政関係者であったが、この頃か

らの活動指針として、「地域の自然は地域で守る」

を合言葉に、手探りの活動が始まった。“村内の希

少動植物が生息し、又は生育し得る自然生態系の

保全及び再生を図り、健全な自然環境を次代の村

民に継承する”ことを目的としている。

　絶滅の危機に瀕している動植物が多くある中

で、知名度が高く、親しみやすいギフチョウやヒ

メギフチョウは、活動の入口となっている。棲息

密度の高い集落を中心として、モデル的に活動を

展開しているところである。

●専門家との出会い、そして地域の理解

　これらの活動と前後して、昆虫や植物に詳しい

外部の方々との出会いがあった。村教育委員会を

中心に、周辺町村の教育委員会や環境学習を担っ

ている方々が集まり、ギフチョウ属の分布や混棲

の状況について、専門家からご教示いただいた。

その時に、啓蒙の中心を担っていたのが、日本

チョウ類保全ネットワーク（現在の、特定非営利

活動法人日本チョウ類保全協会。以下“保全協

会”と表記）の永幡嘉之氏であった。また、地元

での活動を担っている中心で、この集いを企画し

たのが村教育委員会の矢口末吉氏であった。当初

は両者が、互いの活動や知識等の背景を知らない

まま、感情的に意見をぶつける場面もあったが、

保全していくという点では目的は共通しており、コドラートを設けてギフチョウの食草を調査

外部の人間でなく、地域住民が主体となって作業する

ギフチョウ生息地の下刈りは、地区の「朝仕事」
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永幡氏が現地で調査指導を行い、矢口氏を中心と

した地域のメンバーが協力するというスタイルが

確立していった。

　県営ほ場整備事業（田んぼの区画整理）で、ギ

フチョウの食草であるミチノクサイシンの自生地

がつぶされるという計画が浮上していた。移植す

ればよいという意見もあったが、県の担当者や地

元地権者らの理解を得て、一部のやむを得ない場

所のみ移植、その他は自生地のまま残すことに落

ち着いた。この事案の検討の際に、永幡氏が紹介

してくださった各領域の専門家の方々とは、現在

でも交流が継続している。

　日本チョウ類保全協会のシンポジウムに招か

れ、全国で事例報告をする機会もいただいた。２００８
年５月には、第３回全国チョウ類保全シンポジウ
ムを当村で開催することもできた。こうしたシン

ポジウムは、私たちが地元で保全活動を継続する

上で、とても意義あるものとなった。たとえ、鮭

川村がギフチョウ・ヒメギフチョウの混棲地とし

て全国的に名が通っていても、地元ではそのこと

自体があまり知られていないのが現状である。ギ

フチョウを見たこともない村民もたくさんいる。

アゲハやキアゲハとの違いもよくわからない。そ

んな中にあって、全国からチョウ類に興味のある

方、保全活動に関心のある方々が数百人の規模で

集まる。地元での保全活動への理解は、このシン

ポジウムを通して一気に深まった感がある。

　行政の協力も大きかった。当村でのシンポジウ

ムの前に開催された、群馬県渋川市でのシンポジ

ウムには、視察として３名が派遣された。また、
私費で参加した村議会議員もいた。シンポジウム

の在り方や運営を描くとともに、多くの専門家の

方々と顔を合わせて交流する機会にもなった。

　シンポジウム当日には、村役場が村の特産品き

のこの大なべ汁を振る舞ったり、各課からスタッ

フを派遣して応援してくれた。村観光協会は、宿

泊費の助成もしてくれた。地域をあげてのイベン

トとして取り組めたことは、参加者の満足度に反

映されたものと自負している。

　このように、実地での作業からイベント的な啓

蒙活動に至るまでの保全活動に、様々な立場の人

間が互いに協力しながら取り組む中で、専門家の

指導、地元の理解、そして、それらをつなぐ活動

母体の必要性すなわち当委員会の活動意義が、強

く認識されるようになってきたのである。

シンポジウムでは東京・大阪からの来村者もあった

チョウ類保全シンポジウムでも野外調査を実践

下刈りによってギフチョウも食草も回復途上にある
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●具体的な自然の豊かさとは

　行政やマスコミをはじめとする多くの場面で、

「山形の豊かな自然」という表現が使われること

が多い。確かに、森林面積が大きいために、自然

は豊かなように見える。しかし、「何がどのように

豊かなのか」と問いかけられると、返答に困る。

「自然の豊かさ」は、具体的な調査がなくては見

えてこないのである。

　調査の折には、地域に暮らす方々の情報や経験

が、より大きな成果につながる。里山の二次林な

どは生活のなかで成立してきたものであり、動植

物ばかりでなく、農業や林業の経験を伝承するこ

とも、地域の自然認識に結びつく。それらを意識

することで、「鮭川村にはどのような自然がありま

すか」という問いには、少し答えられるだけの情

報が蓄積されてきたと感じる。

　現在では、里山のシンボルであるギフチョウ、

ヒメギフチョウの他、ゼフィルス類やアオハダト

ンボ、ハッチョウトンボなどの昆虫、それにサギ

ソウやトキソウ、サワラン、サルメンエビネなど

の植物も大切に守られている。こうして、自然の

豊かさが具体的に見える地域になってゆけばと

願っている。

●活動の発展性と継続性

　当会の活動は、ギフチョウ属を入口に、前述の

ように地域のコンセンサスを得て進められてき

た。

　活動を進めることは、交流機会の創造につな

がってきている。絶滅を危惧される植物のある湿

地を守ろうと、集落をあげて湿原の保全を始めた

地区があれば、廃校になった分校を体験型宿泊施

設にして、地域の自然を目玉に事業を始めた地域

もある。チョウ類保全シンポジウムの際には、東

北芸術工科大学の卒業生や学生との交流があり、

ポスターやチラシの図案を作成していただいた。

サルメンエビネ。ランの仲間は乱獲により消滅した（Ｎ）

湿原保全のシンボルのひとつ、アオザゼンソウ（ザゼンソウの緑花）

大きく成長したザゼンソウの葉を眺める子どもたち



フキの花を訪れたヒメギフチョウ（N） スミレサイシンに蜜を求めるヒメギフチョウ（N）

ミチノクサイシンに産まれたギフチョウの卵（N） 食草ミチノクサイシンに産卵するギフチョウ（N）
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現在では卒業生が鮭川村に住んで自然を映像記録

し、これを村観光PRビデオとして活用していく事
業が始まるなど、周囲との交流も深まっている。

　これらは個人や特定地域の活動だが、もう少し

大きな動きも起こり始めている。鮭川村は、きの

こ生産、花卉栽培、米づくり等が盛んな地域であ

る。この地域で、新たな地域産業を展望した取り

組みが始まった。農家と商業者・経済団体との連

携のかけ橋として当会が認識され、そのメンバー

として行政のプロジェクトに招かれた。地域の自

然環境が、産業づくりの重要な位置付けとして認

識されてきた。ギフチョウを保全しようとする動

きが、地域経済の支援に発展し、ひいては地域の

信用を得られる方向に広がりをみせているのであ

る。

　また、農業者が多くを占める地域性は、共同作

業に対する理解を得られやすい風土も持ち合せて

いる。例えば、ギフチョウの食草や吸密植物があ

る里山の下刈りは、早朝の共同作業で行う。「あさ

しごと」と言う昔からの共同作業の文化だ。これ

に報酬を求めたりすることはない。もちろん、そ

の姿に私たちは感謝の気持ちを率直に表してい

る。作業が終わると、一服しながら「ギフチョウ

米でも売れないかな」などの話題もでる。「チョウ

が苦手な人は絶対買わないな」などと夢と冗談を

語り合いながら、ギフチョウが農業者の身近な存

在になってきている。

　子どもらと自然の関係も伝統として残ってい

る。山の神が春に里におりてきて田の神になる。

だから山の神を大切にする。年に一度、地区の子

どもらがご神体を背負い、家々を回って感謝をい

ただくという「山の神の勧進」という伝統も継承

されており、自然との密接な関係を見ることがで

きる。

　里山の下刈りや湿原の管理などは、動植物の不

法採集への目配りなどとともに、個々人の自然環

境への意識も高める。山の神への感謝も自然の大

切さを次代に引き継いでいく。こうした様々なレ

ベルでの意識の変化や醸成が、ひいては生物多様

性の維持に貢献してゆくだろう。

●研究機関との連携

　チョウ類保全シンポジウムに参加されていた山

形大学の研究者の指導のもと、学生が長期計画

で、当村をフィールドとしたギフチョウ属の研究

を始めた。

　これまで、山大エリアキャンパス事業など、鮭

川村と大学との連携がなかったわけではないが、

今般の研究は、地元との交流の深さや専門的見地

からのアドバイスなど、その連携内容は格段に充

地区行事でも山を歩き、地元講師が解説する初夏の湿原の観察会

民間助成での木道完成を地区総出で祝う
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実している。当会でも、保全活動によるギフチョ

ウ属の食草数の推移や産卵数調査など、データを

蓄積し取り組んでいるが、科学的な調査を実施す

るうえでは研究手法などの専門知識、調査人員な

どの面での限界があることも事実である。一方、

大学の研究として専門的に調査・研究をしていた

だけることは、保全活動を進めていく上で、地元

では気づくことのできない観点から、活動を発展

させていくことにつながる。

　有難かったのは、教授を中心にして、研究室の

学生の面々が、村との交流の場に積極的に顔を出

して下さったことである。多くの学生の指導や研

究を進める上で、ひとつの地域に多くの時間を費

やすことは、研究者にとっては時間的負担につな

がることは想像に難くないが、外部から効率よく

調査に訪れるか、それともまずこうして地域との

信頼関係を築き上げるかによって、地元の受け止

め方、あるいは協力体制が格段に変わるのは確か

だ。調査のあとに、研究者と学生が、村民と一緒

に飲んで語り、村に泊まってゆくことが、地域に

とっては大きな励みになり、信頼関係に発展す

る。大学での調査内容などは、発表前なので触れ

ることは避けるが、地域住民である我々が、調査

地域の案内をしたり、地域情報を提供したり、さ

らには交流できるということは、当会にとって意

義ある取り組みとなっている。この連携は現在も

発展し続けており、２００９年の生態学会では、山形
大学の研究と当会の活動をセットで報告する機会

も設けられた。

ギフチョウ生息地の踏みつけ防止に木道を設置

緑陰のギフチョウ生息地（N）

ギフチョウ幼虫と食草ミチノクサイシン（N）

鮭川の清流の指標、アオハダトンボ（N）
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　また、安易に「特定の種を守るための保全」と

称して、自然環境を人為的に変化させてしまうこ

とは、他の種の存亡に大きな影響を与える可能性

がある。これを回避しつつ、生物多様性を維持し

ていくためにも、地域の活動に専門的な見地から

アドバイスをいただけることは不可欠である。手

探りでの取り組みから７年が経過した現在、かつ
て地域の者だけで取り組みを始めた頃には想像も

つかなかった、体系的な保全活動が実現してきて

いると感じている。

●大切なこと

　チョウ類をはじめとした環境保全の活動を継続

していくためには、「地域の理解」が不可欠であ

る。その「地域の理解」は、「地域の誇り」を喚起

することによって得られる。「誇り」を喚起するに

は、地域の伝統や文化を理解し、地域に根ざした

「組織」が必要であり、その「組織」には、科学

的なアドバイスをしてくれる、大学をはじめとし

た「専門的集団」が必要なのだと感じている。そ

の一連のつながりが形成されると、互いの必要性

が認識されるとともに信頼が醸成され、継続性が

担保されるのではないだろうか。ギフチョウで商
ギフチョウ生息地から鳥海山を望む（N）

鮭川で羽化したコヤマトンボ（Ｎ） 下刈りの結果、増加したカタクリ（N）
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売ができるわけではない。集めて自己満足してい

ても、次々に絶滅しては意味がない。

地域振興と科学的な調査に基づいた環境保全が結

びつき、結果として生物多様性が維持される仕組

み。そのキーワードが「地域の誇り」だと考える。

専門家集団からのアドバイスに感謝しつつ、これ

からも、チョウが生息できる環境を「地域の誇り」

と受け止め、活動を展開していきたい。

＊本稿は、ニューサイエンス社「昆虫と自然」２００９年
２月号に掲載されたものを基調に、特に研究機関・
専門家との連携部分を大幅に加筆した。付図の大部

分は、今回新たに使用するものである。写真キャプ

ションの末尾に（N）とあるものは、永幡嘉之氏の
撮影による。



小国町の

チョウセンアカシジミ
自然写真家 高嶋清明

マスコミにとりあげられることも多く、

名前だけは知っている人も多いはず。

しかし、実物を見た人は多くないこのチョウの姿を、

気鋭の写真家が、現地から届けるリポート！

羽化直後、翅をのばすチョウセンアカシジミ



▼食樹の根際に見つかった蛹 ▼翅に傷のない綺麗な成虫が多かった

　小国町の住宅地内にある

チョウセンアカシジミの生

息地。食樹であるトネリコ

が立ち並ぶ道路沿い５０mほ
どの限られた空間に、もの

すごい数のチョウセンアカ

シジミがすんでいる。２００８
年６月１８日、永幡嘉之さん
に案内してもらって現地を

初めて訪れた私は、その数

の多さに仰天した。

　山形に移り、フリーの昆

虫写真家として活動をはじ

めたばかりの私にとって、

この蝶は必ず写真に撮りた

いもののひとつ。でも、稀

少種だと聞くから、欲張ら

ずに一枚、しっかりした写

真を撮ることとしよう。

　しかし、現地についてま

もなく、実にあっさりと

チョウセンアカシジミが見

つかってしまった。翅に傷

のない新鮮な個体が食樹の

あちらにもこちらにもと

まっている。気がつくと、

足下の草に羽化直後で翅を

のばしているものもいる。

トネリコの根際の落ち葉を

数枚めくっただけで、羽化

前の蛹が見つかった。

　

　ふつう、野外でシジミ

チョウの蛹を見つけるのは

困難なこと。きっと、そこ

らじゅう蛹だらけなのだろ

う。次々に訪れるシャッ

ターチャンスに喜々として

撮影していたが、次第に目

の前の状況に違和感を覚え

てきた。 ▲住宅地にあるチョウセンアカシジミの生息地。目立つ木はほとんどが食樹トネリコ



▼木洩れ日のなかで見かけたメスアカミドリシジミ ▼トネリコの葉上に休むチョウセンアカシジミ

田んぼの周辺には湿地性の林が広がる。かつて広大な湿地が広がっていた風景が目に浮かぶようだ



　ひと通り撮影を終えたところで、別の場所

を見せたいと永幡さん。次に案内してもらっ

たのは、昔ながらの田んぼ。そこに接するの

は湿地性の林だった。この林はハンノキやト

ネリコがメイン。永幡さんによれば、チョウ

センアカシジミの本来の生息地は、おそらく

こんな感じだろうという。人間が田畑を拓く

以前の本来の生息地。広大な湿地と、そこに

接する林の姿が確かにそこに見えてきそう

だ。

　チョウセンアカシジミは、小さな体、弱々

しい飛び方、それに活動時間の短さなどから

考えると、移動性の強い蝶ではないはずだ。

かつて湿地の周辺に続く林を活動の場として

いた頃には、広く安定した生息環境が確保さ

れていたのだろう。隣の林に移るのも、それ

ほど冒険ではなかったに違いない。それが、

田畑の拡大そして住宅地の開発とともに、湿

地の周辺にあった林は次々に切り倒されてい

く。連続していた林も分断された。先程見て

きた住宅地内の生息地は、そうして孤立した

のだろう。あらためて当日撮った写真を見な

がら、今更ながら永幡さんが何故この２カ所
を案内してくれたのか理解できた。

　住宅地内の生息地は、思うに、天然記念物

に指定された１９７７年頃で、既に末期的状態
だったのだろう。チョウセンアカシジミの本

来の生息環境を取り戻そうと思ったら、人が

開発する以前の湿地環境を求めなければなら

なくなる。これは、想像するだけでも非常に

困難な作業だ。今は、保護指定された時の環

境を維持するので精一杯なのだろう。

　１６時過ぎ、再び住宅地内の生息地を訪れ
た。チョウセンアカシジミは夕方近くに活動

のピークがある。メスを巡ってオスは激しく

争い、そして交尾・産卵。梢を飛び交うチョ

ウセンアカシジミの数も尋常ではない。１日
だけの取材では通常期待できない収穫の連続

であった。

▼田んぼに面した農家。庭先には立派なトネリコがあった



　一般には稀少とされるチョウセンアカシジ

ミが、無数に群れている姿は、一見すると保

護活動が成功し、復活の兆しと見えるかも知

れない。しかし、しばらく自然観察を続けて

きた者としては、何とも危ういものに感じて

しまった。人が作りだす環境はあまりに単純

なものだからバランスを崩すことになりやす

い。１０年後、２０年後のこの環境、そしてここ
に生きるチョウセンアカシジミはいったいど

うなっているだろう。

　もっとも、たった一日の観察で、何か分かったつ

もりになっている自分こそ危うい。実際、チョウセ

ンアカシジミ自体はたくましく活動しているように

も見えた。狭い空間で世代を重ねた結果、種が滅び

に近づいている、という感じは受けないのだ。

　冬の卵や、初夏の幼虫の成長もまだ見ていない。

これから何度も現地に行き、チョウセンアカシジミ

を見る機会をもっとたくさん作らなければならない

と思っている。

交尾中のチョウセンアカシジミ

卵は幹に産みつける

産卵直後の卵は真っ白でよく目立つ



夕刻、トネリコの幹に産卵する。右の上空には、梢を飛び交うオスの影がちらつく



山形県内では数少なくなったオキナグサ。かつてはそこかしこで春浅い原野を彩った（乱川扇状地）

山形県内の扇状地原野の 

自然環境と現状
自然写真家　 永幡嘉之・フロラ山形 　沢　和浩

「自然豊かな山形県」という言葉は使われるけれど、

山形の自然環境はすでに末期的な状態にある。

山形の本来の自然とはどのようなものだったのか、そして現状はどうなのか、

調査の第一線に立ってきた著者らが、積み重ねてきた事実から解き明かす。
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　１ ．はじめに

　「豊かな自然」とは何なのか。

　近年、各地で自然保護活動が市民権を得て、動

植物の絶滅を回避し、生物多様性を維持しようと

いう動きが定着してきたことは喜ばしい。県内で

も各地で、保全活動が展開されようとしている。

　ところで、動植物の保全とは、かつて存在した

自然環境に復元してゆくことであるはずだ。しか

しながら、「トンボ池を作る」「ビオトープを整備

する」などといった抽象的な概念の一人歩きが先行

しがちな今、県内の保全活動の現場を見渡すと、

必ずしも復元ではない、新しいものが創出されて

いるケースが見られる。せっかくの意識と意欲を

もって進められているだけに、残念なことだ。

　皆、責任感と前向きな意思、そして善意で取り

組んでいる。水をさすなと叱られるかもしれな

い。しかし現在は、方法および考え方が定着して

いない過渡期なので、やむを得ないことだし、ど

のような形を目指すのかという議論と検証とは、

いつの時代になっても必要だろう。

　例えば、庄内地方の河川に、同じ山形だからと

いって村山地方のゲンジボタルを放すことは、や

はり復元ではない。実際に前例として、関東地方

のいくつかの河川は「ホタルの餌」として持ち込

まれたニュージーランド産の貝に席捲されてし

まったし、小笠原諸島は外来種の島に変わり果て

た。山形県内各地で放されているメダカは、果た

してすべてが地元のものだろうか。

　行政で開発の際に使われる「保全」という言葉

の場合、生物多様性の保全からは、さらに遠くか

け離れてしまう。ダムの水没予定地の動植物を移

植してしまう例があるが、移植先には至近距離か

つ類似の環境が選ばれることが多い。しかし、近

くであっても、環境は似ていても、そこには自生

できなかった理由があるはずだ。果たして、移植

したからといってそこで永続的に世代を繰り返す

だろうか。あるいは、狭い水辺に多数の生物を移

植しようという計画を耳にしたことがある。この

場合、移植先で不自然に過密になったその生物

が、餌不足によってどれだけ死ぬのかは考慮され

ない。必要とされているのは保全ではなく、「殺

さなかった」という人間の自己満足だけに終わっ

ている例は、残念ながら後を絶たない。

　環境アセスメントという制度が定着したからこ

そ、むしろ、「希少種さえ対処すればいい」とい

う方法論だけが蔓延していることを強く感じる。

目的と思考が置き去られた現状では、保全という

言葉はむしろ、生物のためではなく、開発のため

の手順として使われているのだ。

　生物多様性の保全とは、養殖場を作ることでは

なく、生物自らが繁殖できる環境を整えること。

そのためには、まず、そこにどのような自然環境

があったのか、過去を知らなければならない。い

ススキ原野に生息するウスバカマキリ（乱川扇状地）

河川氾濫原にみられるカワラバッタ（泉田川扇状地）
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ろいろなものが絶滅寸前になってしまった現状

を、そのままの状態で残すのではなく、過去に復

元すること、それが、豊か“だった”自然環境を

取り戻すことにつながる。

　ところで、過去の自然環境を、私たちはどれぐ

らいイメージできるだろうか。昔は○○がたくさ
んいた、たくさんあった、と、よく口にするけれ

ども、具体的に過去の環境を描くには、やはりそ

れなりの資料が必要だ。そうした資料は、現状で

は図書館にも博物館にも存在しない。インター

ネット上にも決して出てこない、特殊な情報を自

ら探し当てて、検証することで、初めて自然環境

の変遷を知ることができる。そして、過去の自然

環境を考えるには、同時に現在の調査をしっかり

と実施せねばならない。現状がひととおり頭に入

り、過去との比較ができて、初めて自然環境の変

化が分かるのだ。

　豊かな自然とは何か。残さねばならない自然と

は何なのか。山形の特色、その土地に固有の「豊

かさ」とは何なのか。各地に広がる保全活動で

は、いったいどの状態への復元を目指すのか。

　本稿では、「草原」という環境を切り口に、やや

広い視点から、一般論ではなく山形県の自然環境

について、あくまで地域に特化した内容で論じよ

うと試みるものである。我々は、山形県内の昆虫

あるいは植物を継続して調査する傍ら、過去の文

献や標本の調査も進めてきた。ある特定の種の分

布を調べることも進み、個々の情報もまたそれな

りに蓄積された現在、一歩踏み出して、より広い

視点で論じることが、山形県の動植物相の成立を

考える上で、新たな知見を提供してくれるだろ

う。本来の自然環境の姿と、人為作用による変化

を整理し、「山形の豊かな自然」とは何であるのか

を少しでも明らかにしたい。本稿の目的は、そこ

にある。

　山形県内の草原とは、どのような姿だったのか。

　２ ．山形県内の自然草原

　現在県内に残る草原のうち、人間が管理せずと

も維持される「自然草原」は、月山や飯豊・朝日

山系などの高位準平原に広がる亜高山性草原か、

低地の湿地周辺の小規模な草地、あるいは庄内海

岸の海浜植生ぐらいであろう。他は、いずれも多

かれ少なかれ、人為による管理のもとで存続して

いる。草刈りによって維持されているスキー場の

草原が、人為環境下にあることは誰の目にも明ら

かだが、農耕地の周辺や川原の草原も、やはり草

刈りによって存続しており、手入れをやめると次

第に林になってしまう。

　そうした人為下にある環境にも、かつては本来

の自然草原が存在していたはずである。今は一面

乱川扇状地に広がる９月のススキ草原
（若木原の一部）

山形県内にみられる主な扇状地
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の田畑になってしまった平野には、広大な湿地が

広がっていたはずだし、蔵王山坊平にはスキー場

ができる前から、いや、その前の段階として牛馬

が放牧されるよりもさらに前から、草原がすでに

存在していたことは、草原にしか生育しない植物

が豊富に自生していたことからも明らかである。

そうした、人間の生活圏に重なって姿を消してし

まった自然草原として、山形県の場合は、①坊平

などの高原に代表される、風が強いことによって

樹木が生育しない風衝草原、②河川の氾濫が繰り

返されることによって維持される氾濫原、③水位

が高くて樹木が生えない低湿地、そして、④今回

メインで取り上げる扇状地原野などがある。

　河川の氾濫原は、水による物理的撹乱によって

遷移が定期的に退行（生えてきた樹木が消失して

裸地に戻ること）し、草原が維持されていた場所

であるから、数年置きに冠水し、草原としての安

定性は低かったはずである。草原性の動植物に

とって、こうした氾濫原が、生息地としてどれぐ

らいの機能を果たしていたのか、今後検証してい

きたいところである。

　今回は、より草原として安定した状態で存在し

ていた風衝草原や扇状地原野について、現在も残

る断片をつなぎ合わせ、本来の姿を描くことを試

みたい。これらの草原は、土壌養分が乏しいこと

や風が強いことなどによって「遷移が止められて

いる」ことで、氾濫原とは区別できる。もっと

も、土砂崩れなどによる小規模な遷移の退行はこ

ちらにもあったはずで、完全に区別できるもので

はないかもしれない。そのなかで、今回論じる主

題は扇状地原野に限定した。高原の風衝草原の場

合、山麓の田畑に残存していた草原性の動植物と

は多少なりとも顔ぶれが変わることが多い。人為

作用によって里山にどの程度取り込まれ、そして

衰亡していったのかという過程をたどるとき、完

全に人間の生活圏と重なっていた草原性の生物の

本来の棲みかこそが、扇状地原野ではなかったか

と考えるためである。

若木原の草原の５月の景観（乱川扇状地）

若木原のコケリンドウ（乱川扇状地） 原野に咲くフデリンドウ（乱川扇状地）
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　３ ．扇状地に成立する自然環境

　扇状地といえば、水分の乏しい台地を思い浮か

べる方は多いだろう。しかし同時に、末端部に豊

富にみられる湧水もまた、扇状地の大きな特徴の

ひとつである。さらには、そもそもが河川の氾濫

原によって生じた地形であるから、岩礫の供給が

豊富な河川を伴い、時には大きな氾濫を伴う。

　県内の扇状地は内陸盆地においてよく発達し、

北から泉田川扇状地（最上郡）、乱川扇状地（北村

山郡・東根市・天童市、乱川を中心に、白水川か

ら押切川までの複合扇状地で県内最大のもの）、

立谷川扇状地（立谷川および高瀬川の複合扇状

地）、馬見ヶ崎川扇状地（山形市）、松川扇状地

（米沢市）と、いずれも奥羽山系側に発達する。

内陸盆地の西側にも、長井市野川などの小規模な

扇状地は認められるものの、地形から、発達は極

めて悪い。

　扇状地は、樹木の生育が阻害されることによっ

て原野である草原が発達した平坦地であった。こ

れは、柏木原（泉田川扇状地）、若木原・原崎・天

童原（乱川扇状地）、原町・荒谷原（立谷川扇状

地）、南原（松川扇状地）と、いずれも“原”とい

う地名を伴うことからも読み取れる。利水が困難

であることから耕作には向かず、平坦地でありな

がらも、長年開墾を許さなかった。一方で、これ

らの扇状地末端部には多くの湧水を伴うことか

ら、集落形成の初期段階において重要な意味を

持っていたと考えられる。実際に、新庄市、東根

市、山形市、米沢市という県内陸部の主要都市は、

いずれも扇状地末端部において最初に形成され、

そこから周辺に拡大していったのである。

　それぞれの扇状地を特徴づける昆虫や植物は各

項で述べるとして、ここでは県内の扇状地を特徴

づける代表的な動植物について、分布の性格を論

じてみたい。

　１）オキナグサ

　本来の分布域は非常に広い植物で、低地から高

原、農耕地から河川敷・山中の路傍まで、多様な

若木原に咲くオキナグサ（乱川扇状地）
オキナグサという名は白い綿毛を白髪に
見立てたことに由来する（乱川扇状地）
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環境に見られたが、現在は激減し、従来どおりの

規模で見られる群落は県内に２ヶ所しか残ってい
ない。その生育条件を切り取れば、定期的に撹乱

が生じて土壌がむき出しになることおよび、他の

草本がそれほど生長しないことの２点を挙げるこ
とができる。同時にまた、戦後になって外来種の

牧草が吹き付けられるなどして、土壌が安定した

ことが、路傍や田畑、河川の堤防、高原から一斉

に消えた主な要因であったと読み取れる。河川の

氾濫原に生じる礫地でなく、それより数段階、土

壌が安定した草原に生えるという特性が、激減に

つながったものであろう。礫地に生えるカワラケ

ツメイやカワラマツバ、カワラハハコなどは、現

在でもそれなりには残っているが、オキナグサや

アズマギク、コマツナギなどはいずれも高度経済

成長以後、斉一的に姿を消した。

　そのなかにあって、扇状地原野はオキナグサの

主要な生育地のひとつであったと同時に、本種の

生育地のなかでは、最も安定した重要度の高い場

所であったと考えられる。立谷川扇状地の、現在

は立谷川工業団地になっているあたりにもかつて

は原野が広がっており、オキナグサの一大産地で

あったこと、「ツンコバナ」と呼び、果実を毛玉に

して遊んだという話を、沢は祖母（１９００年生ま
れ）より聞いている。東根市の山形空港内には、

現在もそのような原野の状態が、ごく狭い面積な

がら残されており、そこでは大きな群落を見るこ

とができる。

　２）マークオサムシとオオルリハムシ

　この２種は、扇状地の昆虫というよりも、最上
川のような大河川に沿った湿地の昆虫であると評

価すべきだろう。上流部の米沢市から下流の酒田

市まで連続的に分布するなかで、生息地は必然的

に、各扇状地の末端部分に湧水により形成される

湿地と重なる。その部分において扇状地との接点

が生じる。そして、近年になって生息地の多くが

失われ、現存する生息地は、マークオサムシは２ヶ
所、オオルリハムシは４ヶ所に過ぎず、扇状地末

青く輝くオオルリハムシ（米沢市）
絶滅が危惧される昆虫の筆頭格、
マークオサムシ（大石田町）
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端部からは完全に姿を消した。このような湿地性

の生物の場合、生息地の連続性は水流によって維

持されている場面が想定され、実際に、最上川の

河口に多数のオオルリハムシやマークオサムシが

漂着していた例はあったと聞く。こうした移動が、

撹乱によって新規に出現した生息地への進出をも

たらしてきたとすれば、治水事業によって岸辺に

漂着する機会は減るとともに、大規模な洪水など

の際に局所個体群が絶滅するリスクも増大する。

さらに水田の乾田化なども同時期に重なり、生息

地の拠点および移動分散の仕組みが同時に絶たれ

たことで、急激に減少したものと考えられる。

　特殊な例を挙げておきたい。マークオサムシ

は、米沢の松川扇状地では林泉寺の堀立川周辺に

生息していたことが明らかにされているが、米沢

城下に通じるこの川は普段の水量がそれほど多く

ないことから、川幅を広くしてあり、有事の際に

は堰き止めれば大きな水域になるように設計して

あった。したがって、通常の利水工事におけるよ

りも豊富に水辺の草地が形成されていたという。

市街地の外れにもかかわらず、オオヒカゲや湿地

性のアカトンボであるマイコアカネなどが生息し

ていたことは、そうした特殊な土地利用が作用し

た結果であろう。マイコアカネは、かつて扇状地

に限らず、県内全域の水田に生息していたが、現

在は数ヶ所に生存しているのみである。

　３）カワラバッタ

　礫の発達する荒地に生息し、草が生い茂ると姿を

消すことから、定期的に大きく出水する河川を中心

に生息している。特に、扇状地河川は夏季に水位

を下げるかもしくは伏流となるため、本種の好適な

生息環境になっている。治水工事が進んで土石の

流出が減ると絶滅するため、全国的には激減して

いる種で、特に西日本では絶滅した地域が多い。

　県内の扇状地では、主要河川である泉田川・乱

川・松川・羽黒川で広く生息を確認しており、過

去には馬見ヶ崎川にも生息した（現状は不明）。

洪水の有無によって個体数および分布の変動は激

しいが、時に多くの個体数を見ることがある。

　同時にヒゲナガヒナバッタが生息していること

がある。長野・山梨・岩手・山形の各県からのみ

知られる種である。生息環境がカワラバッタとよ

く重なり、県内では泉田川において広く同所的に

見られるが、生息環境はむしろ山間部の小河川に

発達するツルヨシの群落で、扇状地との結びつき

は希薄である。

　４）イバラトミヨ

　前二種と異なり、扇状地の湧水とかなり密接な

かかわりを持つ分布型を示す。前二種は、湿地性

ではあるものの陸上生活を送ることから、水辺の

形状は重要であるが水質はそれほど大きく関与し

ない。しかし、水質とより深く関わる淡水魚の場

合、湧水依存種は必然的に扇状地末端部に分布のヒゲナガヒナバッタ（泉田川扇状地）

湿地や水田にみられたマイコアカネ（泉田川扇状地）



― ２９ ―

中心を持つことになる。

　山形県庄内地方に広く分布するものは、生息基

盤の湧水が扇状地以外の成因によるものが多く、

それほど扇状地との結びつきはみられない。しか

し内陸盆地では、泉田川扇状地と乱川扇状地にほ

ぼ特異的に見られ、しかも両者は外部形態で明確

に区別できる別の個体群である。進入過程の異な

る個体群が扇状地によって棲み分けていること

は、扇状地の成立時期および、淡水魚の分布成立

過程をたどる上でも興味深い。乱川扇状地の個体

群は、秋田県内陸地方と共通する個体群で、より

古い時期に進入したもの、そして、泉田川扇状地

の個体群は庄内地方と共通であり、より新しい時

期に進入してきたものと推定されている。

　５）ハルニレとカシワ

　扇状地の原野は地下水位や礫粒の大小、撹乱の

度合いなどによって草原になる場合や、疎林にな

る場合もある。主に草原、低木林になるような原

野には「原」の地名が付き、主に疎林となるよう

な原野は「林」の地名が付く場合があり、乱川扇

状地の若木原に隣接する「小林」「大林」などが知

られている。疎林を形成する樹種として文献には

アカマツとあるが、その他広葉樹としては乱川扇

状地の一部に残る社寺林や河畔林から推定する

と、ケヤキ、ハルニレ、エゾエノキ、カスミザク

ラ、イヌザクラ、アベマキなどがある。

　このうち、ハルニレは水はけの良い扇状地や山

地の傾斜地に良く見られる。県内陸部ではハルニ

レのことをアカダモ（タモ）と呼ぶ。村山市櫤山（タ

モヤマ・大旦川の小規模な扇状地）や、天童市高

擶（タカダマ・立谷川扇状地）もこのハルニレに

由来する。それぞれ地区の神社にハルニレの大木

が残存している。

　ところでカシワの現在の主な産地は、庄内地方

の海岸部と置賜と最上地方（泉田川扇状地の項参

照）のごく一部の地域に限られるが、以前は内陸

地方の他の地域にも産地があったものと推定され

る。「柏」がついた地名が乱川扇状地にも存在（東

根市柏原、天童市柏木）し、そこはカシワの生育

していた原野であったものと推測されるからであ

る。カシワは水はけの良い扇状地や山地の岩礫地

に好んで生えることから、疎林の構成樹種として

考えることができる。

　４ ．県内各地の扇状地の自然環境

　４－１：泉田川扇状地

　新庄市北部から真室川町、金山町にかけての一

帯に広がる扇状地である。泉田という地名が示す

ように、豊富な湧水を伴い、原野部分にはススキ

草原とともにカシワの大規模な林が広がってい

た。この地域の原野は、昭和初期に大規模に開拓

され、新庄市昭和という集落は、開拓時期によっ

クリの花で吸蜜するチョウセンアカシジミ（川西町）

泉田川扇状地では絶滅したチョウセンアカシジミ
（真室川町野々村、白畑孝太郎採集）



かつて泉田川扇状地に広がっていたカシワ林とススキの原野
（上および右上も同じ、新庄市柏木原、1975年に白畑孝太郎撮影）



原野にはキキョウやオミナエシも生育した
（山形県内）

新庄市では絶滅したハヤシミドリシジミ
市の天然記念物に指定されている
（柏木原産、白畑孝太郎採集）

柏木原のウラミスジシジミ
ハヤシミドリシジミとともに柏木原に豊産した

（白畑孝太郎採集）
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て昭和二年度、三年度という小字名をもつ。

　比較的遅くまで、自然度の高い環境が残った場

所として、新庄市泉田から萩野にかけてのカシワ

林と、真室川町神ヶ沢の湿地および原野が知られ

る。なお、前者にも柏木原という地名がつけられ

ているが、泉田、昭和とあわせ、これほどまでに

即物的な地名がつけられていると由来が理解しや

すい。もっとも、それは同時に、歴史時代のなか

にあって、この地域の開拓が近年であることを示

している。より開拓の古い泉田駅周辺であって

も、多くの溜池の築堤が江戸時代後期から晩期で

あるとの話を聞き取りにより得ている。したがっ

て、１９６０年前後に昆虫相の調査が盛んになった時
代にあっても、原野の保存状態は県内の他の扇状

地原野に比べて良好であったものと推定される。

　しかし、現在は工業団地の造成、道路開発、農

地の基盤整備などによって、湿地や二次林は、細

切れとなってごく断片的に残るにすぎない。その

うえ、外来種の拡散によって水生動植物は壊滅的

な打撃を受けた。

　泉田川扇状地を特徴づける動植物を、以下に列

挙したい。

　１）ハヤシミドリシジミ

　１９５９年に、新庄市泉田柏木原から発見された。
その後、県内では米沢市南原および、鶴岡市など

の海岸部から確認されている。カシワを食樹とす

るため、県内での分布は局限されるが、カシワの

生育地は「扇状地原野や海岸の岩角地など、水分

が乏しく他の樹木の生育が抑制される場所」に限

定されることから、扇状地の代表的樹種であると

いえる。もっとも、カシワ林の大部分は完全に伐

採され、現在では泉田小学校裏の人家脇（当時の

カシワ林の辺縁にあたる場所）に単木が点在する

のみとなっている。ハヤシミドリシジミは１９８０年
代前半に絶滅した。なお、新庄市の天然記念物に

指定されているが保護策はとられておらず、カシ

ワの減少は現在も進行している。現在は、近縁の

ウラジロミドリシジミがカシワに発生している

が、これはハヤシミドリシジミが生息していた時

期には確認されず、近年になってどこかから飛来

した可能性が高い（永幡、２００４）。

　２）チョウセンアカシジミ

　扇状地末端部にあたる真室川町神ヶ沢の原野

で、１９６０年に発見された。湧水による湿地の辺縁
部にトネリコおよびヤチダモが群落を形成してお

り、そのような湿性の低木林に生息していたもの

である。１９６０年代の開田によって生息地が完全に
消失し、絶滅した。周辺部を含め、食樹トネリコ

がすでに一本も残っていない。隣接する鮭川村小

舟山地区には少数ながらトネリコが残っており、

１９８０年代半ばまでは生息が確認されていたが、再
三の調査でも見つからないので、絶滅したと判断

せざるを得ない。生息地の孤立は、たとえ食草が

残っていても、こうした地域個体群の消滅を招

く。おそらく、通常の年であれば生息が可能であっ

ても、気候などにより個体数が極めて減少した

年、あるいは天敵が増加した年などには、存在す

る局所個体群サイズによっては絶滅が生じるので

あろう。農薬などの人為的影響も、生息地が孤立

しているほど受けやすくなる。

　他の扇状地原野には、食樹トネリコと共に見ら

れない。置賜地方ではむしろ、低湿地との結びつ

きが強く、岩手県陸中地方では小規模な峡谷との

山形県では絶滅したオオウラギンヒョウモン（ロシア）
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結びつきが認められる。扇状地末端部に特異的に

出現する最上地方の生息環境は、類型的にみれば

特異である。

　３）オオウラギンヒョウモン

　真室川町神ヶ沢および新庄市泉田のススキ草原

で、１９６０年代には比較的多く確認された。その後
の確認例はなく、現在では絶滅している。チョウ

センアカシジミの発見当時、泉田川扇状地では、

湿地の周囲に広がるススキ草原には多くの草原性

チョウ類が確認された。他の扇状地原野では確認

されていない種類が多く、気候が冷涼で、しかも

平坦な内陸盆地からやや外れているという当扇状

地の地形が、より山地性の種の生存を許容したの

ではないかと推定される。チャマダラセセリは泉

田柏木原周辺に普通に見られたという。近県では

草原のミツバツチグリを主な食草としているが、

山形県では食草の解明を待たずに絶滅した。ヒメ

シジミは最上地方では数ヶ所の産地しか知られ

ず、神ヶ沢には個体数も多かったという。生息環

境の面からも特化した個体群であったが、これも

１９６０年代末期に絶滅した。クロシジミも絶滅して
いる。現在では、神ヶ沢の原野跡は完全に水田地

帯となっており、ススキ草原は付近の丘陵に孤立

したものがわずかに（３００㎡程度）残っているのみ
である。条件が良好な場所を渡り歩くという草原

性チョウ類の生活様式からは、機能しなかったも

のであろう。

　オオウラギンヒョウモンは、他に米沢市古志田

および山形市奥山寺で確認されている。扇状地原

野あるいは山脚末端部に、低密度ながら広く分布

していた可能性がある。ただし、それなりの調査は

行われており、例えば乱川扇状地では発見されて

いないことからも、決して普遍的に分布するもので

はなかったのは確かである。扇状地原野からは外

れるが、後述する尾花沢市や最上町の草原には、

１９５０年代までは生息していた可能性が高いと考え
る。すでに、本来の分布や生息環境を確かめること

ができないほど、チョウ類の地域的な減少は進行

していることを、ここに改めて記しておきたい。

　４）キンイロネクイハムシ

　ミクリ類を食べる半水生昆虫で、山形県内での

分布は局限される。ここで注目すべきは、次項の

乱川扇状地のほうがミクリ類は種・量の両面にお原野を彩った花のひとつ、レンゲツツジ（泉田川扇状地）

エゾミクリの葉を食べるキンイロネクイハムシ
（泉田川扇状地）
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いて豊富であるにも関わらず、それらには本種が生

息していないことである。山形県内に関していえ

ば、本種は流水には生息できないようで（県外で

は緩やかな流れの水路に生息している例はある）、

乱川扇状地の湧水が概ね流水であったことが、分

布の制限要因になっている可能性が高い。扇状地

原野の湧水であっても、止水環境を伴うかどうかに

よって昆虫相が変化する例として挙げておきたい。

なお、泉田川扇状地で食草としているのはエゾミ

クリであり、やはり湧水に依存する植物である。

　本種が多数生息する安定した生息地は、すでに

県内では泉田川扇状地に１地点が存在するのみで
あり、かつて生息していた南陽市沖郷・白竜湖、

あるいは鶴岡市大山上池などでは絶滅した。少数

の食草にわずかな個体が見られる程度の生息地

は、県内各地に散在する。

　５）スギナモ

　北方系の沈水性の水草で、北海道には広く分布

するが、本州においてはごく一部の湧水地に残存

しているのみである。しかも水温が低く、水量の

多い湧水に限られる。山形県においては、真室川

町神ヶ沢の湧水地から１９６５年に新たに確認された

ものであったが、その後の開田により絶滅してい

る。県内においてはその後他の湧水地からの確認

例はなく、低温で水量の多い月山山麓からも確認

されないことから、県内からは絶滅してしまった

ものと思われる。

　なお、泉田川扇状地周辺の湧水には、水温が低

いためか、北方系のキイロマツモムシが低標高地

で確認されたことがある（真室川町五厘沢、大類

貞夫氏私信）。十分な調査が行なわれないまま

に、湧水を伴った湿地のほとんどが姿を消したの

は、残念なことである。

　６）サギソウ

　花の姿がシラサギの飛ぶ姿に似て、涼しげで美

しいことから、好んで鉢植えにされる山野草の代

表種である。以前は各地に存在した平地の湿原が

主な生育地である。新庄市から鮭川村にかけての

泉田川扇状地末端部には、かつて広大な湿原が広

がっており、ここには白く染まるほどのサギソウ

が見られ、県外から大型バスでサギソウ採集ツ

アーが来るほどであったという。湿田の畦道に

も、普通に見られたと聞く。しかし、１９６０年代か
ら開田が進み、これらの湿原も乾田に姿を変え、

サギソウなど湿地性の植物は、環境もろとも絶滅

することになった。

　ところが、その数年後になって、生産調整や後継

者不足により水田が放棄され、現在はヨシ原と化し

たところも多い。開田がもう少し遅く始まっていれ

ば、と皮肉にも思うが、当時は高度経済成長の最

中にあり、自然環境を残すという発想は表には出

ず、「生活の向上のためには何事もやむを得ない」

という雰囲気のもとで一斉に開発が進められた。

　７）ミチノクサイシン

　新庄市から鮭川村、真室川町にかけての扇状地

末端部の湿地に自生する。本種の場合は、近縁種

ヒメカンアオイの分布と考えあわせると、かつて

沖積平野の辺縁部に分布を広げたものが、極めて

断片的に残存した状態であると考えられる。湿度

の高い場所を好むことから、豊富な湧水を伴った

扇状地末端という地形が、この地域に本種を残存

せしめたのだろう。ギフチョウの食草となってい

る。本来はウスバサイシンが広く自生し、ヒメギサギソウ（山形県内）
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フチョウの分布圏内であるが、ミチノクサイシン

が自生することによってギフチョウが西方から分

布を拡大し、かつては部分的に混生地を形成して

いた。現在は、二次林の連続性がなくなり、食草

の密度も低下したためか、両種とも見られない地

域が大部分になってしまった。さらに、ミチノク

サイシンも、鮭川村小舟山など半数近くの自生地

が、主に水田開発によって消滅した。

　４－２：乱川・立谷川・馬見ヶ崎川扇状地

　乱川扇状地は、東根市から天童市にかけて広が

る県内最大の扇状地で、中核に若木原と呼ばれる

広大な原野を擁している。乱川の他に、北方は白

水川から南方は押切川にいたるまでの河川をあわ

せた複合扇状地であり、若木原の他にも、天童原

や向原などの原野を伴っていた。

　１９４０年に、植物の調査報告書として「山形県北
村山郡郷土植物誌」（以下、引用の際は「北村山郡

植物誌」と表記）が出され、そして１９４２～１９４７年
には白畑孝太郎氏が同地に在住して昆虫相の調査

を行ったため、県内の扇状地としては、完全に開

拓される前の動植物相の解明度が比較的高い。開

拓が大規模に始まって以降も原野は残っていた

が、戦前にはクワ畑として開拓されていた部分が

かなりを占めており、そして戦後に大規模な果樹

の栽培が始まると同時に、クワ畑はほぼ果樹園に

置き換えられた。その中にあって、山形空港の一

隅は、戦前に在来草原を剥ぎ取らないままに造成

したため、わずかな面積ではあるが、今なお当時

の原野の植生が奇跡的に残る。山形県の協力を得

て、２００４年から３年にわたる調査を実施したが、
１９４０年代の自然環境を推測する上で重要な場所で
あり、将来的な保全の必要性が極めて高い。幸い

にして一般人が立ち入ることのできない地域であ

ることから盗掘がみられず、また、自衛隊による

草刈りが定期的に実施されていることから、草原

がよく維持されている。２００５年には、保全を前向
きに考えるという県土木部のコメントも出された

が、組織内でその方針がきちんと引き継がれるこ

とを望むものである。

　乱川扇状地に関してもうひとつ重要なことは、

豊富な湧水を伴っていることである。湧水は東根

ミチノクサイシン（鮭川村） セスジイトトンボ（乱川扇状地末端部）

戦前は乱川扇状地末端部の水田に無数に生息したと
いうコサナエ。現在は山間部でしか見られない　　

（泉田川扇状地）
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市羽入・荷口から天童市成生・高木におよび、淡

水魚や水草に注目すべきものが多い。

　立谷川扇状地・馬見ヶ崎川扇状地は規模がやや

小さいが、植生の面では乱川扇状地との相似性を

指摘できるため、同一項に含めた。馬見ヶ崎川扇

状地は規模が小さく、かつ成立した時期も比較的

新しく、さらに早くから河道を変える工事がなさ

れてきた。現在は双方とも果樹園・工業団地・住

宅地となっており、原野は消失して、湧水もその

多くが失われた。

　なお、上山市須川流域にも小規模な扇状地が広

がるが、動植物相はむしろ米沢市の松川扇状地に

類似する点があり、松川扇状地の項で触れるにと

どめた。

　１）ミヤマシジミ

　幼虫がコマツナギを食べる。山形県は孤立した

分布北限として知られ、東根市小田島の最上川の

堤防で１９４６年に発見されたが、１９５１年の確認を最
後に絶滅した。食草コマツナギは乱川扇状地の一

帯に、河川に沿って自生していたが、その群落の

連続性が絶たれ、チョウが個体群を維持できなく

なったことが絶滅の原因であると考えられる（永

幡、２００６）。コマツナギは現在残る原野には見ら
れないので、扇状地に付随した氾濫原に分布の主

体があったと考えられるが、オキナグサの項にも

記したとおり、河川から少し離れた、洪水による

撹乱の頻度がやや少ない部分に自生していたため

に畑地になりやすく、大規模な土地改変の影響を

極めて受けやすかったものであろう。立谷川扇状

地でもコマツナギは確認されているが、ミヤマシ

ジミが確認されたことはない。チョウのなかで、

あるいは昆虫類で、山形県で最初の絶滅種となっ

た。

　２）シロスジヒゲナガハナバチ

　分布そのものは広く、県内全域の低地にごく普

通にみられる種であるが、一般的には個体数はそ

れほど多くなく、視界に数頭を見かける程度であ

る。東根市の山形空港内に残る扇状地原野で、数

百頭のオスが飛び交う大きなコロニーを認め、本

種の本来の生息環境および個体密度を知る大きな

手がかりとなった。コロニーのみられた環境は、

オキナグサおよびクサボケの生育環境と重なる

ミヤマシジミの食草コマツナギ（庄内地方）
絶滅したミヤマシジミ

（上下とも乱川扇状地産、白畑孝太郎採集）
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が、よりクサボケのそれに近かった。すなわち、

穴を掘ることが出来る程度に土壌が柔らかく、チ

ガヤなどイネ科の草本が生えるなかで部分的に土

壌がむき出しになった環境である。他に県内では、

本種を意識して３年間調査を行なったが、このよ
うな大規模なコロニーは発見できない。

　さらに、ハナバチ類に寄生する甲虫であるマル

クビツチハンミョウの個体数が、この草原には現

在でも多いことを確かめた。５月にはツリガネニ
ンジンに集まって食べている光景を観察した。マ

ルクビツチハンミョウは、古く１９４０年代から若木
原ではその存在が知られていた一方、米沢市の松

川扇状地で発見されていたオオツチハンミョウや

ムラサキオオツチハンミョウが、当時からこの地

域では見つかっておらず、ハナバチとツチハン

ミョウの種類構成は、二つの扇状地の間で、本来

大きく異なっていたことを示している。なお、松

川扇状地では、近似のニホンヒゲナガハナバチの

小規模なコロニーを現在も確認しているが、若木

原で確認したのはシロスジヒゲナガハナバチの方

で、両者の関係は、今後の調査課題である。

　３）クサボケ

　オキナグサと類似の場所に生育するが、本来の

分布地が、県内ではほぼ乱川扇状地および周辺の

原野に限られることから、本種のほうがはるかに

局地的であった。現在は、河川の堤防や田畑の畦

に少数が残るほか、山形空港内の原野に生育して

いる。その生育環境を詳細にみれば、オキナグサ

と似てはいるものの、クサボケはより土壌が堆積

した肥沃な部分を好み、マクロには同所的に分布

していても、ミクロにみれば決して自生地が重

なってはいない。

　乱川扇状地では、かつてはアカマツ林と原野が

点在するなかにクサボケが生育し、その葉にズミ

チビタマムシが発生していることが確かめられて

いた。これは当時未記載の種であり、後に新種と

して記載されるにあたり、小田島村が基準産地の

ひとつに挙げられたが（Kurosawa、１９５１）、２００３

夜間、草にかみついて眠るシロスジヒゲナガハナバチ
（乱川扇状地）

ツリガネニンジンに群がるマルクビツチハンミョウ
（乱川扇状地）
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～２００６年の再三の調査でも発見できず、現在では
ズミチビタマムシは若木原から絶滅したと判断さ

れる。

　４）ムシャリンドウ

　アジア大陸と共通する草原性の植物である。リ

ンドウの名が付いているがリンドウ科ではなく、

シソ科に属する。初夏に青紫色の花を咲かせる草

丈１５唖ほどの小草で、県内においては、尾花沢市
徳良湖畔や二ツ森、山形市同志平、上山市坊平な

どの草原に見られたが、土地開発や草原を維持で

きなくなったことから全て絶滅した。また、前述

の「北村山郡植物誌」には、若木原にムシャリン

ドウが自生していたとの記述がある。２００４年から
の調査時には発見に努めたが、ついに再確認する

ことはできなかった。同誌には他に、草原性の植

物としてメガルガヤとスズサイコも挙げられてい

るが、それらは現存していることを確認すること

ができた。

　５）アイナエ

　暖地系の植物でシバ草地に生え、この辺りは北

限に近い産地である。茎が数ミリしかなく、数枚

の葉を車輪状に付け、２～１０唖程の細い花茎を伸
ばして小さな白い花を咲かせる、ごく小さな草で

ある。前述の北村山郡植物誌にも、若木原の記録

がある。その他、過去には１９４２年に米沢市八幡原
（天王川の扇状地）において結城嘉美氏によって

確認された例があるが、こちらは当時の環境が既

に失われており、絶滅している。空港内の調査の際

に現存を確認したが、これは現在では県内におけ

る唯一の自生地である。また、同じような環境に生

える暖地系の植物として、２００８年にはイトテンツ
キを県内で初めて確認した。これも環境省のレッ

ドデータブックに記載されている希少種である。

　６）ヒロハノカワラサイコ

　比較的安定した河原や海岸部の風衝地、里山の

シバ草地に見られる。草丈の低い草原に、羽状複

クサボケ（乱川扇状地）

オキナグサという名は白い綿毛を白髪に
見立てたことに由来する（乱川扇状地）

クサボケの咲く晩春の若木原（乱川扇状地）

県内では絶滅したムシャリンドウ（ロシア）



― ３９ ―

葉のついた数十㎝の茎を四方に這わせ、初夏にキ

ジムシロに似た黄色い花を咲かせる。現在、県内

の扇状地で確認できるのは乱川・立谷川扇状地内

のみであり、個体数も極めて少なく、危機的な状

況にある。よく似たカワラサイコはより大型で、

羽状複葉の切れ込みが深く、花期もやや遅い。こ

ちらの方は馬見ヶ崎扇状地内でのみ確認される。

ところで、北村山郡植物誌にはカワラサイコ（当

時は両種が区別されていなかったものと推測され

る）の分布度が「普通」とあり、現在はいかに減

少してしまったかを読み取ることができる。

　７）オオアカウキクサ

　暖地系の常緑性の水生シダ植物であり、現在は

この地域が、国内での分布北限地域であろうと考

えられる。ウキクサのように水面に浮かび、時に

は真っ赤に池の水面を覆い、特異な景観を見せ

る。過去には村山地方各地から記録されており、

水田やため池に一面に繁茂していたという話も聞

いたが、現在では乱川扇状地の末端部に見られる

のみで、小見川や荷口川などのよどみの水面を染

める。最近においても、東根市内の土水路では水

路のＵ字坑化により絶滅した。ここは、２０℃前後
の温水が流れ出る特異な湧水だった。

　本種は、水田との結びつきが特に強い種であ

る。過去にはここの扇状地末端部は、冬でも水に

覆われた湿田が大きく広がっており、その当時が

本種の全盛期であったと推測される。しかし、戦

後になって圃場整備による乾田化の進行と、強い

除草剤の使用によって水田からは締め出され、主

要生育地の消失のなかで、わずかに湧水河川に残

存しているのが現状であろうと考えられる。

　８）アベマキ

　現在では、天童・東根市から山形市にかけての

山裾と、置賜盆地の高畠町の丘陵に隔離分布する

ことから、奥羽山系の裾野に分布する種として知

られている。しかし、扇状地の神社には時に巨木

オオアカウキクサ（乱川扇状地）

湧水のよどみの水面に浮いて育つ（乱川扇状地） 水路を埋めるオオアカウキクサ（乱川扇状地）
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が見られることから、かつては扇状地面を覆う森

林の主要構成樹種のひとつだった可能性がある。

こうした場合、山裾に帯状に分布するものと捉え

られがちであるが、本来は平坦面に広く自生して

いた可能性を視野に入れて考える必要があるだろ

う。アベマキに依存した昆虫として、クロミドリ

シジミが知られ、当地域でも食草としている。ま

た、戦後間もない頃までは、コルク生産のために

樹皮を剥いでいた。

　４－３：松川・天王川扇状地

　米沢市南方、吾妻山の北麓に広がる扇状地であ

る。松川沿いの南原を中心に、天王川流域の八幡

原、そして羽黒川の流れも重なって、複合扇状地

を形成する。クヌギ林が広がることが特筆される

一方、大規模なススキ草原は、現状においても、

あるいは過去の聞き取りにおいても登場しない。

他の扇状地と比較した場合、より森林が卓越して

いたのではないかと考えられる。もっとも、松川

や天王川に沿って、かつてはオキナグサが群生し

ていたといい、末端部の随所には湧水がみられ

る。そうした場所には氾濫原、あるいは湿性草原

が形成されていたものと考えられる。米沢が主要

な城下町であったことから早くから開拓が進み、

水田開発の前には大面積のクワ畑が広がってい

た。また、一部にはカシワの自生が見られるが、

中心部が開発されているため、現在はクヌギやコ

ナラの林のなかに少数が点在するのみである。

　１）クロミドリシジミ

　米沢市芳泉町などにごく断片的に残存するクヌ

ギ林に生息する。クヌギは山形県内では、扇状地

原野と強く結びついた分布を示し、なかでも米沢

市南原地区の東部および北部、あるいは万世町の

羽黒川流域は、潜在植生からも、かつては広いクヌ

ギ林に覆われていたものと推定される。これらは

断片的に残る扇状地原野のクヌギ（須川扇状地）

クロミドリシジミ
（須川扇状地で1933年に白畑孝太郎採集、

採集当時は学界未知の種だった）

神社に生育するアベマキ（馬見ヶ崎川扇状地）
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扇状地で水分が乏しく、米沢城下から至近距離の

平坦地でありながら、水田開発が行われなかった

地域である。近年では平地林は、工業用地あるい

は牧草地、住宅地として開発され、面積の縮小と

孤立化が顕著であるが、１９７０年代までは森林が連
続性を維持していた。クヌギ食草クロミドリシジミ

が、この地域に分布する。ただし、クヌギの分布辺

縁地であるためか、クヌギと強く結びついた昆虫

類のうち、アカアシオオアオカミキリやフシキキ

シタバは分布していない。なお、クロミドリシジ

ミは、山形市の馬見ヶ崎扇状地ではアベマキを食

樹としていることは、先に述べたとおりである。

　上山市東南方の須川扇状地に位置する、松沢・

宮脇の両集落の間は、現在は一面の水田あるいは

果樹園であるが、かつては広大なクヌギ林であっ

たという（永幡、２００７）。それを裏付けるように、
現在も、クヌギの小規模な林はこの地域内に散在

する。かつてクヌギ林であったというのは、白畑

孝太郎氏のノートにあった記述から判明した事実

であるが、扇状地の原態を推定する上では重要な

情報をもつ。すなわち、クヌギは山形県では内陸

部の。南村山地方以南に分布するが、分布は平坦

地から山脚末端部までに限られ、山肌の斜面にま

で自生がみられる地域（上山市中山など）は決し

て多くない。大規模に水田化される前の平坦地、

特に水分の不足によって遷移がブナ林などの極相

に達しない扇状地には、クヌギが広範に自生して

いたのではなかろうか。山形県内の南北に連なる

扇状地を比較すると、北部ほど原野が発達する傾

向があるが、南部ではクヌギ林の占める面積が大き

かったのではないかと考えるのである。今の段階

では推測の域を出ないが、将来的には花粉分析な

どの手法を用いることで、かなりの精度での回答

が得られるのではないかと期待する。そして、そう

したクヌギが連続的に見られるのは上山市の須川

扇状地、すなわち三吉山の麓までであり、馬見ヶ崎

川扇状地では、アベマキに置き換わってクヌギは

姿を消すのである。クヌギ林の存在は記録にも残

りにくく、現在の分布状態から推定するにも限界

がある。戦前の個人資料、特に標本などでなくノー

トの記述が大きな役割を果たした一例である。

　２）モイワサナエ

　扇状地を流れる河川には、オナガサナエやコオ

ニヤンマなど、流水に生息するサナエトンボの仲

間が豊富である。なかでも特殊なのが、モイワサ

ナエである。現在でも山麓部の細流には生息する

トンボであるが、特に湧水地に強く結びついてい

る。ここでは米沢盆地の湧水に特異的に発生して

いた個体群を取り上げたい。

　白畑ほか（１９８２）により報告されたのみで、詳
細はまだ文献上には記録されていないが、１９４０年
代には米沢市東方、山上村との境界近くの水路で

発生していたことを、黒沢良彦氏が調べており、

多くの標本が残されている。現在の地名表示でい

えば、米沢市東の大きな電機工場の敷地北側を流

れる水路だったようで、現在では住宅地となって

オナガサナエ（須川扇状地）松川扇状地を俯瞰する（米沢市）
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水路もコンクリートで覆われ、面影もない。オニ

ヤンマは現在でも生息する。ただ、米沢市内には

現在でも数ヶ所の湧水に源を発する水路が残り、

水中にはナガエミクリが生えることから、おそら

く当時のモイワサナエの生息環境も、そのような

水路だったのではなかろうかと推定する。少なく

とも、扇状地原野の中の湧水で発生していたこと

は間違いなく、通常は山間の細流に見られる本種

の生息地としては特異であった。

　より水路が豊富な泉田川・乱川扇状地では十分

に調査できておらず、今後の調査を待つ他ないが、

白畑孝太郎氏が戦前戦後を通して小田島村（現東

根市）に在住し、トンボの綿密な調査を行なって

いながら、本種を採集していないことには留意す

べきであろう。乱川扇状地には生息していなかっ

た可能性が高い。他に県内で、類似の湧水で発生

している場所として、遊佐町箕輪の牛渡川がある。

これは鳥海山の伏流水が湧出する場所である。

　３）ヒメシジミ

　泉田川扇状地でも湿地周辺の原野に生息してお

り、そして絶滅したヒメシジミは、米沢盆地では

より広範囲に生息し、現在も健在である。しかし

松川扇状地に関していえば、河川氾濫原との結び

つきが強いため、厳密にいえば原野のチョウとは

見なされず、生息環境を類型的に区分する上では

その性格は大きく異なる。米沢市では松川や羽黒

川、天王川などの河川に沿って平野部に進出し、

米沢市窪田町などの生息地を経て、高畠町糠野目

に達する（永幡、２００５）
　乱川扇状地や馬見ヶ崎川扇状地では、ヒメシジ

ミは上流の山間部には生息するものの、扇状地に

は進出していない。長井市西方の野川流域の小規

模な扇状地に関しても同様で、分布は渓谷に限ら

れ、山脚末端部から外に出ない。米沢でのみ、扇

状地を中心に、末端を通り越して平野部に進出す

る要因は、よく解明できていない。

　４）オオツチハンミョウ

　どのような場所でどのような生活をしていたの

か、極めて不明点の多い種である。はっきりして

いるのは、１９４０年代前半には当時の米沢市花沢
（当時の地名表記は現在の花沢とは別であり、現

在の東部小学校の付近を指す）あたりでは、オオ

ツチハンミョウ、ムラサキオオツチハンミョウ、

マルクビツチハンミョウ、メノコツチハンミョウ

などが珍しくなかったようだという事実である。

山形県内では現状が不明なオオツチハンミョウ
（ロシア）

ナガエミクリの生える水路（乱川扇状地） ヒメシジミ（小国町）
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各種の標本は国立科学博物館に残されているが、

採集日が不斉一であることから、いちどに多数が

見られたものではなく、散発的に地表を歩く個体

が見られたものだろう。

　そのなかで、戦後の確実な記録が県内で途絶え

ているのがオオツチハンミョウである。この種は

四国などでは山間の林道などでも見られるようだ

が、極東ロシアで数年かけて探した範囲では、草

原中の湿原や溜池の周囲で３個体を得ており、草
原との結びつきを意識させた。県内では他に、米

沢市南原および新庄市大森山で同時期に採集され

ているが、米沢市では扇状地原野のどこかに生息

していたことは間違いない。

　松川から遠くない地域には、オキナグサが咲く

氾濫原があり、周辺部では樹林が開かれて、畑地

やクワ畑が広がっていた。そのなかの、どの部分で

得られたものか、一切の記述は残されていない。

幼虫はハナバチ類に寄生するが、いったいどの種類

のハナバチとの関連があったのだろうか。せめて、

採集者の黒沢良彦氏（当時旧制山形高校生徒、後

の国立科学博物館動物研究部長、故人）に直接尋

ねることができるか、もしくは当時の日記が残っ

ていれば、情報は飛躍的に増えたのだが、そうし

た機会が得られなかったことが、残念である。

　５）トケンラン

　初夏に花を咲かせ群生する美しいランである。

「トケン」とはホトトギスの羽の模様のことで、

葉は常緑で、しばしば赤茶色の斑点を生じる。県

内では主に庄内地方の雑木林で見られるが、置賜

地方においても余り手の入らない林内に稀に生育

する。松川扇状地内ではコナラ、ミズナラ、カシ

ワなどの林内において確認した。なお、このほか

に林内では、県内で余り確認記録のないクロツバ

ラ（クロウメモドキ科）も発見している。

　６）ヒメギフチョウ

　泉田川扇状地にも部分的に生息するが、基本的

には沖積平野に分布することが稀な種である。米

沢市の松川扇状地には、ウスバサイシンが豊富に

自生し、本種が発生する。これは、かつては山麓

部から森林が連続していたこと、あるいは河川の

氾濫原であることによって上流から植物が供給さ

れる機会が多かったことなど、好条件が重なった

ことによる特殊な事例だろう。松川扇状地を、よ

く特徴づけるものである。乱川扇状地や馬見ヶ崎

川扇状地では、山脚の末端部までは広く分布して

いるが、沖積平野には全く進出していないし、食

草ウスバサイシンも同様である。

　５ ．その他に低地に広がっていた原野

　１）鳥海山麓の火山性草原

　鳥海山大台野や白井新田付近の裾野には火山性

のススキ草原が広がり、多くの場所で湧水を伴っ

ていた。火山性の保水性の乏しい土壌と湧水に

よって森林化が妨げられていたもので、成因は全

く異なるものの、類型的には扇状地原野にかなり

近い草原であったといえる。北麓にはさらに大規

模な草原と池沼が広がっている。

　白井新田の草原は現在では完全に開拓されてい

るが、白畑孝太郎氏によって開発前に調査が行わ

ウスバサイシンに産卵するヒメギフチョウ
（大石田町）



― ４４ ―

れている。昆虫ではショウリョウバッタモドキ、

ミドリシジミ、ヒメアカネなど他の草原・湧水と

共通するものが見られる他、特徴的な種類として

オオイチモンジシマゲンゴロウが見られる。この種

は湧水に依存した極めて局地的な分布を示すが、

その成因はおそらく、分布が縮小した時期に個体

群を維持できるだけの湧水があったかどうかに求

められるものであろう。しかし、個体群維持の制

限要因が何であるかは、生態面に不明点が多いこ

とから、詳細は全く未解明である。飛び離れた分

布を示すという分布の類型上では、乱川扇状地の

オオアカウキクサに似ているが、本種の場合は本来

連続的にいたものが地域的な絶滅によって分断さ

れたと考えられるので、成立過程は異なることが予

想される。県内内陸部扇状地の豊富な湧水には、

全く見られない。植物では、草原環境の名残とし

て、コスミレやコタチツボスミレ、ニオイタチツ

ボスミレが残存していることを挙げておきたい。

　２）最上町奥羽山系の風衝草原

　本来は、御所山系と神室山系の間の標高の低い

稜線部に沿って存在した風衝草原である。江戸時

代より最上藩の軍馬放牧地として利用され、さら

に戦時中まで軍馬生産のために草原が維持され

た。なだらかな準平原に成立した火山性草原とい

う点で、地形の点からは蔵王山坊平などの高原と

同一に論じられるべきものであるが、より標高が

低いことにより、生物相は平地の草原との共通性

が認められる。

　チョウ類以外の昆虫は調査が進んでいない。

チョウ類では、ススキ草原に依存するギンイチモ

ンジセセリ、チャマダラセセリの存在が挙げられ

る。また、宮城県や福島県に不連続な分布を示す

キマダラモドキが採集されており、山形県唯一の

産地として知られるが、太平洋側の要素とみなさ

れるものである。ただ、チャマダラセセリは絶滅

とみなされ、キマダラモドキも半世紀近く前の採

集記録が残るのみである。

　ギンイチモンジセセリはかつて、県内では奥羽山

系山麓の農耕地周辺の草地には広く分布していた

ものであるが、絶滅が急速に進行し、現在では最

上町以外には確実な生息地が知られていない。草

原の断片化と分断が進み、個体群の維持が困難に

なったことを顕著に表している。なお、このギン

イチモンジセセリに関しては、扇状地原野には本

来分布していなかったようであることを指摘して

おきたい。大類貞夫による泉田川扇状地や、白畑

孝太郎による乱川扇状地、黒沢良彦による松川扇

状地のいずれの調査でも発見されていない。一方

で、決して山地性ではなく、米沢市落合や上山市

小倉沢、それに最上町など、奥羽山系の山脚末端

部においては広く見られていたものである。盆地

面に形成された扇状地原野の草原と、山麓部の草

原には質的な違いがあったことを示す例となるべ

きものであろうが、地域個体群の絶滅は、そうし

た観点からの検討材料をも失わせるものである。

　この草原はまた、県内最大級の草原性スミレ類

の自生地であることが特筆される。サクラスミ

レ、ニオイタチツボスミレ、スミレなどが、春季には

豊富に自生する。孤立した群落であることから、

野焼きによる草原環境の維持が強く望まれる。山形県内では絶滅したチャマダラセセリ（ロシア）

風衝地に発達したススキ草原（最上町）
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　最上町花立峠ではアカハネバッタの目撃例があ

る。１９８０年代前半を最後に、日本国内からは記録
がない種である。ロシア極東地域では、丈の低い

乾性草原のなかの裸地に生息することを確かめて

いる。また、ヒメヒゴタイやヤマルリトラノオな

どの風衝草原性の植物が少数ながら見られる。

　３）尾花沢市荻野台地および玉野原

　洪積層に発達した草原で、風衝草原と考えられ

る。戦時中まで一部が陸軍演習場として利用され

ており、ここで教練を受けた黒沢良彦や大津高が断

片的に環境を記している。もっとも、昆虫に関して

はまとまった調査はなされないままに、草原が姿

を消したため、どのような昆虫が生息していたの

か、はっきりした情報はない。現在は農地に開墾

され、あるいは放棄されて二次林となっている。

　しかし、植物については、前述した北村山郡植

物誌に一部様子が記載されている。「台地の表土

は黒色土で、この広漠たる原野は思うがまま原野

植物を生育せしめている。春にはスミレ、ニオイタ

チツボスミレ、オキナグサ、アズマギクで賑わい、

６月頃にはヤマツツジ、レンゲツツジ、ノハナショ
ウブで賑わう」とあり、夏秋の記載はないが、尾

花沢市在住の大高滋の記憶によると、オミナエシ

やキキョウ、ミソハギ、センブリなどが一面に咲

いていたという。玉野原には更にスズランの記録

もある。これらから想像するに、県内でも有数の

草原性原野が広がっていたものと推測される。

　４）河川氾濫原

　多くが扇状地末端部と重複するが、最上川や荒

川などの大型河川は氾濫原を伴っており、そこには

河川の氾濫によって草原が維持されてきたと考えら

れる。詳しくは「２．山形県の自然草原」の項で
触れたので、ここでは項目を挙げるにとどめたい。

なお、カワラバッタやアイヌハンミョウなど、強

度の撹乱環境に依存する生物は分かりやすいが、

ヒメシジミなど、明らかに河川沿いに分布を広げて

いながら、現在は河川敷でなくその周辺の耕作地

に分布の主体がある種については、氾濫原の植生

遷移との結びつきにおいて、まだ不明点が多い。

　最上川中流域の河北町から東根市、村山市にか

けては度重なる洪水のため、氾濫原となってお

り、現在でも古最上や村山市大旦川河口付近など

にその名残が見られる。日本で規模の大きい氾濫

原として有名な渡良瀬川遊水地や小貝川には、多

くの絶滅危惧植物も見られるが、最上川にも共通

する植物が一部見られる。タコノアシ、ホソバイ

ヌタデ、サデクサなどであり、河川の氾濫によっ

て維持されてきた植物である。

　５）湿性草原

　標高の低い丘陵部には、浅い谷地形に多くの湿

地が存在した。その多くは、堤体を築いて溜池に

造り替えられ、あるいは水田へと改変されたが、

地形の緩やかな置賜･最上地方などの丘陵部には

今も複数の湿原が残る。池などの開水面が、堆積

により湿原へと遷移していくパターンでなく、土

地の痩せた緩斜面に地下水が湧出する場所で、退

行型の遷移によって湿原が維持されることが大き

な特徴である。

　こうした湿原は周辺に草原を伴い、キンコウ

カ、ニッコウキスゲ、オミナエシ、サワギキョウ、

キキョウなどが出現する。また、こういった草原

にしばしばヒメサユリを伴うのが村山、置賜地方

の大きな特徴である。ヒメアカネやハッチョウト

ンボ、エゾトンボは、本来こうした湿原を主生息

地とするが、マダラナニワトンボは山形県内にお

いては、開水面を伴った堆積型のミスゴケ湿地に

のみ生息し、より生息環境が限定される。湿原の

形状によって生息するトンボの種類は大きく異な

る。チョウでは、オオアブラススキを食べるホシ

チャバネセセリがこのような湿性草原に見られる

湿地の周辺に広がる湿性草原（川西町）
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が、この種は乾性草原から樹林地の周辺まで広く

見られるものである。

　６）岩角地

　飯豊・朝日山系など出羽山地には、多雪によっ

てもたらされる雪崩草原が、山裾の低地に場所に

よって発達する。こうした場所は本来樹木の生育

が悪く、小規模な草原が点在する。さらに、小国

町ではワラビ園としてそうした斜面を中心に火入

れを行っており、周辺の山腹にもワラビ園のスス

キ草原が広がっている。草原の大半は、二次的に

拡大したものであると考えられる。本来の草原が

どの程度の規模であったのかはすでに判断でき

ず、河川氾濫原や崩壊地に生じた草原との複合的

な動植物相がワラビ園としてのススキ草原に広

がっている可能性も否定できない。この点は今後

の解明課題である。

　このススキ草原には、一部にショウリョウバッ

タモドキを産する。これは鳥海山麓の草原と小国

町に限定された分布を示すもので、内陸部にはご

く部分的にしか進入していないようであるが、調

査不十分であり、今後の調査によっては河川敷や

採草地から見つかるかもしれない。図鑑等には「湿

地の周囲に産する」と記述されることの多い種で

あるが、山形県内に関しては、生息地は全くの乾

性草原のなかにあることを指摘しておきたい。な

湿生草原を指標するヒメアカネ（川西町） 雪崩によって岩角地に発達する草原（小国町）

ショウリョウバッタモドキ（小国町）
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お、鳥海山麓の山形県側では再三の調査でも発見

できず、草原の核心部の消失により絶滅した可能

性がある。クロシジミもまた、他の地域ではほと

んどが絶滅したが、一部のススキ草原に生息地が

残る。両種の生息地はワラビ園となっている場所

が多く、人為による大規模な草原管理が連続性を

保ち、多様性が維持されている例と捉えることが

できる。

　また、奥羽山系沿いにはしばしば石英粗面岩の

崩落に伴う崩壊地形が見られ、風穴を伴うことも

多い。それらの岩角地は規模は小さいものの、特

徴的な植物の草原・低木林となる。すなわち、ゴ

ゼンタチバナ、ベニバナイチヤクソウ、コキンバ

イ、ヤナギラン、ナンブソウ、オオタカネバラ、

アイズシモツケなどであって、この辺りが寒冷で

あった時代の名残が凝縮された場所とも言える。

　なお、岩角地に伴う草原は海岸にも小規模に見

られ、内陸と同列類型化されるものである。ここ

の動植物相は潮風の影響もあり、より単純化して

いる。

　６ ．おわりに

　ここまで、山形県の自然草原と、そこに暮らす動

植物の概略を眺めてきた。結論として、「自然の草

原は、ほぼ原形をとどめないほど開発されて、基本

的には残っていない」という事実は、どなたにもお

分かりいただけたかと思う。その上で、草原にいた

動植物のすべてが絶滅したわけではなく、農耕地

や河川、かつての採草地のまわりに断片的に残っ

ていることもまた、記してきたとおりである。

　扇状地という地形は、長らく農耕を許さなかっ

たため、むしろ沖積平野や河岸段丘の段丘面より

も遅くまで、自然状態が残されてきたのだが、高

度経済成長とともに、どこにでも水を引くことが

可能となり、扇状地の土地利用にも制限が少なく

なった。むしろ、湧水が豊富（すなわち地下水が

豊富）で農地として開発されておらず、しかも平

坦であるため、工業用地としては好適であったこ

とは、横根山・立谷川・八幡原などの工業団地が

扇状地原野に開かれたことからも分かる。

　草原性の生きものは、農耕地や河川、かつての

採草地周辺に断片的に残っていると記した。牛馬

晩春の若木原では一面のオキナグサの綿毛がまぶしい（乱川扇状地）
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の餌を刈り、あるいは人家の屋根を葺くためのス

スキ草原すなわち採草地は、県内随所に存在した

が、そのほとんどが、現在では宅地化あるいは遷

移が進んで森林化することによって消えた。そし

て農耕地は、本来は森林だった場所を開墾して二

次的に成立したものが多く、これらは本来の草原

環境に一概に含めることはできない。しかし、

個々は小さくとも、総じてみれば大面積となり、

動植物の分布を論じるうえでは無視できないもの

であったのだろう。こうして人間によって拓かれ

た二次的草原が、断片化しつつも連続性を保ち、

多くの草原性の生物が渡り歩きながら生存できる

状況を創り出してきたのであろう。

　戦後、牛馬が飼われなくなったのと前後して、

水田の基盤整備、道路法面の防護壁および外国産

の植物種子の吹き付けなどが同時に進行し、外来

種の植物がはびこった結果、残る草原は量的にも

質的にも変化し、渡り歩きの構図が崩れた。ま

た、機械化により工事が一斉に行われることも、

こうした渡り歩きを不可能にした場面が多い。人

力で水田を拓いていた時代には、開発はごく段階

的に進んでいったので、ミチノクサイシンのよう

な分散能力の低い植物でさえ、畦道に残った。し

かし、見渡す限りの表土を一斉にはぎとる基盤整

備のような工事の場合、動植物には「一時の避難

場所」もなく、絶滅するしかない。現在の山形県

は、決して「自然豊か｣な地域でなく、ここまで

末期的な段階にある事実をまず知ることから、何

を残せばよいのかを考えることが始まる。

　ここで、頻繁に使われる「里山」という言葉

を、草原にあてはめて考えてみる。自然草原の本

体は、人間の生産活動により消えた一方で、農地

周辺に小規模な草原が創出された。自然草原に分

布していた動植物は、人為の管理下に置かれた草

原にのみ残って、本来の生息地を失った。

　里山を美化するあまり、「生物は人と共生して

きた」「生物は人が手を加えないと生きていけな

い」などという文章が横行している場面を見受け

るが、本来、動植物は自然環境のもとに、より大

きなスケールで生息していたことを忘れてはなら

ない。人が手を加えなくとも、堤防のない河川は

大洪水を繰り返し、扇状地には草原はできていた

し、そこに草原の動植物は暮らしていたのだ。

　現在の里山の草原とは、本来の生息地が失われ

た後に、末端部だけが残った姿でしかない。しか

し、本来の原野が失われた今では、その部分を維持

しなければ、生物多様性を維持することができな

い。そこで、下刈り等の管理が必要になってくる。

　本来の扇状地原野の自然の姿を知ることで、動

植物が現在置かれた姿と、人間生活との関わりが

見えてくるのだ。

現在の扇状地原野の土地利用の主流は、リンゴを中心とした果樹園である
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　１ ．年度別実験廃液発生量の推移

　昭和５６年度から平成１９年度までの２７年間におけ
る、学内から排出された実験廃液の発生量を「グ

ラフⅠ　年度別廃液発生量」に示します。

　有機系廃液の発生量は、昭和５６年から平成４年
まで、約２，０００渥前後とほぼ横ばい状態でありま
したが、平成５年から著しい増加傾向を示し、平
成１５年１６年には約２２，０００渥に１８年度には２２，７００渥
に達しましたが、平成１７、１９年度には約１８，０００渥

に減少しました。今後とも、２０，０００渥前後の発生
量が予想されます。

　無機廃液は、昭和６２年の約８，３００渥をピーク
に、平成７年から１２年にはピーク時の約三分の一
にまで減少しました。平成１３年から１５年には、再
び増加傾向が見られましたが、１６年に若干減少し
たものの１７年度から１９年度は４，２００渥から５，２００渥
の間で推移しています。

　２ ．平成１９年度の部局別廃液発生量

　平成１９年度における部局別廃液の発生量を棒グ
ラフにして示します。グラフⅡが「平成１９年度無

機廃液発生量」、グラフⅢが「平成１９年度　有機
廃液発生量」です。

　無機廃液の部局別発生量は、全学合計４，６５２渥

グラフ質　年度別廃液発生量の推移

センター業務報告

　１ ．年度別実験廃液発生量の推移

　２ ．平成１９年度の部局別廃液発生量

　３ ．平成１９年度の廃液の内容

　４ ．産業廃棄物処理業者視察；日曹金属化学株式会社　会津工場

　５ ．産業廃棄物処理業者視察；オイルケミカルサービス株式会社、株式会社アシスト
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の内、工学部が２，３３３渥（全体の５０％）、農学部
１，３９０渥（３０％）、理学部７０７渥（１５％）、地域教育
文化学部１７１渥（４％）、医学部４８渥（１％）、附属
病院３渥（０．５％）でした。
　有機廃液の部局別発生量は、全学合計１７，６９６渥
の内、工学部が１３，５３１渥（全体の７６％）、農学部

１，２８５渥（７％）、医学部１，０２４渥（６％）、附属病
院１，０１６渥（６％）、理学部８４０渥（５％）、地域教
育文化学部０渥（０％）でした。
　工学部において、無機廃液及び有機廃液の発生

量が特に多いことがわかります。

グラフ実　平成１９年度部局別廃液発生量

グラフ蔀　平成１９年度部有機廃液発生量
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　３ ．平成１９年度の廃液の内容

　廃液の種類別に分類した発生量を百分率にし

て、円グラフで示します。グラフⅣが「平成１９年
度無機廃液の内容」、グラフⅤが「平成１９年度有機
廃液の内容」です。

　発生量の多い順に３種類ほど並べてみると、無
機廃液は、一般重金属化合物が４７％、廃酸・廃アル
カリ２０％、ホウ素化合物が１０％となっています。
写真廃液は、分類変更によりグラフに出ていません

が、現像液・定着液合わせて昨年とほぼ同じ約４５３

渥となっています。なお、グラフの表示で０％と
なっているのは１％未満と判読してください。
　有機廃液では、昨年と比較し廃液量が４，８３５渥減
少し、その内炭化水素系溶剤が１，５００渥、含ハロゲン
有機物が２，６００渥減少したが、難燃性有機廃液の減
少はわずかでした。百分率で見た場合は、炭化水

素系溶剤が３％、難燃性有機廃液が４％の増でし
たが、含ハロゲン系有機物は５％の減少でした。
　グラフの表示で０％となっているのは１％未満
と判読してください。

グラフ篠　平成１９年度無機廃液の内容

グラフ偲　平成１９年度有機廃液の内容
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　４ ．産業廃棄物処理業者視察；

　　日曹金属化学株式会社　会津工場

日　時：平成２０年１２月１９日（金）１３：００～１４：４５
場　所：日曹金属化学株式会社会津工場

　　　　福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯１３７２番地
視　察：日曹金属化学株式会社　会津営業所の鈴

木課長様から、案内・説明をしていただ

いた。初めに、ビデオによる会社及び工

場の説明があり、その後車で工場内をま

わり、現場で説明を受けた。最後に、質

問に対し口頭で回答していただいた。

質　疑：Ｑ　１ ．処理する立場で、排出側に最も要
求したい点は何か。また、引き受

けた後で困ったことがあればそれ

はどのようなことか。

　　　　Ａ　１ ．強く要求したい点は、廃液の分別
を適正にしていただくことと廃液

の内容についての正しい情報提供

です。困ったことは、事前に受

取ったサンプルと違って、臭気の

強い廃液があったことです。工場

周辺への環境問題になるため、困

ります。また、特殊引火物のエー

テルなど、少量の場合は問題ない

が１８渥容器何本などと量がまとま
ると危険なため、小分けして対処

しなければならないためお断りし

たい。

　　　　Ｑ　２ ．そのほかに処理できないものはど
のようなものがあるか。

　　　　Ａ　２ ．水銀、ベリリウム、オスミウム及
びそれらを含むもの。

　　　　　　　　また、石綿については処理方式

の上では処理可能であるが、作業

環境を配慮して受入を抑えている。

　　　　Ｑ　３ ．運転は２４時間連続か。
　　　　Ａ　３ ．２４時間運転である。これまで炉を

止めたことが無いのだが、１１月以
降搬入される廃棄物の量が減少

し、前年比マイナス４５％になって
いる。そのため、年末年始は思い

切って炉を止めることを検討中で

ある。

　　　　Ｑ　４ ．処理能力が１ヶ月に７，０００トンと
のことですが、焼却残滓・焼却灰

の発生量はどの位になるのか。

　　　　Ａ　４ ．処理量の約３０％、１ヶ月に約２，１００
トンになる。現在は最終処分業者

８社と契約しており、焼却灰の大
部分を最終処分場で埋立処分して

いる。　

　　　　Ｑ　４ ．焼却灰の埋立処分とリサイクル委
託分との比率はどの位か。

　　　　Ａ　４ ．リサイクル委託している分はわず
かである。焼却灰を原料として、

道路の路盤材などの人口骨材を製

造する委託料として６０円／茜を負
担している。

　　　　Ｑ　５ ．水の使用量が１時間に３００～４００ト
ン（１日約１万トン）とのことで
すが、水源はどこか。

　　　　Ａ　５ ．猪苗代湖と、近くの河川を水源と
しているほか、排水の処理水を再

利用している。

　　　　　　　　また、処理後の排水は阿賀川を

経て日本海へ流れて行く。

　　　　Ｑ　６ ．廃熱の利用はどうか。
　　　　Ａ　６ ．以前は廃熱を利用していたが、排

ガス中の飛煤の詰まり等のトラブ

ルがあり、現在は行っていない。

廃熱の利用はむずかしい。

その他：①　磐梯町との「環境保全協定書」を閲

覧した。

　　　　②　年に１回現地に行き最終処分場の状
況を確認している写真付きの報告書を

閲覧した。

　　　　③　本学から委託された廃液等について

の受入リストを閲覧した。

　　　　　　それには、どこの会社の最終処分場

に運ばれたかも記載されていた。

　　　　以上の資料の写しを要求したが、渡し

てもらうことはできなかった。
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　　　　　今回の視察については、収集運搬業者

である日本産業廃棄物処理株式会社仙台

営業所中鉢氏のご協力をいただいた。

まとめ：平成１９年度に環境開発事業においてコン
プライアンス問題を引き起こしたことか

ら、再発防止の徹底と社会からの信頼回

復を目指して体制の見直し強化を図り、

真摯に取り組んでいると見た。

以上　

医学部企画管理ユニット主任　

　菅野幸治

　　　　

　５ ．産業廃棄物処理業者視察；

　　オイルケミカルサービス株式会社、

　　株式会社アシスト

日　時：平成２１年２月５日（木）
　　　　１１：００～１２：３０、１５：００～１５：３０
場　所：オイルケミカルサービス株式会社

　　　　山形県東田川郡庄内町大字家根合字中荒

　　　　田３３番の２
　　　　株式会社アシスト

　　　　山形県村山市大字富並字百森４８８９－１０
視　察：無機および有機廃液処理を委託している

オイルケミカルサービス株式会社および

最終処分施設である株式会社アシストを

医学部企画管理ユニット菅野主任ととも

に視察しました。当日は、オイルケミカ

ルサービス株式会社取締役運送部長小竹

昭郎様に自社および株式会社アシストの

視察に同行していただきました。また株式

会社アシストでは華山昌珠場長に同行説

明していただきました。両社については

昨年も視察を行っていますが、昨年４月
に異動してきた大津の希望により今年も

行いました。以下に、視察のまとめを記

します。

オイルケミカルサービス株式会社

・環境協定の一環として、庄内町、地域住民、工

業団地（オイルケミカルサービス株式会社を含

正　　　門 正門脇施設概要表示板

ウェルツ炉 排ガス処理設備
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む複数の会社が立地）の３者が年１回話し合い
を持ち、問題点などを協議している。

・処理量：３６～４０トン／日（最大４６．６トン／日）
・廃液は出ない。排煙処理装置はロータリー方式

であり、最終的には廃液も燃やしている。

・平成１０年頃現在地に移転。
・ロータリーキルンは一昨年更新した（３年に１
回程度更新）

・現在、金属切削時などに用いる水溶性油が廃液

の主要部分を占めている。

・昨年１１月からの世界的な不況により、廃液廃プ
ラスチックなど処理量が３～４割方減っている。
・会社内はきれいに清掃、整理整頓されており、

臭気もほとんど気にならなかった。

株式会社アシスト

・二期目の工事が終わり、現在３期目の拡張工事
中。

・現在のペースでいくと、満杯になるのに１８年か
かる。

・満杯になったあとは、植樹をはじめとする緑化

を行う。

・処理排水の水質検査は３ヶ月に１度行っている。
・埋め立てが終了しても、排水中の有害物質が基

準値以下になるまで処理を継続する。

・景気の影響でゴミの量が減っている。

・排水処理方法は、処分場地下のピットから圧送

して貯留槽に一時貯留、凝集槽と生物処理槽で

それぞれ重金属と窒素を除く、さらに砂濾過、

ゼオライト、活性炭処理により浄化し、最終的

に放流する。

・放流水の状態は、無色無臭透明でありきれいで

あった。

大津　芳



― ５５ ―



― ５６ ―



― ５７ ―



― ５８ ―



― ５９ ―



― ６０ ―



― ６１ ―



― ６２ ―



編　集　後　記

　センター長による巻頭言にもありましたが、私は昨年４月環境保全センターに異動になりました。
現在、これまで経験したことのない新しい業務をこなすのに精一杯の毎日を送っています。多岐にわ

たるセンター業務のなかで、その中核をなすのがこの広報誌の編集発行です。今回初めての経験でし

たが、皆様からのご助力ご協力を得られ立派なものに仕上げることが出来ました。センター長である

本郷先生には常日頃多大なるご理解とご助力を頂いております。千歳栄先生には、昨年９月、日本に

おける信仰宗教の原風景に関する講演を拝聴させていただき非常に感銘を受けたことから是非にとい

う事でご無理をお願いし原稿を頂戴しました。高橋様、高嶋様、沢様には永幡様を通じて原稿をお願

いしましたが、快くお引き受け下さりすばらしい原稿を頂戴しました。永幡様には、県内で環境保全

自然保護に携わっている上記３名の方をご紹介いただき、原稿依頼、ご自身の原稿執筆、印刷レイア

ウトの編集などお手伝いいただきました。皆様には衷心よりお礼申し上げます。私は、山形市の隣り

中山町の出身ですが、子供の頃遊び回った裏山がつる草の繁茂する荒地になっている現状を悲しく

思っておりました。環境保全センターに異動になったことにつよい縁を感じております。これを機会

に、山形大学のみならず山形市さらに山形県の環境保全にも微力ながら貢献できるよう努力してまい

りたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

（大津　芳）　

― ６３ ―

環 境 保 全　No.１２

２００９年３月

編　集　　山形大学環境保全センター

　　　　　〒９９０－９５８５　山形市飯田西２－２－２
　　　　　責　任　者　　本　郷　誠　治（センター長）

印　刷　　コロニー印刷（山形福祉工場）

　　　　　〒９９０－２３２２　山形市桜田南１－１９
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