


よく聞け、

金を残して死ぬ者は下だ。

仕事を残して死ぬ者は中だ。

人を残して死ぬ者は上だ。

よく覚えておけ

　これは、後藤新平の格言です。後藤新平は医師であり、官僚であり、

また政治家でした。１８５７年７月２４日に陸奥国胆沢郡（現岩手県奥州市）
に生まれ、愛知県医学校（名古屋大学医学部）を卒業後、内務省衛生

局、台湾総督府民政長官、南満州鉄道　満鉄初代総裁、東京市（現・東

京都）第７代市長、ボーイスカウト日本連盟初代総長。東京放送局（の
ちの日本放送協会 NHK）初代総裁。拓殖大学第３代学長。などを歴任
し、昭和４年（１９２９年）４月１３日に亡くなりました。その人物のスケー
ルの大きさから「大風呂敷」とあだ名されました。

　環境保全センターでは、学内の環境保全業務を遂行するのみならず、

環境問題の研究・教育拠点として学内外に情報を発信することを目的に

活動しています。研究・教育を通じて、将来、環境保全に関心を持つ人

材の育成に努めるべく、皆様の一層のご支援・ご鞭撻を賜りたく存じま

す。

　「金を残す人生は下、事業を残す人生は中、人を残す人生こそが上な

り」、我々もかくあるべし。皆様、本年も宜しくお願い申し上げます。

　　平成２３年１月１４日　

　

 あ い さ つ

環境保全センター長 　藤　井　　　聡　

さくらんぼの花（左）とさくらんぼ（右）



はじめに ― 豊葦原の瑞穂の地にて

　生命とは常に周辺を取り巻く環境のもとに存在

する。そしてその「取り巻き」の変化と共に、あ

る時は微妙にまたある時は大胆に、その姿と在り

方を変化させている。地域によって生物の種類や

生態、そして人の文化までもが異なる所以であ

る。この相関関係を読み解くことは、生命の

「形」が持つ意味を知ることのみならず、その地

に展開した人類の生活をもより深く理解すること

に他ならない。山紫に水清きこの地＝山形に美し

き生命の姿とその営みを訪ねる。これは郷土の自

然を理解することとともに、自然科学からわれわ

れの文化へのアプローチでもある。

　「豊葦原の瑞穂の国」とは日本の国の古称で

あった。澄んだ水に恵まれ、豊かに生い茂った葦

― ３ ―

「高 嶺 の 花 の 秘 密」
月山において自然と人との接点を考える

尚絅学院大学　山　崎　　　裕

図－１ ．ニッコウキスゲ（Hemerocallis dumortieri）ゆり科
月山柴燈森付近，21/Ⅷ/1989

図－２．ハクサンシャクナゲ（Rhododendron brachycarpum）つつじ科
月山山頂南面，２８/Ⅶ/１９８６

彼方に朝日連峰とその手前には建設中の月山ダムが見える．



が風にそよぎ、秋の陽射しに稲穂が瑞々しく稔る

国…。だが、宅地化の波に葦原はとっくの昔に姿

を消し、減反政策によって水田は荒れ果ててし

まっている。もはや日本には「日本」がなくなっ

てしまったのかもしれない。しかし、われわれは

悲嘆にくれるにはまだ早い。吾妻山系松川に源を

発し、県内を隅なく流れ全ての水を集め、しかも

濁らぬまま酒田から日本海に注ぐ、流量は本邦第

４位の河川・最上川。東に蔵王と御所山、西に月
山、北に鳥海、南に朝日と飯豊の連山。それらの

何れかを訪ねてみればよい。われわれはそこに、

未だ人知遥かに及ばぬ大自然の恵みと力と美しさ

を体感する筈である。山形県の天然は、多少病み

こそすれ、まだまだ健全である。あるいは、唯一

「日本」が残っている地域であるといっても過言

ではないだろう。本文では、この素晴らしい３６０°
パノラマから、試みに月山を訪ねる。見る人に芸

術の域まで感じさせる高山植物の美しい形態や健

気でかつ逞しい生きざま…それらの秘密を、植物

と自然環境そして植物と人間という観点から、筆

者が行った月山取材と浅薄な生物学の知識をもと

に考察してみたいと思う。

草花事始めから月山へ

　僭越ではあるが、はじめに筆者が月山と出会っ

た経緯をお話したい。山形大学理学部三年の夏、

私は磐梯山を舞台とした二泊三日の「植物生態

学」実習に参加した。この実習には、コドラート

調査をはじめとした生態学各手法の研修が盛り込

まれていた。その中で、植物同定作業が大きな比

重を占めた。植物名が分からなければ、植生報告

に書き様がないためである。名前のわからない植

物を、つまり私にとっては殆どの目に入った植物

を持ち帰り、宿舎あるいは大学に戻ってから植物

図鑑と照らし合わせることになる。本来であれ

ば、国立公園内であるので一切の採集行為は禁止

であるが、その頃は教育の名のもとに、希少種で

なければ、まだ大目に見てもらえる時代であっ

た。われわれも、採集行為を最小限に留めるよう

心掛けたのは言うまでもない。

　余談ではあるが、宿舎でもあった当時の山形大

学理学部附属裏磐梯湖沼実験所は、一通りの実験

装置は備わってはいたものの、とても大学の附属

施設とは思えないような外観であった。実習第一

日目は、草藪の中からの宿舎発掘作業である。先

ず行わなければならない重要任務は、「山形大学

附属施設」という看板の捜索と設置である。幹線

道路に面した施設にもかかわらず外観がバラック

だけに、これがあるとないとでは、周囲の理解が

大いに異なる。その年の実習では、不幸にもこの

看板が見付からず、心細いスタートとなった。実

習初日の昼食支度で炊飯準備をしていたとき、首

― ４ ―

図－３ ．秋の月山
朝日山麓から眺める，２３/舎/１９８８

左から湯殿山（１５００m）姥ヶ岳（１６７０m）月山（１９８４m）

図－４ ．ウサギギク（Arnica unalaschcensis var. tschonoskyi）きく科
月山大峰， ２/Ⅷ/１９８８

青空のグラデーション，風に揺れる頭花の温かい黄色，草原の
緑，赤褐色の地面，鮮やかな色彩の世界だが，赤い土壌は本来
見えないものであり，登山道によって表土が流れ去り，露出し
たものである．



都圏の大学から合宿に来たと思しきお嬢さん達

が、ラケットとスポーツタオルを肩にこちらを見

ながら「ここにもリゾート建つんだぁ」と言って

通り過ぎて行った。隣は一流ホテルとそのテニス

コートで、掘立小屋を背景に、手ぬぐいを首に掛

け、汚いティーシャツの数名が米をといでいれ

ば、それは建設現場の「飯場」に他ならない。確

かに、その頃はリゾートブームの駆け出しで、こ

こ裏磐梯桧原湖周辺にも有名ホテルのエンブレム

を掲げたリゾート施設やいかしたレストラン、カ

フェなどが一気に出現し出していた。看板は翌

日、風呂桶の蓋となっているところを発見され

た。われわれはしみじみとこの看板の重要性を痛

感したのである。それと同時に、ささやかな植物

採集が禁止で、開発のための大規模な植物抹殺が

なんで許可されるのだろう？　「一人殺せば殺人

犯、千人殺せば英雄」の原理がここにも成り立つ

のかなあ…と妙に感心したことを覚えている。

　話しを戻し、同定のための植物標本である。そ

の頃の私は取り分けて植物学に興味があった訳で

もなく、むしろ得体の知れない昆虫が付着し、折

れば強烈な緑の臭気の出る植物を敬遠していた。

数点を提出用の標本用に持ち帰っただけで、殆ど

採集した記憶はない。植物を折らなかったのは、

植物愛護ではなく、植物嫌悪であったかも知れな

い。ただメモ代わりにカメラを持参していた。絵

を描くのは好きだったのだが、横着者の私は、時

間のかかる観察スケッチを写真でごまかそうと考

えていた。この時も、皆が採集する代りに、やみ

くもにパシャパシャ撮っていた。その頃は、さほ

どカメラに興味はなく、世の中にマクロレンズが

存在していることすら知らなかった。持参したカ

メラも、父から借用したCanon-RM と付属の標準
レンズR５０mm F：１．８であった。歴とした一眼レ
フには違いなかったが、TTL測光装置はなく、
軍艦部に大きなセレン受光窓が付いていた。巻き

上げはレバーが側面に埋め込まれた独特のデザイ

ンである。レンズもあまり近接した撮影は無理

で、せいぜい「植物が手前にある風景」として撮

るのが関の山であった。もちろんのこと、葉の鋸

歯とか、葉脈の様子などを判別することは不可能

で、同定に使える資料にはならなかったのは言う

までもない。今にして思えば、写真でスケッチに

代えようとは、あまりにも大胆かつ無謀な試みで

あった。結果として、代わり映えのしない同じよ

うな写真が数十枚も仕上がってきた。しかし、ど

の画面も妙に植物と背景がマッチしていて、植物

の世界でも適材適所なのだなあ…これが生態学か

しら？　と思える程度ものではあった。…とは

言っても、ご覧に入れられる代物ではない。何枚

かは裏面に和名と学名やロケーションを書き込

み、植物名を覚えようと試みてみたが、結局覚え

たのは名前にインパクトがあった「オオバカメノ

キ」だけであった。無論「大馬鹿めっ外の木」で

― ５ ―

図－６ ．紅葉盛り合わせ・オオカメノキ（Viburnum furcatum）すいかずら科
月山行者返付近， ３/Ⅹ/１９８８

右下の紅葉がオオカメノキ（ムシカリ）である．ガマズミの近
縁種で夏には白い花をつける．

図－５ ．ニッコウキスゲ（Hemerocallis dumortieri）ゆり科
月山姥ヶ岳下，１２/Ⅷ/１９８９



はなく「大葉亀の木」の意味である。スイカズラ

科の樹木で、大きな葉の形が亀の甲に似ている。

オオカメノキ、ムシカリともいう。紅葉が美しい。

　この植物生態学実習を指導してくださったの

は、Ｙ教授であった。「『名もない花が…』とよく

言うけれど、名もない人間がいないように、名も

ない草木もいないのだよ。もしあったら、それは

新種となるからね。人間も友達になるときは、ま

ず名前を覚えるだろう？…。植物もそうするとい

いよ。どこかで同じ草木をみつけた時、懐かしい

友達に会ったように嬉しくなるから。」…とても

楽しそうに話してくれた先生の笑顔を、今でも

はっきり思い出すことができる。確かに、登山道

の傍らに亀の甲羅の葉を見付けた時には、少し嬉

しくなるのも事実である。

　後に私が月山の植物を撮り始めてからのこと、

山岳部の顧問もされていた先生と、幾度か高山植

物の話しもした。先生のお気に入りは「ヒナザク

ラ」であるという。豪快な先生には似合わないよ

うな高山の可憐な白いサクラソウである。しか

し、優しい植物学者の内面をちょっと垣間見たよ

うな気がした。Ｙ先生は既に故人となられた。ヒ

ナザクラは東北の高山では稀ではない。夏が来

て、何処かの高原でヒナザクラを見かける時、私

はＹ教授のことを懐かしく思い出す。花の一種に

も、それなりの物語があり、またその花を介して

ヒトの執心も生ずる。それは、その草木にはそれ

固有の名前があって、それを認識すればこそ成り

立つ話である。今思えば、植物には草・木・花の

三通りしかないと思っていた私が、植物の世界に

足を踏み入れる切っ掛けだったかも知れない。ヒ

ナザクラは日本人が初めて学名を与えた植物とし

ても知られている。学名はPrimula nipponica 

Yatabe、矢田部良吉（１８５１-９９）の命名による。こ
の植物については後半でもう少し述べたいと思

う。

　その後、生態学ではなかったが、私は細胞学の

講座を選び、顕微鏡観察とその撮影に専念した。

カラーフィルムは高価で、専らモノクロフィルム

で細胞染色の色彩表現することに知恵を絞った。

フィルターワークから現像液の処方まで、試行錯

誤を繰り返す日々であった。その結果、顕微撮影

を中心にした写真技術や暗室作業もある程度習得

できたと思う。また所属した細胞学講座では、研

究の合間に市内の千歳山や盃山へハイキングに出

かけた。当時助教授でいらしたＡ先生を囲み、先

生が繰り出す植物の不思議で楽しい四方山話に学

生一同盛り上がった。そのＡ先生も天上界の人と

なられた。一度味わった山巓の空気とそこに展開

する植物のいきいきした姿を忘れることはでき

ず、大学院に進み講義と卒業論文に追われる生活

から解放された頃、私は誰から奨められた訳でも

なく、姥沢より単独で月山山頂を目指した。森敦

の「月山」がベストセラーとなって間もない頃で

あった。だが月山を選んだのは、「GASSAN」と
いう単語の響きによる不思議な魅力からであった

と思う。雪渓の雪融け水の反射に揺らぎながら輝

― ６ ―

図－８ ．ヒナザクラ（Primula nipponica）さくらそう科
月山山頂南面大雪城周辺，２５/Ⅷ/１９８５

図－７．ショウジョウバカマの花（Heloniopsis orientalis）ゆり科
月山山頂南面，１３/Ⅶ/１９８８

朝露に反射する陽光が美しかった．



くハクサンフウロが印象に残っている。残雪多く

残る七月初旬であった。

　それからも幾度か山頂を訪ね高山植物に親しん

だ。しかし月山が私を決定的に魅了したのは、初

めて頂上小屋で一夜を過ごした時であった。懸念

していた鈍重な雲が夜半から凄まじい嵐となっ

た。ご来光は絶望的であると判断した私を、登山

の疲労はたちまちにして風雨と雷鳴の中から連れ

去った。翌朝、窓から差し込む鮮鋭な光で私は目

覚めた。あわてて戸外に立った私の視界へ広がっ

たものは、初めて見る宇宙の碧空と、紅の朝靄に

映す月山の自らの青い影であった。それは紛れも

なく天界のものであった。足元に視線を落せば、

そこには前夜の荒天が夢幻であった如く、一本の

ハクサンイチゲが、朝日連峰と飯豊の山々を背景

に、空の青を貫いて真白に凛と咲いていた。周囲

のチングルマやミヤマキンバイの花弁は全て吹き

飛ばされ、この花はまさに奇跡の一輪であった。

のちに、夜間チングルマなどは花を閉じないのに

対し、ハクサンイチゲは花を閉じるため、嵐を免

れていることを知った。

　この日から、夏になると私は憑かれたように月

山に通った。六月中旬から九月のほぼ毎週、私は

月山の峰や沢を巡り歩いた。仙台に移り住むこと

になる１９９１年の夏までの七年間、私は月山の虜で
あった。その間、頂上小屋ではいつも家族のよう

― ７ ―

図－９ ．ハクサンフウロ（Geranium yesoense var. Nipponicum）ふうろそう科
月山山頂付近， ２/Ⅷ/１９９０

高原の風に揺蕩う様は「風露草」の名に相応しい．ゲンノショ
ウコの近縁種で，同じく全草に整腸健胃剤としての効能がある
ため，登山道付近のものは長年に亘って取り尽くされた．

図－１０．朝靄に映る月山の青い影
月山山頂付近， ５/Ⅶ/１９８６

遥かに残雪の朝日飯豊連峰を望む．

図－１１．朝日連峰を彼方にハクサンイチゲ（Anemone narcissiflora var. japonica）きんぽうげ科
月山山頂付近，２７/Ⅵ/１９８６



に迎えてくれる主人のＨさん夫妻には、語り尽く

せないほどお世話になった。高山植物の生育地や

種名、登山路の選択や月山の来歴なども、全てＨ

さんから教わったものである。当時のＨさんは常

にゴム長靴で、縦横無尽に月山を駆け巡ってい

た。それを見て、私も試みに長靴にしてみた。こ

れが快適かつエコであることがわかった。重い荷

物の時はさすがに登山靴に軍配が上がるが、通常

の活動には長靴でも全く支障はない。雨にも濡れ

ず、ブッシュでも脛まで保護される。何よりも、

エッジが効いた登山靴のように、植物の根を傷め

てしまうことが少ない。靴内の換気装置を工夫し

て、私は今でもゴム長愛用者である。

　植物撮影の機材は３５㎜カメラでは満足できず、
中古で揃えた６０×６０㎜スクエア画面の中版カメラ
になった。また、ウェストレベルファインダーの

一眼レフは、ローアングルから構図を捉える植物

撮影には適している。Zenza-BRONICA-S型から
EC-TL型まで、７台を潰れるまで酷使した。常用
レンズは当初Nikkor-PC ７５mm F：２．８を使ってい
たが、背景のボケ具合と周辺部光量不足に釈然と

せず、高価ではあったが、４群６枚とレンズ構成
が１枚多いNikkor-HC ７５mm F：２．８を中古市場か
ら探し求め、これに落ち着いた。西独製のPlanar
には及ばないが、近景撮影には威力を発揮してく

れた。ブローニィカメラはフランジバックが大き

く、また構造もシンプルであるため改造も容易

で、接写にはいろいろなレンズをリバース装着し

て試した。つまり、通常のレンズは広大な景色を

掌サイズのフィルムに集約する働きがあるので、

それを逆向きにカメラに取り付ければ、小さな構

図を拡大するルーペになるのである。殊に、無理

やり装着した３５㎜カメラ用のCanon-FD Macro 
１００mm F:４の色彩描写と空気感は抜群であった。
フィルム代と現像費を捻出するため、東京へ夜行

列車で出稼ぎアルバイトにも通った。神田の写真

スタジオでの商品撮影助手の仕事は、近接撮影の

良い勉強になったと思う。 

― ８ ―

図－１２．イワハタザオ（Arabis serrata var. japonica）あぶらな科
月山山頂付近，２８/Ⅵ/１９８７

登山靴による踏付けの跡がくっきりと残っている．

図－１４．オゼコウホネの花（Nuphar pumilum var. ozeense）すいれん科
月山弥陀ヶ原， ２/Ⅷ/１９８７

本州では尾瀬と月山のみに生育し，柱頭盤が赤いことによっ
て，黄色いネムロコウホネと区別する．１９７０年頃までは，月山
のものも後者として記載されていた．かつて月山に総合学術調
査がはいった際，その時期がこの植物の花期を外していたた
め，そのような結果となったという．絶滅危惧Ⅱ類（VU）．

図－１３．イワハタザオの花（Arabis serrata var. japonica）あぶらな科
月山山頂付近，２６/Ⅶ/１９８７

１cmに満たないその花も十字花植物の特徴を備えている．



高山植物の辿った道

　山に登ると、眼下に展開する大パノラマもさる

ことながら、色とりどりなお花畑も大切な魅力の

ひとつである。里の野山では出逢うことのできな

い可憐な高山植物、それは辛い登り坂があってこ

そ味わえる登山者への報酬に思える。だが高山植

物の姿には彼らなりの必然性があるはずである。

一方、旧くは信仰の象徴、山伏の本拠、そしてハ

イカーの心の故郷として、日本の山々には、人々

との係わり合いの長い歴史がある。その中で、多

くの植物もまた、人間と喜怒哀楽をともにしてき

た。まず高山植物と人文にまつわるいくつかの話

題を、科学の眼から眺めてみたいと思う。

　高山に里の花が咲かないように、高山植物は暖

地には生育できない。日本では、それらが高山や

寒冷地帯を選んで点在している。高山植物たち

は、どのような道筋を経て、ここに辿り着いたの

であろうか。１００万年以上前に始まった氷河期
は、地表の気温を低下させ、高地を生物が生息し

ない氷雪帯とし、東北地方の低地全体を今の高山

帯のような気候にした。地表の水分は氷結し、海

水面は降下した。そして干上がり陸続きとなった

極地周辺から、この気候に適応する多くの動植物

が南下した。彼らは北海道から中部地方まで帯状

に連続して低地に生育していた訳である。氷河期

が終わると、氷は融け海面が再び上昇し陸橋は水

没した。温暖な気候から逃れるようにして、寒地

起源の動植物は北帰行を開始した。しかし彼らは

陸封によって移動を阻止され、やむなく冷涼な高

地へ避暑したのである。これが高山に北方の植物

（いわゆる高山植物）が点在している理由と考えら

れている。人類が生まれる遥か昔の物語である。 

― ９ ―

図－１５．チシマギキョウ（Campanula chamissonis）ききょう科
月山大峰風衝地帯，２/Ⅷ/１９８８

爆裂火口から吹き上げる風の通り道を選ぶが如く，絶壁に咲く．

図－１６．氷河期Ａと間氷期Ｂにおける生物の移動
図中の氷雪帯や高山帯の区域は，実際と異なる概念図である．
氷河期には地上の水分は氷結し，高地は氷雪に覆われ，海水面
が降下した．陸続きになった大陸から，寒冷地の動植物が南
下．温かくなり間氷期になると，氷結した水分は融解し，海面
が上昇する．寒冷地起源の動植物は海峡によって北上を阻ま
れ，冷涼な高山域に退避した．（本文参照）

図－１７．ツガザクラ（Phyllodoce nipponica）つつじ科
月山山頂付近，２９/Ⅵ/１９８８



♪エーデルヴァイス♪

　これら高山植物を代表するものにエーデルヴァ

イスがある。映画“サウンド・オブ・ミュージッ

ク”でマリア（ことジュリー・アンドリュース）

や子供達が歌った花、そしてオーストリィの国の

花、アルプスの星、登山家のマスコットでもある

この花に、東北の山でも出会うことができる。

薄っすらと雪が積もったイメージから、その近縁

種の和名をウ スユキソウという。学名は

Leontopodium、ラテン語の意味は「ライオンの足

形」。花をよく見るとその意味に納得する。とこ

ろが雪を頂いたように見えるその放射状の花びら
・ ・ ・

は、実は総苞葉という葉の部分で、花は？　とい

うと「猫の足」の肉球に見える部分が該当する。

小さな花の集合となっている。びっしり集った五

弁の筒状花の一つ一つが花である。これはアザミ

やヒマワリの中央部などキク科植物に見られる頭

状花序という構造である。秋田駒ケ岳や月山、飯

豊など日本海側の高山にはヒナウスユキソウ（ミ

ヤマウスユキソウ）が、岩手山や早池峰などの太

平洋側にはミネウスユキソウやハヤチネウスユキ

ソウが生育している。

芭蕉の見たサクラ

　欧州の気高き白星・エーデルヴァイスの話題の

つぎは、日本人の心の花・桜の話題である。「奥

― １０ ―

図－１９．ヒナウスユキソウの花（Leontopodium fauriei）きく科
月山山頂南面，２７/Ⅵ/１９８７

うっすら雪が積もった花弁のように見えるのは総苞葉，小さな
花が多数集まった頭花が数個集まっている．中央の頭花が開花
中で，周辺の５個が蕾の状態．これらを猫の足の肉球に見立
て，ライオンの小足を意味する学名となった．

図－１８．雲海に浮かぶ鳥海山とヒナウスユキソウ（Leontopodium fauriei）きく科
月山山頂付近，２７/Ⅵ/１９８７

ミヤマウスユキソウともいう．ローアングルにして，後方の月
山神社と，雲上に浮びあがる鳥海山のシルエットと共に捉える
ため，カメラを礫土の中に埋めて撮った．

図－２１．ミネザクラ（Prunus nipponica）ばら科
月山鍛冶小屋付近，２９/Ⅵ/１９８８

牛首と柴燈森を湧き上がった雲が覆ってゆく．

図－２０．オーストリアの旧１シリング硬貨
オーストリアの国花エーデルワイスが刻印されている．



の細道」出羽三山の旅に詠われた「雲の峯幾つ崩

て月の山」の句は有名である。松尾芭蕉は月山頂

上参拝から湯殿山へ向かう途中、鍛冶小屋付近で

休憩をとり、傍らの桜を賞賛している。「岩に腰

かけてしばしやすらふほど三尺ばかりなる桜のつ

ぼみ半ばひらけるあり。ふり積雪の下に埋て、春

を忘れぬ遅ざくらの花の心わりなし。炎天の梅花

爰にかほるがごとし。」つい数年前まで鍛冶小屋

は往時と同じ場所にあった。惜しむらく管理者が

途絶え解体され今はない。このあたりの標高は

１９３０ｍで、月山では高山帯の入口にあたる。はた
して高山帯に桜が咲くものであろうか？

　「ミネザクラ」というヤマザクラに似た高山種

がある。厳しい気象に適応して枝分かれの多い低

木であるが、花の中心部が真紅に染まり美しい。

花期も六～七月で芭蕉の月山登山と一致する。そ

して驚くべきことに外、鍛冶小屋下の大きな岩の

足元には、芭蕉の日記のとおり、今もミネザクラ

が生育している。芭蕉が見たものは正にこの木な

のか、あるいはその子孫であるのか？　はたまた

後年芭蕉に肖るべく誰かが植樹したものか？…そ

れは興味深い課題でもある。芭蕉がしたように岩

に腰掛け眼下を見おろせば、南風は牛首の峰に押

し上げられ、その上昇気流によって次から次へと

雲が湧き上がり、そして散ってゆく。このダイナ

ミックな光景は、登山に疲れた身体に新たな力を

充たしてくれる。芭蕉が目にしたであろう「雲の

峯」やその麓に展開する高嶺の花は、今も変わら

ずそこにあり…そしてこれからもあり続けて欲し

いものである。 

― １１ ―

図－２３．キヌガサソウ（Paris japonica）ゆり科
月山山頂付近，１８/Ⅶ/１９８７

本来山地帯の植物であるが，月山では高山帯まで遠征している．

図－２２．月山の登山コース
国土地理院制作１/２５０００地形図をもとに加筆した．南からの姥
沢コース，北からの羽黒（弥陀ヶ原）コース．山頂北西の等高
線の密な部分が爆裂火口．



ハイマツの樹下、リンネソウはひっそりと咲いていた

　「りんねそう」の名を初めて耳にする者は、仏

教経典にでも出て来る植物をイメージするのでは

なかろうか。ところが「輪廻草」ではなく、

「Linné草」なのである。分類学を大成したス
ウェーデンの科学者リンネ（Carl von Linné・
１７０７-７８）を記念しての命名である。この植物は
我が国固有のものではなく、ヨーロッパやシベリ

ア、アラスカなど寒冷地に広く分布するものであ

るから、西洋人の名が付いていても不思議ではな

い。因みに英名はTwinflower（双子花）、独名は
Erdkönchen（大地の小さな冠）、仏名はLinnéeで
ある。学名はLinnaea borealisであり、これもまた

Linné博士を記念したものである。ここらで、是
非ともこの植物を自分の眼で確かめてみたくなる

のは人情である。ある人物の性格を、写真だけか

ら知ることができないように、植物もまたその自

然の姿に出会わなくては、どんな植物か知ること

は出来ない。山形県では、朝日連峰などの高山に

その分布が確認されている。

　私は月山にその姿を訪ねた。リンネソウの生育

地の一つは南斜面のハイマツ帯にある。強風と深

雪のためかハイマツはきれいに地表を被った状態

で茂っている。その美しいヴィリジアングリーン

のカーペットの下は決して平坦ではない。凸凹の

多い地面には大きな岩石がころがり、ハイマツを

痛めないようにしての歩行は困難を極める。その

樹下約１０cm位の外気から隔絶された部分が、彼
の偉大なる分類学者の名を冠する植物の生育空間

である。

　まるで猿の毛繕いの様にしてハイマツを撞き分

け、われわれはついにその姿に出合うことが出来

た。リンネソウは淡いピンクの美しい花を対にし

て、静かに佇んでいた。その可憐な姿は小さな樹

下のお伽の国に咲くに相応しく、こびと達が此処

で輪を作り、さっきまで踊っていた錯覚さえ否定

できない気持ちに私をするのであった。リンネソ

ウはガマズミやタニウツギなどと同じ、スイカズ

ラ（忍冬）科の極めて小型の樹木である。「りんね

草
・

」であっても「木」の仲間なのである。茎は地

を匍匐し、１cm位の葉を対生につける。夏季に
は５cm程の花茎を立ち上がらせ、漏斗状鐘型の
花を下向きに必ず２個着ける。長野県以北の高山
及び北海道、千島に分布する。

　偉人の名前が広場や都市の名称となって後世に

残された例をわれわれはいくつか思い起すことが

できる。同じ様に、植物も人物の名前を与えられ

たものがある。時は昔、源平末期の攻防、一ノ谷

の合戦における熊谷次郎直実と平敦盛の悲しい物

語は、共に蘭科のクマガイソウ、アツモリソウと

― １２ ―

図－２４．リンネソウ（Linnaea borealis）すいかずら科
月山山頂南面，３１/Ⅶ/１９８８

図－２５．アカモノ（Gaultheria ovatifolia ssp. adenothrix）つつじ科
月山牛首上，４/Ⅶ/１９８７

丈５cmに満たないが，樹木の仲間である．真赤な果実を結ぶ．



してその名を植物図鑑に連ねている。シーボルト

（Philipp Fanz von Siebold・１７９６-１８６６）が、恋人
「お滝さん」の名を、アジサイの学名Hydrangea 

Otaksa
・・・・・・

（現在はHydrangea macrophylla）に残した

例は、その命名方法の学問的賛否は別として、あ

まりにも有名な話である。また植物学者の名前が

植物名に記念された例は多い。牧野富太郎博士

（１８６２-１９５７）の名は和名として、マキノスミ
レ、マキノゴケに残されているし、オヤマリンド

ウ（Gentiana Makinoi）の学名のように、Makinoi、

Makineanusなどを用いている植物も数十種に及

ぶ。植物園鑑をじっくり調べれば、たくさんの人

物に出会う事ができる。

　話しはリンネソウに戻る。高山植物の濫獲や登

山者による生態系の破壊が頻繁に話題に上るよう

になって久しい。事実、尾瀬のように自然破壊が

深刻になっている所も少なくない。幸いにして東

北の山々は自然のままである。しかし自然公園整

備やエコツーリズムの時流に伴って、その規制も

中部山岳なみの厳しいものになりつつある。これ

から先、この天然を今日同様自由に享受できる方

法はないものであろうか…。ハイマツ樹下の不思

議の国のリンネソウは、いつまでも荒らされずに

ひっそりと咲いていて欲しいものであり、また時に

はこっそりその姿に会いに行きたいものである。

黒百合は恋の花か？

　♪黒百合は恋の花♪で始まる流行歌があった。

１９５４年（昭和２９年）菊田一夫作詞・古関裕而作曲
によるこの「黒百合の歌」は同じく菊田原作の

NHKラジオドラマ「君の名は・第二部」の挿入
歌である。七月の声を聞くと、月山は山開きであ

る。山頂は行者姿やハイカーで賑わう。その雪深

い奥羽霊山の春に先駆け、登山客も疎らな頃、雪

― １３ ―

図－２６．ハクサンフウロ（Geranium yesoense var. Nipponicum）ふうろそう科
月山山頂付近，１３/Ⅷ/１９８６

この構図を見つけた時，アンディ・ウォーホルの“FLOWERS”
を思い浮かべた．

図－２７．ガッサンチドリ（Platanthera uzenensis）らん科
月山施薬小屋付近，１１/Ⅶ/１９８７

キソチドリの近縁で，唯一「ガッサン」の名を与えられた植
物．自ずと月山の固有種である．絶滅危惧ⅠB類（EN）．

図－２８．ミヤマリンドウ（Gentiana nipponica）りんどう科
月山山頂付近，１８/Ⅶ/１９８７
後方の丸い葉はイワイチョウ．



融けとともに月山の黒百合は一斉に花を開く。山

頂の本宮正面から神饌池までの草原一帯がその限

定的分布域となる。

　クロユリは月山のこの群生と飯豊山梅花皮小屋

付近に分布が確認されている他、専らその生育地

は立山など中部地方の山岳地帯である。北海道，
樺太などでは低地にも生育し、アイヌ伝説に頻出

するが、これらはやや異なる亜種である。クロユ

リはユリ科バイモ属に含まれる。月山のものは草

丈１０～２０cm、葉は２～３段に輪生し、花被片は６
枚、３cmくらいの花を１～数個下向きに着け
る。花は独特な臭気を放つ。花の色は外側が黒い

が、黒というよりは紫褐色である。内側には黄色

と暗褐色の不気味な豹紋がある。黒い花というこ

とでは、北海道に産するものは暗紫色が鮮やか

で、より黒百合らしい。この北海道のものは染色

体数３６本の三倍体であり、２４本の二倍体である本
州産のものと、先に述べたように区別する。最近

では北海道のものを母種として和名をクロユリあ

るいはエゾクロユリと称し、月山など高山のもの

をその亜種としてミヤマクロユリと呼ぶ。花期は

短く、月山では一週間に満たない。花の後、やが

てその地上部も枯れる。そして七月も中旬に入る

と、山頂のこの草原はミヤマキンバイ、ハクサン

イチゲ、あるいは高山菫・キバナコマノツメなど

の華麗なお花畑に置き換わるのである。

　クロユリを見た数日後、この清々しい山巓の楽

園に再び立つと、あの忌まわしく艶かしい黒い花

が一面を覆い尽した幽境は幻想であったのか…、

誰しもが錯覚に陥る。しかもここは羽黒山伏の聖

地直中である。このような黒百合には不思議な伝

説が多く語られている。愛しい人が何気なく手に

取るように、気付かれずにこの花を贈ると、その

恋は成就する―アイヌの恋花の話は、先に述べた

ように「黒百合の歌」として一時代を風靡した。

立山の富山城主・佐々成政滅亡に関した「絵本太

閤記」の中の物語は有名で、成政に殺されたその

妾・小百合の怨みの籠められた黒百合が登場す

る。後世になって創作されたものらしいが、鳥海

山麓の鶴間ヶ池には「黒百合姫の祭文」がある。

月山本宮の前庭に咲くこのシンボリックな草花

に、私は植物分布という自然現象を超えたものの

存在を強く感じてならない。

　話題はまた植物に戻る。旧制山形高校の校章に

描かれたチョウカイフスマは鳥海山の固有種であ

り、月山には生育しない。蔵王の象徴でもあるコ

マクサも月山にはない。ところが、羽黒コースの

九合目にあたる仏生岳には、これらが揃って生育

しているのである。私も１９８７年にこれらを確認し
ている。植物分布を書き換えねばならないこの事

実には理由があった。「１９４０年頃あるいはそれ以
前に、蔵王からコマクサ、鳥海山からチョウカイ

― １４ ―

図－２９．ミヤマクロユリ（Fritillaria camtschatcensis ssp. alpina）ゆり科
月山山頂付近，２７/Ⅵ/１９８６

図－３０．エゾクロユリ（Fritillaria camtschatcensis）ゆり科
参考掲載．北海道産のものを栽培．



フスマとイワブクロがそれぞれ移植され、根付い

た…」との記録が残っているのである。実は人為

的分布だったのだ。従って図鑑には生育地「月

山」の記載はない。現在であれば環境破壊として

厳しく制限される行為ではあるが、８０年以上前で
はその限りにはない。私はふと思った、他に移植

された植物はないのだろうか。そして山頂の黒百

合のことを想った。互いに交流を持っていたとい

われる山伏達が、同じく山岳信仰の拠点である立

山の伝説の花を、移植しない方が不思議ではなか

ろうか。

　この大胆な仮説を支持してくれる文献がある。

柳田國男は１９４６年『黒百合姫の祭文』第十四節で
次のように語っている。「黒百合に至つては明か

に越中立山の山の草であつた。是もあの山が唯一

の自生地であるのか。はた移し植ゑられて次々の

縁ある地に弘がり、立山はたまたまその中間の一

つの過程であるのか、じつと見つめて居ても今に

判つて来さうな気がする。」私の好奇心はいよい

よ上昇した。

　ミヤマクロユリは種子の他に、鱗茎でも繁殖す

る。鱗茎は無数の球根粒である鱗片からなり、む

しろ種子よりはこちらの繁殖力の方が大きい。ま

たこの鱗茎は食用になる。「アンラコル」の他に、

アイヌ語で黒百合などを指す「ハプ」とは「食べ

られる」ということも意味する。この百合根芋に山

伏達は気が付かない筈がない。つまり球根を介し

て、人為的移動の可能性も大きいのである。

　私は同様な方法で、いろいろな植物について空

― １５ ―

図－３２．チョウカイフスマ（Arenaria merckioides var. chokaiensis）なでしこ科
月山仏生岳， ２/Ⅶ/１９８９

鳥海山の固有種であるが，月山に移植され１００年になろうとし
ている．絶滅危惧Ⅱ類（VU）．

図－３１．鳥海山とミツガシワ（Menyanthes trifoliata）みつがしわ科
月山弥陀ヶ原，２５/Ⅶ/１９８８

弥陀ヶ原は高層湿原の特徴である池塘に富む．ここからは庄内平野，最上川，鳥海山の配置が箱庭のようによくわか
る．この季節，鳥海山は必ずと言っていいほど，いつでも背後にブーメラン型の雲を従えている．ミツガシワとは３
枚が組になったそれぞれの葉が柏のそれに似ているからである．



想してみた。淡黄緑色の花を着けるトウヤクリン

ドウ（当薬竜胆）は、その名のとおり薬草であ

る。この分布も中部山岳に限定される。そして飛

び地のように月山がその分布北限にあたる。月山

では山頂を中心に、鍛冶小屋上から尾根道沿いに

北の牡丹餅あたりまで生育している。

　タカネヨモギも、中部山岳の他は、月山を北限

として飛び地分布する。今は廃道となったが、横
・

道
・

は本道寺コースの大雪城下と牛首下を結ぶ山頂

バイパスである。この中間地点にタカネヨモギを見

ることができる。また、横道
・ ・

の湧水地の近くには、

― １６ ―

図－３４．牛首の峰から吹き上げる涼風とトウヤクリンドウ（Gentiana algida）りんどう科
月山山頂南面，１０/Ⅷ/１９８８

月山はトウヤクリンドウの分布北限にあたる．「当薬竜胆」で健胃薬として知られる．月山では稜線に沿って見られる．山頂南のこの
個体は，岩登りをやっていて偶然に見つけたものである．牛首から吹き上げる風衝地に，遥か下界を眺めるように咲く姿は実に清々
しい．撮影を試みたが，背後に岩斜面がひかえ被写体までの距離が思ったより短く，背景と共に収めるためには三脚のスペースが取
れない．翌年，改造した三脚を用いてトライするも天候に恵まれず断念．花期も思ったより短く，１０日間位がいいところであろう
か．翌々年，そしてまたその翌年も，駆け上る涼風が毎日のように雲を連れてきて，背景が得られないままに日陰となってしまい，
断念．斜面であるので，理想的な光線条件が与えられるのは，日の出後の１時間に限られるのである．チャンスが勝負である．日の
出前に宿舎である頂上小屋を出て，岩場を降り道具を岩に括り付け，三脚を這わせ，レフ板やカメラをセットすれば，間もなく日の出
である．トウヤクリンドウが上の方から少しずつ日光に照らし出されてくる．まだ光線の温度が低すぎる．赤みもとれて，背景が生き
生きとし始める頃…タイミングである．これを逃すと，太陽は回りこみ左手の岩の陰になってしまう．３０分はない．焦点を確認し，絞
り・シャッターをいくつか変えて，あわててミラーアップ・レリーズ・巻き上げを繰り返す．ポジとネガ，フィルムパックを交換．そ
の時はフィルムも１２枚撮りだけだったので，予備のパックもすぐに終了，フィルム交換．そうこうしているうちに，太陽は上がる．露
光メータを再確認して，絞りを変更，偏光フィルターの角度を調整．呼吸の暇もないほど慌ただしく時間がまわる．気がつけば，ポ
ジ６本にネガ２本の撮影済のフィルムが，ヤッケのポケットにあった．５年目にしてやっと得られた影像であった．

図－３３．イワウメ（Diapensia lapponica ssp. obovata）いわうめ科
月山山頂付近， ４/Ⅶ/１９８７



健胃薬として知られるタカネセンブリ、リンドウ科の

ハナイカリ、毒草そして漢方の附子である鳥兜の

高山種・ミヤマトリカブトなどが、まるで家庭菜園

のようにまとまって生育している。このミヤマトリカ

ブトの群生の中には、とても珍しい白花の突然変異

型が含まれるが、はたしてこれは自然に生じたもの

であろうか。そしてまたこの分布も北限にあたる。

この湧水地からすこし離れた礫地には、薬草をめ

ぐる悲しい伝説の弟切草が、高山型に姿を変え、

イワオトギリとして生育している。

　山頂の草原に雨水を溜めた神饌池の周囲には、

本来は高山帯の植物ではないウゴアザミが群生し

ている。この薊は山形県と秋田県の亜高山に限定

分布するが、山伏の精進料理には欠かせない食材

― １７ ―

図－３９．イワオトギリ（Hypericum kamtschaticum var. hondoense）おとぎりそう科
月山山中，１５/Ⅷ/１９８７

鎮痛，鎮静，収斂，抗菌，止血作用の他，打撲，火傷にも有効
な薬草として知られるオトギリソウの高山種．またその効能を
廻る兄弟の悲しい伝説も有名である．

図－３６．タカネセンブリ（Swertia tatrapetala var. yezoalpina）りんどう科
月山横道， ９/Ⅷ/１９８７

強い苦みの健胃整腸薬，さらには育毛剤としても知られる漢方
薬センブリの高山種である．草丈５cmに満たないその花もさら
に小さく，拡大するとセンブリ特有の花弁の模様が見られる．

図－３７．シロバナミヤマトリカブト（Aconitum nipponicum form. albiflorus）きんぽうげ科
月山横道，２８/Ⅷ/１９８８

ミヤマトリカブトの白花変異種と考えられる．葉や茎の紫っぽ
い色素も少ないようである．もちろん通常種と同様に，猛毒と
考えられる．本種の白花種の記載はなく，上記のような学名に
なるのではなかろうか．

図－３５．ハナイカリ（Halenia corniculata）りんどう科
月山横道，１５/Ⅷ/１９８７

メギ科のイカリソウに似ているが，ハナイカリはリンドウ科であ
る．リンドウ科に共通したゲンチアニンを含み，健胃薬となる．

図－３８．シロバナミヤマトリカブトの花（Aconitum nipponicum form. albiflorus）きんぽうげ科
月山山中，１４/Ⅸ/１９８６

生育地では濃い紫のものから，うす紫，純白のものまで観察さ
れた．この花では部分的に花弁に紫色が現れている．ポリジー
ンのようなものが関与していそうである．



でもある。頂上小屋の主人Ｈさんは、この分布は

明らかに「栽培」であろうと語っている。それを

物語るかのように、頂上小屋の他にも九合目・仏

生池小屋、鍛冶小屋、弥陀ヶ原・御田原参籠所、

湯殿山・施薬小屋、牛首下の嘗て小屋が営まれて

いた場所の傍には、必ず大きなウゴアザミの群落

があり今でも宿泊客をもてなしている。天婦羅が

美味である。

　このような高山植物の飛地的限定分布を、生物

学ではどのように説明しているのであろうか。前

半で述べたように、高山植物は氷河期の忘れ物で

ある。氷河期が終わり、避暑した植物が月山の現

在あるそれぞれの適所に収まったのが約一万年

前。その後、鳥類や昆虫によって若干の移動が加

わり、今日の植物分布が出来上がったと考えられ

る。確かにこの膨大な時間の流れに比べれば、人

為的な植生の撹乱は些細なものである。しかし、

あの九合目のチョウカイフスマやコマクサは、時

間の軋轢の中で淘汰され消え去る運命であろう

か。数百年という歴史をもつ信仰の高山を科学す

る場合、ハイカーによる生態の破壊のみならず、

習俗などに伴う人為的な植生変化の可能性を考慮

する必要があると私は思う。

　ここに分子系統学という新しい手法がある。

DNAの分子配列を比較することによって、進化
や系統、近縁関係を推定する。これによって、形

態比較による今までの系統分類学では得られな

い、細かな進化の時間目盛まで読み取ることでき

る。ミヤマクロユリの例で考えてみよう。生育地

内で交配がおこなわれる月山山頂のミヤマクロユ

リのDNAはグループとしてほぼ共通であると
いってよい。ある個体のDNAに突然変異が起こ
り、それが遺伝すれば、その変化をグループが共

有することになる。グループ内で足並を揃えて、

分子レベルの進化は遅々刻々と進行する。一方、

互いに隔離されDNAを共有できなくなった二つ
のグループの間では、別々に進化が始まる。例え

ば１，０００年に１箇所のDNAに変化が生じるとしよ
う。月山と立山のミヤマクロユリが１万年前に決
別した場合、それぞれ１０箇所のDNAが変化す
る。両者のDNA配列を解読し相同性を比較する
と、２０箇所の相違点が見つかることになる。１００
万年前に分離したとすれば２，０００箇所の相違点が

― １８ ―

図－４２．オクトリカブト（Aconitum japonicum）きんぽうげ科
月山清川行人小屋付近， ６/Ⅸ/１９８７

図－４０．ウゴアザミ（Cirsium ugoense）きく科
月山山頂神饌池， ７/Ⅷ/１９８４

本来は山地帯のアザミであるが，月山では三角点のある大権現
の石垣付近にまで，至る所に生育している．食用となることか
ら，高山の栽培野菜と考えるべきであろう．多数のクジャク
チョウが蜜を求め集まっていた．

図－４１．ウゴアザミの花（Cirsium ugoense）きく科
月山山頂神饌池，１０/Ⅸ/１９８９



生じる。もし月山のクロユリが５００年前に人為的
に立山から移植されたとすると、両者の相異は１
箇所以下という推論になる。柳田國男が「黒百合

を見つめていると判りそうだ」と語っているよう

に、黒百合の謎の答えは黒百合自身のDNAの中

に記憶されているのかも知れない。いまや多くの

魔法の杖を手にした自然科学に、その一振りを期

待したい。

牛首下のヒナザクラ群落

　冒頭でも述べたヒナザクラは、ハクサンコザク

ラの可憐さはそのままに、赤い花弁を清楚な純白

に置き換えたような、草丈１０cmに充たない東北
の高山のサクラソウである。その花冠は直径約１
cm、ただ白いのではなく、表皮細胞がガラス
ビーズを散りばめたように輝いている。中心部は

濃い黄色である。おそらく紫外線色が見える昆虫

にとっては、魅力的な漆黒の指定席に映っている

はずである。高山の夏の強い日差しで一気に融解

した雪田跡の湿った草原に、このサクラソウは花

開く。しばしば草原を白く変えるほど群生する。

碧空から雪渓を渡る遅い春の微風に一斉にそよぐ

その様は、高原のみに許された至福の一齣であ

― １９ ―

図－４４．ヒナザクラの群生（Primula nipponica）さくらそう科
月山牛首，１２/Ⅷ/１９８９

ヒナザクラが繰り返し帯状に群生し，虎縞模様が出来上がっている．良く見ると，ヒナザクラが咲いていない部分には，イワイ
チョウの丸い葉の群生が認められる．ヒナザクラ帯は登山客が多く，踏みつけが著しい週末の雪田辺縁部，イワイチョウ帯は登
山客が少なく，踏み付け効果が弱いウィークデーの辺縁部に該当する．（本文参照）

図－４３．コイワカガミの花（Schizocodon soldanelloides f. alpinus）いわうめ科
月山山頂付近，２７/Ⅵ/１９８７

姿はイワウメと似るところはないが，同じ科である．雄蕊の形
状だけが似ている．



る。牛首下の大雪渓の跡にも、ヒナザクラが山頂

を指し示す道筋の如く咲き競う。

　月山における現在の主なコースは、庄内平野を

見下ろす北側から登る羽黒山口、山形市からなら

最もアクセスし易い南側から志津を経てリフトも

利用できる姥沢口、旧六十里越街道を西から入る

湯殿山口の三つである。このうち姥沢コースと湯

殿山コースが出会うあたりが牛首である。あるい

はリフトを降り、姥ヶ岳を経由すれば金姥で湯殿

山コースと合流し、柴燈森を左手に峰を辿れば、

同じく牛首に至る。月山を庄内平野から眺めれ

ば、別名臥牛山とも呼ばれるように、湯殿山を頭

部に見立て牛が臥した姿に見える。その首にあた

る部分が牛首である。牛首はなだらかな南斜面と

なっており、その広大な雪田より発する沢は西俣

川から四ツ谷川に繋がる。年によっては八月まで

大きな雪渓が残り、夏山スキーのゲレンデとして

賑わう。またコース合流点でもあるため、雪渓上

の道は週末ともなると多くの登山客が行き交う。

初夏には、登山道といっても木道は雪の下に埋も

れているので、人々は各々に雪上を進む。

　何れの山においてもそうであるように、雪田は

天気の良い日には涼しく気持ちがよいが、曇天に

は空気が冷やされ濃い霧に覆われる。視界も奪わ

れ、意外な難所となるのである。そうなると登山

者達は雪田の縁を辿る。しかし雪渓の辺縁部は滑

り易く崩れ易い。そのためどうしても雪田を外れ

た表土の上を歩むことになる。雪田付近は温度も

低く、植物の芽吹きは見られないが、雪田から１
～２ｍほど離れると、旺盛な生命力によって緑の
芽生えが一面を覆っている。さすがにその新芽を

踏みつけ進む者はいない。その結果、雪田と芽生

― ２０ ―

図－４５．ケルンとハクサンイチゲ（Anemone narcissiflora var. japonica）きんぽうげ科
月山牛首上部，２９/Ⅷ/１９８８



えとの間に臨時の登山道が生じる。晴天になって

も、雪面に対応しないスニーカーなどで訪れた観

光客もやはりこの臨時登山道を選ぶ。また雪田の

上に真青な空が広がる最高の日和には、夏山ス

キーを楽しむ人々の軽快なエッジ音が、牛首の谷

間にこだまする。ゲレンデとなった雪渓ではス

キーヤーとの衝突事故を回避し、登山者はやはり

この臨時登山道を進まざるを得ない。スキーヤー

達も、冷たい雪上で休憩するのはさすがに辛いの

で、辺縁部の岩の上などに腰を下ろす。必然的に

その周りが歩行帯となる。

　さて、踏みつけられることとなった雪田周辺に

はどのような植物が生育しているのであろうか？

いわゆる雪田植生というものがある。月山など東

北の高山では、その多くの時間は雪下にある。六

月下旬に雪融けし、慌ただしく春と初夏が訪れ、

八月が過ぎれば一気に秋になり、九月下旬には初

雪が降る。高山植物には、約三ヶ月間の生育期間

しか許されていない。殊に八月まで雪田が継続す

る牛首下のような地帯では、一ヶ月間に一年分の

生命活動を集約しなければならない。雪田周辺の

土壌は融雪によって真っ先にまた持続的に潤う

が、雪融け水は冷たい。地温が僅かに上昇する

頃、あるものは地下茎から、またあるものは種子

― ２１ ―

図－４６．踏み付けによる雪田植生の退行（牛首下）
上図：雪田植生断面図，下図：雪田植生平面図．（本文参照）

図－４７．ミツバオウレン（Coptis trifolia）きんぽうげ科
月山牛首，２８/Ⅵ/１９８８

図－４９．イワイチョウの花（Fauria crista-galli ssp. japonica）みつがしわ科
月山弥陀ヶ原，１３/Ⅷ/２０１０

葉は円形扇状で秋には鮮やかに黄葉することから，銀杏に見立
ててその名が与えられた．

図－４８．赤外線写真（山頂付近から牛首を望む）
月山山頂付近， １/Ⅷ/１９８４

この雪田周辺の温度分布と植物の展開は，赤外線写真を撮って
みると手に取るように良く解る．赤外線写真は，霧の中など可
視光線では見えないものをくっきりと写す．この写真では，靄
に霞んでいる朝日連峰などの遠景が，間近にあるが如く写って
いる．それのみならず，雪融け水で濡れた表土のように赤外線
を吸収する部分や低温部分は黒く写り，発熱部，雪面や植物の
緑ように赤外線を反射している部分は白く写る．だいぶ小さく
なった牛首下の雪田が白く，それを取り囲むように冷たい表土
露出部分が黒く写り，さらにその周辺部で植物の展開が始まっ
ている部分は白く写っている．



から、一斉に芽吹きが始まる。

　最も芽吹きの早いものの一つにイワイチョウが

ある。冬季の凍結から免れるため、通常の植物は

いわば仮死状態ともいえる乾燥した越冬芽状態と

なる。ストレスには強いが、この状態では吸水後

に澱粉を糖化して芽吹きに備えなければならない

ため、急速な発芽は不可能である。イワイチョウ

の地下茎には、澱粉だけではなく高濃度の糖分が

蓄えられている。そのため糖が不凍液となり、厳

寒期も凍結せず含水状態で発芽準備態勢を維持す

ることが可能となる。雪田周辺に適応した植物で

ある。しかし、これらの根茎部は肥厚し体積も大

きく、表土の崩壊で地表に露呈しやすく、また物

理的圧迫によって破壊され易いという欠点もあ

る。生存戦略的には、新葉の展開は圧倒的に早い

が、踏み付けには極めて弱いタイプである。

　また雪田植生を代表するもうひとつのタイプが

彼のヒナザクラである。こちらの根茎はイワイ

チョウより貧弱で、糖より澱粉を多く含む。その

ため発芽には澱粉を糖化する時間が必要で、イワ

イチョウより一歩遅れて芽を展開する。遅いとは

いえ、通常の越冬植物に比べ芽吹きは迅速であ

る。それには低温下でも活性を示す特殊な澱粉分

解酵素が関与しているという。萌芽前の根茎が踏

み付けに弱いイワイチョウに対し、こちらのヒナ

ザクラは芽吹きが開始されるまでのしばしの間、

踏み付けには比較的堅牢である。種子の発芽も早

い。

　牛首の雪田周辺には、このイワイチョウとヒナ

ザクラをそれぞれの典型として、数多くの植物が

生育している。イワイチョウ型としてはヌマガ

ヤ、チングルマ、イワカガミ、シロバナトウチソ

ウ、ニッコウキスゲ、コバイケイソウ、ミツバオ

ウレン、エゾオヤマリンドウ、ショウジョウバカ

マ、ヒナザクラ型としてハクサンオオバコ、シラ

ネニンジン、イワショウブが挙げられる。踏み付

けなどの人為的影響が少ない雪田植生は、イワイ

チョウ等の群落を主構成要素として、その展開の

遅れた箇所にヒナザクラやハクサンオオバコが入

り込む形を示す。踏み付けが進行するとこの関係

が逆転し専らヒナザクラの群落となる。

― ２２ ―

図－５０．コイワカガミ（Schizocodon soldanelloides f. alpinus）いわうめ科
月山山頂付近，２９/Ⅵ/１９８８

図－５２．ショウジョウバカマ（Heloniopsis orientalis）ゆり科
月山山頂南面，２７/Ⅵ/１９８６

「猩猩」とは赤い顔をしたオラウータンのような動物のことで
ある．それが，葉を見立てた「袴」を着けている…というイ
メージである．そうして見ると，滑稽な姿である．前右に芽を
出しているのはコバイケイである．

図－５１．日の出とコバイケイソウ（Veratrum stamineum）ゆり科
月山山頂東面，８/Ⅷ/１９８３

通常草丈５０cm前後であるが，人為的富栄養化が進行している場
所には，１５０cmを超える個体が群生している．有毒植物である．



　牛首下において離れた周辺部にはイワイチョウ

が見られるものの、雪田辺縁部はヒナザクラが目

立つ。これは明らかに強度の踏み付けの影響であ

る。よく観察すると、ヒナザクラ群落は雪田に

沿った等間隔の帯状を示している。その合間はイ

ワイチョウ型の植物である。結果、白と緑の虎縞

模様を描く。これを解釈してみよう。まず雪田か

ら離れた周辺部のイワイチョウ群落は本来の自然

植生である。これは六月中下旬頃に融雪した部位

と考えられる。その頃は雪田も大きく、また登山

者も少なく、踏みつけの影響はない。徐々に雪田

は狭まり、来訪者も増え始め、七月中旬には姥ヶ

岳の雪渓が縮小しゲレンデとしての機能を失い、

スキーヤー達は牛首に移動する。週末には大勢の

スキーヤーと登山者参拝者が訪れ、雪田辺縁部は

臨時登山道となり、踏みつけは極大に達する。

ウィークデーとなり、登山客は減少する。その

間、雪田は絶え間なく縮小し、次の週末を迎え

る。再び多くの観光客が押し掛け、ひと回り内側

に新たな臨時登山道が生じる。月曜から踏みつけ

は弱まる。土曜日曜にはまた強度の踏み付けの帯

が表土に刻まれる。自然植生や軽度の踏み付け部

分からはイワイチョウが芽生え、強度の踏み付け

帯にはヒナザクラが芽吹く。平日のイワイチョウ

帯と週末のヒナザクラ帯が繰り返され、かくして

白虎の縞は形成される。可憐なヒナザクラではあ

るが、雪田では自然崩壊の初期サインとなる。そ

して表土が完全に失われ、ヒナザクラも消え、

痛々しい岩屑土が露呈し、誰しも環境破壊に気づ

く時、失った時間、つまり表土再生に必要な時間

は１００年の単位であるという。

打ち捨てられし花束

　１９８６年はある意味で災難の年であった。その年
の七月、私は不可思議な光景を幾度か目にした。

山形市を深夜出発し未明に弥陀ヶ原に到着、夜明

けとともに活動を開始し、写真を撮りながら頂上

を目指すのが私の月山取材のやり方となってい

た。七月は弥陀ヶ原湿原の最も美しい季節であ

る。サワラン、トキソウ、ハクサンチドリ、トン

ボソウなど蘭の数々、ニッコウキスゲ、キンコウ

― ２３ ―

図－５３．ハクサンオオバコ（Plantago hakusanensis）おおばこ科
月山山頂南面，１５/Ⅷ/１９８８

雰囲気はかなり異なるが，低地のオオバコと同属である．

図－５４．シラネニンジン（Tilingia ajanensis）せり科
月山山頂付近，Ⅶ/１９８６

セリ科植物は，その散形花序を成す多数の小花を拡大してみる
と，リズミックな美しさがある．

図－５５．ジムカデ（Harimanella stelleriana）つつじ科
月山仏生池下雪渓，２９/Ⅷ/１９８８

植物体の下に黒く見えるものは本種の遺骸と考えられる．この
ような寒冷な場所では腐敗進行が著しく遅く，数十年～百年と
いう時間を経て徐々に炭化してゆく．



カ、タチギボウシ、池塘にはミツガシワ、そして

オゼコウホネ。木道をゆっくり一巡してから無量

坂に臨む。

　見覚えのあるうす紅色が木道の下に見えたよう

な気がして、私は立ち止まった。覗き込むと、た

くさんのトキソウが目に入った。それは十数本に

及ぶ花束が打ち捨てられた姿であった。その時

は、摘んだ人が、良心の呵責か誰かに咎められた

かして、放置したものであろうと解釈した。弥

陀ヶ原ではトキソウは比較的希な方で、仮に木道

沿いに摘んでも、そうは集まらない蘭である。寂

しくなる体験であった。それから間もなく同じよ

うな早朝に、全く同じの光景を私は目にした。木

道の下をさらに注意して探すと、まるで押し隠す

ように大量のトキソウが出てきた。しかも濃色の

美しいものばかりが…悪夢である。調べてみると

その根元はナイフのようなもので、削ぎ取られて

いた。その後、高山植物の盗掘の手口がニュース

― ２４ ―

図－５９．オゼコウホネ（Nuphar pumilum var. ozeense）すいれん科
月山弥陀ヶ原，２/Ⅷ/１９８７

弥陀ヶ原のいくつかの池塘で観察することができる．この植物
はその原始的な構造から，また化石植物として類似のものが発
見されていることから，氷河期の生き残りともいわれる．高層
湿原特有の漆黒の水面に揺れる雲の動きを眺めていると，モネ
の睡蓮を思い出す．絶滅危惧Ⅱ類（VU）．

図－５６．トキソウ（Pogonia japonica）らん科
月山弥陀ヶ原，１３/Ⅶ/１９８８

草丈１０cm内外，嘗ては普通に見られた湿原の蘭である．花の色
を朱鷺の羽色に見立てて，その名が与えられたが，もはや朱鷺を
見ることのできない今日では，虚しい響きを持つ．近年になって盗
掘によるその数の減少が懸念されている．準絶滅危惧（NT）．

図－５８．ミツガシワの花（Menyanthes trifoliata）みつがしわ科
月山弥陀ヶ原，２８/Ⅵ/１９８６

図－５７．ハクサンチドリ（Orchis aristata）らん科
月山山頂付近，Ⅷ/１９８６

視線を下げて覗くと，赤い千鳥が翼を広げ，群れだち舞い立
つ．月山では葉に黒点が入るウズラバハクサンチドリも多く見
かける．



で紹介され、私はその意味を知った。花を目印に

狙った植物を探し掘り出す。根茎や球根の部分だ

けを取り外し、乾燥せぬよう濡らした地衣類に包

みポリ袋に詰め、ザックなどに隠し込む。不要に

なった地上部は隠蔽廃棄する。持ち帰った根を栽

培し植物体を再生、商品化する。高山植物の多く

は多年草であるため、これが可能となるのである。

　丁度この頃は、海外ではレッドデータブックが

続々と公表された後で、日本でも野生動植物の保

護が頻繁に論議され始めていた。またそれを受け

て、山野草ブームが盛り上がっていた。この年、

「緊急に保護を要する動植物の種の選定調査」が

実施され、翌１９８７年には、現「絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の保存に関する法律（１９９２）」
の母体となった「絶滅のおそれのある野生動植物

の譲渡の規制等に関する法律」が制定された。そ

の時流を読んでの駆け込み盗掘であったと思う。

　この年には、心を抉られるような光景を幾度か

目にした。エゾオヤマリンドウは変り果てた姿で

置き去られ、山腹にあけられた５０㎝程の穴は、シ
ラネアオイやハクサンシャクナゲを根こそぎ掘り

出した跡であった。牛首を経由して山頂を目指す

コースでは、高山帯に差し掛る辺りから勾配のき

つい登りが待ち構えている。背負子の肩帯を締め

直し、気持ちも引き締めて、鍛冶小屋の建つ丘を

見上げる。その時、いつも目に入るのが、白花の

タテヤマウツボグサであった。一株だけではあっ

たが、純白の花序が周囲から際立っている。その

年は、九月初旬にも係わらず、この花を見なかっ

たことに気がついた。胸騒ぎがして、私は大岩石

が織り成すその道を引き返した。登山道を挟ん

で、反対側の断崖の藪の中に、無残な白花はあっ

た。それは、花から１０㎝くらい下で折られてい
た。下山の時、公園管理をしている志津の営林署

の方と一緒になった。この話をすると、「それは

盗掘を懸念した自然保護あるいは神社関係の人

が、目立たないように予め花の部分を折ったので

はなかろうか？」と言う。狗肉の策が必要なほ

ど、盗掘の問題は深刻になっていたのだ。翌年こ

― ２５ ―

図－６０．シラネアオイ（Glaucidium palmatum）しらねあおい科
月山金姥付近，２０/Ⅷ/１９８８

系統分類上は１科１属１種，日本固有種
・
であり，唯一の固有科

・

でもある．しかし近年の分子系統分類の手法によって，太古に
おいてキンポウゲ科から分岐したことが類推され，同科に編入
すべきとの見解もある．

図－６２．シロバナタテヤマウツボグサ（Prunella prunelliformis form. albiflorus）しそ科
月山牛首上，１３/Ⅷ/１９８６

図－６１．タテヤマウツボグサ（Prunella prunelliformis）しそ科
月山行者返， ９/Ⅷ/１９８６



の仮説を証明して、難を逃れたシロバナタテヤマ

ウツボグサは再び美しいその花を着けた。

さいごに…

　連続した筆者の月山取材は、１９９１年の夏で一旦
終了した。その後二十年間、月山の想い出は私の

心の中の須弥山であり続けた。出講していた東北

芸術工科大学の西側教室から望むと、彼銀嶺が、

移り変わる雪渓文字で、四季の便りを綴ってくれ

た。青空の涼風に香るハクサンシャクナゲや、雪

渓を囲み賑やかに揺れるチングルマの様子が目に

見えるようであった。そのような中、一昨年２００９
年八月柴燈祭の日、再会の時は訪れた。東北芸工

大の学生達の誘いと援助で、彼らと供に私は、思

い出多い弥陀ヶ原から、懐かしの頂上小屋を目指

した。しかし山頂が近付くにつれ、私の胸中には

一抹の不安が拡大しつつあった。はたして山頂は

緑であろうか？

　かつて、山頂付近の裸地化進行は目を覆いたく

なるほどであった。典型的なアスピーテ（楯状火

山）である月山の山頂付近は広大な台地であり、

高山植物が咲き競い、登山客の憩いの場となって

いた。学校行事の生徒達一群が訪れ、教師の「で

は、これから芝生の上で各々昼食外」との号令で

高山植生に散ってゆく…そんな光景も頻繁に見受

けられた。まだそういう時代であった。そもそも

高山に芝生はない。芝生に見えるのはコタヌキラ

ンなどのカヤツリグサ科やイネ科の歴とした高山

植物である。その高山植物のお花畑さえも、本来

はこれほど大きなものではなかった筈である。も

ともとこの辺りは、頂上中央付近を除いて、広く

ハイマツが覆っていた。月山参詣が最盛期となっ

た藩政時代から明治期にかけて、山頂付近には二

十軒にも及ぶ泊小屋や酒小屋などが居並び、さな

がら月山大権現の門前町の様相を呈していたとい

う。人々の燃料や建築資材の一部に供されたのが

ハイマツであった。そのため今日では、月山のハ

イマツ帯分布は高山帯辺縁部にごく限られてい

る。門前町が姿を消した後、それに代わって、跡

地にはミヤマキンバイ、ハクサンシャジン、キバ

ナコマノツメなどによるお花畑が展開したと考え

られる。今でも山頂台地上部に見られるいくつも

の大きな窪地は、当時の竪穴式プレハブ小屋の跡

であるという。そのような視点で山頂を見渡す

と、日本人の自然への絶妙な共存の仕方が見えて

くる。その信仰に裏付けられた共存のあり方はい

― ２６ ―

図－６４．ミヤマキンバイ（Potentilla matsumurae）ばら科
月山山頂西， ４/Ⅶ/１９８６

月山山頂台地のお花畑の群生は季節とともに衣替えする．クロ
ユリ，キバナコマノツメ，ミヤマキンバイ，ミヤマガラシ，ハ
クサンシャジン…　江戸時代後期，この台地には２０軒に及ぶ掛
小屋が建ち並んでいたそうで，今でもその竪穴跡が残っている．
画面右に見える窪地はそれと思われる．

図－６３．ワタスゲ（Eriophorm vaginatum）かやつりぐさ科
月山弥陀ヶ原， ４/Ⅷ/１９８４



つしか忘れ去られ、アクセス向上によって観光客

が大挙して訪れ、表土流失による裸地化だけが

年々進行していた。

　然して夕方、山頂に辿り着き、私は我が目を

疑った。そこには、見渡す限りの蒼々とした草原

が、吹き上げる東風を受け、一斉にはためいてい

た。赤い岩屑土や火山灰土の露呈は姿を消し、一

面「緑」の海原であった。人々の環境保護意識が

向上した結果かも知れない。あるいは植生回復の

ために強力な行政力が投入された結果なのかも知

れない。しかしそれだけではない。二十年という

歳月があったことを忘れてはならない。その中

で、山巓の緑は本来のあるべき姿を取り戻してい

たのだ。

　一方、私のもう一つの喜びは、頂上小屋Ｈさん

ご一家との懐かしい再会にあった。山小屋は一段

と堅牢となり、相変わらず一家総出で切盛りされ

ていた。当時はＨさんご夫妻とご母堂を中心とし

て、スキー選手の高校生を兄弟筆頭に小学生のお

嬢ちゃんも手伝っていた。今では代替わりして、

その長男家族がメインホストである。変わらぬ心

籠もったもて成しをしてくれた。Ｈさん夫妻のお

孫さん達も登場した。小さかったお嬢ちゃんは妙

齢に成人し、見ればＨさんの髪は大分白くなって

いた。当時は仔犬だった山小屋の番犬も、面影は

― ２７ ―

図－６５．ウメバチソウ（Parnassia palustris var. multiseta）ゆきのした科
月山山頂付近，１３/Ⅷ/１９８６

その花は，改めて良く見れば，お洒落な梅小鉢である．花弁に
付着しているのは仮雄蕊で，細裂した先端には蜜腺がある．５本
の雄蕊は中心に集まっているが，開花とともに一つずつ周辺へ
広がる．

図－６６．チングルマ（Sieversia pentapetala）ばら科
月山山頂南面，２５/Ⅷ/１９８６

高山帯お花畑の代名詞である．可憐な暖色系の白い花弁を，あるいは綿毛の付着した種子が風にそよぐ姿を，稚児の風車に見立
ててその名が付いたという．秋にはその葉が紅葉する．



そのままに代替わりした。ここにも紛れもなく二

十年の歳月が降り注いでいた。しかし人や世相は

目粉るしく移り変われども、自然だけは変わらず

に在り続けている。

　月山の高山植物は、数多の受難と、そしてまた

幾多の人々との交わりを経て、やはり今ここにあ

る。人跡未だ及ばぬ深山であれば、天然は確かに

太古のままにあり続けたであろう。しかしこの霊

山は一千年以上の長きに渡って人々とともに在

る。その間、一度たりとも荒廃せずに今日に至っ

ている。欧州の歴史では、人類の文明が荒れ狂う

自然を制し、また崩壊した自然を造り直し、自然

へ果てしない欲望を抱く人心をもルールを以って

コントロールし、自然環境を保全し共存してき

た。天然の恵みを基に成立した日本の文化では、

自然に挑むこともなければ、自然を保護するとい

う思想もなかった。畏敬の念を絶やさず、その懐

に共存してきた。文明開化という欧米化を経験し

て百有余年、前者に移行するか、後者に回帰する

か、はたまた独自の自然観を創設するか…地球規

模で環境問題が語られている今、われわれが答え

を出さねばならない期日は近い。

― ２８ ―

図－６７．大雪城の日出
月山山頂南面，１４/Ⅷ/１９８８
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　やまがた酸性雨ネットワーク（「酸性雨ネット

ワーク」）の活動も、平成１３年７月の設立総会以
来、今年（平成２２年）で足掛け１０年を迎えてい
る。その間、平成１６年度と平成２１年度の２度にわ
たり、環境省より「大気保全活動功労者」表彰を

受けた。平成１６年度は団体表彰であり、２２年度は
会長である上木勝司が代表しての個人表彰であっ

た。「酸性雨ネットワーク」は、酸性雨に関連し

た調査や研究ないしは事業に取り組んでいる山形

県内の大学や高専、国公立研究機関、計量証明関

係企業、行政機関の研究者や技術者、職員と市民

団体の会員で構成された組織であり、会員間の交

流を密にして酸性雨研究の推進を図るとともに、

県内の酸性汚染物質降下の状況とそれによる環境

への影響を把握し、山形県の環境対策に資するこ

と、さらには県内教育機関における環境教育を支

援し、併せて県民の環境意識向上に向けた社会教

育活動を進めることを目的にして設置された。平

成１４年度以来、毎年１１月に県内教育機関（小・
中・高校、高専、大学）や研究機関、団体、個人

の参加を得て酸性雨一斉調査を実施し、平成１９年
度からは、山形県「みどり環境税」の支援を得

て、中・高校生を対象にした「環境体験学習会」

を実施してきた。また、会の発足以来、毎年欠か

さず総会（７月～８月）と交流会（２月～３月）
を開催し、会員間の交流と研究情報交換の場とし

てきた。最近の総会では宮城県保健環境センター

とみやぎ生活協同組合生活文化部の皆さんにも参

加いただき、研究成果をご披露いただいてもい

る。酸性雨一斉調査は平成１７年度には７１教育機
関、２４組織（行政機関、企業、市民団体）・個人
の参加で実施され、山岳地域以外は、県内をくま

なくカバーした壮大な観測網が組織されるまでに

なった。なお、平成２１年度は村山地域に力点を置
いた調査であったが、１７教育機関、３０組織、４８個
人の参加による、県内２４市町村、９５地点での観測
であった。この酸性雨一斉調査は、小・中・高校

生や一般市民によるパックテストでの降水のpH
測定に合わせて専門家によるイオン分析を含む高

度分析が組み合わされており、その規模とデータ

の質の高さから、毎年一回県内をくまなくカバー

して実施される、いわば山形県における酸性雨の

定時観測という性格のものになっている。なお、

「酸性雨ネットワーク」の活動は、一斉調査の

パックテスト用の資材等を県からの支援に支えら

れているものの、基本的には会員の手弁当での活

動である。２度にわたる環境省からの表彰は、酸
性雨一斉調査や研究交流会、体験学習会といった

事業を、民・産・官・学の幅広い連携による手弁

当での活動によって、約１０年にもわたって継続
し、成果を積み上げてきている、全国的にも極め
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　酸性雨とやまがた酸性雨ネットワーク

前やまがた酸性雨ネットワーク会長　　　　

山形大学名誉教授　上　木　勝　司

－ 県内における酸性雨に対する取り組み －特　集



て希有で貴重な活動が評価されたものである。

　今日では、酸性降下物問題が報道を通して人々

の耳目を集める機会はまずなくなっている。「被

害少なく関心薄れる」。本年（２０１０年）７月２４日の
朝日新聞の特集記事のタイトルである。それによ

ると、朝日新聞の１９８４年以降の主なページ（東京
本社最終版？）では、「酸性雨」の用語が登場す

る記事は、ピーク時の１９９１年と１９９２年にはそれぞ
れ６９本と６７本であったものが、９３年には半減し、
１９９９年には１桁に低下して、その後現在まで毎年
一桁にとどまっているとのことである。そしてそ

の理由を、酸性雨は今も降り続けているが、「少

なくとも日本では害が余り出ていないらしいと分

かってきて、注目が集まらなくなったようなので

す。」としている。わが国で国民的に広く酸性雨

問題が注目されるようになったのは１９８０年代半ば
を過ぎてからである。旧西独のシュバルツバルト

の白骨林に象徴される森林衰退、さらには湖沼の

酸性化などによる衝撃的な環境被害の状況が、酸

性雨被害の実態としてテレビ放映され、また、酸

性雨問題以外にも、大気温室効果ガス濃度の上昇

による地球温暖化やフロンガスによるオゾン層の

破壊など、地球環境を巡る諸問題が大きくマスコ

ミで取り上げられ、国民の地球環境問題への関心

がおおいに高まった。１９８７年度（昭和６２年度）か
ら１９９２年度（平成４年度）までの６年間にわたっ
て、地球環境問題と人間活動の在り方を総合的に

とりあげた研究プロジェクトである、文部省科学

研究費重点領域研究「人間・環境系」が、総勢

８００名もの研究者の参加で実施された。酸性雨に
関しては、環境庁によって１９８３年度（昭和５８年
度）から１９８７年度（昭和６２年度）まで既に第一次
酸性雨対策調査が実施されており、全国７都市と
その近郊での観測ではあったが、わが国でも酸性

雨が観測されていた。「人間・環境系」では、酸

性汚染物質の生成メカニズム、酸性雨や酸性霧な

どの酸性汚染物質降下の実態把握、酸性汚染物質

による環境影響（植物への影響、土壌への影響

等）等、その後の酸性降下物研究の基盤をなす多

大な成果が積み上げられた。そして「人間・環境

系」以降も、モニタリングシステムが整備され、

また研究者層の厚みも増して、酸性降下物研究は

大きく進展し、大都市域から山岳地域への汚染物

質の移動と植生被害、大陸からのSOxの越境汚染
と日本海側地域の酸性雪、黄砂と汚染物質の長距

離輸送など、酸性降下物問題の新たな側面が明ら

かにされるとともに、韓国と中国を始めとしたア

ジア諸国での啓蒙と研究支援の活動、酸性降下物

のモニタリングなど、海外の研究者をも巻き込ん

で、着実に研究が進められた。山形県で酒田市と

山形市での酸性雨定点観測が始められたのも１９８７
年であった。従って、酸性雨関連記事が激減した

とされる１９９３年から９９年までの期間はむしろ酸性
雨研究の充実・発展期であり、研究が深化した時

期であった。マスコミ報道というものを捉える上

でこのことは大変興味深い事実である。

　なお、１９９０年末のバブルの崩壊とその後の行財
政改革の嵐は、全国的に環境関連の施設の統廃合

や予算の大幅な削減をもたらし、地域によっては

酸性雨のモニタリングすら廃止されるといった事

態をもたらしている。確かに我が国では今のとこ

ろ酸性汚染物質による明確な土壌崩壊や植生変化

こそ確認されていないが、我々「酸性雨ネット

ワーク」のここ９年間の一斉調査の結果を見て
も、酸性汚染物質の降下は、緩和の兆しを示すこ

となく、依然として続いている。土壌や生態系の

持つ酸性降下物に対する緩衝能は、何がどうあ

れ、無限の能力ではない。それ故、恒常的に負荷

される汚染物質による累積的な効果で環境（土壌

や生態系）の浄化能が限界に達し、一気に崩壊す

る可能性があり、今後も酸性汚染物質の降下をモ

ニタリングし、環境負荷量を継続して把握して行

くことの重要性はいうまでもない。

　近年、国際的には、アジアや中東、アフリカ、

さらには中南米などの発展途上国でも酸性降下物

がモニタリングされるようになり、近い将来、地

球レベルで酸性降下物の動態が高い信頼度で解析

できるようになると思われる。アジアでは、韓国

と過大な速度で拡大している経済が今まさに激し

い環境破壊をもたらしている中国で旺盛に研究が

進められている。一方、いち早く問題が顕在化

し、研究が進められてきたヨーロッパ諸国では、

― ３０ ―



酸性汚染物質のバックグラウンド降下量が把握さ

れ、地域の土壌や植生の特性をもとにして臨界負

荷量が算定されている。また酸性降下物の生態系

への影響、特に長期間にわたるアンモニアや

NOxの降下がもたらす窒素負荷の影響が野外試
験で研究され、窒素負荷が引き起こす土壌の富栄

養化と酸性化、さらには交換性塩基の溶脱による

植生への影響が報告されている。今後、発展途上

国を中心に環境への窒素負荷量が激増することが

予想されるが、そうした国々には生物多様性の

ホットスポットが分布しており、窒素負荷の影響

による多様な生物種の絶滅被害が懸念されてい

る。そしてわが国もホットスポットと認定されて

いる地域の一つである。地理的に中国において急

激に膨張する経済がもたらしている環境汚染の影

響を直接受容する位置にあるわが国は、西欧諸国

ではほぼ問題が克服されつつあるSOx汚染を依然
として抱えており、またあらたに東アジアヘイズ

などといった事象にも直面している。従って、今

のところ明確な土壌崩壊や植生変化こそ確認され

ていないが、酸性汚染物質による環境影響はわが

国にとって依然として現実的な脅威である。山形

県に「酸性雨ネットワーク」が存在し、県民を巻

き込んだ地道な活動を継続していることの意義は

依然として大きい。

― ３１ ―

酸性雨による被害



情報交換会

　やまがた酸性雨ネットワークでは、毎年度の事

業として、年二回情報交換会を実施しています。

これらの集会では、参加される会員の情報交換の

場として県内の著名な先生方を中心に講演を行っ

ていただいています。講演の内容は様々で、酸性

雨問題に関する全般的なものから、地域を限定し

てモニタリング・解析を行った事例、酸性雨が生

態系へ与える影響など、さらには、会員の地球環

境問題への強い関心に応え、中国大陸からの越境

汚染や光化学オキシダントの問題など、幅広い

テーマとなっています。また、平成１９年度から平
成２１年度までは宮城県の団体にも参加していただ
き、県外での取り組みなどもご紹介いただいてい

ます。 

― ３２ ―

やまがた酸性雨ネットワークの活動紹介

やまがた酸性雨ネットワーク会長　　　　　　　　　　

山形大学理学部地球環境学科　柳　澤　文　孝



体験学習会

　平成１９年度から西川町志津にある県立自然博物
園で体験学習会を行いました。時期は毎年１０月頃
で、紅葉が進み、落葉も目立つ時期です。日本最

大級の広さを誇る天然のブナ林の中で、参加者の

方々は、自然を観察しながら、酸性雨調査や実験

を通して酸性雨に関する知識を高め、また、森林

と酸性雨のかかわり、森や自然の力強さなどを体

験的に学習しました。

　酸性雨調査では、環境科学研究センターの職員

に講師をお願いして、パックテストを用いていろ

いろな水のpHを測定しました。測定する水は、
自然博物園に降った雨、月山の湧水、元玄海や石

跳川の水などを対象とします。降水が酸性である

のに対し、湧水や河川水は中性に近くなります。

なぜ中性に近くなるのかを学習するために、土壌

の緩衝能力の実験なども行いました。

　また、森林のはたらきについては、自然博物園

の職員に講師をお願いして、ブナ林の観察を通し

て自然の力を学びました。 

― ３３ ―
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森林の観察

河川調査 土壌の観察

月山のブナ林

県立自然博物園の散策コース



酸性雨一斉調査

　やまがた酸性雨ネットワークでは、酸性雨調査

への参加を通して酸性雨問題を広く知ってもらう

ことを目的に、簡易な方法を用いた県民参加型の

酸性雨一斉調査を行っています。

　この調査は、平成１４年度からネットワーク事業
の目玉として毎年継続的に行ってきており、平成

２１年度の調査で８年目を迎えました。調査には、
県内の小中学校をはじめとする多くの教育機関の

ほか、酸性雨問題に関心を持たれる民間企業や個

人など、幅広い分野から参加していただいていま

す。

　本報告では、これまでの８年間の調査結果を集
計・解析しています。

調査内容

調査Ⅰ　パックテストを用いて降水のpHを測定

します。

　水道水などできれいに洗浄し乾燥させたバケツ

などを用意し、雨の降りそうな日に外に設置し、

雨を採り終えたら、参加者が自らパックテストに

よりpHを測定します。

調査Ⅱ　調査Ⅰに加えて、採取した雨水のイオン

成分などを測定します。

　蒸留水できれいに洗浄し乾燥させた口の狭いポ

リ容器に、漏斗を固定して降水を採取します。採

取した降水のpHを調査Ⅰと同様にパックテスト
を用いて測定し、残った雨水をポリ容器に密封保

存して、環境科学研究センターなどのネットワー

ク会員の分析機関へ送付します。受け取った分析

機関では、EC（電気伝導度）やイオン成分の測定
を行います。

調査Ⅲ　大気中の二酸化窒素濃度をパッシブサン

プラーを用いて測定します。

　　　　（平成１４年度から２０年度まで実施）

　二酸化窒素は、降水に溶け込んで酸性化させる

大気汚染物質で、自動車排出ガスや工場・一般家

庭での暖房など、石油などのものの燃焼によって

生成される物質です。調査Ⅲでは、二酸化窒素を

吸収する特殊なろ紙を雨水にさらされないように

軒下などにぶら下げて大気を暴露させます。１週
間後に回収して、ろ紙から二酸化窒素の成分を抽

出して濃度を測定すると、暴露させた期間の平均

の二酸化窒素濃度が算出できます。 
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パックテスト

　pHの違いで色が変わります。

雨水の採取風景

調査Ⅰ 調査Ⅱ



参加状況

　年度ごとの調査地点数は、開始した１４年度は５４
地点でしたが、２１年度では９５地点で行っています
（図－１）。また、開始当初は主に小中学校に参加
を呼びかけており、学校単位での参加が多くなっ

ていましたが、近年は学校からの参加が減少し、

個人や企業・官公庁からの参加が多くなっていま

す。

　地点の分布は、年度ごとに変動はあるものの県

内全域を広く網羅しています（図－２）。 
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図－１　調査地点数の推移

図－２　測定地点

平成１４年度 平成２１年度

調査Ⅲ パッシブサンプラー



調査結果

調査Ⅰ

　調査Ⅰは参加者全員が行います。調査期間（１１
月１日～３０日）に４回程度パックテストを用いて
pHを測定して、その算術平均値をその地点の測
定結果とします。

　８年間のpHの推移は図－３のとおりpH５．６以
下の酸性雨が降っていますが、今のところ目立っ

た変化は見られません。

　また、地域別では、内陸部より庄内の方が低い

傾向が見られます（図－４）。平成２１年度の結果
は図－５のとおりですが、村山地区や置賜地区に
比べて庄内地区の方が赤色の地点（pH４～５）の
割合が多いことがわかります。

　一般的に、庄内地区などの日本海沿岸の地域

は、大陸からの越境大気汚染の影響でpHが低い
と言われていますが、この調査でも同様の結果が

得られています。 
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図－４　地域ごとのpHの推移

図－５　平成２１年度の測定結果

図－３　pHの推移（全地点の算術平均値）



調査Ⅱ

　調査Ⅱは、県内各地２０～３０地点程度で降水を採
取してイオン成分の分析を行います。降水の採取

は各参加者が行い、分析はネットワーク会員が分

担して行います。イオン成分の分析においては、

採取に用いる器材の洗浄から採取した試料の保存

方法に至るまで細心の注意が必要になりますが、

高校生や一般県民が参加して行っていることか

ら、十分な精度が得られないケースがどうしても

でてきてしまいます。そのため、各測定結果の中

央値を年度の代表値として評価を行っています

（図－６）。
　酸性化の原因となる非海塩性硫酸イオン、硝酸

イオンは年度により変動が大きくなっています

が、一方で、中和成分といわれる酸性化を和らげ

るアンモニウムイオン、非海塩性カルシウムイオ

ンはほぼ横ばいで推移しています。

　また、非海塩性硫酸イオン、硝酸イオンが高く

なっている年はpHもそれに併せて低い値を示し
ています。

　なお、非海塩性とは、海塩に由来しない成分量

のことで、海水のイオン組成などから算出した海塩

由来の成分量を全体から差し引いて算出します。

調査Ⅲ

　調査期間中に１週間程度、二酸化窒素濃度の平
均値を測定しており、調査地点は調査Ⅱのイオン

成分調査と同じ地点で行っています。イオン成分

の分析と違い、パックテストのように比較的簡易

に測定できますので、各測定地点の平均値で評価

を行います。

　人口や商業施設の立地状況などから調査地点を

都市部と郊外に類別し、その平均値を算出すると、

図－７のとおりになります。平成１８年度は低い値
を示しましたが、全体的にほぼ横ばいで推移して

います。また、都市部と郊外では、いずれの年も

燃料消費の多い都市部が郊外のほぼ２倍の濃度で
観測されています。

参加者からの感想

　平成１４年度の開始以来、様々なご意見を頂いて
います。その一部を抜粋してご紹介します。

・比較的簡単なので今後も雪のpHを調査したい
と考えています。

・もし余裕があるならばもっと長い期間での測定

ができればと思います。

・小学校児童にも分かりやすい内容で、１０人の子
供に体験させることができました。

・測定の結果を楽しみにしながら調査できまし

た。

・手軽に実験でき６年生の児童も意欲的に取り組
みました。６年生の学習に酸性・アルカリ性の
学習があったので良い機会でした。県内のデー

タを後ほど子供たちと見てみたいと思います。

・外で部活をしている生徒たちは髪の毛をしきり

に気にしている様子だった。

・色の変化の様子が一目でわかり、楽しい調査

だったと子供たちの口々からあった。

・４年生と一緒に調べました。４年生は総合的な
学習の時間で環境について学習しています。酸

性雨について調べる体験は大変貴重でした。あ

りがとうございました。
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図－６　主要なイオン成分の濃度推移（中央値）

図－７　窒素酸化物濃度の推移



・酸性雨調査の要領を把握することができ、今後

の環境学習に対する指導の充実を図っていきた

い。

・科学・パソコン部は、昨年の調査で興味を持

ち、１年間続けて調査しています。
・総合的な学習のテーマが環境だったので、酸性

雨の仕組み、被害と影響についても調べ、調査

を通してより詳しく学習できてよかった。

・子供がもう少し大きくなったら、一緒にやらせ

てみたい。

・自分たちの地域に酸性雨が降っているなんて

ちょっとショックだったし、ここは自然がたく

さんあるところなので、酸性雨の被害を受けて

いるから大変です。早く酸性雨がなくなってく

れるといいです。

・雪が降ると一時的にpHが下がるということが
あるのでしょうか。毎年本地区のpHが高いの
ですが、地理的要因なのか不思議です。

・調査日によって、pHの値にかなりばらつきが
見られた。調査場所では、周囲の工場や事業場

からの排出ガスが流入していると考えられ、調

査結果に影響があったのではないかと思われ

る。

・pH値が全ての調査で酸性だった。近隣環境は
極めて良好だと思うが、なぜこのような結果に

なったのかわからない。個人的な推測だが、中

国の工場等から排出されたSO２等が雪に吸収さ
れ、日本に酸性雨を降らせたと考えることもで

きると思う。

・大陸からいろんなものが燃やされて風に乗って

雨に混ざっていると思います。周囲でも剪定枝

を燃やし始めているので少し酸性になっている

のかとも考えられます。周りの松の木が赤く枯

れていますが、松くい虫だけではなく、酸性雨

によって弱まっているためともいわれています

がどうなのでしょうか。

・雷雨があったときは決まって酸性度が上がるよ

うです。空気中の窒素が雷の電気で反応し、窒

素酸化物が生成されたせいなのでしょうか。
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１　調査背景

　山形県では、昭和６２年から山形、酒田の２カ所
で酸性雨の監視を開始し、平成３年度からは通年
での酸性雨大気汚染調査を行っている。その結

果、山形県では調査開始時以降継続的に酸性雨が

降っていることが確認されている（図－１）。

　本県は、日本海に面し積雪量や降雪量が多く、

大陸の影響を受けやすいことに加え、沿岸部に大規

模な工業地帯が無いという地域的特徴がある。さら

にこれまでの研究結果によると、汚染物質等の季節

的変動が大きく、大陸からの移流も示唆されている。

　これらの経緯から、県は、平成５年に試験研究
機関等からなる酸性雨問題連絡会議を設置し、生

態系影響に関する共同調査の必要性について検討

を行い、平成７年度からの４年間にわたる第１次
酸性雨対策総合モニタリング調査（以下「第１次
調査」という。）と平成１４年度から４年間にわた
る第２次酸性雨対策総合モニタリング調査（以下
「第２次調査」という。）を実施した。

２　調査の目的

　調査は、湖沼とその集水域を対象として酸性雨

の実態、湖沼・土壌・植生などの生態系及び建造

物に対する影響の実態を把握するとともに、継続

的な監視を行い、酸性雨による生態系への影響を

的確に評価することにより、被害の未然防止を図

ることを目的として実施したものである。

３　調査の構成

　調査は、酸性雨調査、湖沼調査、土壌調査、植

生調査、金属腐食調査からなり、これまで第１次
調査（平成７年度から１０年度）、第２次調査（平
成１４年度から１７年度）とそれぞれ４ヵ年ずつ２回
実施した。各年度の調査地点は表－１のとおりで
あり、その位置は図－２のとおりである。
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酸性雨対策総合モニタリング調査について

山形県環境科学研究センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

小　松　秀　一、安　彦　政　信、村　岡　　　悟

渡　邉　英　治、森　田　浩　行　　　　　　　　

表－１　調査地点及び調査内容

図－１　pH年平均値の推移



４　調査内容及び結果

Ⅰ　酸性雨調査

　酸性雨調査では山形県内８地点での降水のpH
や電気伝導率（EC）、イオン成分等を調査した。
　採取方法としては図－３のような常時開放型ろ
過式採取装置（冬季は加温）を用いて採取した。

　pHの測定結果を図－４に示したが、第１次（平
成７～１０年度）から第２次調査（平成１４～１７年度）
までの間に山形県内のほとんどの地域でpHの低
下が観測されている。

　降水中の陰イオン及び陽イオン内での各イオン

（当量濃度）の存在比率を図－５－１及び図－５
－２に示した。
　第１次から第２次調査までの間に陰イオンで
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図－４　降水のpHの比較

図－３　採取装置外観及び内部構造

図－２　調査地点位置図



は、非海塩性硫酸イオン（nss-SO４２－）及び硝酸イ
オン（NO３－）の存在比率が大きくなっており、
一方、陽イオンでは水素イオンの存在比率が大き

くなっている。このことは、非海塩性硫酸イオン

及び硝酸イオンの相対的な増加によって酸性化が

進展したことを示したものである。

　降水のpHとpAiの関係を第１次調査と第２次調
査に関してそれぞれ図－６－１、図－６－２に示
した。pAiは中和を受ける前の酸性度を示すもので
あり、降水中のイオン成分のうち酸性物質成分にあ

たる非海塩性硫酸イオン濃度と硝酸イオンによっ

て、pAi=－log（［nss-SO４２－］+［NO３－］）で定義さ
れる。これは図－６に示されているように、第１次
から第２次調査までの間にpAiが０．２～０．３程度、
低下している。pHは中和成分と酸性化成分の相対
的なバランスによって決定される指標であり、酸性

度の絶対値を知るには酸性化成分のみのpAiで検
討する必要がある。pAiが０．２～０．３程度、低下し
ていることは、相対的に中和成分が減少している

ことを示すものであるが、第２次調査結果はpH
＝pAiの直線に近接してきており、中和の程度が
低く、より酸性化した降水の状態になってきてい

る。この傾向は日本海側の地域で顕著である。 
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図－２　調査地点位置図

図－５－１　降水中の陰イオンの存在比率

図－５－２　降水中の陽イオンの存在比率

図－６－１　降水のpHとpAiとの関係（第１次調査）

図－６－２　降水のpHとpAiとの関係（第２次調査）



　降水中の非海塩性硫酸イオン及び硝酸イオンの

沈着量を図－７－１及び図－７－２に示した。
　非海塩性硫酸イオンの沈着量は第１次から第２
次調査までの間に増加している地点が多い。日本

海側の地域は年間の降水量が多い傾向にあるが、

この点を差し引いても、特に日本海側（鳥海・朝

日山系）の地域で沈着量が多くなっている。この

ことは、日本海側で大陸起源の汚染物質の降下量

が多いことを示すものである。

　また、硝酸イオンの沈着量も増加している地点

が多く、前項と合わせると、降水中の非海塩性硫

酸イオンや硝酸イオン沈着量の増加によって酸性

化が進行していると推定できる。 
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図－７－１　降水中の非海塩性硫酸イオンの沈着量

図－７－２　降水中の硝酸イオンの沈着量



Ⅱ　湖沼調査

　湖沼調査では各調査地点の湖水（湖心表層）の

pH及びアルカリ度、電気伝導率（EC）等を調査
した。なお、アルカリ度とは環境中のアルカリ成

分（重炭酸イオンHCO３－等）の量を表す指標で
あり、値が大きいほど酸性雨への耐性が高いと言

える。

　測定結果を表－２に示した。これによると、調
査を行った湖水のpHは７前後でほぼ中性を示
し、第１次から第２次調査にかけてpHの低下は
認められていない。

　また、アルカリ度は０．２meq / l 前後、ECは５
mS/m前後の値を取るものがほとんどであった
が、アルカリ度が０．２meq / l 以下でECが５mS/m
以下の湖沼は酸に対する緩衝能力が小さいと報告

されていることから２）、県内の一部の湖沼は酸性

化しやすい状況にあるといえる。

　特に、沼山大沼はアルカリ度０．０６meq / l、EC 
４．６mS/mと低く、緩衝能力が特に小さいと考え
られ、酸性雨の影響によるpHの低下の可能性が
高い。 
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表－２　湖水（湖心表層）のpH、アルカリ度及びEC



Ⅲ　土壌調査

　土壌調査では県内８湖沼流域で、pH（H２O）、
陽イオン交換容量等の調査を実施し、土壌の緩衝

能を評価した。

　金野試案（表－３－２）による各調査地点の酸
性雨に対する緩衝能評価を表－３－１に示した。
この結果より、鳥海・朝日山系の一部では酸性に

対する耐性が弱いと見なされるＣグループに属す

る土壌の存在が明らかとなった。

Ⅳ　植生調査

　植生調査では山形県内８ヵ所のダム貯水池流域
において、樹木の衰退度調査等を実施した。

この結果、どの調査地点においては第１次調査、
第２次調査ともに、樹冠の状況は正常で、衰退の
程度も健全であり、衰退の進行も見られず、酸性

雨による特徴的な影響は確認されなかった。

Ⅴ　金属腐食調査

　山形市内で実施した金属腐食調査では鋼板等を

用いた大気暴露試験により、その腐食速度等の調

査を行った。それによると第１次調査、第２次調
査共に腐食速度は、ISO ９２２３－１９９２「大気暴露に
よる最初の１年の腐食速度」の腐食性分類記号３）

によれば、５段階評価で２段階であるC２の水準
に相当し、腐食速度としては大きい値ではないと

思われるため、酸性雨による影響は少ないと考え

られる。

５　まとめ

　山形県内では継続して酸性雨が降っており、

pHは低下傾向にある。これは、アジア大陸を起源
とする非海塩性硫酸イオンの存在比率が増加し

て、中和の程度が低くなっているものと考えら

れ、この傾向は日本海側で顕著である。

　湖水のpHの低下は認められなかったが、アル
カリ度は０．２meq / l 前後、ECは５mS/m前後の値
をとる湖沼がほとんどで、酸性化しやすい状況に

ある。特に、沼山大沼はアルカリ度０．０６meq / l 、
EC４．６mS/mであり、県内においては最も酸性化
する可能性が高いことから、今後とも継続的な観

測が不可欠と考えられる。

　土壌調査では鳥海・朝日山系の一部で酸性雨に

対する緩衝能が低い土壌の存在が確認されている。

　また植生調査においては、酸性雨による植生へ

の影響は確認されなかった。

　酸性雨対策総合モニタリング調査の中で鳥海・

朝日山系の一部湖沼や土壌のように、酸性雨に対

― ４５ ―

表－３－１　各調査地点の緩衝能評価

表－３－２　金野試案による酸性雨に対する土壌の緩衝能評価



する感受性の高い（酸性雨に弱い）ところが確認

されたことから、今後もこのような酸性雨の生態

影響の情報を収集するとともに、定期的なモニタ

リングを検討していく必要がある。 
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１ ．はじめに

　アジア大陸を起源として日本に越境飛散するも

のが存在する。例えば、中国華北平原に滞留して

いる大気汚染物質、極東シベリア地域の火災や東

南アジア地域に焼き畑の煙、ゴビ砂漠を起源とす

る黄砂などである。アジア起源の飛散物につい

て、イオウの安定同位体等をトレーサーとして用

いて起源を特定する研究が行われてきた。この研

究によってアジア大陸から日本へ大気汚染物質が

北西の季節風によって飛散され、あるいは、黄砂

に付随した形で、越境飛来していることが明らか

とされてきた。図１は、降雨に含まれている非海
塩性硫酸イオンのイオウ同位体比の年間変動幅を

示したもので、東北日本と西南日本で大きな相違

が認められる。この相違は、東北日本には北京方

面から、西南日本には上海方面からの大気汚染物

質の影響が強いことを示すものである。一方、エ

アロゾルについては、冬季と春季にアジア起源の

大気汚染物資が飛来していることが明らかとなっ

ている。しかし、実測には試料採取から分析まで

一定の時間が必要であり、リアルタイムで越境汚

染の状況の情報を提供できる段階にはない。一

方、人工衛星によって撮影された画像データが長

年にわたって蓄積されており黄砂や森林火災の検

出などに威力を発揮している。しかし、衛星画像

で表現されるものはデータの相違による区分であ

る。この区分が何によるものであるのかは、気象

や地球環境についての知識が必要であった。そこ

で、人工衛星画像を用いることができればリアル

タイムで越境汚染の状況を把握できると期待され

る。本稿では人工衛星NOAAの画像を用いた越境
大気汚染解析の試みについて事例を紹介する。 

２ ．人工衛星を用いた越境汚染物質解析の事例

２ ．１　２００７年２月６日の観測事例

　図２は蔵王の樹氷から採取された着氷試料に含
まれていた硫酸イオンとアンモニウムイオンの、

図３は粒子濃度の変化である。２００７年２月６日に
通常の数倍の濃度になっている。また、山形県で

は２月６日に県内全観測点でオゾン濃度が上昇し
たと報告している。これらから、燃焼に伴う大気

汚染物質が２月６日に山形県内に飛来したと推定
できることになる。また、図４は、蔵王山頂の積
雪断面で見られた大気汚染物質を高濃度に含んだ

汚れ層である。２月６日に降ったと推定されるこ
とから、アジア大陸から越境飛来してきた大気汚

染物質は降雪にも混入したと推定できる。
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人工衛星画像を用いた越境大気汚染解析

やまがた酸性雨ネットワーク会長　　　　

山形大学理学部　柳　澤　文　孝

図１　降雨に含まれている非海塩性硫酸イオンのイ
オウ同位体比の年間変動幅
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図４　蔵王山頂の積雪断面で見られた汚れ層
　　　　　　　　　　　　　　（２００７年２月２５日）

図５　２００７年２月６日のNOAA画像

図３　粒子濃度（個/μl）

図２　SO4（左軸）とNH4（右軸）の濃度（ppm）



　一方、図５は東北大学東北アジア研究センター
の工藤純一教授がNOAAを用いて解析された
２００７年２月６日の人工衛星画像である。人工衛星
NOAAから受信したデータから正規化植生指数、
正規化土壌指数、正規化水指数を求め、赤、緑、

青に割り当てている。この画像から２つの流れが
あることがわかる。一つは、華北平原（３）から
流れ出した大気汚染物質が、朝鮮半島（２）を通
過し、日本海を横切って東北日本に達している。

もう一つは、北京方面から流れ出した大気汚染物

質が、日本海（１）を横切って東北日本に達して
いる。東北日本に雪雲がかかっていることから、

北京方面と上海方面の両方から越境飛来してきた

大気汚染物質が、蔵王の樹氷の着氷や、降雪に混

入したと推定できる。

２ ． ２　２００８年１月２４日の観測事例

　２００８年１月２４日に蔵王で採取した着氷はpH３．８
という観測史上で２番目に低いpHを示しており、
越境大気汚染の影響が特に強いと推定された。

　図６は２００８年１月２４日の人工衛星画像である。
人工衛星NOAAから受信したデータについて正規化
植生指数、正規化土壌指数、正規化水指数を求

め、それらをＸ，Ｙ，Ｚの３軸にそれぞれ対応させ
た３次元ヒストグラムにプロットし、上海方面の相当

するものを青に、北京方面に相当するものを赤に対

応させた。青と赤が混合したものがマゼンタである。

　以上から、上海方面起源の汚染物質が西南日本

方面に飛来している。また、上海方面起源と北京

方面起源からの大気汚染物質が日本海で混合して

蔵王の着氷に混入したと推定できる。

２ ． ３　２００８年１２月１２日の観測事例

　２００８年１２月１２日に蔵王で採取した試料は１２月１１
日９時から１２日９時までに着氷したものと推定さ
れる。pHが３．８と著しく低い値を示しており、硫
酸イオン・カルシウムイオン・アンモニウムイオ

ンの濃度が高く、また、炭素と推定される微粒子

がたくさん含まれていた。図７に示したように１２
月１０日に上海方面から出発した汚染物質は日本海
全域に広がっており、１２月１１日には蔵王に達した
と推定できる。

２ ． ４　２００８年１２月２９日の観測事例

　２００８年１２月２９日に採取した試料は１２月２８日９時
から１２月２９日９時までに着氷したものと推定され
る。pHは４．５と通常の値であったが、ナトリウム
イオンや塩化物イオンなどの海塩成分の濃度が高

かった。図８に示した１２月２８日の画像において、
汚染物質が日本に到達していることがわかる。
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図６　２００８年１月２４日のNOAA画像 図７　２００８年１２月１０日のNOAAの画像



４ ．まとめ

　本研究では、冬季における越境大気汚染のみの

実例にしぼって紹介した。しかし、本手法は、春

季の黄砂や初夏の光化学スモッグ等にも適応でき

ることから、今後、さらに幅広い応用が期待でき

る。
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　本研究を進めるにあたり、東北大学東北アジア

研究センターの工藤純一教授にはNOAAの解析
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ます。
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図８　２００８年１２月２８日のNOAAの画像



１ ．はじめ に

　子供のころ、雪の風景画を描くときに、白い色

だけではもの足らず、何となく少し青い色を使っ

た覚えがある。２０１０年の年末に降った大雪も切れ
目の部分が青く見えた（図１）。このような雪
は、汚染されていないため、雪を構成する氷本来

の散乱光である青色が目立つようになるといわれ

ている。お年寄りから、昔の雪は青かったという

話しを聞くのも、昔の雪は今ほど汚染されていな

かったからでははないかと思われる。その一方

で、明らかに何かに汚染された雪を見ることがあ

る。一つの要因は黄砂であり、この場合は雪が

赤っぽく見えることから、“赤雪”などと呼ばれ

ている。もう一つは、最近気になる黒っぽい雪で

ある。これにはススなどの人工の大気汚染物質が

混じっていると考えている。

　こうして見ると、白い雪は汚染されると目立つ

ので、大気汚染のセンサーになるのではないかと

思われる。ここでは普段、何気なく見ている雪

を、環境という視点で見つめ直し、現在、雪国で

起こっている大気環境の変化を捉えることにする。 

２ ．積雪断面観測

　当支所では１０日に１回、積雪を掘って断面を作
り、雪温、雪質、密度などを測定している。この

とき黄砂を含んだ積雪層があると図２のように明
瞭にわかる。ただし、これはまだ融解していない

間のことで、一旦融解すると、汚染物質が融雪水

とともに流下してしまうため、これほど明瞭では

なくなってしまう。

　高い山では、積雪が春先まで融けずに残ってい

るので、月山・鳥海山などの除雪した直後の観光

道路を通ると、雪壁に黄砂を含んだ薄い積雪層を

見ることがある。黄砂現象は気象台で起こった日

付が記録されており、しかも割合広域に起こるの

で、黄砂の含んだ積雪層を目印に使うこともでき

る。

　図２に示した黄砂を含んだ積雪層を理化学研究
所に送り、同位体分析を行ったところ、このとき

の黄砂は中国東北部のゴビ砂漠が起源であること

がわかった（古今書院「黄砂」）。また、同じ積雪

層を一定面積区切って採取し、融解・沈殿・乾燥

し、黄砂の質量を測定したところ、１平方キロメー
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白い雪は大気汚染のセンサー

防災科学技術研究所雪氷防災研究センター　

新庄支所　阿　部　　　修

図１　雪の切れ目の影になっている部分
○印の色に注目（撮影：２０１０年１２月２７日に新庄にて）

図２　黄砂を含んだ積雪層（→部分、２００１年１月５日）
右半分は積雪層を目立たせるために薄めたインク水をスプレー
してある。



トル当たり２トンもの黄砂が堆積したことがわ
かった。ただし、元々の黄砂の中に含まれていた

水溶性の物質は、融解時に捨て去れてしまったの

で、これを含めるとさらに大きな値となるはずで

ある。

３ ．降雪の観測

　当支所では冬期間、毎日、降積雪のマニュアル

観測を継続して行っている。マニュアル観測とい

うと時代遅れのような印象を受けるが、自動観測

では得られないデータが得られる。その一つに降

雪サンプルの採取がある。これは毎朝９時に降積
雪の観測を行うときに、昨日から２４時間に降った
雪のサンプルを採取するのである（図３）。時に
は雨まじりの雪が降るが、ほとんど雨の場合はそ

のままサンプル瓶に保管し、雪の場合は冷凍庫に

保管し、後でまとめて融解し、pHや電気伝導度を
測定している。

　図４は２００７年４月２日黄砂があったときのサン
プルの例で、褐色に着色していることから、明ら

かに黄砂が混入していることがわかる。

　このようなデータが蓄積されると、長期間の変

動傾向が見えて来る。図５は、pHの経年変動を
示したものである。この図から冬期間平均のpH
が少しずつ低下しており、酸性化がじわじわ進ん

でいることがわかる。したがって、この先も同様

の傾向が続くかどうか注意深く見守る必要があ

る。

 
４ ．人工汚染雪の観測

　２００９年２月３日、豪雪地帯で知られる大蔵村で
汚染された雪が見つかった。雪国の歩行器具の

“かんじき”を履いて雪原を歩いていると、雪面

がなんとなく黒っぽく見え、雪をふみ抜くと、中

から汚染されていない真っ白な雪が現れたので区

別できた。図６は融雪が始まって凹みに汚染物質
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図３　降水サンプル用ビーカー（左）
右は降雪の深さや密度を測定するための雪板

図６　汚染物質が融雪水とともに流下した凹部

図５　新庄における冬期降水のpHの経年変化

図４　黄砂が混入した降水サンプル（右から４個目）



が融雪水とともに流下している様子である。

　ところが、同じ日、新庄市に戻ってみると、雪

面は汚染されていないようであった。そこで、翌

日、大蔵村から新庄市までの１１ヶ所で雪面の積雪
をサンプリングして、その化学分析を行った（図

７）。図８は解析結果で、地点番号１が南西端で
１１が北東端である。これによれば、電気伝導度
（EC）とpHは地点１～３で他の地点と大きく異
なっており、粒子濃度は地点１～５で他のものよ
り濃くなっている。そこで、地点番号５までの南
側は汚染されたが、それより北では汚染されな

かったと考えられる。また、山形県が行っている

光化学オキシダント（OX）濃度の記録と照らし
合わせたところ、汚染が観察されたと同じ日に

OX濃度も高くなっていることがわかった。

５ ．あとがき

　白いという性質を利用して、雪が大気汚染のセ

ンサーになることを述べた。私たちの身の回りに

起こっていることについて関心を持ち、注意して

観察するという態度は、今後どのような事態が生

ずるか予断できない時代だけに、大切なことのよ

うに思われる。
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図７　サンプル採取地点
点線は推定された汚染地域の北限

図８　地点ごとの電気伝導度（EC）とpHの変化
下段は積雪深と表層積雪中の単位面積当たりの粒子濃度。＊は
地点１の汚染されていない雪の値。



１ ．はじめに

　酸性雨は化石燃料（石炭や石油）の燃焼などに

より生じる硫黄酸化物（SOx）や窒素酸化物
（NOx）などが、大気中で反応して酸性の化合物
（硫酸や硝酸）となり、地上へ降下するpHの低
い雨である。現在のところ、日本では明らかに酸

性雨による被害と断定された報告はないが、環境

省「酸性雨長期モニタリング」の結果によると、

全国的に欧米並みの酸性雨（２００３～２００７年の平均
値pH４．６８）が観察されており、今後様々な影響
が現れることが懸念されている１）。本報告では、

酒田市の本学キャンパスにおいて２００３年から継続
的に行ってきた降水の調査結果と、２００４年および
２００６年の春季から秋季にかけて周辺の針葉樹林お
よび広葉樹林の中で採取した林内雨の調査結果と

を比較し、酸性雨の現状と森林との関連について

考察した。また、２００４年８～９月の台風被害と降
水成分の関係についても記した。

　大学キャンパスのある酒田市は、山形県の沿岸

部に位置し、これら降水の調査結果から、海洋お

よび大陸の影響を強く受けていることが示唆され

た。 

２ ．調査方法

　通常の降水については、大学酒田キャンパス校

舎２階屋上（地上約７ｍ）において２００３年１月か
ら２００９年１２月までの７年間にわたって試料の採取
を行った（写真１）。
　林内雨については、２００４年春季から秋季にかけ
て大学周辺のクロマツ林内２ヶ所において同様に
試料の採取を行った（写真２）。また、２００６年春
季から秋季にかけては、大学内および大学に隣接

する酒田市飯森山公園の広葉樹（ケヤキ、オヒョ

ウ）林内において同様に試料の採取を行った。

　降水の測定項目として、pH、及び陰イオン成
分（塩化物イオンCｌ－、硝酸イオンNO３－、硫酸
イオンSO４２－）について、イオンクロマトグラフ
等を用いて定量した。

　

３ ．調査結果

３ ． １　降水の長期傾向（２００３年～２００９年）

　酒田キャンパスの大学屋上で採取した降水の特

性を表１にまとめた。月平均および年平均は、降
水量によって補正した加重平均値を求めた。ま

た、降水量については酒田測候所の気象データを
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酒田市における酸性雨と森林

東北公益文科大学公益学部　

大　歳　恒　彦

写真１　通常降水の採取（校舎２階屋上） 写真２　林内雨の採取（クロマツ林）



掲載した。

　２００３年から２００７年にかけて、硝酸イオン濃度お
よび硫酸イオン濃度の増加傾向が続き、pHは低
下した。酸性化の原因のひとつとしてはこれらイ

オン成分の増加が考えられる。２００８年以降は、硝
酸イオン、硫酸イオン濃度ともに減少傾向であ

り、pHの低下傾向には歯止めがかかっている。
酒田市における降水量は毎年２０００mm前後であ
り、２００４年、２００５年は降水量が多少多めであった。
　月別のpH平均値（図１）をみると変動が大き
いが、季節的に見ると春季～秋季にかけてpHが
高いが、冬季はpHが低くなっており、季節風に
よる大陸からの影響が考えられる。

３ ． ２　林内雨と通常降雨の比較

　図２には２００４年に実施した林内雨の調査結果
と、同時期に採取した通常の降雨（大学屋上）と

の比較を示した。それぞれ並行して採取した１３降
雨を試料として採用した。その結果、通常の降水

（pH４．５）と比較して２ヶ所のクロマツ林の林内
雨はpH５．３およびpH５．５となった。また、２００６年
に実施した広葉樹林でも通常の降雨（pH４．５）と
比較してやはり林内雨がpH５．３というように、酸
性化の緩和がみられた２）。

３ ． ３　台風被害と降雨

　２００４年８月から９月にかけ、台風が日本海側を
北上して東北地方の沿岸に大きな被害をもたらし

た（台風１５号８月２０日、１６号８月３１日、１８号９月

７日）。山形県の損失は主に庄内地方で、水稲や
果樹などの農業被害だけで約７４億円にも上っ
た３）。普通の台風では、雨が降ることで海からの

塩分を洗い流してくれるが、この台風では、降雨

がきわめて少なかったことで、農作物に海塩が直

接吹きつけ、甚大な塩害が生じた。クロマツ林

（写真３）は被害が少なかったが、多くの広葉樹
の葉が枯れる（写真４）現象があらわれた。 

― ５５ ―

　表１　降水成分の年平均値の推移

　図１　降水pHの月別変化

図２　林内雨（クロマツ林）と通常降雨とのpH値比較
（▲通常降雨、■◆林内雨）



　一方、台風の数日後の降雨では、通常降雨と比

較して、クロマツ林の林内雨に非常に高い濃度の

塩化物イオン（Cl－）が測定され、林内に多量の
塩分が捕捉されたことがわかった。

４ ．まとめ

　酒田市の大学キャンパス周辺の２００３年から降水
の酸性化は、２００７年をピークとして改善傾向が見
られるが、現在でも酸性雨が降っていることが明

らかとなった。

　針葉樹と広葉樹の林内雨は、いずれも含まれる

イオン成分濃度が通常の降雨よりも高くなるとと

もに、同時に降った通常の降水と比較すると、森

林によって酸性雨が緩和され、中性化される効果

があらわれていた。また、２００４年の台風による被
害は、塩害という形であらわれたが、砂防林とし

て長い歴史を持つ庄内の沿岸地域のクロマツ林４）

は、台風の風による多量の塩分を保持し、その後

の降雨によって洗い流されたことがわかり、クロ

マツ林が無かった場合には、塩害による被害はさ

らに大きくなったのではないかと推測される。

参考文献

１）酸性雨長期モニタリング報告書（平成１５～１９
年度）、環境省、平成２１年３月（２００９）．

２）大歳恒彦、山崎茜、呉尚浩、酒田市における
酸性雨の現状と森林、東北公益文科大学総合研

究論集、１２号、p１２３～１３２（２００７）．
３）朝日新聞、２００４年８月２７日朝刊、山形県版．
４）小松隆二、公益の種を蒔いた人びと－「公益
の故郷・庄内」の偉人たち、東北出版企画

（２００７）．
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図３　台風通過前後のクロマツ林内雨および通常降
雨の塩化物イオン濃度

写真３　大学周辺のクロマツ林

写真４　塩害にあった大学構内の広葉樹



― ５７ ―

１ ．年度別実験廃液発生量の推移

　昭和５６年度から平成２１年度までの２９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年度から平成４
年度まで、約２，０００渥前後とほぼ横ばい状態であり
ましたが、平成５年度から著しい増加傾向を示
し、平成１５、１６年度には約２２，０００渥に、１８年度に
は２２，７００渥に達しました。平成１６年度以降は

２０，０００±約２，０００渥で推移してきましたが、平成
２１年度には２５，０００渥に迫る発生量となり、今後と
も、２０，０００～２５，０００渥の発生量が予想されます。
　無機廃液は、昭和６２年度の約８，３００渥をピーク
に、平成７年度から１２年度にはピーク時の約３分
の１にまで減少しました。平成１３年度以降は、
１６、１７年度に若干減少したものの約５，０００渥で推
移しています。 

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２１年度の部局別廃液発生量

３ ．平成２１年度の廃液の内容

４ ．富山大学広報誌寄稿文：「富山大学水質保全センター、環境安全衛生監理室を視察して」

５ ．第２回化学物質管理担当者連絡会参加報告

６ ．第２６回大学等環境安全協議会技術分科会参加報告

７ ．平成２２年度全国作業環境測定・評価推進運動　第２回中央シンポジウム「大学における

作業環境管理の実態と今後の展開」参加報告

８ ．第３回化学物質管理担当者連絡会議参加報告

９ ．第２８回大学等環境安全協議会総会・研修会参加報告

グラフ英　年度別廃液発生量の推移
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２ ．平成２１年度の部局別廃液発生量

　平成２１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２１年度無
機廃液発生量」、グラフⅢが「平成２１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５，８３０渥
の内、工学部が３，２２９渥（全体の５５．４％）、農学部
２，１１３渥（３６．２％）、理学部２４２渥（４．２％）、地域教
育文化学部１２５渥（２．１％）、医学部１０１渥（１．７％）、

附属学校２０渥（０．３％）、附属病院０渥（０％）で
した。

　有機廃液の部局別発生量は、全学合計２４，４６５ 
渥の内、工学部が２０，３０３渥（全体の８３．０％）、農学
部１，８０６渥（７．４％）、医学部１，１５３渥（４．７％）、附
属病院１，０４４渥（４．３％）、理学部１５２渥（０．６％）、
地域教育文化学部７渥（０％）でした。工学部の
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。 

グラフ衛　平成２１年度無機廃液発生量

グラフ詠　平成２１年度有機廃液発生量
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３ ．平成２１年度の廃液の内訳

　種類別の廃液発生量百分率を円グラフで示しま

す。グラフⅣが「平成２１年度無機廃液の内訳」、
グラフⅤが「平成２１年度有機廃液の内訳」です。
比較するため、平成２０年度のグラフをその下に示
しました。

　無機廃液は、発生量の多い順に一般重金属化合

物４５％、廃酸・廃アルカリ２７％、ホウ素化合物
１４％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２１２渥であり、昨年度の約２分の１に減少し
ました。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。
　有機廃液は、昨年と比較し廃液発生量が３，４１５ 
渥増加し２４，４６５渥となりました。そして、最も発
生量が多かったのは含ハロゲン系有機物９，２３７渥
で、従来最も発生量が多かった炭化水素系溶剤の

発生量８，９６４渥を初めて超えました。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。 

グラフ鋭　平成２１年度無機廃液の内訳

平成２０年度無機廃液の内訳
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４ ．富山大学広報誌寄稿文：

「富山大学水質保全センター、環境安全衛生監理

室を視察して」

　平成２１年１２月２日、薬品管理および環境安全衛
生管理についての情報収集を目的に富山大学水質

保全センターと環境安全衛生監理室を視察し、有

益な情報を数多くいただいた。そこで、山形大学

における問題点と対比しながら富山大学の薬品管

理および環境安全衛生管理に関しての外部の人間

による感想をまとめてみたい。

富山大学における薬品管理

　富山大学における薬品管理を考える場合まず念

頭に浮かぶのは、富山大学で独自に開発された薬

品管理システムTULIPのことである。現在いくつ
かの薬品管理システムが市販されているが、原則

無料提供であるにもかかわらず、市販システムと

比べて遜色のない、機能によっては市販システム

をはるかに凌駕する、全国的に名の通ったシステ

ムである。わが山形大学では平成１８年からTULIP
の試験運用を行っている。一昨年末、各学部から

グラフ液　平成２１年度有機廃液の内訳

平成２０年度有機廃液の内訳
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の委員、環境保全センター職員、事務職員などに

より、薬品管理システムの本格的導入に向けた作

業部会が組織・開催された。環境保全センターと

してはTULIPの本格的な利用を図りたいという
意向であったが、１）教員の負担がさらに増加す
る可能性があること、２）平成２２年度に新会計シ
ステムが導入される予定であること、などの理由

から「新会計システムを利用する薬品管理体制の

構築を目指す」との結論に至った。つまり、試薬

の種類および量を購入ベースで把握・集計するこ

とによりPRTR法などへの対応をおこなうという
ものである。購入ベースでの管理は、当然正確な

ものとはならないが、実状を反映した予備的な

データとしては充分利用可能であるとの判断に基

づく。

　山形大学は、人文・理・地域教育文化学部の小

白川（山形市）、医学部の飯田（山形市）、工学部

の米沢（米沢市）、農学部の鶴岡（鶴岡市）とキャ

ンパスが４ヶ所に分散している。この状況は、統
合によりキャンパスが３ヶ所に分散することに
なった「新制」富山大学とよく似たものである。

そこで、TULIPに入力されたデータを集計・解析
し法的な対応を司る全学的な組織はあるのか？　

その場合、どの様な体制でどれだけの人員を配置

しているのか？　などの点について聞き取りを

行った。山形大学では現在キャンパス毎に紙ベー

スで薬品管理を行っているが、富山大学では水質

保全センターとの連携の下、環境安全衛生監理室

が全学的な管理を行っているとのことである。施

設企画部主査菅澤氏の他４名ほどの事務員により
PRTR法への対応をはじめとする様々な業務をこ
なしているとのことで、山形大学の現状に比べ管

理体制として格段に優れていることが判った。

　次に、TULIPを使用している現場を視察させて
いただき、薬品管理システムを運用・利用する上

での問題点などについて情報を収集した。北野先

生にご案内いただき、先生の下で研究されている

源明先生にお話を伺った。最も労力を必要とした

のがTULIP導入時における在庫試薬の登録との
ことで、院生・学生を総動員して１週間ほどかかっ
たとのことである。このような話を耳にすると、

山形大学においての薬品管理システム導入に対す

る根強い抵抗も理解できるような気がした。現在

は毎日の入力が習慣になっており、また学生同士

使い方などを伝達引き継ぎしていることから、教

員の負担は大分軽くなっているとのことである。

水質保全センターの川上先生によると、薬品管理

システム導入の成否はいかにメリット感を創出で

きるかにかかっているとのことで、システムを利

用している人は各種書類提出を免除されることな

ど、様々な“特典”を準備しているとのことで

あった。このためには、薬品管理のみならず実験

廃液処理との連動が効果的と思われ、将来山形大

学においてシステム導入の必要に迫られた時には

是非念頭に置かなければいけない点と考えられ

た。　 

TULIP利用について、源明先生からの聞き取り水質保全センター長、北野教授との懇談
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富山大学における環境安全衛生管理

　富山大学では、環境汚染防止や職員および学生

の事故災害等の防止に係る安全衛生監理を行うた

め、環境安全衛生監理室を設けている。山形大学

には現在環境安全衛生管理を専門に担当する部署

は設置されていないが、専門部署を設置する大学

が年々増加している現状から、遠からず設置の機

運が出てくるものと考えられる。そこで、監理室

主査の菅澤氏から監理室における業務などについ

てお話しを伺った。

　ホームページからの情報によれば、環境安全衛

生監理室の業務として次の事項があげられている。

①環境及び安全衛生に係る情報の収集及び提供

②環境報告書の作成

③職員及び学生の健康保持・増進、障害の防止

④職員及び学生の事故、災害等の防止に係る指導

⑤化学薬品（高圧ガスを含む）の管理の指導助言

⑥安全衛生に係る教育訓練の実施

⑦安全パトロールの実施

⑧安全衛生に係る労働基準監督署との連絡調整

⑨環境マネジメント会議に関すること。

⑩安全衛生委員会の決定事項の内、全学に関すること。

⑪その他環境及び安全衛生に係る指導助言

⑫その他前各号に関する企画・立案

　このような環境安全衛生管理全般を担当する部

署の設置は、日本化学会をはじめとするいくつか

の学会で既に提言推奨されており全国的な流れで

あるが、いくつか問題点も指摘されている。その

一つとして、事務組織における定期的な人事異動

のため専門的能力の高い人材が育ちにくいことが

あげられる。この問題への一つの答えがまさに菅

澤氏という専門家を配した富山大学の人事にあ

る。東京大学などの大規模大学では既に採用され

ている現状があるが、山形大学や富山大学など、

文科省による大学区分でいわゆる“Gグループ
（医科系学部その他の学部で構成される中規模大

学）”に属する大学での採用はほとんどないもの

と思われ、山形大学でも是非参考にすべきである

と思われた。専門職の配置に関しては、事務の人

事の流れから外れることより昇進に関して不利な

面が出来するとの指摘もある。富山大学でこの点

をどの様に解決していくのか、山形大学での将来

の導入を見据え、注目して見守りたい。

　上述したが、現在山形大学では環境安全衛生を

専門に担当する事務組織が整備されていない。リ

スクマネジメントの観点から早急の対応が望まれ

る分野である。この分野における組織整備が企画

される時には、今回の視察で得た情報を大いに参

考にし、富山大学のようなセンターと事務がよく

連携した効率的な組織を構築したいと思った。

　最後になりますが、お忙しいところわざわざ時

間を割いていただいた北野先生、源明先生、菅澤

様、そして富山の夜を大変有意義なものにしてい

ただいた川上先生、狭山様など多数の方にお世話

になりましたこと、心からお礼申し上げます。ど

うも有り難うございました。

（大津　芳、菅野幸治） 

環境安全衛生監理室主査、菅澤氏からの聞き取り
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５ ．第２回化学物質管理担当者連絡会参加報告

　日時：２０１０年７月２９日（木）９：００-１１：００
　場所：北海道大学農学部W１０９室

化学物質管理の現状と課題について（講演）

茨「熊本大学における化学物質管理の現状と課

題」山口佳宏（熊本大学）

　煙熊本大学環境安全センターは、安全管理・環

境保全・薬品管理・実験廃液管理・作業環境

測定などの業務を行っている。業務の中心的

な実施者として専任教員１名と技術職員１名
がおり、作業環境測定を行うため兼任の技術

職員１名と技術補佐員１名、事務補佐のため
総務部労務・安全課の４名により構成され
る。

　煙作業環境測定は自前で行っている。

　煙薬品管理支援システム「YAKUMO」を導入
済。

　煙発注システムと登録を連動させている。

（バーコード対応）

　煙既存の未登録薬品が多数存在することや使用

時の入力がなされないことなど、想定目標の

半分程度しか達成できていないような印象が

ある。

芋「大阪大学における化学物質管理の現状」

　　芝田育也（大阪大学）

　煙大阪大学における安全衛生管理の元締めとし

て副学長直属の安全衛生管理部がある。教授

１名、講師２名の専任教員に加え、特任研究
員３名、兼任教員４名、事務職員７名が所属
する。

　煙安全衛生管理部の下部組織の一つとして環境

安全研究管理センターが設置されている（他

は、低温センター、RI総合センター、保健セ
ンター）。設置目的は化学物質に係る環境保全

および安全衛生管理に関する教育・研究・業

務の中心的役割を行うことであり、教授、講

師、助教、事務補佐員各１名の体制で運営さ
れている。

　煙平成２１年８月２７日大型ゴミ廃棄場所に於いて
金属水銀飛散事故が起こった。

　煙大阪大学化学物質管理支援システム（OCCS）
により、化学薬品の在庫量・使用量などを管

理している。

　煙薬品登録数が増加するのは、法律改正や事件

（青酸カリによる自殺など）が有った時と重

なる。

（大津　芳、菅野幸治） 
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６ ．第２６回大学等環境安全協議会技術分科会参

加報告

　日時：２０１０年７月２９日（木）１３：００－１６：４０
　　　　　　　　　３０日（金）８：４５－１１：３０
　場所：北海道大学クラーク会館

特 別 講 演

　「２１世紀：成長から新価値の創成へ」
　丹保憲仁（北海道立総合研究機構理事長、元北

海道大学総長）

　煙「イデオロギーとなった成長」の限界。

　煙アメリカングローバリズムによる競争の余地

はほとんど無い。

　煙化石エネルギーは２１世紀末には無くなる上
に、水資源（特に深層地下水）も枯渇し、農

業も漁業も牧畜も大増産できる状況にはない。

　煙GrowthからSustainable Developmentへ。
　　化石エネルギーに依存する現在の文明はまも

なく終焉を迎える、との問題提起は具体的であり

説得力のあるものであった。ただ、これに対処す

る方法として教育変革の必要性を提起していた

が、提起された問題の緊急性に比べ悠長に過ぎ

るのではないか、との感想を持った。根本的な

解決のためには、国際金融資本の活動を制限す

るなどの方策を採る必要があるのではないか。

展 望 講 演

　「野村興産㈱における含水銀廃棄物リサイクル」

　早坂　篤（野村興産㈱イトムカ鉱業所次長）

　煙硫化第２水銀（HgS）は、Hg化合物の中で唯
一毒劇指定されていない。（水に不溶のため）

実務者連絡会企画プログラム

　「実験廃液分別の必要性－産業廃棄物処理会社

の目線から－」

　関根茂喜（アサヒプリテック㈱環境事業部課長）

　煙間違った情報が最も危険である。（情報が無い

ことよりも怖い）

　施設見学会　　日時：２０１０年７月３０日（木）午後
　　　　　　　　場所：野村興産㈱イトムカ鉱業所
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７ ．平成２２年度全国作業環境測定・評価推進運動

　　第２回中央シンポジウム

　「大学における作業環境管理の実態と今後の展

開」参加報告

　日時：平成２２年９月９日（木）１３：１０－１７：００
　場所：「女性と仕事の未来館」

　平成１６年の国立大学独法化にともなう労働安全
衛生法の適用により、有害物質を取扱う実験室な

どにおいて作業環境測定の実施義務が生じまし

た。作業環境測定の主な対象は、少品種・多量の

有害物質を長時間取扱う一般製造業と考えられま

す。そのため、多品種・少量の有害物質を扱い通

常短時間の使用にとどまる大学の現場に当該規定

を適用することはなじまないのではないかとの指

摘がなされてきました。これを踏まえ、いかにし

たら大学の実情に合った作業環境管理を行うこと

ができるのか、また、労働行政の担当者はどの様

日時：２０１０年７月３１日（木）午前
場所：旭山動物園排水処理施設　

（大津　芳、菅野幸治）
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に考えているのかを明らかにすべく組織されたの

が本シンポジウムです。

　山形大学では現在、多くの実験室が作業環境測

定の適用除外になっています。しかし、ひとたび

中毒事故などが発生した場合には当該事業所内全

ての実験室に対し適用除外取り消しなどの措置が

下されることも考えられることから、適切な作業

環境管理が要請されるところです。また、下記報

告にも散見されますが、大学等の安全衛生管理は

将来的に１）自主管理の面が強化されていくこ
と、２）そのための専門家の養成が求められてい
くこと、が予想されます。そこで、関係各位にお

いて下記報告をご回覧いただき、他大学の現状を

認識するとともに行政が考える大学における安全

衛生管理の将来像をお含みおきいただくことをお

願いいたします。

特別講演１：「作業環境測定を労働衛生管理にど

のように役立てるか」

安福愼一（新日本製鐵株式会社人事・労政部 部長）
・作業環境の自主管理に必要な人材

１）事業場で選任義務のある衛生・健康管理の有
資格者

　　産業医、衛生管理者等

２）化学物質に関して自主的管理を進める上で必
要な専門知識を持った者

　　作業環境測定士、労働・安全衛生コンサルタ

ント、保健師等

３）測定機関、健診機関の専門家との連携

特別講演２：「事業場の安全衛生リスク管理－産

業医から見えること」

　土肥誠太郎（三井化学株式会社本社健康管理室

長 統括産業医）
・化学物質の種類

１）CAS番号が付されている化学物質：５，０００万超
２）工業的に世界で生産されているもの：１０万超
３）安衛法名称公表化学物質　　　：５９，４１２物質
４）MSDS交付対象物質　　　　　：約１，５００物質
５）日本産業衛生学会で許容濃度が勧告されてい

るもの　　　　　　　　　　：３００～５００物質

・労災は多くがリスクアセスメントをやっていな

いところで起きている

・現場と専門家によるリスクコミュニケーション

が必要

　－作業別のリスクを現場で管理させようとする

と疲弊する。

　－ポイントだけを専門家が説明すると、他のリ

スクを見落とす。

・自律的有害物質管理

１）有害物質に関する現場における専門家の養成
　　オキュペイショナルハイジニストに必要な資

格群

　－作業環境測定士＋衛生管理者＋現場をまわる

努力と医学の基礎知識

　－労働衛生コンサルタント（保健衛生＋労働衛

生工学）

２）感作性物質に関わるリスクアセスメント
３）有害物質の大量漏洩に関わるリスクアセスメ
ント

「最近の労働衛生行政の動き」

亀澤典子（厚生労働省安全衛生部環境改善室）

・検討会での検討

１）職場における化学物質管理の今後のあり方に
関する検討会

　現状と課題

　ⅰ）危険有害性情報の伝達および活用が不十分

である

　　－化学物質に起因する労働災害が、年間６００～
７００件程度発生

　　－容器等に表示の無いことが原因と思われる

災害が、年間３０件程度発生
　ⅱ）リスクに基づく自主的化学物質管理の普及

が不十分である

　　－化学物質についてのリスクアセスメントの

実施率が低い

　ⅲ）その他の化学物質災害

　　－CO中毒が年間４０件程度発生
　今後のあり方

　ⅰ）危険有害性情報の伝達および活用の促進

　　－国連の基準により危険有害とされる全ての
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化学物質についてラベル表示

　　－化学物質安全データシート（MSDS）交付
を行う取組を確立

　ⅱ）リスクに基づく自主的化学物質管理の促進

　　－簡便なリスクアセスメント手法の普及

　　－個人サンプラーによる測定の導入を検討

　　－局所排気装置等以外の発散抑制方法の導入

を検討

　　－作業環境測定の評価結果の労働者等への周

知

　ⅲ）専門人材の育成・専門機関による管理の促進

２）職場における受動喫煙防止対策に関する検討会
　国際的な動向

　　たばこ規制枠組条約（平成１７年２月発効、現
在１６８カ国が批准）

　　第８条　たばこの煙にさらされることからの保護
　履行のためのガイドライン

　　－１００％禁煙以外の措置（換気、禁煙区域の使
用）は、不完全である

　　－全ての屋内の職場、屋内の公共の場及び公

共交通機関は禁煙とすべき

　受動喫煙防止対策を担保する法律

　　労働安全衛生法、および健康増進法（第２５条）
　職場における受動喫煙に係る現状

　　－「全面禁煙」または「喫煙室を設けそれ以

外を禁煙」のいずれかの措置を講じている

事業所の割合：４６％
　　－職場で受動喫煙を受けている労働者：６５％

・新成長戦略（平成２２年６月１８日閣議決定）
　「職場における安全衛生対策の推進」

　２０２０年度までに実施すべき成果目標
　　－労働災害発生件数を３割減
　　－メンタルヘルスに関する措置を受ける職場

の割合を１００％に
　　－受動喫煙のない職場の実現

パネルディスカッション：

　「大学における作業環境管理の実態と今後の展

開；リスクに基づく自律的有害物管理を大学で

はどのように実践すればよいか？」 

「なぜ、大学では作業環境測定が実施されにくい

のか？」

名古屋俊士（早稲田大学理工学術院 教授）
　・大学執行部の安全衛生に関する考え方が不十

分である

　・一般事業者に比べ疾病事例が著しく少ない

　・安全衛生管理が各研究室、特に教授に委ねら

れており、作業環境測定を行う際に、教授の

許可が必要

　・教職員の中で安全衛生対策に関し意識格差が

あり、安全衛生に対する意識が希薄である

　・組織的に管理する体制が不十分である

作業環境測定上の問題点

　・使用する化学薬品の量が非常に多く、大部分

取扱状況が不明である

　・作業環境測定基準では、作業開始後１時間以
上経過して濃度が平衡状態に達してから、単

位作業上当たり５点以上、１測定点当たり１０
分以上かけて測定

　・大学の実験室で化学物質を取り扱う時間帯は

ごくわずかで、１０分ぐらいで実験が終わって
しまうという実情もある

　・大学において、研究室および実験室が全て測

定対象になるかというとそうでもなく、測定

対象の決定が難しいのも現状である

　・現在の法的測定法は作業環境測定基準に従っ

た測定しか適用できないが、それらの測定法

は、大学における実験室や研究室を対象とし

て想定していないため実情に合っていないの

が現状である

「東北大における作業環境測定の現状について」

中村　修（東北大学環境保全センター 助手）
　・労働安全衛生法の適用により、学内の作業環

境管理状況は向上した

　・年間５００～６００箇所測定し、第２・第３管理区
分は１－２％

　・作業者の流動性が高い大学においては継続的

な啓発および作業確認が不可欠であり、作業

環境測定はその一端を担っている
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　・濃度が平衡状態に達した後に測定しなければ

ならないこと、測定時間を１時間以上に設定
しなければならない点など、大学の現状に即

していない面も存在する

「茨城大学における作業環境管理の実態と今後の展開」

長谷川照晃（茨城大学総務部労務課 安全衛生係長）
　・作業環境測定の法令：

　　　労働安全衛生法第６５条
　　　労働安全衛生法施行令第２１条
　　　作業環境測定法第３条、など
　・平成１８年度より、継続雇用職員を中心にした
作業環境の自社測定開始

　　平成２２年度は３事業場２３８箇所を測定
　・平成２０年度より、局所排気装置定期自主点検
を開始

　　平成２２年度は３事業場１３５箇所を点検
　・作業環境測定および局所排気装置定期自主点

検は技術支援推進員（継続雇用職員）数名と

技術職員２２名で行っている

「東工大における作業環境測定の実態」

長谷川紀子（東工大総合安全管理センター 准教授）
　・某国立大の事故事例分析結果（マル秘データ

のため数字は公開不可）

　－体育授業中・サークル活動中などの怪我を除

けば、研究・実験に係る事故事例が多数を占

める

　－建物・設備などへの損害を生じる火災・爆発

等では、電気系の老朽化・メンテナンス不足

に起因する例が多い

　－化学物質に関わる事故事例では、研究目的で

扱う専門学科より、研究材料として使用する

バイオ系・ナノテク系などの周辺学科の比率

が高い

　－白衣・安全メガネ不着用の教員の部屋では学

生の着用率も低い

「大学における作業環境管理の実態と今後の展開

～作業環境測定機関の立場から～」

芦田敏文（神奈川県予防医学協会）

　・使用量が少ない場合は、有機則の許容消費量

による適用除外を申請可

　・「化学物質等による危険性・有害性等に関す

る指針」にあるリスクの見積を参考に、優先

順位を決定

　・大学における作業環境管理については、法定

以外の化学物質に対しても、定性的にリスク

の多寡を見積もり、測定対象を決定し、測

定・評価を行い、リスクに基づいた自律的管

理が望まれる

　・大学における作業環境管理のための測定は、

どのような方法が最適であるかを含めて検討

する余地がある

　・雇い入れ時や有害業務に従事する際は当然で

あるが、定期的な安全衛生教育を積極的に授

業に取り入れていくことが、安全衛生水準の

向上に寄与すると考えられる

質疑応答

問１：大学のような、少量、多種、短時間・不定
期な使用状況でも作業環境測定は必要か？

答（芦田）：少量であろうが全て測定が必要であ

る。（上記、適用除外規定あり）

答（厚労省 亀澤）：労働安全衛生法は、一定の継
続作業を対象にしていると考えている。大

学では、リスクアセスメントに基づく使用

実態をふまえた測定をして欲しい。

問２：管理項目にない物質についての管理実態は
どうなっているか？

答（中村）：東北大では、歯科で使用するメタクリ

ル酸メチルなど障害事例があるものについ

て、半年に一回測定している。

問３：労働衛生コンサルタントは活用している
か？

答：東北大、茨城大；顧問を依頼している。

　　東工大；活用していない。労基署は年に１回
来学。

（大津　芳）
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８ ．第３回化学物質管理担当者連絡会議参加報告

　日時：平成２２年１１月２５日（木）９：００－１０：３０
　場所：横浜国立大学図書館メディアホール

　「早稲田大学の化学物質管理の現状と課題」

早稲田大学　須永弘美

　煙納品確認、入庫、出庫管理を研究室にまかせ

ず、環境保全センター窓口で一括管理。

　煙現物と納品書を照合するシステムにより、宅

配試薬も登録できるようにした。

　煙薬品登録担当はワコー純薬OB。
　煙薬品管理システムは島津のCRISを採用。
　煙高圧ガスも薬品管理システムにより窓口で一

括管理。

　煙化学物質管理担当は、専任職員１名、常勤嘱
託１名、派遣社員２名。

　煙その他、環境保全センタースタッフとして、

廃液・廃棄物担当：専任職員１名、派遣社員
２名

　　分析担当：専任職員１名、常勤嘱託２名、非
常勤嘱託１名

　　庶務・財務担当：専任職員１名、派遣社員１
名、が勤務。

　煙対象：教員２１０研究室、学生１，５００－２，０００名。

　　以上、入庫、出庫管理を研究室にまかせず事

務で行う方式にした場合、山形大学より対象人

数が小規模であるにもかかわらず、４名の人員
を必要としている。このような経済的負担に加

え、薬品を使用する当事者である教員と学生の

薬品管理への関心の低さが問題点として指摘さ

れていた。

　「北海道大学における化学物質の管理について」

北海道大学　江見清次

　煙PRTR法、環境保護条例、労働安全衛生法、
高圧ガス保安法、消防法、毒劇物取締法の対

象化学物質を管理。

　煙インフォグラム社による化学物質管理システ

ムを平成１６年度から運用。
　煙毒劇物、PRTR規制物質のみ使用の都度入力。

他は瓶で管理。

　煙火災への対応として、化学物質ハザードマッ

プを作成。（建物内に存在する物質が判らない

と消火活動ができないため）

（大津　芳）

９ ．第２８回大学等環境安全協議会総会・研修会

　日時：平成２２年１１月２５日（木）１３：００－１７：１５
　　　　　　　　　　２６日（金）９：００－１２：００
　場所：横浜国立大学教育文化ホール

　パネルディスカッション

　「大学等における作業環境管理（化学物質等）の

現状と課題について」

　・大学と労働安全衛生法制

花日本作業環境測定協会専務理事　飛鳥　滋

　　　平成１８年４月の労働安全衛生法の改正は、
それまでの一律的な法規遵守型からリスク概

念による事業者の主体的取組の推奨へと考え

方がシフトした。

　大学における安全衛生管理へのアプローチ

　１）法令の組み立てを知る：「事業場」、「作
業」、「作業場所」など

　２）関係のある条文を見分ける：労働安全衛生
法は全業種にわたるものなので無関係な部

分がかなりある。

　３）２）で残った「関係条文」の分析：
　　ⅰ）「資格者の配置」や、行政への届け出等の

「形式的、手続き的」規定について関係

する項目を押さえる。

　　ⅱ）それぞれの義務規定（健康診断、測定、

設備の設置など）について、適用条件

（どの様な作業について措置が必要なの

か）を吟味し、適用の有無、適用される

形・程度を整理。（適用が自明でないもの

は関係する通達の内容をチェック。通達

等においても記述・言及がないものはリ

スク論の観点から検討する。）

　４）法令に規定されていない物質、装置等：法
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律上の罰則等はないが、リスク論の観点か

ら検討する。

　その他、

　・作業環境測定は、それ自体が独立しているも

のではなく、化学物質についての包括的リス

ク管理の一環として捉えるべきこと。

　・曝露についての観察力、曝露シナリオの推察

力と「作業管理」が重要であること。

　などの指摘があった。

　・筑波大学における作業環境測定の実施状況と

その課題

筑波大学総務部環境安全管理室　柏木保人

　　筑波大学におけるPRTR法規制物質年間取扱量
　　　アセトン　　　　５，７９２ kg
　　　メタノール　　　４，８６９ kg
　　　クロロホルム　　４，８６６ kg
　　　ヘキサン　　　　３，１２３ kg
　　　酢酸エチル　　　２，０１４ kg
　　　ジクロロメタン　１，９３２ kg
　　　トルエン　　　　１，８９０ kg

　　実験など、作業・業務が不定期、短時間であ

る大学では作業環境測定基準に規定しているよ

うに始業後約１時間に測定を最適に実施するこ
とは極めて困難である旨、指摘があった。

　・熊本大学における作業環境測定の現状と課題

について

熊本大学安全・衛生管理チーム　青木隆昌

　煙熊本大学は、教職員約４，４００名、学生１１，７００名。
　煙平成１６年度より自前で作業環境測定を行って
いる。

　煙年間３００件以上の測定に、常勤職員１名、パー
トタイム職員１名で対応しているが、非常に
大変。

　煙作業環境測定対象物質の使用状況調査によれ

ば、取扱時間１０分未満が約４割、１時間未満
で約８割であり、測定基準にある１時間以上
かけての測定では実状に合わない。

　煙早朝・夜間に取扱が行われることがあり、測

定実施が困難な場合がある。

　・茨城大学における作業環境管理の現状と課題

茨城大学機器分析センター　関根　守

　　法人化以後業者委託していた作業環境測定

を、平成１９年度より、工学部（日立）と機器分
析センター（水戸）の技術職員による自社測定

に切り替えた。また、全学の局所排気装置点検

保守（定期自主検査）とメンテナンスも技術職

員が行っている。

（菅野幸治）



編　集　後　記

　環境保全センター勤務も早３年となりました。実験廃液管理、排水管理、薬品管理などの環境保全
センター業務にも徐々に精通し日々多忙な生活を送っています。今年度は、薬品管理における新シス

テムの立ち上げ、作業環境管理における第二種作業環境測定士免許の取得という大きな進展が見られ

ました。また、学長裁量経費による原子吸光光度計の更新が採択されました。微量元素の定量分析装

置として山形大学の環境安全衛生にとって欠くべからざるものであり、研究においても新しい方向を

開拓できるものと期待しています。

　さて、今回の広報誌は尚絅学院大学、山崎裕様とやまがた酸性雨ネットワークの上木勝司様、柳沢

文孝様、阿部修様、大歳恒彦様、小松秀一様、安彦政信様、村岡悟様、森田浩行様、渡邉英治様から

ご寄稿を頂きました。山崎裕様の「高嶺の花の秘密」は、副題にもありますが、月山の植物を題材に

して自然と人との関わりについてまとめたものです。本文からうかがえるようにカメラや撮影技術へ

の造詣が深く、写真集や図鑑に引けをとらない美しい写真が多数収録されています。背景なども絶妙

であり、資料的価値のみならず非常に芸術性の高いものに仕上げていただきました。一方、やまがた

酸性雨ネットワーク会員の方による一連のご寄稿は、前会長上木勝司様の平成２１年度環境省「大気保
全活動功労者」表彰を記念するとともに足かけ１０年にわたるネットワーク活動を紹介していただくた
め、会員の方に投稿を依頼したものです。原稿依頼および取りまとめにあたり上木様と山形県環境科

学研究センターの皆様、とりわけ渡邉様から大きなお力添えをいただきました。この場を借りて感謝

申し上げます。

　当環境保全センターは、山形大学における環境安全衛生管理の中核組織として、環境安全衛生管理

のほか教育・研究また学外への情報発信や学外組織と連携した社会貢献など幅広い業務を担当してお

ります。当該分野における学外への窓口の一つにもなっておりますので、山形大学に対して、ご意

見、ご要望、ご質問などございましたら何なりと申しつけ下さい。山形大学における環境安全衛生を

担保すべく、これからも日々努力していきたいと思います。ご協力をよろしくお願いいたします。

（大津　芳）　
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環 境 保 全　No.１４

２０１１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　　藤　井　　　聡（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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