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巻　頭　言

環境保全センター長 　藤　井　　　聡　

　ようやく春を迎えた日、高速バスで仙台から山形に戻る際に、東北自動車道から山形道に入りしばらく

すると県境の笹谷トンネルに至ります。このトンネルを抜けてまず目にするのは、西に沈む太陽と白い頂

が残る朝日連峰です。そして、山々に囲まれた緑の山形盆地です。

　同じ時期、東京へ出張して山形に戻る際、上山を過ぎたあたりで桜桃や林檎などに咲く花が列車の車窓

から眺められ、春を実感させられます。飯田地区の一角にある山形大学環境保全センター周囲は、ここ十

数年で宅地や商業施設の開発が進みましたが、少し南の蔵王地区には古い街並みが残され、田園の中に果

樹園が点在しています。

　春の夜に果樹に咲く花の仄かな香りが漂う山形盆地は、日本国民の素晴らしい財産です。中唐の大人李

白の漢詩にあるように、短い春を、楽しめるときに精いっぱい楽しむことができる土地です。山形大学環

境保全センターは、様々な有害物質から大学の環境を守ることを使命としています。さらに、大学内のみ

ならず地域に情報を発信することで、微力ながら美しい山形を守ることに貢献することを使命としていま

す。今年もよろしくお願いいたします。

春夜宴桃李園序

李　白

　　夫天地者萬物之逆旅　　　夫れ天地は萬物の逆旅にして

　　光陰者百代之過客　　　　光陰は百代の過客なり

　　而浮生若夢　　　　　　　而して浮生は夢の若し

　　爲歡幾何　　　　　　　　歡を爲すこと幾何（いくばく）ぞ

　　古人秉燭夜遊　　　　　　古人燭を秉り夜遊ぶ

　　良有以也　　　　　　　　良（まこと）に以（ゆえ）有る也

　　況陽春召我以煙景　　　　況んや陽春の我を召すに煙景を以てし

　　大塊假我以文章　　　　　大塊の我を假すに文章を以てするをや

　そもそも天地は万物を迎え入れる旅館のようなもの、光陰は永遠の旅人のようなものだ。そして人生と

は夢のようなもの、楽しさも人生と同じで長くは続かないものだ。昔の人は夜も蝋燭をともして遊んだと

いうが、それにはこのような理由があるのだ。いわんや陽春は美しい景色で私を招き、大地の恵みは私に

文章の才を授けてくれたのだ、大いに春を楽しもう。



　大正３年（１９１４）２月１５日、蔵王高湯温泉から
蔵王山に冬期初登頂した神山峰吉らによって樹氷

（アイスモンスター）が発見されてから来年度で

１００年を迎えようとしている。
　平成２３年度の「環境保全」で「樹氷・蔵王特集
号」を編ませていただいた。蔵王の樹氷について

の資料を収集するに伴ってこれまでとは全く異

なった知見が多く含まれていた。そこで、「続　樹

氷・蔵王特集号」を計画したものである。今回

は、「樹氷」という言葉の誕生と変遷、アイスモン

スターが「樹氷」とよばれるようになった理由、

昭和８年にアイスモンスターが海外に紹介された
ことなどについて記述することができた。

　しかし、まだ、手元には多くの新しい知見が残

されている。樹氷発見１００年となる平成２５年度の
「続々　樹氷・蔵王特集号」では残りの諸問題に

ついて書いてみたいと考えている。

　なおいっそうご支援いただければ幸いである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「樹氷絵葉書館」について

　樹氷（アイスモンスター）を題材にした絵葉

書・パンフレット・チラシは各地で多数発行され

ている。樹氷写真館では主に戦前に発行された樹

氷（アイスモンスター）の絵葉書について一部を

ご紹介する。ご紹介する順番は北から南へ八甲

田・八幡平・蔵王（宮城・山形）・西吾妻・志賀高

原と菅平である。なお、パンフレット・チラシ

や、戦後に発行された樹氷（アイスモンスター）

の絵葉書は次の機会にご紹介したいと考えてい

る。

　さて、戦前の絵葉書はモノクロで袋付１組８枚
が基本である。通信面の記載内容によって年代の

推定が可能である。なお、中には１０年以上使われ
ている写真もあることから、推定できるのは発行

された年代であって撮影された年代ではない。

　茨　通信面は住所欄と通信欄に分かれている。

大正７年３月以前は住所欄が２／３で通信欄
が１／３であるが、大正７年３月以降は半々
である。

　芋　昭和８年１月以前は「きかは便郵」、昭和８
年２月以降は「きがは便郵」、戦後は「郵便は
がき」となっている。

　鰯　戦時中（昭和１８年から２０年ころ）の特徴に
は以下のようなものがある。切手を貼る所に

「一億一心」と記載されている。袋・絵葉書

の住所欄と通信欄の境界や通信欄の一番下に

軍事標語が書かれている。特高検閲済のスタ

ンプが押されていたり印刷されている。紙が

粗末で印刷が不鮮明ある。

　允　蔵王についてであるが、１９５０年代まではモ
ノクロ写真が多く、１９５０年代後半からモノク
ロ写真に着色された彩色絵葉書が発行され、

１９６０年代になるとカラー写真が多くなる。

― ３ ―

「続　樹氷・蔵王特集号」について

山形大学理学部地球環境学科　柳　澤　文　孝
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樹氷絵葉書館 （１）八甲田：青森営林局



― ５ ―

樹氷絵葉書館 （２）八甲田：青森営林局



１ ．はじめに

　「樹氷」には「Rime」と「Ice Monster, Snow 
Monster, White Monster」の事なった二つが存在
している。気象・雪氷用語としての樹氷（Rime）
は、「風で運搬されてきた過冷却水滴が樹木など

に衝突して凍結したもの」で、日本（北海道から

屋久島まで）はもちろんのこと世界中に存在して

いる。一方、樹氷（Ice Monster, Snow Monster, 
White Monster）は、「アオモリトドマツが着氷と
雪片に覆われて巨大な塊となったもの」で学術用

語の樹氷（rime）とは別物の愛称である。
　もともと、「樹氷」という言葉は、明治６年の国
際気象会議で定められた用語（Silver Thaw, Glazed 
Frost）を元に、明治２０年の中央気象台設立の前
年に定められた「気象観測法（第１版）」でおの
おの「樹氷」と「凝霜」と命名されたものが始ま

りである。その後、「樹氷」という言葉はさまざま

な変遷を経て現在に至っている。

　本稿では、「樹氷」という言葉の誕生と変遷につ

いてお話ししたい。

２ ．「樹氷」の元となる用語の誕生：明治６年

　図１は１８７３年（明治６年）にウイーンで開催さ
れた万国気象会議（International Meteorological 
Congress）について１８７４年に出版された報告書
（Proceedings）の表紙である。この会議において
「樹氷」と「雨氷」等の元になる用語（Silver 
Thaw, Glazed Frost）が定められたのである（図
２）。
　日本で明治６年というと太陰暦から太陽暦に代
わった年であるが、全国規模での気象観測はまだ

始まっていない。１８７５年（明治８年）６月１日東
京・赤坂葵町に日本初の気象台である東京気象台

（現気象庁）が設置され気象と地震の観測が開始

― ６ ―

「樹氷」という言葉の誕生と変遷

山形大学理学部地球環境学科　柳　澤　文　孝

図１　１８７４年に出版された万国気象会議（１８７３年）の
報告書の表紙

図２　１８７３年の万国気象会議で定められたSilver Thaw
（Ｖ）と Glazed Frost（～）



された。明治１３年になってスミソニアン研究所か
ら出版されていた観測法が「気象観測法（図３）」
として翻訳されて使用されていたが、この中には

「樹氷」は存在していなかった。また、明治１５年
にクニッピソグ氏著の「観測要略」が東京気象台

から出版されたが、こちらにも「樹氷」の用語は

存在していない。

３ ．「樹氷」の誕生：明治１９年

　明治２０年に中央気象台設立されるにあたって、
前年の明治１９年に「気象観測法（第１版）」が刊行
された。１８７３年の国際気象会議に従って、Silver 
Thaw（Ｖ）と Glazed Frost（～）をおのおの「樹
氷」と「凝霜」としている（図４－1：気象観測
法（第１版）の内容を記した「気象観測法の沿革
（佐藤順一・山田琢雄著、昭和１２年、測候時評）」
を示した。

　１８８２ 年（明治１５年）５月に内務省・陸軍・大学
等で構成される委員会により、気象に用いる単位

系としてそれまで使われていたイギリス式（長さ

はインチ、気温は華氏）とフランス式（メートル、

摂氏）のどちらが適当かの検討が行われ、同年７
月よりフランス式を採用したようである。この委

員会で「樹氷」という用語が決まったかどうかま

では分からない。しかしながら、篠原武次氏（測

候時報　１９５７年）によると、内務省地理局東京気
象台の小林一知観測課長の下で中村精男氏と和田

雄治氏が編纂にあったとあることから、遅くとも

気象観測法（第１版）が出版される前の明治１７－
１８年には「樹氷」という言葉が誕生していたと言
うことになる。なお、和達清夫・荒川秀俊著の

「わが国の気象学・気象事業史（地学雑誌　６９３号）
によると、「この観測法には余り詳しいことが載つ

ていないので、記載事項以外はすべて古参のもの

から“伝授”をうけて事を運んでいた。またよほ

ど古い測候所でないと気象観測法初版がなかつた

ので、観測法のない測候所も多かつた」とのこと

であることから、当時は必ずしも全国の観測が同

一の条件で行われていたわけではなかったことが

うかがえる。篠原武次氏（測候時報　１９５７年）に
よると、気象観測法の統一をはかるため、明治２１
年、中央気象台に全国の測候所長らを集めて第１
回気象協議会が開催され、気象観測法について細

部にわたる検討が行われたとある。樹氷について

― ７ ―

図３　気象観測法（スミソニアン版）

図４－１　気象観測法の沿革（佐藤順一・山田琢雄著
測候時報　昭和１２年） 図４－２　測候時報（篠原武次　１９５７年）



は「つららと誤解しているものが多かった」とし

て樹氷の定義について再度の周知がはかられてい

る（図４－２）。
　なお、図５に示したのは明治１９年に発布された
気象観測法を記した気象観測教示教の表紙、図６
は「樹氷」と「凝霜」の解説、図７は記号の紹介
である。「樹氷とは寒冷の天気俄かに温順になり

し時樹上に凝凍せし湿気融解する所の現象或いは

是が為枝条の折るゝ事あり、凝霜とは地上の湿気

凝集して後一部融解せし現象なり。」とある。「樹

氷」と「凝霜」の説明は１８７３年の万国気象会議に
ならっていることから、今から見ると奇妙な内容

である。

４ ．日本語訳の取り違え発覚：明治２５年

　１８９２年（明治２５年）ミュンヘンで開催された万
国気象会議で、気象観測方法や用語の統一と修正

が行われた（図８）。

　１８９３年、和田雄治が１８９２年のミュンヘン万国気
象会議について、日本気象学会の学会誌である気

象集誌に報告している（図９、図１０）。
　ミュンヘン万国気象会議ではSilver Frost（Ｖ）
を白色で荒いGlazed Thaw（～）を透明でなめら
かと定め、和田は「樹氷」を白色で荒い「凝霜」

を透明でなめらかとすることと報告している。

　そして、その際に、気象観測法（第１版）に記載
されて樹氷と凝霜の言葉について、英語と反対に付

けていたことが発覚する。これは、１８７３年のウイー
ン万国気象会議で定められたSilver ThawとGlazed 

― ８ ―

図５　気象観測示教（逓信省管船局　１８９２）の表紙

図６　気象観測示教（逓信省管船局　１８９２）における
「樹氷」と「凝霜」の説明

図７　気象観測示教（逓信省管船局　１８９２）における
「樹氷」と「凝霜」の説明

図８　１８９２年万国気象会議で定められSilver Frost（V）
とGlazed Frost（～）



Frostの説明文を取り違えたことによって生じた
ものである。そこで、１８９４年の気象集誌の気象記
号の解説（図１１、図１２）で両者の交換が発表され
ている。すなわち、Glazed Thaw（～）が「樹氷」
でSilver Frost（Ｖ）が「凝霜」である。いったん
付けた名前を交換することが可能であったのかど

うかは不明である。

５ ．気象用語からの「樹氷」の消滅：大正４年

　１９１５年（大正４年）に出版された気象観測法
（第２版）ではSilver Frost（Ｖ）が「霧氷」、
Glazed Thaw（～）が「雨氷」と改名された（図
１３、図１４、図１５）。「凝霜」と言う言葉について

「霜」とは無関係であるのに、誤解を招くとの批

判が理由の一つのようである。

　「樹氷」という用語は気象用語としてはいったん

消滅することになった。しかし、どの様な用語に

するのが良いかなどさまざまな提案や検討がなさ

れており、学会や論文から「樹氷」ということば

が無くなったわけではない。また、一般でつかわ

れることも無くなったわけではない。北大の寮

歌、大正１３年に大阪朝日新聞社発行の「日本のア
ルプス百景」でも「樹氷」ということばが使われ

ている。気象用語という公式な定義が無くなった

ため、かえって言葉の自由度が増したともいえ

る。

― ９ ―

図９　和田雄治によるミュンヘン万国気象会議報告敢

図１０　和田雄治によるミュンヘン万国気象会議報告柑

図１１　気象記号の解説敢

図１２　気象記号の解説柑



　なお、「雨氷」という語句を採用したことについ

て、気象集誌（１８９４年）の雨氷という新語につい
て（図１６、図１７）説明されている。

６ ．気象用語としての「樹氷」の復活：昭和４年

　１９２３年（大正１２年）９月１日に発生した関東大
震災によって気象観測法（第２版）の版が絶える
ことになってしまった（図１８）。１９２９年（昭和４
年）気象観測法（第２版）が再版された（図１９）。
　気象観測法（第２版　再版）の出版に際して、
内容の一部が修正された（図２０）。修正された内容
であるが、雨氷はそのままであったが、霧氷の下

に樹霜・樹氷・粗氷の３種類を作ったことであ
る。

　その後、昭和１５年改版を経て、現在の形となっ
た。

― １０ ―

図１６　雨氷という新語について敢

図１７　雨氷という新語について柑

図１５　気象観測法（第２版）の雨氷の解説

図１４　気象観測法（第２版）の霧氷の解説

図１３　気象観測法（第２版）の表紙



 

７ ．気象用語としての「樹氷」：現在

　平成１０年に気象庁が発行した「気象観測の手引
き」では以下のように定義されている（図２１、図
２２）。「霧氷」は、樹木や地物に白色ないし半透明
の氷層が付着したもので、樹霜・樹氷・粗氷の３
種類がある。「樹氷」は、おもに過冷却した霧粒又

は雲粒（山岳域）が、地物に吹きつけられてでき

た白色不透明のもろい氷で，うすい針状，又は尾
びれ状の塊が集まってできている。側面に樹霜が

できていることもある。弱い風の下では地物の全

方向に付着する。一方、「雨氷」は、一般に均質で

透明な氷層が地物に付着した現象。過冷却した霧

雨又は雨（着氷性の霧雨又は雨）が， ０℃以下又
は０℃よりわずかに高い温度（過冷却でない場合
は０℃以下）の地面や地物に当たって凍結したも
のである。

― １１ ―

図１８　気象観測法（第２版　再版）の再版の序

図１９　気象観測法（第２版　再版）の表紙

図２０　気象観測法（第２版　再版）の修正部分

図２１　「霧氷」「樹霜」「樹氷」「粗氷」「雨氷」の定義

図２２　大気現象記号一覧



８ ．愛称としての「樹氷」：現在

　最初に述べたように「樹氷」には「Rime」と
「Ice Monster, Snow Monster, White Monster」
の事なった二つが存在している。気象・雪氷用語

としての樹氷は、「風で運搬されてきた過冷却水滴

が樹木などに衝突して凍結したもの」で、日本

（北海道から屋久島まで）はもちろんのこと世界

中に存在している。一方、樹氷（Ice Monster, 
Snow Monster, White Monster）は、「アオモリト
ドマツが着氷と雪片に覆われて巨大な塊となった

もの」で学術用語の樹氷（rime）とは別物の愛称
である。

　冬季の山形蔵王の観光の目玉となっている「樹氷

（Ice Monster, Snow Monster, White Monster）」
は、大正３年（１９１４）２月１５日、蔵王高湯温泉か
ら蔵王山に冬期初登頂した神山峰吉らによって発

見され、「雪の坊」あるいは「雪瘤」とよばれてい

た。蔵王の樹氷（Ice Monster）は以下のような過
程で生成する（図２３）。冷たく乾いたシベリアか
らの季節風が日本海を渡る際に、対馬暖流より多

量の水分を供給される。季節風が朝日連邦にぶつ

かった際に雪雲を形成され、水分の大部分は降雪

として取り除かれる。しかし、降雪に際して雪の

核となるべき海塩が消費されてしまうことから、

水分の一部は降雪となることができずに過冷却水

滴となる。過冷却水滴を含んだ季節風は山形盆地

を越えてから蔵王山の斜面を吹き上げられ、山頂

付近に雪雲を形成する。過冷却水滴は蔵王山山頂

付近に自生しているアオモリトドマツに衝突して

着氷となる。雪雲内で着氷と雪片がアオモリトド

マツに繰り返し付着することで成長し、着氷と雪

片が一体化する焼結を経て樹氷（Ice Monster）と
なる。樹氷（Ice Monster）となるためには、常緑
の針葉樹の存在（アオモリトドマツ）、北西～西の

適度な強風（１０～１５m/sec）、多量の過冷却水滴
（平均雲量０．９）、適度な低温（－１０～－１５℃）、適
度な積雪量（２～３m）といった条件が必要であ
る。現在、樹氷（Ice Monster）は東北地方一部の
山岳地帯（八甲田山、森吉山、八幡平、蔵王山、

吾妻山）でしか見ることができない特異な自然現

象とされている。なお、志賀高原や菅平などでも

厳冬期に局部的に見られることがある。

― １２ ―

図２３　樹氷の生成機構



― １３ ―

樹氷絵葉書館 （３）八幡平：ふけ乃湯温泉



― １４ ―

樹氷絵葉書館 （４）八幡平：湯瀬



１ ．蔵王の樹氷の発見

　樹氷は昔からあったはずであるが、冬山の風景

はこのようなものだと思われていたのか、特に関

心を持たれなかったようである。手持ちの最も古

い文献である明治３９年に発行された「少年」によ
ると、明治３９年１１月後半に佐藤傳蔵ら２３名が青根
温泉から蔵王山頂（腰までの雪）を経由して高湯

温泉に抜けている（図１）。しかし、樹氷について
の記載は見あたらない。

　蔵王の樹氷が発見されたのは、大正３年（１９１４）
２月１５日、蔵王高湯温泉から蔵王山に冬期初登頂
した神山峰吉らである（図２）。伊東五郎著の「蔵
王５０年の歩みとスキーの発達」に手記が残されて
いる。なお、当時は、「雪の坊」あるいは「雪瘤」

とよばれていたようである。

― １５ ―

アイスモンスターはいつから「樹氷」と 
よばれるようになったのか？

山形大学理学部地球環境学科　柳　澤　文　孝

図１　明治３９年１１月後半に佐藤傳蔵ら２３名が青根温
泉から蔵王山頂（腰までの雪）を経由して高湯
温泉に抜けた（少年　明治３９年）の記事

図２　冬期の蔵王山頂初登頂を伝える大正３年２月１７日付けの山形新聞



２ ．蔵王スキー場（賽の磧スキー場）

　「樹氷」という言葉を作ったのはいつで誰なのか、

そして、蔵王のアイスモンスターを「樹氷」とよ

んだのはいつで誰なのかである。「樹氷」という言

葉を作ったのはいつで誰なのかについては、本特集

号の「「樹氷」という言葉の誕生と変遷」で述べた

とおり、明治６年に万国気象会議で定められた用
語（英語）を明治１８年に日本語化したものである。
　さて、蔵王の樹氷について師弟対決が勃発した

のは１９６７年（昭和４７年）のことである。安齋徹先
生より昭和４年２月１１日に「樹氷」という言葉を
作って蔵王のアイスモンスターに名付けたとの主

張がなされ、それに対して教え子の慶松光雄先生

が「樹氷」という言葉は明治よりあったとの反論

されたものである。その顛末は、総和６３年にコー
ボルト会より発行された「コーボルト　６０年・そ
して２０年」などに詳しく述べられている。最終的
に、「樹氷」という言葉は昔よりあったとして、慶

松光雄先生に軍配が上がっている。気象学者の倉

嶋厚氏は１９９１年２月２０日の朝日新聞夕刊の「お天
気衛星」というコラムに『「樹氷」の造語者』とい

う一文をのせている。それには「……有名な蔵王

山の雪のモンスターはアオモリトドマツの樹氷

だが、日本雪氷学会編「雪氷辞典」では、着雪も

加わっている点で『樹氷とは異なる』とある。と

ころが、樹氷は旧制山形高等学校のいまは亡き某

教授による昭和初年代の造語だと、現地では言い

伝えられているらしい。しかし、この言葉は明治

時代に気象観測者が苦心して作ったもので、北大

寮歌「都ぞ弥生」にもすでにでている。言葉の始

まりについては。慎重な調査が必要なことが多

い。……」とある。研究者として肝に銘じておき

たい事柄である。

　この論争、本来、２つの論点があるはずであ
る。「樹氷」という言葉を作ったのは誰か？　蔵王

のアイスモンスターを「樹氷」とよんだのは誰

か？　である。しかし、蔵王のアイスモンスター

を「樹氷」とよんだのは誰か？　については、師

弟論争でも明らかとされていない。それでは、蔵

王のアイスモンスターを「樹氷」とよんだのはい

つで誰なのであろうか。まず、昭和４年に発行さ

れた出版物から検討を始めたい。なお、昭和４年
出版ということは、昭和３年またはそれ以前の内
容が記されていることを意味するものである。

　図３－図５に昭和４年３月１５日に鉄道省より出
版された「日本案内記　東北編」の表紙、例言

（はじめに）、蔵王の樹氷に関する記述部分を示し

た。「日本案内記」は旅行本のはしりであるが、

「東北編」は出版された年に数１０版を重ねるほど
のベストセラーとなったものである。「日本案内記

　東北編」の例言によると、この本は昭和４年に
出版されたものであるが、記述内容は昭和２年現
在（一部は昭和元年、大正１４年のものもある）と
記されている。「蔵王山麓のスキー場」の項では

「遠刈田、峨々温泉付近は冬季積雪が多く蔵王山

腹一帯は好スキー場である。雪質も良く、スキー

季節は１２月下旬より、３月下旬までで、初心者の
練習よりは山岳スキーの練習に適している。峨々

温泉を根據として蔵王山のスキー登山が興味深

い、刈田岳から１０メートル近い大斜面、杉ヶ峰付
近の樹氷の美観はスキー家でなければ見られな

い。１－２月には概して天候の変化が大きいので
スキー登山には３月以降が最も適している。主に
仙台方面からの学生で賑わっているが、東京方面

を始め諸方からも雪の蔵王登山研究者の人が集

る。」と記述されている。

　記述内容から見て、蔵王山麓のスキー場は、大

正１３年に賽の磧でオープンした蔵王スキー場（賽の
磧スキー場）と考えられる。なお、現在、蔵王ス

キー場（賽の河原スキー場）はスキー場ではない。

― １６ ―

図３　日本案内記（東北編）鉄道省（昭和４年）発行）の表紙



　次に、図６－図９に昭和４年に鉄道省運輸局が
発行した「スキーへ」を示した。こちらには「蔵

王山の樹氷」との説明書で樹氷（アイスモンス

― １７ ―

図４　日本案内記（東北編）鉄道省（昭和４年）発
行）の例言（はじめに）

図５　日本案内記（東北編）の「蔵王スキー場」の説
明のページ（樹氷は樹木と誤記されており、正
誤表が添付されている）

図６　スキーへ（鉄道省運輸局　昭和４年発行）の表紙

図７　スキーへ（鉄道省運輸局　昭和４年発行）の
「蔵王山の樹氷」の写真

図８　スキーへ（鉄道省運輸局　昭和４年発行）の
「蔵王スキー場」の説明敢

図９　スキーへ（鉄道省運輸局　昭和４年発行）の
「蔵王スキー場」の説明柑



ター）の写真が掲載されている。現在、手持ちの

中では最も古い樹氷（アイスモンスター）の写真で

ある。また、「蔵王山刈田峰から杉ヶ峰・屏風山

方面にかけての樹氷の美観は到底筆舌にしがた

い。」と記述されている。樹氷の成因の解説もある。

　図１０－図１２に昭和３年に仙台鉄道局が出版した
「東北のスキー場（昭和４年版）」の表紙・目
次・蔵王スキー場についての記述ページを示し

た。東北のスキー場で蔵王スキー場が筆頭となっ

ている理由について、東北最大の規模（面積）を

誇るからと記載されている。また、蔵王スキー場

（賽の磧スキー場）の地図がのっている。

　一方、図１３－図１４に昭和４年に仙台鉄道局が出
版した「東北のスキー場（昭和５年版）」の表紙と

蔵王スキー場についての記述ページを示した。東

北のスキー場のページに掲載されている蔵王の樹

氷の写真は「スキーへ」と同じ物である。

― １８ ―

図１０　東北のスキー場　昭和４年版（仙台鉄道局　昭
和３年発行）の表紙

図１１　東北のスキー場　昭和４年版（仙台鉄道局　昭
和３年発行）の目次

図１２　東北のスキー場　昭和４年版（仙台鉄道局　昭
和３年発行）の蔵王スキー場の説明

図１３　東北のスキー場　昭和５年版（仙台鉄道局　昭
和４年発行）の蔵王スキー場の表紙

図１４　東北のスキー場　昭和５年版（仙台鉄道局　昭
和４年発行）の蔵王スキー場の説明



　以上のことから、大正１０年代（大正１３－１４年こ
ろ）から昭和初期（昭和１－２年ころ）に、蔵王
スキー場（賽の磧スキー場）付近で、アイスモン

スターのことを「樹氷」と呼んでいたことが分か

る。

　なお、賽の磧の場所を明らかにするため、昭和

５年に作製された蔵王山メートル指導標建設図を
図１５と図１６に示しておく。

３ ．賽の磧によるスキー始め

　昭和１１年に出版された山崎紫峰著による「日本
スキー発達史」によると、「蔵王スキー場」につい

て「樹氷で有名なこのスキー場は、大正１０年の１
月慶応大学生の槇・早川等１０数名によって始めて
シュプールが印ぜられ、次で大正１２年２月には、
仙台の第二高等学校山岳部員達のスキー合宿が

あって以来、漸次その特異な地勢と、素晴らしい

樹氷の壮観とが世に知られる様になり、その後蔵

王山中には東北帝国大学のフュッテが出来たり、

また県営の新道小屋が出来たりして、着々とス

キー場としての施設が整えられ、東北本線白河

駅、または大河原駅から登山根據地たる遠刈田ま

で……」と記されている（図１７－図１８）。一方、伊
東五郎著の「蔵王５０年の歩みとスキーの発達」で
は大正１０年に「慶応大学鹿ノ子木員信博士、峨々
温泉より高湯温泉へ蔵王踏破　１月８日晴天、学
生７名、鹿ノ子木博士に引率され、４名の人夫を
雇い、午前７時に峨々温泉を出発、刈田岳にて昼
食、馬ノ背、熊野岳通過、ワサ小屋にて吹雪に遭

い、地蔵岳より仁井田経由、横倉山、三度川に下

り午後７時旅館山形屋に投宿す。之は宮城県側よ
り高湯へのスキー蔵王越えの最初である。」と記さ

れている（図１９－図２０）。以上から、賽の磧で始め
てスキーを行ったのは慶応大学のグループであ

り、その一部が冬季に蔵王越えをした最初とも

なったと言うことになる。

　なお、東北大学山の会編による「蔵王」では、

大正１１年に旧制第二高等学校山岳部が、大正１２年
に東北帝国大学山岳部が蔵王スキー場で冬季合宿

を行ったとしている。ちなみに、１９５０年代頃まで
杉ヶ峰付近はパラダイスと呼ばれていたが、東北

帝国大学あるいは旧制第二高等学校の学生が命名

したと言われている。また、日本山岳会発行の山

日記（昭和７年版）によると、大正１３年に賽磧ス
キー小屋が作られたとある。仙台から蔵王を通っ

て上山に抜ける新道を作った際に賽の磧の末端付

近で使用していた小屋が新道小屋であり、大正１３
年に新道小屋のそばに作られた新たな小屋が賽の

磧小屋と考えられる。蔵王スキー場（賽の磧ス

キー場）のオープンは大正１３年、高湯温泉の蔵王
温泉スキー場のオープンは大正１４年である。
　図２１－図２３に昭和２年１月２６日付けの官報に掲
載されている鉄道省旅客課の川上寿雄氏による

「スキーの話（その三）東京を中心としてスキー

場」を示した。蔵王スキー場（賽の磧スキー場）

から蔵王山を越えて高湯温泉あるいは上山に下る

スキー旅行について熟達者の好むスキー場として

紹介されており、大正の終わり頃にはすでに一定

― １９ ―

図１５　蔵王山メートル指導標建設図（昭和５年）

図１６　蔵王山メートル指導標建設図（昭和５年）の拡大



の地位を築いていたことが分かる。人気を博した

要因としては樹氷の存在であろう。

　なお、村崎勝行氏の記述にも昭和２・３・４年
の蔵王越えの様子が登場する。

― ２０ ―

図１７　日本スキー発達史の表紙

図１８　日本スキー発達史の「蔵王スキー場」説明部分

図１９　「蔵王５０年の歩みとスキーの発達」の表紙

図２０　「蔵王５０年の歩みとスキーの発達」で宮城県側
より高湯へのスキー蔵王初越えについての記
述部分

図２１　官報（昭和２年１月２６日）

図２２　官報（昭和２年１月２６日）



　従って、アイスモンスターは大正１１－１２年頃か
ら「樹氷」とよばれ、その後「樹氷」の名前が広

がったと考えられる。「樹氷」の名前の広がりに

伴って賽の磧小屋を作り蔵王スキー場（賽の磧ス

キー場）をオープンさせ、鉄道省や仙台鉄道局に

よる宣伝で集客をはかったと推定される。

　賽の磧付近で撮影されたと考えられる樹氷の絵

葉書を写真１－写真３に示しておく。

４ ．アイスモンスターを樹氷とよんだ理由

　前項で、アイスモンスターは大正１１－１２年頃か
ら東北帝国大学あるいは旧制第二高等学校の生徒

達によって「樹氷」とよばれ始めた事を明らかに

した。アイスモンスターと樹氷は全くの別物であ

るが、なぜ、アイスモンスターはなぜ樹氷とよば

れたのであろうか。

　大正４年に蔵王で発見されてからアイスモンス
ターは「雪の坊」と「雪瘤」とよばれていたそう

である。学術的に正しいかどうかはともかくとし

て、一般的には、大正はじめに、アイスモンス

ターは雪によってできたと認識されていた事にな

る。

　図２４と図２５に大正１３年に大阪朝日新聞社が発行
した「日本のアルプス百景」の表紙と、樹氷につ

いての説明部分を示した。日本のアルプスの樹氷

は、樹氷ではあるアイルモンスターではない。「日

本のアルプス百景」では樹氷の成因として、雪が

樹木に降り積み凍った物と説明されている。

　一方、昭和４年に鉄道省運輸局より発行された
「スキーへ」では樹氷（アイスモンスター）につ

いて解説がなされており「寒風の強いところや、

１５００－１６００ｍからの山に登ると、樹木に雪が氷着
して、風の力や日光では容易に解けない、針葉樹

は時として全体雪に包まれる雪の塔の如く、濶系

樹は銀糸を垂れた如く、その奇観。その美観実に

言語に絶する。」と説明されている。すなわち、樹

氷（アイスモンスター）について、前半は雪が

凍った物という成因の説明であり、後半は樹木全

体が覆われることがあると形状の説明となってい

る。

　また、昭和１２年に出版された「随筆集　雪庇」

― ２１ ―

図２３　官報（昭和２年１月２６日）

写真１－写真３　賽の磧付近で撮影された樹氷の絵葉書



という冊子に、田邊和雄氏の「霧氷の蔵王」とい

う随筆が残されている。田邊氏は植物学の研究者

であり、アイスモンスターは樹氷ではなく霧氷と

よんだ方が良いとしている人である。田邊氏によ

ると、大正１１年に北海道のチヌセブリで霧氷を見
て実に素晴らしいと感じたが、今（昭和１２年）か
ら１４－１５年前（大正１２－１３年ころ）に刈田岳に登
りチヌセブリにまして霧氷の豊富なのを発見した

としている。チヌセブリの物は樹氷でアイスモン

スターではないが、蔵王のアイスモンスターと区

別していない。

　以上から、樹木に降った雪が凍った物を樹氷と

呼び習わしており、時には樹木全体が雪が凍った

物で覆われることもあると認識していたため、樹

氷とアイスモンスターを区別していなかったこと

が分かる。従って、大正１１－１２年頃に賽の磧でア
イスモンスターを見た旧制第二高等学校山岳部生

や東北帝国大学山岳部生らは、何のためらいもな

く樹氷と呼んだものであろう。

５ ．まとめ

　樹木に降った雪が凍った物を樹氷と呼び習わし

ており、時には樹木全体が雪が凍った物で覆われ

ることもあると認識していたため、樹氷とアイス

モンスターを区別していなかった。

　このため、大正１１－１２年頃、アイスモンスター
を見た東北帝国大学あるいは旧制第二高等学校の

生徒達はアイスモンスターを「樹氷」とよんだと

考えられる。

― ２２ ―

図２４　大正１３年、大阪朝日新聞社発行の「日本のアル
プス百景」の表紙

図２５　大正１３年、大阪朝日新聞社発行の「日本のアル
プス百景」で樹氷についての説明部分



― ２３ ―

樹氷絵葉書館 （５）蔵王：宮城



― ２４ ―

樹氷絵葉書館 （６）蔵王：峨々温泉



１ ．はじめに

　「樹氷」には「Rime」と「Ice Monster, Snow 
Monster, White Monster」の事なった二つが存在
している。樹氷（rime）は、「風で運搬されてきた
過冷却水滴が樹木などに衝突して凍結したもの」で、

日本（北海道から屋久島まで）はもちろんのこと世界

中に存在している。一方、樹氷（Ice Monster, Snow 
Monster, White Monster）は、「アオモリトドマツが
着氷と雪片に覆われて巨大な塊となったもの」で学

術用語の樹氷（rime）とは別物であるとされている。
　蔵王の樹氷（Ice Monster）は以下のような過程
で生成する。

　冷たく乾いたシベリアからの季節風が日本海を

渡る際に、対馬暖流より多量の水分を供給され

る。季節風が朝日連峰にぶつかった際に雪雲を形

成され、水分の大部分は降雪として取り除かれ

る。しかし、降雪に際して雪の核となるべき海塩

が消費されてしまうことから、水分の一部は降雪

となることができずに過冷却水滴となる。過冷却

水滴を含んだ季節風は山形盆地を越えてから蔵王

山の斜面を吹き上げられ、山頂付近に雪雲を形成

する。過冷却水滴は蔵王山山頂付近に自生してい

るアオモリトドマツに衝突して着氷となる。雪雲

内で着氷と雪片がアオモリトドマツに繰り返し付

着することで成長し、着氷と雪片が一体化する焼

結を経て樹氷（Ice Monster）となる。
　樹氷（Ice Monster）となるためには、常緑の針葉
樹の存在（アオモリトドマツ）、北西～西の適度な強

風（１０～１５ｍ/sec）、多量の過冷却水滴（平均雲量
０．９）、適度な低温（－１０～－１５℃）、適度な積雪量
（２～３ｍ）といった条件が必要である。現在、樹
氷（Ice Monster）は東北地方一部の山岳地帯（八
甲田山、森吉山、八幡平、蔵王山、吾妻山）でし

か見ることができない特異な自然現象とされている。

　樹氷（Ice Monster）は東北地方にしかできな
かったのかを明らかにするため、様々な年代・地

域の絵葉書や写真を収集している。

　今回検討したのは志賀高原（横手山）と菅平

（根子岳・猫岳）である。志賀高原や菅平の「し

が」や「すが」は、東北地方や新潟で氷や樹氷の

意味で使われる「すが」に由来するといわれてい

る（岡田武松　１９５１など）。
　主な絵葉書を年代順に示した。１９５０年代前半に
販売されたと考えられる絵葉書には立派な樹氷

（Ice Monster）が写っている。しかし、それ以外
は、樹氷（rime）ではあるが樹氷（Ice Monster）
とはいえない、あるいは、ごく一部の樹木が樹氷

（Ice Monster）化しているにすぎない。
　絵葉書の場合、物によっては比較的長い期間

（１０－２０年）使われる写真もあることから、販売
された年代を推定することはできるが撮影され年

代を特定することは難しい。少なくとも販売され

た年かそれ以前に撮影されたであろうことを推定

できるにすぎない。今回の場合では、１９５０年の前
半あるいはそれ以前に撮影されたと推定される写

真に樹氷（Ice Monster）が写っていたということ
になる。 

― ２５ ―

樹氷（アイスモンスター）の南限について

山形大学理学部地球環境学科　柳　澤　文　孝

志賀高原　横手山山頂付近の樹氷（昭和７年より前に
販売されたと推定される）



― ２６ ―

志賀高原　横手山山頂付近の樹氷（昭和１０年頃に販売
されたと推定される）

志賀高原　横手山山頂付近のIce Monster（１９５０年代前
半に販売されたと推定される）

志賀高原　横手山山頂付近のIce Monster（１９５０年代前
半に販売されたと推定される）

志賀高原　横手山山頂付近のIce Monster（１９５０年代前
半に販売されたと推定される）

志賀高原　横手山山頂付近の樹氷（１９５０年代後半に販
売されたと推定される）

志賀高原　横手山山頂付近の樹氷（１９５０年代後半に販
売されたと推定される）



　下図は１９４０年頃の樹氷（Ice Monster）の分布図
である。北から八甲田山、八幡平と森吉山、蔵王

山、吾妻山、横手山と根子岳で日本海から約７０km
内陸の山岳地帯に存在していることが分かる。

　下図は、山形市における、樹氷が成長する１２月
から３月までの平均気温の５年間の移動平均であ
る。１９３０年から１９５０年ころに横手山と根子岳に樹
氷（Ice Monster）が存在したことになるが、その当
時の平均気温は現在より１－２度低温であった。

　また、下図はアイスモンスター（●）と樹氷

（□）について、緯度（縦軸、度）と標高（横
軸、ｍ）の関係を示した物である。樹氷（Ice 
Monster）には北から八甲田山、八幡平と森吉
山、蔵王山、吾妻山、横手山と根子岳を、樹氷

（Rime）には、ニセコアンヌブリ、伊吹山、氷ノ
山、富士山、宮之浦岳、大峰山、大台ヶ原、御嶽

山、八ヶ岳、霞沢岳、比良山、大山、谷川岳、立

山をプロットしてある。

　樹氷（Ice Monster）は北に行くほど低地で生成
している。横手山と根子岳は樹氷（Ice Monster）
と樹氷（Rime）の境界付近に位置していることか
ら、気温の上昇で樹氷（Ice Monster）が樹氷
（Rime）となったのであろうと推定される。

３ ．まとめ

　１９３０年から１９５０年までの期間に、志賀高原（横
手山）と菅平（根子岳）に樹氷（Ice Monster）が
存在していたことが明らかとなった。この期間

は、現在より１－２度低温であったことから樹氷
（Ice Monster）が生成しえたと推定される。
　なお、この地域では、現在でも一時的で局部的

に樹氷（Ice Monster）が生成することがある。今
後とも、気温の低下があれば樹氷（Ice Monster）
が生成しうると考えられる。

　また、現在より２度程度低温であったといわれ
ている、マウンダー極小期（１６４５～１７１５年）のよ
うな状況が生じた場合、冬期間を通じて樹氷（Ice 
Monster）となる可能性も考えられる。ただし、
気温の低下と共に風速も増すと考えられることか

ら、だれでも簡単に見に行けるかどうかは別の問

題である。

― ２７ ―

志賀高原　横手山山頂付近の樹氷（１９６０年代に販売さ
れたと推定される）



― ２８ ―

樹氷絵葉書館 （７）蔵王：上ノ山



― ２９ ―

樹氷絵葉書館 （８）蔵王：上ノ山



　長澤壽三（利彦）氏が１９３３（昭和８）年３月２０
日に蔵王で撮影された樹氷（アイスモンスター）

の写真（写真１－写真１８）を紹介する。近年、樹
氷は温暖化の影響でスリム化しているとされてい

る。昭和８年の写真で見られる樹氷は現在の数倍
の太さと高さがある。

　さて、１９７５年に発行された峠（図－１）による
と、昭和６年１月にアルピニズム社の小笠原勇八
氏によって発行されたアルピニズムの創刊号（図

－２）の「蔵王特集」で蔵王の樹氷が美しい事を
知って撮影に訪れたとのことである。１９３３年１月
に五色温泉のスキー合宿に参加してスキー訓練を

受けた後、１９３３年３月１８日から２２日まで樹氷の撮
影をされていたようである。

　なお、図－３に日本山岳会が１９３３年（昭和８年）
に発行した「山日記」を示した。これによると高

湯温泉（蔵王温泉）では岡崎弥平次氏（旅館　高

見屋のご主人）を代表者として蔵王山山岳部（高

湯口）を結成して蔵王山の案内を請け負っていた

ことがわかる。写真１０に高見屋主人と記載の写真
があることから、長澤氏も岡崎弥平次氏の案内で

蔵王に登ったようである。

　ちなみに、１９３２年（昭和７年）発行の「山日記」
の案内人の記載は、峨々温泉にはあるが高湯温泉

にはない。高湯温泉の案内人は昭和８年から始
まったということであろうか。

　また、昭和８年６月に日本山岳会主催による冬
季山岳写真展が東京で開催された（図－４）。出展
された写真２００数十点のうち８点が蔵王の樹氷の
写真であった（図－５、図－６）。この当時、蔵王
の樹氷が最も人気の高い題材であったことをうか

がわせる。長澤壽三（利彦）氏もこの写真展に出

品している（図－６）。出展された写真の中から
同年の１０月に２４点が選抜され、スライド化されて
英国に送られ、当時、英国に留学していた日本山

岳会の松方三郎氏より英国山岳会に寄贈された

（図－７、図－８）。寄贈された２４点の中の２点
が蔵王の樹氷の写真であり、そのうちの１点が長
澤壽三（利彦）氏が、もう１点は角田吉夫氏の撮
影したものであったことが明らかとなった。これ

までの蔵王の樹氷史によれば、昭和１０年に塚本太
閤治監督が撮影した「Mt. Zao」という山岳スキー
映画が欧米で４つの賞を受賞したしたことで樹氷
が海外に知られるようになったとされてきた。今

回の発見は、蔵王の樹氷史に新たな１ページを加
えるものである。残念なことに、英国山岳会に寄

贈された写真がどれであるのか、寄贈されたスラ

イドが現在も英国山岳会に残っているのかは分

かっていない。

　なお、英国山岳会に寄贈された樹氷の写真につ

いて、長澤壽三（利彦）氏は昭和８年３月２０日に
高湯温泉（現在の蔵王温泉）から蔵王山に登って

樹氷の撮影を行っている。角田吉夫氏が日本山岳

会の会報の昭和８年４月号に寄稿した記事を図－
９に示した。これによると、英国山岳会に寄贈さ
れた角田吉夫氏撮影の樹氷の写真が撮られたのも

昭和８年３月２０日であった。同じ日に、長澤氏は
高湯温泉（現在の蔵王温泉）から蔵王山に登って

樹氷を撮影し、角田氏は宮城県側から高湯温泉

（現在の蔵王温泉）に山越えする際に樹氷を撮影

していたことになる。蔵王ですれ違ったかどうか

は分からないが、奇縁というべきであろう。

― ３０ ―

昭和８年３月２０日に撮影された蔵王の樹氷 
（アイスモンスター）の写真について

山形大学理学部地球環境学科　柳　澤　文　孝　　　　　　　　　　　　　

長澤写真館　長澤壽三（利彦）・須藤明子・須藤（長澤）江美



― ３１ ―

図－１　峠（１９７５年）５８－５９ページ

図－２　アルピニズムの創刊号の目次

図－３　山日記（日本山岳会　１９３３年）

図－４　日本山岳会会報（昭和８年７月）山岳写真資
料展覧会開催

図－５　日本山岳会「山岳」１９３３年　山岳写真資料展
覧会開催の記事

図－６　日本山岳会「山岳」１９３３年　山岳写真資料展
覧会の写真リスト（部分）



― ３２ ―

図－７　日本山岳会会報（昭和８年５月）理事会で英
国山岳会へ写真２５枚の寄贈を決定

図－９　日本山岳会の会報（昭和８年４月）

写真１　コーボルトフュッテと長澤壽三（利彦）氏

写真３　地蔵岳山頂付近の樹氷（アイスモンスター）

写真２　蔵王の樹氷（アイスモンスター）と長澤壽三
（利彦）氏

図－８　日本山岳会会報（昭和８年１０月）英国山岳会
へ寄贈された写真リスト（部分）
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写真４　地蔵岳山頂付近の樹氷（アイスモンスター）

写真５　地蔵岳山頂の樹氷（アイスモンスター）

写真６　地蔵岳山頂付近の樹氷（アイスモンスター）

写真７　地蔵岳山頂付近の樹氷（アイスモンスター）

写真８　地蔵岳山頂付近の樹氷（アイスモンスター）

写真９　地蔵岳山頂から見た樹氷（アイスモンスター）
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写真１１　蔵王へ 写真１４　蔵王山頂付近

写真１５　甘茶屋付近写真１２　蔵王へ

写真１３　蔵王山頂付近
写真１０　高見屋主人
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写真１６　甘茶屋付近

写真１７　甘茶屋付近

写真１８　甘茶屋付近
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樹氷絵葉書館 （９）蔵王：高湯温泉
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樹氷絵葉書館 （１０）蔵王：高湯温泉



　長澤壽三（利彦）氏は昭和８年・１０年・１９年に
蔵王を、昭和９年に菅平の根子岳を訪れて樹氷
（アイスモンスター）の撮影を行っている。今回

ご紹介するのは昭和１０年３月１５日に撮影された写
真（写真１－写真２１）である。これらの写真を解
析することで、新たな事柄が分かってくることが

期待される。

― ３８ ―

昭和１０年３月１５日に撮影された蔵王の樹氷
（アイスモンスター）

山形大学理学部地球環境学科　柳　澤　文　孝　　　　　　　　　　　　　

長澤写真館　長澤壽三（利彦）・須藤明子・須藤（長澤）江美

写真１　蔵王山麓の樹氷

写真２　蔵王中腹の樹氷

写真３　蔵王中腹の樹氷

写真５　蔵王中腹の樹氷

写真４　蔵王中腹の樹氷
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写真６　蔵王山頂付近の樹氷（左：横山君　高見屋、
右：星野君　北大）

写真８　蔵王山頂付近の樹氷（横山君）

写真７　蔵王山頂付近の樹氷（横山君）

写真９　蔵王山頂付近の樹氷（横山君）

写真１１　蔵王山の樹氷（薄暮　横山君）

写真１０　蔵王山頂（左：横山君　高見屋、右：星野君
　　　　北大）
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写真１２　蔵王山頂付近の樹氷

写真１４　蔵王山頂付近（横山君）

写真１３　蔵王山頂付近（横山君）

写真１５　蔵王山頂付近（横山君）

写真１７　蔵王山

写真１６　蔵王山
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写真１８　蔵王山 写真２０　蔵王山

写真１９　蔵王山 写真２１　蔵王山
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樹氷絵葉書館 （１１）蔵王：柴崎高陽
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樹氷絵葉書館 （１２）蔵王：柴崎高陽 （生写真）
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樹氷絵葉書館 （１３）蔵王：今泉正路



― ４５ ―

樹氷絵葉書館 （１４）蔵王：堀修一



１ ．昭和９年に菅平で撮影された樹氷（アイスモ

ンスター）

　現在、樹氷（Ice Monster）は東北地方一部の山
岳地帯（八甲田山、森吉山、八幡平、蔵王山、吾

妻山）でしか見ることができない特異な自然現象

とされている。

　樹氷（Ice Monster）は東北地方にしかできな
かったのかを明らかにするため、様々な年代・地

域の絵葉書や写真を収集している。しかし、絵葉

書の場合、１０年２０年と長く使われる写真もあるこ
とから、販売された年代を推定することはできる

が撮影され年代を特定することは難しい。少なく

とも販売された年かそれ以前に撮影されたであろ

うことを推定できるにすぎない。

　長澤壽三（利彦）氏が昭和９年（１９３４年）１月
２８日に菅平（根子岳・猫岳）で撮影した写真３枚
を示す。３枚とも立派な樹氷（Ice Monster）が
写っている。これらの写真から１９３４年冬季には菅
平に樹氷（Ice Monster）が存在していたと特定す
ることができる。

２ ．菅平ではいつ頃から樹氷やアイスモンスター

についての認識があったのか

　大正１３年に大阪朝日新聞社が発行した「日本の
アルプス百景」に日本のアルプスの樹氷（アイス

モンスターではない）について記述がある。

　それでは、菅平付近ではいつ頃から樹氷やアイ

スモンスターについての認識があったのであろう

か。昭和７年以前に発行された絵葉書に樹氷（ア
イスモンスター）が扱われているものがあるが、

昭和７年以前としかわからない。
　そこで、スキーのチラシを見てみることにす

― ４６ ―

昭和９年１月２８日に菅平（根子岳・猫岳） 
で撮影された樹氷（アイスモンスター）

山形大学理学部地球環境学科　柳　澤　文　孝　　　　　　　　　　　　　

長澤写真館　長澤壽三（利彦）・須藤明子・須藤（長澤）江美



る。図１から図４は上田温泉軌道株式会社による
菅平についてのチラシである。また、図１と図
２・図３と図４はおのおの同一のチラシの表裏で
ある。

　図１に菅平ホテル竣工とあり、図２に樹氷（ア
イスモンスター）の写真と「猫岳頂上の樹氷の壮

観」の説明書がある。菅平ホテルの竣工は昭和５
年であることから、樹氷（アイスモンスター）の

写真は昭和４－５年冬季あるはそれ以前に撮影さ
れたと考えることができる。一方、図４にも樹氷
（アイスモンスター）の写真がのっているが説明

書は「背後は雪に覆われた樹木の奇観」となって

おり樹氷との記載はない。また、「当会社では、目

下のところ大ホテル建設の準備を進めている」と

の記載がある。ホテルがどの様にしてできたのか

分からないが、通常は、立案・設計と見積・予算

取り・建築準備・建築・竣工となろう。菅平ホテ

ルの竣工が昭和５年とすると、建築は昭和３－５
年ころで、立案・設計と見積・予算取り・建築準

備は昭和２－４年ころであろうか。仮に建築が昭
和４年で、準備などが昭和３年であったとする
と、チラシにある菅平の樹氷（アイスモンス

ター）は昭和３年ころには撮影され、昭和４年こ
ろには樹氷（アイスモンスター）とよばれていた

ことになる。

　現在、手持ちの情報では、その年かそれ以前と

言うことはできるが、それ以上の年代を求めるこ

とはできない。何か情報があればご教示いただけ

ると幸いである。

― ４７ ―

図３

図４

図１

図２
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樹氷絵葉書館 （１５）蔵王：雪と山の会



― ４９ ―

樹氷絵葉書館 （１６）蔵王：鐵道省



１ ． １　はじめに

　はじめに、今回の研究対象である樹氷について

説明していく。冬季の山形県蔵王の標高１５５０ｍ以
上では樹氷を見ることができる。

　この樹氷の形成過程を図１に示す。
　①　日本海で蒸発した水分がシベリアからの冷

たく乾いた季節風に乗って朝日連峰に到達す

る。

　②　朝日連峰では降雪が起き雪の核となる海塩

が消費される。そして残った水分が過冷却水

滴となって蔵王に到着し、植生するアオモリ

トドマツに衝突して着氷する。

　③　そして、着氷の隙間に降雪が多く取り込ま

れ、０℃付近の雪が互いに結合し固くしま
る。

　④　この着氷と着雪が繰り返されることによ

り、樹氷が形成される。

　また、近年ではアジア諸国の工業化が進み、そ

れと共に硫酸イオンや硝酸イオンといった大気汚

染物質の排出量も増加している。そして、樹氷が

存在する１５５０ｍ以上の場所はアジアからの強い季
節風が直接卓越する位置にある。

　したがって、上記の過程より、蔵王の樹氷には

現地性のものではなく、アジア大陸からの影響

を観測することに適しているということができ

る。

１ ． ２　海塩性と非海塩性

　本研究を説明するにあたり、様々な化学物質

データを取り扱う上で、海塩起源（sea salt）と、
非海塩性起源（non sea salt）の２つのものがある。
この内、非海塩性起源のものには土壌起源のもの

と人為起源のものに分けられる。

２ ．pHとEC（電気伝導度）

２ ． １　０９－１０年のpHとEC

　２００９－２０１０のpHの 平 均 値 は４．５±０．７、ECは
６２．５±４１であった。図２にこの２００９－２０１０のpH

― ５０ ―

樹氷に混入する大気汚染物質

山形大学大学院理工学研究科　三　浦　崇　史

図１　蔵王の樹氷の形成過程



とECのグラフを示す。全体的な傾向としてはEC
が春先にかけて高くなる傾向が見られた。１２月か
ら２月にかけてはpHの値が低くなると、ECの値
は高くなる逆相関が見られた。pHの値が低く、
ECの値が高い日はフィルターが非常に汚れてい
た。しかし、１０/０３/２４の着氷試料はpHの値も７．３
とアルカリ性になり、ECの値も１０７という高い値
が見られた。これは、後述する非海塩性カルシウ

ムイオンが増加したことから、黄砂が飛来した影

響を受けている。フィルターも黄砂の影響により

黄土色に変化している。

２ ． ２　１０－１１年のpHとEC

　２０１０－２０１１のpHの 平 均 値 は４．１±０．４、ECは
４７．７±３５であった。図３にこの２０１０－２０１１のpH
とECのグラフを示す。全体的な傾向としては、
１２月から１月まではpHの値は高く、ECの値は低
かった。しかし２月初旬からpHの値が低くなり、
ECの値が高くなる傾向が見られた。特に
１１/０２/０１、１１/０２/０４、１１/０２/０７を追っていくと
pHの値の低下、ECの値の上昇に伴い、フィル
ターの汚れが多くなっていく（図３）。この２０１０
－２０１１は春先に黄砂を多く含む着氷試料を採取す
ることはなかった。

２ ． ３　１１－１２年のpHとEC

　２０１１－２０１２のpHの 平 均 値 は４．５±０．３、ECは
４０．３±２３であった。図４にこの２０１０－２０１１のpH
とECのグラフを示す。全体的な傾向としては、
３月までpHの値は比較的高く、ECの値は低くな
り「きれいな樹氷」だったということが言える。

フィルターを見ても非常に汚れた日というものは

ほとんどなかった。

３ ．海塩成分（Na+、Cl－、ssSO４２－、ssCa２+）

　海面で波が崩れる時、多くの気泡ができる。そ

の気泡が破裂するときに細かい微小粒子が空気中

に放出される。それが蒸発すると、塩分が空気中

に残るが、その塩分が海塩粒子となる。海塩粒子

は荒れたときに発生しやすく、大気の対流によっ

て遠くまで運ばれる。

― ５１ ―

図２　０９－１０年のpHとEC

図３　１０－１１年のpHとEC

図４　１１－１２年のpHとEC



３ ． １　０９－１０年の海塩成分

　Na+、Cl－、ssSO４２－、ssCa２+の平均値はそれぞ 
れ１６２．０±１６７、１６５．０±１４７、１９．５±２０、７．０±７．４ 
（単位はμeq/l）であった（図５）。pHとECが特
徴的だった０９/１２/０１、０９/１２/０９、１０/０２/２３、１０/ 
０３/２４の試料でも海塩成分の濃度が高くなってい
る（図５）。これらの粒子は他の成分と比べてみ
ても高くなっていることから、試料採取の前日ま

で卓越する季節風の影響が強かったため、海塩粒

子が運搬されてきたと考えられる。

３ ． ２　１０－１１年の海塩成分

　Na+、Cl－、ssSO４２－、ssCa２+の平均値はそれぞれ
１１８．０±７０、９４．６±６３、１４．３±９、２４．１±２４であっ
た（図６）。０９－１０シーズンに比べて相対的に硫
酸イオン以外は低い値をとった。pHやECが特徴
的だった、１１/０２/０１から１１/０２/０７にかけて、中和
成分も増加している様子がわかる。

３ ． ３　１１－１２年の海塩成分

　Na+、Cl－、ssSO４２－、ssCa２+の平均値はそれぞれ
１０２．８±９７、１４０．４±、１２．４±１２、４．５±４であっ
た（図７）。平均値を見ると１０－１１シーズンと大
きく変わることはないが、春先にかけて中和成分

が大きく増加している時期がある。これは３年間
通して同じような傾向があるように考えられる。

しかし、０９－１０、１０－１１シーズンでは１２月初旬に
も海塩成分が高くなることがあったが、１１－１２
シーズンでは見られなかった。

４ ．中和成分（NH４
+、nssCa２+）

　中和成分であるNH４+は、農業で使用される肥料
から発生する。また、家畜のし尿からも発生す

る。上海周辺の中国東部は大きな農業地帯がある

ので、ここから発生するアンモニアガスは莫大な

量になる。硫酸や硝酸のような酸性成分は黄砂が

ない場合、このようなアンモニアガスで中和され

ている。nssCa２+は主に黄砂中にCaCO３として存在
している。この黄砂中の炭酸カルシウムは硫酸と

反応して、中和する働きをもっている。

４ ． １　０９－１０年の中和成分

　NH４+、nssCa２+それぞれの平均の濃度は、１０．７±
９、３０．０±４６（単位はμeq/l）であった（図８）。
中和成分は海塩成分と同じように春先に高くなる

傾向がある。nssCa２+の特徴的な日を見ていくと
０９/１２/０１と０９/１２/２８と１０/０２/２３と１０/０３/２４が挙げ

― ５２ ―

図５　０９－１０年の海塩成分

図６　１０－１１年の海塩成分

図７　１１－１２年の海塩成分



られる。この中でも特に１０/０３/２４の試料は特に
nssCa２+の濃度が高く、フィルターも茶色がかって
いた。また、１０/０３/２１には日本各地で黄砂が確認
されているので、その影響があったと考えられる。

４ ． ２　１０－１１年の中和成分

　NH４+、nssCa２+それぞれの平均の濃度は、
３５．７±３５、２４．１±２４であった（図９）。このシー
ズンにおいても春先に中和成分が多くなった。

nssCa２+の特徴的な日を見ていくと１０/１２/０９と
１１/０２/０７と１１/０３/０８が挙げられる。nssCa２+の濃
度が高いのは１１/０２/０７だが、この日は他の大気汚
染物質も多く混入していたため、フィルターなど

から黄砂を確認することはできなかった。

４ ． ３　１１－１２年の中和成分

　NH４+、nssCa２+それぞれの平均の濃度は、９．８±
９、０±０であった（図１０）。このシーズンにお
いて春先に中和成分が若干多くなることが確認で

きる。nssCa２+の特徴的な日を見ていくと１２/０３/０７
が挙げられる。この年は、シーズンを通して濃度

が極端に上昇する試料は得られなかった。

５ ．酸性化成分（nssSO４２－、NO３－）

　大気中の酸性物質が二酸化炭素だけならば、

pHは約５．６になるはずである。しかし実際のpHは
５．６よりも低い値をとる。この酸性化は、硫黄化
合物と窒素酸化物によるものである。硫黄化合物

に由来するSO４２－の主な起源は、人間が使用する
化石燃料の燃焼などで発生する。また、窒素化合

物に由来するNO３－の主な起源は、自動車のエンジ
ンやボイラーなどの燃焼過程である。

５ ． １　０９－１０年の酸性化成分

　nssSO４２－、NO３－それぞれの平均濃度は１００．１± 
９７、４２．０±４９であった（図１１）。特に濃度が高く
なったのは、０９/１２/０１、０９/１２/２９、１０/０２/２３、
１０/０３/２４である。pHとECのグラフと比べてみる
と、pHの値が下がり、ECの値が上昇していると
きに、この酸性化成分の濃度も共に上昇してい

る。

５ ． ２　１０－１１年の酸性化成分

　nssSO４２－、NO３－それぞれの平均濃度は１０９．４± 
１３４、５５．７±７４であった（図１２）。特に濃度が高く
なったのは、１１/０２/０７、１１/０２/１４、１１/０２/２８、
１１/０３/０８である。特に１１/０２/０７の試料は、本研究
における３年間の中でも５０９．６μeq/lという一番高
い値をとった。１１/０３/０８の試料は、酸性化成分の
多い試料の中でも、非海塩性硫酸イオンよりも硝

酸イオンの値の方が高いという結果になった。

― ５３ ―

図８　０９－１０年の中和成分

図９　１０－１１年の中和成分

図１０　１１－１２年の中和成分



５ ． ３　１１－１２年の酸性化成分

　nssSO４２－、NO３－ そ れ ぞ れ の 平 均 濃 度 は
６８．４±５７、２５．１±１９であった（図１３）。特に濃度
が 高 く な っ た の は、１２/０２/２７、１２/０３/０７、
１２/０３/１２である。過去３シーズンと同じように、
pHとECの変動と共に、酸性化成分の濃度も変動
している。また、２月の後半から３月にかけて酸
性化成分の濃度の上昇が顕著であった。逆に春先

しか酸性化成分の濃度が上昇していないことか

ら、平均値は過去２シーズンに比べて低い値を
とった。

６ ．硫黄同位体比

　石炭の硫黄同位体比は、その成因により異なる

組成を示すことが知られている。例えば、石炭化

が陸水環境において行われた場合には低い硫黄同

位体比を有する低硫黄含有炭が形成される。ま

た、海水の影響を受けた環境において石炭化が行

われた場合には低い値から高い値まで、幅広い硫

黄同位体比を有する石炭が形成される。

　また、中国北部で使用される石炭は国内で使用

されている化石燃料よりも硫黄同位体比の値が高

い傾向にあり、冬季の季節風により北日本にもた

らされる高い硫黄同位体比の値を持つ硫黄化合物

の供給源としては、主に中国の北緯３０°以北地域
とされている。

６ ． １　０９－１０年の硫黄同位体比（δ３４S）

　硫黄同位体比の平均値は０．７６±３‰であった
（図１４）。全体的な傾向を見てみると、１２月と１
月にマイナスの値を持つ試料が見られ、２月と３
月にはプラスの値を持つ試料が多くみられる。

よって１２月と１月の試料は北京より南側の方面で
滞留した硫酸イオンが多く混入して運搬されてき

たということが考えられる。反対に、２月と３月
の試料は北京付近で滞留した硫酸イオンが多く混

入して運搬されてきたということがわかる。ま

た、０９－１０において酸性化成分でもあった、非海
塩性硫酸イオンが多く測定された日を見ていく。

０９/１２/０１、０９/１２/２９、１０/０２/２３、１０/０３/２４の非海
塩性硫酸イオンの濃度はそれぞれ０．１３、２．６、
４．５、４．７‰であった。

６ ． ２　１０－１１年の硫黄同位体比（δ３４S）

　硫黄同位体比の平均値は３．３±２‰であった
（図１４）。１０－１１において、非海塩性硫酸イオン
が多く含まれた１０/０２/０４と１０/０２/０７の試料を見て
いくと、両方とも５．３‰であった。よって、この
２日の間までに運搬されてきた硫酸イオンの発生
源はほぼ同一のものであり、北京付近で滞留した

― ５４ ―

図１１　０９－１０年の酸性化成分

図１２　１０－１１年の酸性化成分

図１３　１１－１２年の酸性化成分



硫酸イオンが多く混入してきたということが考え

られる。

６ ． ３　１１－１２年の硫黄同位体比（δ３４S）

　硫黄同位体比の平均値は４．２±２‰であった
（図１４）。全体的な傾向を見てみると、本研究の３
年間だけでは比較的、硫黄同位体比の大きい値を

持つ試料が多くなっている。１シーズンを通して
４‰のものが多い。したがって北京付近で滞留し
た硫酸イオンが継続的に運ばれてきているという

ことが考えられる。１１－１２においても、非海塩性
硫酸イオンが多く含まれた１２/０２/２７、１２/０３/０７、
１２/０３/１２の試料を見ていくと、それぞれ５．１、
５．９、６．９‰であった。硫黄同位体比の値が高いの
で、北京付近またはその以北で滞留した非海塩性

硫酸イオンが多く混入してきたということが考え

られる。

７ ．２０１１年２月における試料について

７ ． １　人工衛星画像

　pHや電気伝導度、イオン等の測定をこれまで
行ってきた。しかし、その実測には分析に一定の

時間を必要とする。そこで、本研究では人工衛星

画像を用いて、ほぼリアルタイムで越境大気汚染

物質にアプローチをしていく。本研究で用いるの

は、アメリカ航空宇宙局によって作られた人工衛

星MODISの画像である。このMODIS画像は、地

表温度や海面温度、更には土地利用変化の様子を

知る、といった様々な場面で用いられる。

　今回は、東北大学大学院情報科学研究科の永谷

泉さん、東北大学東北アジア研究センターの工藤

純一教授に人工衛星画像で大気汚染物質と考えら

れる部分に黄色い色を付けて頂いた。さらに、気

圧配置のデータを重ねていただいた。なお、画像

は１日２枚撮影されている。
　今回は２０１１年２月初旬に着目し、中国の華北平
原から日本列島に大気汚染物質が運ばれてくる様

子を見ていくことにする。

　写真４に示した１１/０１/３１の人工衛星画像では華
北平原に汚染物質が滞留を始めている。天気図で

は北東に低気圧、北西に高気圧があり、冬型の気

圧配置を示している。

　写真５に示した１１/０２/０１の人工衛星画像では華
北平原での汚染物質の滞留が進んでいる。一方天

気図もまだ、冬型の気圧配置のままである。この

日に採取した試料をろ過したフィルターを見て

も、まだ比較的きれいであった（写真１）。
　写真６に示した１１/０２/０２の人工衛星画像では華
北平原にあった大気汚染物質が黄海、韓国まで移

動を始めている。一方天気図も西高東低の冬型の

気圧配置は崩れている。

　写真７に示した１１/０２/０３の人工衛星画像では大
汚染物質の一部が日本海、または九州まで到達し

ている。

　写真８に示した１１/０２/０４の人工衛星画像では、
に隠れがちではあるが、大気汚染物質が日本上空

を通過している。また、大気汚染物質の一部は山

形県蔵王付近にも到達しているようである。この

日に採取した試料をろ過したフィルターを見てみ

ると少し灰色がかり（写真２）、非海塩性硫酸イ
オンの濃度も上昇している（図１２）。
　写真９に示した１１/０２/０５の人工衛星画像でも、
大気汚染物質は日本上空を通過し続けている。山

形県蔵王も大気汚染物質が通過する経路に入って

いることが分かる。

　写真１０に示した１１/０２/０６の人工衛星画像でも、
大気汚染物質は日本上空を通過し続けている。山

形県蔵王も大気汚染物質が通過する経路に入って

― ５５ ―

図１４　過去３年分の硫黄同位体比



いる。翌１１/０２/０７の早朝に採取した試料をろ過し
たフィルターは黒くなり（写真３）、非海塩性硫酸
イオンの濃度もピークに達している（図１２）。
　写真１１に示した１１/０２/０７の人工衛星画像では、
大気汚染物質は日本上空を越えて太平洋方面へと

拡散している。この時の天気図は黄海に高気圧、

太平洋に低気圧があり、冬型の気圧配置へと戻っ

ている。

― ５６ ―

写真４　２０１１年１月３１日の人工衛星画像

写真５　２０１１年２月１日の人工衛星画像

写真６　２０１１年２月２日の人工衛星画像

写真７　２０１１年２月３日の人工衛星画像

写真８　２０１１年２月４日の人工衛星画像

写真９　２０１１年２月５日の人工衛星画像

写真１０　２０１１年２月６日の人工衛星画像

写真１１　２０１１年２月７日の人工衛星画像

写真１～３　２月１日（左）、 ４日（中央）、 ７日（右）
に採取した試料をろ過したフィルター



７ ． ２　２０１１年２月初旬のまとめ

　これらをまとめると以下のような事象が推定さ

れる。

　茨　２月１日に華北平原付近に大気汚染物質が
滞留

　芋　西高東低の冬型の気圧配置が崩れるととも

に、２月３日頃から大気汚染物質が
　　　日本海へ流出し、２月４日頃に山形県蔵王
へ到達。

　鰯　２月５～６日には大気汚染物質が日本へ運
搬され続ける。

　允　２月７日になると、西高東低の冬型の気圧
配置に戻り、大気汚染物質の運搬は終わる。

これはシベリアからの季節風が強くなったた

めと考えられる。

８ ．まとめ

８ ． １　０９－１０年の着氷試料の特徴

　pHとECのグラフと比べてみると、pHの値が下
がり、ECの値が上昇しているのは、０９/１２/０１、
０９/１２/２９、１０/０２/２３であり、この日は酸性化成分
の濃度も高くなっている。しかし、１０/０３/２４の試料
は酸性化成分の濃度は高かったが、pHの値も７．２
と高かった。また、この日の着氷試料はnssCa２+の
濃度が高く、フィルターも茶色がかっていた。黄

砂の影響と考えられる。

８ ． ２　１０－１１年の着氷試料の特徴

　２月初旬にかけて、大量の大気汚染物質が山形
県蔵王まで運搬されてきたことがわかった。人工

衛星と天気図を組み合わせで見ていくと、冬型の

気圧配置が崩れるとともに汚染物質が流出してい

ることが分かる。また、その時の硫黄同位体比が

５‰程度であったことから、山形県蔵王に運搬さ
れてきた大気汚染物質は北京付近のものが多く混

入しているということが考えられる。

８ ． ３　１１－１２年の着氷試料の特徴

　海塩成分、中和成分、酸性化成分のいずれも平

均値はいずれも３年間で１番低く、目立ったイオ
ンの変動もないことから、１シーズンを通して比
較的「きれいな樹氷」であったと言うことができ

る。硫黄同位体比の平均は４‰とこの３年間で一
番値が高く、北京付近またはその以北で滞留した

非海塩性硫酸イオンが多く混入してきたというこ

とが考えられる。

― ５７ ―

写真１２　試料採取風景



― ５８ ―

樹氷絵葉書館 （１７）蔵王：雪景色



― ５９ ―

樹氷絵葉書館 （１８）蔵王：旅館 （高見屋）



― ６０ ―

樹氷絵葉書館 （１９）蔵王：旅館 （山形屋）



１ ．はじめに

　日本百名山のひとつである八甲田山は、標高

１，５８５mの八甲田大岳を主峰とした山群の総称で
あり、北側にある八甲田大岳・前岳・田茂萢岳

（たもやちだけ）・赤倉岳・井戸岳・石倉岳・高田

大岳・雛岳・小岳・硫黄岳の１０の山々を総称して
北八甲田、南側にある櫛ケ峰・赤倉岳（南）・横

岳・猿倉岳・駒ヶ嶺・乗鞍岳の６の山々を総称し
て南八甲田と呼んでいます（写真１）。八甲田山
の田茂萢岳山頂（標高１，３２６m）には、ロープ

ウェーを利用して、年間を通してアクセスするこ

とができるため、多くの観光客やスキーヤーが訪

れています。冬季には、八甲田ロープウェー山頂

公園駅舎周辺でも「樹氷」を観察することができ

ます。前号では、八甲田の樹氷に含まれる化学成

分濃度と気象データ解析から越境大気汚染問題に

ついて紹介しました。本号では、八甲田山と樹氷

の素晴らしさをお伝えするために、樹氷を観察す

ることができる八甲田山の気象条件と、樹氷の写

真について紹介したいと思います。

― ６１ ―

八甲田山でみられる樹氷

公益財団法人環境科学技術研究所　赤　田　尚　史

八甲田ロープウェー株式会社　福　地　孝　典

写真１　八甲田山の全景

写真２　八甲田ロープウェー山頂公園駅舎周辺の樹氷



２ ．八甲田山の気象

　樹氷とは、大気中に存在する０℃以下でも凍結
しない水滴（雲粒）である過冷却水滴が物体に衝

突し付着する着氷現象と雪片が強風により物体に

衝突して固着する着雪現象が繰り返されることで

生成される自然現象です。そのため、厳しい環境

条件下において大きく成長します。ここでは、八

甲田山の気象について簡単に紹介します。

　まずは、昨年度（平成２３年度）八甲田ロープ
ウェー山頂公園駅舎で観測された午前９時におけ
る気温についてです。各月の平均気温と変動範囲

を図１に示します。５月から１０月にかけての平均
気温は０℃を上回り、８月には１５℃を上回ってい
ます。一方、冬季には－１０℃を下まわり、平成２４
年１月２８日には－１５．２℃を記録しました。一般家
庭にある冷凍庫はおおよそ－１８℃であることか
ら、それに近い温度です。この気温は、午前９時
における観測結果ですので、夜は冷凍庫より冷え

ていたことが予想されます。樹氷の見頃は１月か

ら２月です。観光で樹氷を観察する際は、しっか
りした防寒着が必需品です。

　山頂駅での初雪観測日を図２に示します。例年
１０月中旬に初雪が観測されていますが、早い年で
は９月末です。昨年度は、１０月１９日に初雪が観測
されました。これは、平野部と比べて一ヶ月以上

早いことになります。

　平成２３年度の山麓駅舎で観測された積雪深につ
いて、小雪年（１９９７－１９９８シーズン）、豪雪年
（２００４－２００５シーズン）、平年（２０００－２００１シーズ
ン）の記録とともに図３に示します。豪雪年であ
る２００４－２００５年シーズンは２０１１年３月３日に
５４０cmの積雪深が観測されています。５４０cmの積
雪深と言われてもピンときませんが、おおよそマ

イクロバス２台分です。少しはイメージできるで
しょうか（笑）。なお、昨年度（２０１０－２０１１シーズ
ン）の最大積雪深は４１５cm（２０１２年３月１２日）で
あり、おおよそ平年並みでした。積雪量に合わせ

て、八甲田スキー場のオープン期間も変わってき

ますが、昨年度は５月中旬までスキーやスノー
ボードを楽しむことができました。

３ ．おわりに

　樹氷は、八甲田山を含む東北地方の一部の山岳

地帯（八幡平、蔵王、森吉山、天元台など）だけ

で見られる特異的な現象であり、海外にも例はあ

りません。冬季の厳しい環境の中で成長する樹氷

は、まさに自然が作り出す芸術作品です。今回紹

介した気象状況をみて、冬の八甲田山の厳しい環

― ６２ ―

図１　八甲田ロープウェー山頂公園駅舎で観測され
た午前９時の気温の変化（平成２３年度）

図２　八甲田ロープウェー山頂公園駅舎における初
雪観測日

図３　八甲田ロープウェー山麓駅舎で観測された積
雪深



境を想像できたのではないでしょうか。また、た

くさんの美しい樹氷の写真を見て、本物を見てみ

たくなったのではありませんか。皆さんも是非一 

度、冬の八甲田山の自然が作り出す「スノーモン

スター」と呼ばれる樹氷を観察してみてくださ

い。

― ６３ ―

写真３　成長途中の樹氷と成長した樹氷

写真４　樹氷



― ６４ ―

写真５　樹氷にみられる風上側に成長した氷結晶（通称：エビのしっぽ）

写真６　風下側に傾いた樹氷



― ６５ ―

写真７　夕暮れと樹氷

写真８　八甲田と樹氷

写真８　夕日に染まる樹氷



― ６６ ―

樹氷絵葉書館 （２０）蔵王：童謡



― ６７ ―

樹氷絵葉書館 （２１）蔵王：風俗



１ ．はじめに

　冬季に着氷と着雪の双方で形成される樹氷は、

アイスモンスターとも呼ばれる特異な雪氷現象

で、東北の一部高山地帯にしかできない。これま

での研究で、樹氷について、その形態の地域特異

性や、成り立ち、組織構造、樹氷内部の温度変化

（参考文献１）、樹氷に付着する汚染物質（参考文
献２）などについて調べられている。また着氷現
象の気温や風速、霧粒の大きさによる生成の違い

についても調べられている（参考文献３）。ここ
では、①冬季の季節風によってもたらせられる過

冷却水滴が樹木などに衝突する物理的衝撃により

瞬時に凍着すること、②降雪や吹雪による着雪に

より樹氷の成長すること、の双方により天然の樹

氷が形作られることを簡素に理解するために低温

風洞を用いた実験を行ったので報告したい。

２ ．樹氷について

　冬季、冷たく乾いたユーラシア大陸内陸からの

季節風は、対馬海流の北上する日本海を渡るとき

に海面から多量の熱と水蒸気を供給されることで

気団変質を生じ、東北地方の南北を貫く脊梁山脈

の斜面を昇る過程で冷やされ凝結して過冷却水滴

を含む。樹氷はその過冷却水滴が物体に衝突して

瞬時に凍結する着氷現象であり、このときの着氷

をライム（=rime；狭義の樹氷）という。ライム
が高山地帯に自生するアオモリトドマツ（オオシ

ラビソ）に生じて成長する際、降雪が加わり大き

くなったものがアイスモンスターである。樹氷は

秋田の森吉や青森の八甲田、そして蔵王山などで

見ることはできるが、その場所は限られている。

降雪量が過多の場合、ライムが着雪により原型を

留めないばかりか積雪深がアオモリトドマツの樹

高を超えてしまい樹氷が埋没してしまう。逆に降

雪量が過小な場合は肉付きの少ない（したがって

あまり巨大には成り難い）、ライムが大半の樹氷

になると言われている（参考文献１）。このよう
に樹氷の生成には、過冷却水滴の供給量や降雪量

が適当であることが必要だと考えられている。

３ ．実験の原理

　人為的に樹氷（=ライム）を作るには、何らか
のターゲット（着氷形成の芯になるもの）に過冷

却状態にした微小水滴を衝突させれば良い。過冷

却水滴を作るには気温－１０℃以下の風洞などで適
度な風を吹かせ、スプレーノズル等により微小水滴

を噴霧する。なお、ノズルから噴霧するときの水温は

０℃以上で構わない。なぜなら、氷点下で微小水
滴が吹き流される間に周囲と熱交換を行い、過冷却

状態（マイナス数度程度）になるからである。こうし

た実験には、氷点下で一定の風速を保てる風洞があ

れば理想的であるが、より簡便には氷点下の屋外

または低温室内で扇風機と霧吹きなどを利用しても

可能である。過冷却状態の水滴が風下のターゲット

（樹木など）に当たると凍結し着氷を生じるが、この

ときの過冷却の度合いによって、ライム（樹氷；充分

過冷却になっている場合）・粗氷（中程度の過冷却

状態）・雨氷（弱い過冷却状態）、と着氷状態が変

化する。なお、着氷と同時に着雪も起きるように上

手く調整することで、山で見られるような大きな樹氷

（アイスモンスター）に近づけることができる。

４ ．実験手順

　以下２０１１年の実験例に基づいて説明する。２０１１
年２月１４日より１８日までの５日間を実験期間とし
た。防災科学技術研究所雪氷防災センター新庄支

所の低温風洞内に、風上に液水を噴霧するスプ

レーノズル、６～８ｍ程度風下に樹氷生成の核に

― ６８ ―

低温風洞における人工樹氷の生成実験

秋田大学教育文化学部地学研究室　本　谷　　　研



なる試験体（葉が密生した針葉樹に見立てた小型

のクリスマスツリー）を設置した（図１、図２参
照）。風速を約２m/s、４m/s、６m/sの３つの条
件、および気温－１０℃または－１８℃とした条件で
液水を風上からスプレー（図３）する。このとき
に供給される水滴の大きさは８０ミクロン（０．０８mm）
以下である（図４）。水滴は風下へ流されるうちに
過冷却水滴となり試験体風上側にぶつかって凍着

し、樹氷の基本形となるライム（rime）が成長する
（図５、６）。また、降雪実験では同支所の人工降
雪装置により樹枝状の雪を準備し、風洞上部の降雪

― ６９ ―

図１ ．実験の模式図

図２ ．装置の全体図．風洞内下流（左側）に着氷雪の
ターゲットとなるミニツリー、上流（写真中ほど）
に水滴を放出するスプレーノズル（図３）を配置

図３ ．スプレーノズルの拡大図

図４ ．スプレーから供給する水滴の顕微鏡写真．図中
の横線幅が１mmを表す

図５ ．ツリーに着氷した樹氷の様子



装置（ふるい）により降雪を加えた場合についても検

討した。スプレーに用いた液水（原水）、各条件下

で着氷および着氷雪を作成し、溶存物質の濃集（ま

たは昇華・蒸発量の推定）による塩素イオン濃度の

変化（元が水道水であるので、純水の昇華により溶

存イオン濃度の変化が期待される）などを調べた。

　気温および風速を変えて行った着氷雪実験のシ

ナリオを表１にまとめた。気温が－１０℃の条件で

は、風速２m/s（run１）と４m/s（降雪無し=run
２、有り=run３の２パターン）、気温－１８℃では、
風速２m/s（降雪あり=run４）と４m/s（降雪無
し=run５、有り=run６の２パターン）および６
m/s（run７）で着氷実験を行った。なお、スプ
レーと降雪装置、ツリーの配置は、ツリーの位置

のみで調整することとし、風速２m/sのとき
（run１とrun４）ではスプレーとツリー間の距離
が６m、風速４m/s、６m/sの時（run２、３およ
びrun５、６、７）では８m（上流側）および９m
（下流側）に固定した。降雪ありの場合は、ふる

い式の降雪装置の出口を木片で１/４に絞って４
分間降雪なし（過冷却水滴のみによる着氷）とし

た後に１分間降雪を起すというパターンを繰り返
した。降雪ありの場合の樹氷の様子を図７に示
す。

５ ．結　果

【知覚による状態の観察】

　各実験でツリーおよび風洞内に生成した着氷雪

を観察した。着氷雪実験のシナリオについては表

１を参照のこと。なお、サンプルの①、⑤、⑩、
⑬、⑯は水滴のスプレーに用いる原水（スプレー

に接続する散水栓から採水したもの）を表す。②

は完全な雨氷でスプレーから風下に４ｍ地点の風
洞床に生じたものをサンプルした（図８、９）。
なお、風洞床に雨氷が見られたのは表１のrun１、
run４（ただし粗氷と雨氷の中間を呈した）など
風速２m/sの場合のみで、風速４m/sの時は明瞭
でなかった。最も乾燥して脆いrimeができたのは
run２のツリー着氷（⑥）の場合であり、他のrun
における降雪のない場合の着氷③、⑪、⑱は⑥に

比せばやや硬く粗氷に近い状態であり、風速６
m/sとした着氷⑱ではかなり雨氷に近い粗氷状を
呈していた。風洞の最も風下にある金網への着氷

もサンプルした（④、⑦、⑨、⑫、⑮、⑲）が、

金網への凍着力が一番小さかったのもrun２の⑦
で⑫や⑮、⑲では凍着力が大きく金網から着氷を

剥がし難く④と⑨ではそれらの中間と、ツリーへ

の着氷と同様の傾向がみられた。

― ７０ ―

図６ ．図５に同じ．ただし、拡大したもの．樹氷（rime）
の長さは４cmほど（５時間育成）

図７ ．着氷と着雪の両方により生成した樹氷（風速４
m/s、気温－１０℃；run３の場合）



【塩化物イオン濃度】

　サンプルした原水および着氷雪の塩化物イオン

濃度と原水に対する濃度変化を表２に示す。なお、
原水の塩化物イオン濃度は７．９９から８．２１mg/lで

安定していた。表２サンプルの（０）は人工雪を
表すが、人工雪の原水がイオン交換樹脂により処

理されているため塩化物イオン濃度は０．１７mg/l
とかなり低くなった。最も塩化物イオン濃度変化

が大きくなったのは－１０℃、風速４m/sのケース
⑥、⑧（雪の有無によらない）であった。水滴の

蒸発（と着氷の昇華）が最大であったことに対応

すると思われる。同条件（例えば－１８℃、風速４
m/s）で降雪のあるなしを比較すると、降雪なしで
は０．８１mg/l増加（⑪）に対し降雪ありでは０．１５mg/l
増加（⑭）に止まっている。この他、－１０℃、 
２m/sの場合（⑰）では、大量の着雪（（０）同様
人工雪の塩化物イオン濃度が低いため）によって

塩化物イオンが希釈されたものと解釈できる（目

視ではこのときの着雪が最も多かった）。この他、

雨氷となった②では濃度変化は負となった。

６ ．考　察

　今回の実験方法では、スプレーした水滴を過冷

却状態にするのを低温風洞内での流化に伴う熱交

換だけに頼っているため、熱交換に十分な時間が

得られていないといわゆるライム（力学的に脆

く、乾燥した状態の着氷）ではなく、粗氷（ライ

ムにくらべ硬くなり氷に近い、水分量が多い着

― ７１ ―

表１ ．着氷実験における気温・風速・降雪の有無の条
件一覧（「サンプル」欄は着氷状態，塩化物イ
オン濃度分析における識別番号を示す）．

図８ ．雨氷が生成した風洞床（矢印部）

図９ ．採集した雨氷

表２ ．原水および着氷雪の塩化物イオン濃度と原水
に対する濃度変化．



氷）または雨氷（濡れたまま水分が極めて多い状

態で生成される着氷、透明な氷状）になる。この

ため、風洞床の着氷を観察するとスプレー近傍か

ら雨氷、粗氷、ライム状となる場合が多く、実験

でもこの傾向が見られたと考えられる。

　塩化物イオン濃度の分析では、（過冷却）水滴の

蒸発に伴う濃集が見られたが最も正の濃度変化が

大きかったのは－１０℃、風速４m/sとした場合で
あった。この結果を逆に考えると水滴の蒸発量が

この条件で最大であったことを示唆している。こ

の条件に比較的近い－１０℃、風速２m/sおよび－
１８℃、風速４m/sの時にも着氷における塩化物イ
オン濃度の上昇は見られるが、ともに－１０℃、風
速４m/s条件時の８割程度に止まっている。さら
に、－１８℃でも風速６m/sとしてやや雨氷に近い
粗氷状態の着氷では－１０℃、風速４m/s条件時の
６割程度とさらに濃度変化が小さくなったが、こ
れは水滴の蒸発よりも過冷却度が弱かかったこと

が効いているとみるべきであろう（これは－１８℃、
風速６m/sでも一番風下の金網着氷の濃度変化が
比較的大きいことから推定できる）。実験条件下で

は風洞内にスプレー（最初の水温は４ないし５℃
程度）された水滴が流下に伴い過冷却状態になる

ため過程で、最初に顕熱交換よりも蒸発による潜

熱が大きな冷却効果をもたらすので風速が大きく

（したがって乱流成分も大きいため水滴の空間密

度が下がりやすい→蒸発しやすい）かつ温度が低

すぎないことが過冷却度の高い水滴を作る上で重

要だと考えられる。

　また、完全な雨氷（②）では塩化物イオン濃度

が原水に比べ著しく低下したが、これは風洞内に

おいて非凍結の液面からの蒸発により塩化物イオ

ンの抜気が効率的に生じたか、着氷時の脱塩が生

じたためと予想される。つまり、過冷却以前また

は弱い過冷却時に液面から塩化物イオンが気体と

して逃げ減少したか、雨氷の成長過程で液水と接

しながら当節するwet growthとなっていたため
未凍結水によって溶脱した塩化物イオンが流出し

たのではないかと考えられる。

７ ．まとめ

　実験結果をまとめると次のようになる。

１）風速４m/s時の実験よりスプレーによる水滴
供給がないと着雪はほとんど生じない。つま

り、過冷却度との関係は不明ながら水滴が着雪

を助ける効果は確かに大きい。

２）乾いた凍着によりrimeを作るには風速２m/s
で６m程度、風速４m/sで１０m以上の吹走距離
が必要（ただし、気温－１０℃、スプレー水温１０℃
程度の場合）。

３）スプレー原水（元の水）と比べ着氷の塩化物
イオン濃度上昇が認められた。

　以上、実験室的な樹氷生成について紹介した

が、こうした実験により樹氷に含まれる物質の生

成時における取り込みや濃集についての基礎的知

見や、様々な条件下で生じる着氷雪生成過程の理

解につながることを期待している。
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樹氷絵葉書館 （２２）山形 （雪国）



― ７４ ―

樹氷絵葉書館 （２３）山形 （雪国）



　平成１８年豪雪の２００６年１月８日に菅平で撮影し
た樹氷の写真です。撮影場所は菅平高原大松エリ

アスキー場のトップ大松山山頂で標高は１６４９ｍで

す。この時、少し湿った雪が降ったようで樹木の

枝折れが起こっていました。

― ７５ ―

平成１８年１月８日に菅平で撮影した樹氷

（独）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
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樹氷絵葉書館 （２４）五色温泉
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樹氷絵葉書館 （２５）五色温泉



１　はじめに

　平成２３年度の蔵王スキー場（山形市分）の入込
客数は４０８，０００人であった。過去に、平成２年度
のスキー客が１，５８１，０００人に達し過去最高となっ
た。この数字から考えれば、平成２３年度のスキー
客数は平成２年度の４分の１である。かつて、リ
フトに乗るにしても３０分から１時間ぐらい並んで
待つのは普通であった。しかし、現在のゲレンデ

を見みれば、スキーヤーは疎らで、リフトも並ぶ

ことなく乗ることができるばかりか誰も乗らない

リフトが動いている。

　平成２年度以降、バブル経済の崩壊、世界同時
不況により、入込客数が年々減少する中で、蔵王

温泉では観光協会が中心となって、平成２２年に
「蔵王温泉開湯１９００年祭」を実施し入込客数の回
復を図ろうとした。しかし、平成２３年３月１１日、
東日本大震災が発生し福島第１原子力発電所が爆
発し放射能が漏れたことにより風評被害が発生

し、入込客数が益々減少するに至っている。さら

に、若者のスキー離れ等も加わり、蔵王温泉の観

光の基本スタイルであった温泉とスキーという形

態に陰りが見えてきた。

　今後、平成２６年２月２１日（金）から２４日（月）
の４日間にわたって、蔵王で第６９回国民体育大会
冬季スキー競技会「やまがた樹氷国体」が開催さ

れる予定である。さらに、引き続き、平成２６年６
月１４日から９月１３日まで、東日本旅客会社の他、
北海道旅客会社、東海旅客会社、西日本旅客会

社、四国旅客会社、九州旅客会社の６社と指定さ
れた地方自治体、地元観光事業者が協同して行う

大型観光キャンペーン「デスティネーションキャ

ンペーン」を展開することになっている。そのた

め、平成２５年度の蔵王は、今まで落ち込んだ入込
客数を増大させ観光を再生する大きなチャンスで

あると考えられる。なお、この国体のテーマは、

「樹氷輝き　人つどい　未来につなげ　君の元

気」である。既に、国体に向けての準備は進めら

れている。

　このような状況の中で、蔵王温泉の主要な通り

の１つである「蔵王温泉樹氷通り（以下「樹氷通
り」という）」では、拡張工事終了後の取り組み

について考えている。しかし、今までの取り組み

経緯、樹氷通りの住民の取り組み姿勢、具体的な

構想、拡張工事に関連する要因から、なかなか拡

張工事終了後の取り組みが見えてこない。

　本稿では、樹氷通りの拡張工事終了後の取り組

みについて、今後実施する予定の「やまがた樹氷

国体」「デスティネーションキャンペーン」の実施

を見据えながら振興の可能性と諸課題について整

理するものである。

２　蔵王温泉へ到る経路

　主要国道から樹氷通り（蔵王温泉）に至る主な

ルートとしては５つの経路がある。具体的には、
山形自動車道山形蔵王ICから国道２８６号・県道１６７
号（妙見寺西蔵王公園線）・県道５３号（山形永野
線・一部有料道路「西蔵王有料道路」３．２kmを含
む）で到るルート、国道１３号から県道５３号（山形
永野線）で到るルート、国道１３号から県道２１号
（蔵王公園線）で到るルート、国道１３号から県道
１２号（白石上山線）・県道１４号（上山蔵王公園線）
で到るルート、国道１３号から県道１２号（白石上山
線）・県道５３号（山形永野線）で到るルートであ
る。

　また、国道２８６号から県道１６７号・県道５３号（一
部は県道２１号・県道１４号と重複）・県道１２号・蔵
王ハイラインのルートは、蔵王の御釜に至るルー

トであり蔵王国定公園の山形県側を縦断する風光
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明媚な観光道路となっている。

　特に、国道２８６号から県道１６７・県道５３号が県道
２１号に合流するまでを通称「西蔵王高原ライン」
と呼んでいる。さらに、県道５３号が県道２１号と重
複する部分から再び県道２１号に入り、樹氷通り（県
道２１号・県道１４号・県道５３号）に至り、再び県道
５３号が県道１２号と合流するまでを通称「蔵王ライ
ン」と呼んでいる。それ以降は、県道１２号が、蔵
王の御釜に至る有料道路「蔵王ハイライン」に連

絡するとともに、さらには宮城県の遠刈田温泉に

至るルートを通称「蔵王エコーライン」と呼んで

いる。（図１を参照）

３　蔵王温泉樹氷通りの概要

　樹氷通りは、県道２１号・県道１４号・県道５３号の
３つの県道から構成されるメインストリートとそ
の両側に立地する土産屋、食堂、レストラン、旅

館、ホテル、ロッヂ、レンタルスキー店、ロープ

ウェイの発着所等、約４５軒が街並みを形成してお
り（図２を参照）、どこかヨーロッパのスキーリ
ゾートの雰囲気を醸し出している。

　また、この通りを酢川・一度川・二度川・三度

川・祓川の５つの小河川が横断しており、温泉の
湯気が立ち込める風景は日本の温泉地の典型的な

風景にも映る。現在、樹氷通りは拡張工事を行っ

ている。

　樹氷通りの拡張工事は、平成９年から説明会と
現地調査が始まっており、平成１２年度は国の予算
化・事業化が行われ、具体的な工事は平成２０年度
から始まっている。現在の拡張工事は、第１期工
事であり、今年で４年目が終ろうとしている。完
成予定は平成２５年度であるが事情により少し延び
ることが予想される。

　樹氷通りでは、「蔵王温泉樹氷通り振興会（以下
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図１　蔵王温泉周辺道路マップ



「振興会」という）」が中心となって拡張工事終

了後の樹氷通りをどのように振興していくべきか

を考えてきたが、明確な考え方を出すことができ

ないまま今日に至っている。このような取り組み

の背景には、最近の蔵王温泉の入込客数の減少が

あると考えられる。特に、平成２０年の世界同時不
況、平成２３年３月１１日の東日本大震災による福島
第１原子力発電所の事故に伴う風評被害は、蔵王
温泉の入込客数の減少に大きく影響していること

は明らかである。さらに、この取り組みは、同時

に樹氷通りの後継者育成のねらいもあり、今後の

蔵王温泉全体の振興にも波及効果が期待される。

　樹氷通りには、中森ゲレンデ・蔵王中央ロープ

ウェイの温泉駅と横倉ゲレンデ・蔵王ロープウェ

イの蔵王山麓駅が接続する。蔵王中央ロープウェ

イは、鳥兜山（１３８７ｍ）の山頂の鳥兜駅に通じる。
蔵王ロープウェイは樹氷高原駅まで登り、さらに

そこから蔵王ロープウェイ山頂線に繋がり蔵王地

蔵山頂駅に至る。（図３を参照）その他に、竜山ゲ
レンデ、上ノ台ゲレンデ、サンライズゲレンデも

近い。

　また、樹氷通りでは、美味しい食べ物屋が多い。

蔵王名物の稲花餅（いがもち）・ラーメン・そば・

玉コンニャク・ジンギスカン等が販売されてい

る。

４　蔵王温泉樹氷通り振興会と山形大学人文学部

との取り組み経緯

　樹氷通りの振興策の検討については、平成１２年
度から取り組んでいる。しかし、当初の取り組み

は、景観施策を主として街に欧米のスキーリゾー

トのような機能を持たせることを考えていた。し

かし、その考え方は、クリアランス型の開発であ

り、従来からの樹氷通りを大きく変えるもので

あった。そのため、樹氷通り住民にとっても違和

感があり計画を全て受け入れられるものではな

かった。

　そこで、平成２２年５月から、振興会を中心とし
て樹氷通りの振興策を再度検討することになっ

た。樹氷通りの振興策を検討する前に、振興会役

員と何回かの事前打ち合せを行いながら進め方に

ついて検討してきた。その主なものは次の通りで

ある。
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図２　県道と蔵王温泉樹氷通りの関係



　①　平成２２年９月１５日
　事前調査及び事前打ち合せを実施し、いよいよ

振興会役員と今後の樹氷通りの振興策検討の取り

組みについて本格的な意見交換を行った。特に、

今後の進め方について確認を行い、先ずは４つの
地区ごとの代表が参集し今後の方向性について話

し合うことになった。

　②　平成２２年９月２１日
　振興会会長であり「蔵王温泉樹氷通り街並みづ

くり委員会（以下「街並みづくり委員会」とい

う）」代表と４つの地区ごとの代表が参集し、今
後の樹氷通りの取り組みについて第１回目の意見
交換を行った。特に、今までの取り組み経緯につ
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図３　蔵王温泉樹氷通りと接続するゲレンデの位置関係図（ZAO　２０１３　蔵王温泉スキー場　蔵王温泉観光協会案内所より作成）

写真１　東松島市での震災復興作業風景



いて説明を受け、これらの取り組みについて振り

返りながら内容を検証した。この席上で出た意見

は整理し、第２回目の意見交換会に反映させるこ
とにした。

　③　平成２２年１０月４日
　振興会会長と４つの地区ごとの代表が参集し、
今後の樹氷通りの取り組みについて第２回目の意
見交換を行った。特に、これらから樹氷通りの振

興で必要な施策について話し合った。この席上で

出た意見をまとめ、次回の第１回目の提案に反映
させることにした。

　④　平成２２年１０月２７日
　事前調査及び２回の意見交換の結果を踏まえ
て、山形大学人文学部地域連携担当及び「山形大

学人文学部地域づくり研究会（以下「地域づくり

研究会」という）」から今後の樹氷通りの振興策

の取り組みについて、街並みづくり委員会の役員

を対象として、第１回目の提案さらには今後の検
討材料となる提案を行った。その後、この提案を

土台にし、さらに役員全体、地域住民に提案を行

うことにした。

　その他にも当時人文学部内に結成された地域づ

くり研究会に所属する学生とともに現地調査を継

続的に実施した。しかし、第１回目の提案後、冬
のスキーシーズンが到来したこと、平成２３年３月
１１日に東日本大震災が発生し、山形大学人文学部
でも蔵王温泉でも震災復興に従事することになっ

たため、平成２３年度は振興策の検討は一時中断し
た。しかし、現地調査は定期的に継続され、その

一環として樹氷通りの拡幅工事終了後の振興策に

ついての研究も続けられた。今後は、再び樹氷通

りの振興策の検討について、地域の関係者ととも

に取り組む予定である。

５　蔵王温泉樹氷通りの街並み（まち）づくりの

目標と基本方針づくりの経緯

　樹氷通りの拡幅工事の地元説明会と本格的な現

地調査は、平成９年度から始まっている。しか
し、定かではないが、拡幅工事の要望は平成９年
度以前から地元より出されていたと考えられる。

その後、平成１２年度には、「主要地方道上山蔵王
公園線道路改良工事（以下「改良工事」という）」

として国の予算化・事業化が承認され、全体計画

を策定することになった。その後、平成１３年１２月
１２日に街並みづくり委員会を発足させ、「第１回蔵
王温泉街並みづくり全体会議」の開催から本格的

な検討が始まった。

　この街並みづくり委員会では、今後のスケ

ジュール、会則の承認、組織の結成、役員の選出

等が行われ、地元が主体となって街並みづくりを

行うことを確認した。特に、組織の結成において

は、全体会議、幹事会、必要に応じてブロック会

議を開くこととし、次の図４のように樹氷通りを
５ブロックに分けた。また、ブロック会議は、土
地問題を含め、きめの細かな議論と打ち合せがで

きるように配慮されたものでもある。

　具体的な区分としては、第１ブロックはガソリ
ンスタンドから酢川区間、第２ブロックは酢川か
ら一度川区間、第３ブロックは一度川から二度川
区間、第４ブロックは二度川から三度川区間、第
５ブロックは三度川から蔵王ロープウェイ駐車場
区間となった。

　その後、学識経験者に指導・助言・とりまとめ

を依頼し、樹氷通りの景観づくりに関する基本方

針を作成することになった。作成作業では、ワー

クショップ、講演会、現地検討会、先進地視察等

を行いながら樹氷通りの街並み（まち）づくりの

目標と基本方針づくりに取り組んだ。

　さらに、平成１５年１１月１０日には、樹氷通りの街
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図４　街並みづくり委員会ブロック会議対象区域区分



並み（まち）づくりをさらに具体的なものにする

ために「広場分科会」「おもてなしデザイン分科

会」「道路分科会」の３つの分科会を発足させて取
り組んで行くことになった。平成１７年１１月１１日、
樹氷通りの街並みづくり及び道路整備に関する基

本方針が各分科会で決定した。

　平成１７年１２月１３日、樹氷通り街並みづくり協定
の同意率が８０％に達し協定締結のための３分の２
を越えたために、幹事会で協定を施行することが

決まった。さらに、同日「蔵王温泉樹氷通り街並

み審査会（以下「街並み審査会」という）」も発足

した。その結果、平成１８年２月９日付けで山形市
との間に「蔵王温泉樹氷通り街並みづくり協定」

が締結され同年２月２１日に「まちなみデザイン協
定認定書」が交付された。なお、街並みづくりの

イメージとしては「人が主役」「山並みがきれいに

見える」「温泉地実感」等が提唱された。

　しかし、樹氷通りの住民にとっては、街並みづ

くり及び道路整備に関する基本方針だけでは不十

分であり、樹氷通り振興のためのもっと具体的な

戦略が必要であると考えていた。しかも、樹氷通

りの改良工事の完成に合わせて展開できる振興策

が必要であると考えていた。そのため、樹氷通り

振興のために具体的な戦略の構築に、山形大学人

文学部に支援を求めることになった。

　このような樹氷通りの振興策作成については、

「蔵王温泉環境景観美化計画」の作成同様に、地

域づくり研究会と世話人の教員が当たることに

なった。さらに、この取り組みは、樹氷通りの振

興策を検討することによって同時に後継者育成も

図ろうというねらいがあった。もし、このことが

旨くいけば、蔵王温泉全体に良い影響を及ぼすも

のと期待された。樹氷通りの振興策作成について

は、既に蔵王温泉全体の構想づくりとして取り組

んでいた「蔵王温泉環境景観美化計画」と並行し

て進められた。なお、樹氷通り側の実質的主体

は、既存組織である振興会にすることにした。

　樹氷通りの振興策の提案は、平成２２年９月から
始まった。最初の作業は、振興会の役員と４つの
地区ごとの代表が参集し、基本的な話し合いと意

見交換を行った。その上で、樹氷通りの活性化に

ついて、参考となる活性化施策を幾つか提案する

ことになった。その結果、地域づくり研究会及び

世話役の教員より、１０月末には樹氷通りの活性化
施策の案を幾つか提案することができた。その

後、役員との話し合いは進めているが、スキー

シーズンの到来と３月１１日の東日本大震災の影響
もあり、振興策の検討作業を一時中断せざるを得

なくなった。

６　蔵王温泉樹氷通りのまちづくりに対する山形

大学人文学部の支援

　樹氷通りの振興策の検討に関する山形大学人文

学部の支援は、平成２１年３月に蔵王温泉観光協会
（以下「観光協会」という。）との間に同学部が地

域連携協定を締結したことに基づいている。この

連携協定の正式名称は「蔵王温泉観光協会と山形

大学人文学部の連携に関する協定書」である。協

定の有効期間は２年間であり、更新することがで
きる。

　その目的は、双方が多種多様な分野で連携・協

力しながら、地域社会の発展と人材育成に寄与す

ることである。連携分野としては、観光客の誘

致、まちづくり、教育・文化の振興、人材育成、

国際交流、その他目的を達成するために必要なこ

とに取り組むことになっている。

　また、平成２２年に、蔵王温泉で展開された「開
湯１９００年祭」への山形大学人文学部教員及び学生
の参加・協力、地域連携協定が縁で何回か合同で

震災復興に行っていること、蔵王温泉商店会から
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写真２　樹氷通りの遠景（平成２４年１２月２９日撮影）



の山形大学人文学部震災復興支援学生プロジェク

トへの支援等により、双方の信頼関係はさらに親

密になっていたことからも、樹氷通りの振興策に

対する支援は自然であった。

７　蔵王温泉の入込客数の減少

　平成に入ってからの蔵王温泉の入込客数の推移

は、次の表１のとおりである。

　この表から、最近のスキ－客の減少傾向が顕著

であり、温泉客も減少傾向にある。また、登山客

は横這い傾向にある。全体としては、平成６年度
より毎年減少傾向にあり、このままでいけば１００
万人を切るのも時間の問題であると思われる。

　平成２３年度についてみてみれば、スキ－客数は
４０８，０００人であり過去最低であった。この数値は、
最も多かった平成２年度の数値１，５８１，０００人の４
分の１であり２５．８％まで落ち込んでいる。温泉客
数も、過去最低の５３３，１００人である。この数値も、
最も多かった平成６年度の数値１，０３４，６００人の２
分の１であり５１．５％まで落ち込んでいる。全体の
入込客数では、平成４年が２，４１０，８００人であった

のに対し、平成２３年は１，１８２，４００人であり、平成４
年の４９．０％になっており約１２３万人が減っている。
　全体として約１２３万人の観光客が減少したこと
は、正しくスキー客と温泉客の減少によるところ

が大きく、東日本大震災に関連する風評被害の影

響もかなりあると考えられる。特に、蔵王温泉で

は、関東方面のお客に目を向けてきたため、風評

被害の影響が明確に出たものと考えられる。しか

し、根本的には「スキーと温泉」という蔵王温泉

の観光の基本的スタイルを見直さなければならな

い時期に来ているとことも確かである。

８　蔵王温泉における地域課題の整理と考え方

　蔵王温泉における地域課題の捉え方について

は、街並み景観や街そのものの機能性から考える

アプローチもあるが、温泉街であり冬にスキー客

で賑わうことや御釜を中心とした山岳観光もある

ため、これらのことも併せて考える必要がある。

そのため、地域のしくみ、地域住民の対応から考

えるソフト面からのアプローチも考えられる。こ

のようなことを合わせて蔵王温泉の地域課題の主

なものを整理すると次のような項目を挙げること

ができる。

　①　最近のスキー客の激減にともない「スキー

と温泉」という蔵王温泉の基本的な観光スタ

イルを見直さなければならないという課題が

ある。（蔵王温泉観光の見直し）

　②　温泉街に目を向ければ、旅館やお土産屋の

後継者不足にどのように対応するのかという

課題がある。（後継者不足への対応）

　③　最近は、空店舗が徐々に目立つようになっ

てきたため、その対応をどうするかという課

題がある。（空店舗の処理）

　④　温泉街に相応しくない環境・景観をどのよ

うに改善するのかという課題がある。（環境・

景観の改善）、

　⑤　温泉街の入込客数の減少にともない新たな

集客戦略をどのように構築するのかという課

題がある。（新たな集客戦略の構築）
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表１　蔵王温泉の入込客数の推移



　蔵王温泉の場合、蔵王温泉協会は蔵王温泉自治

会（町内会）そのものであり、観光を取り巻く諸

課題は、蔵王温泉の地域を取り巻く諸課題あるい

は地域づくりを取り巻く諸課題と密接な関係を

持っている。すなわち、観光関連の課題を解決す

ることは、地域課題あるいは地域づくりの課題を

解決することになる。

　蔵王温泉では、観光関連の課題と地域関連の課

題あるいは地域づくりの課題との間に、互換性があり

関連付けて取り組むことが重要である。蔵王温泉で

は、街自体が蔵王観光の場であり、そこに住む人々

の生活の場でもある。そのため、観光と生活は切

り離せない関係にある。このような状況は、蔵王

温泉固有の性質であり、樹氷通りでも同様である。

９　蔵王温泉樹氷通りの課題の整理と考え方

　それでは、樹氷通りの振興策にはどのような課

題があるのか。ここでは、蔵王温泉全体の課題と

関連付けながら考える。先ず、蔵王温泉全体の課

題である蔵王温泉観光の見直し、後継者不足への

対応、空店舗の処理、環境・景観の改善、新たな

集客戦略の構築等は、樹氷通りでも主要な課題で

ある。これらの課題を樹氷通りに当てはめると次

のように整理することができる。

　茨　蔵王温泉観光の見直し

　最近のスキー客の激減にともない樹氷通りに隣

接する中森ゲレンデも横倉ゲレンデも入込客数が

大きく減少している。年末・年始休みの状況を見

ると、かつてスキーヤーで溢れかえっていた時代

からみれば大きくかわってきており、ゲレンデの

スキーヤーも疎らでリフトにもすぐに乗れる状況

である。

　スキーとスノーボードの割合は半分ずつであ

り、スノーボードがスキーを上回る各地のスキー

場とは若干異なる状況である。また、スキー場を

訪れている人々の年齢層をみると若者が圧倒的に

多いようである。形態としては、グループでス

ノーボードをしに来る若者が多いようである。そ

の他に、団体でスキーをしに来ているケースも見

られる。しかし、かつてのように学校ぐるみある

いは家族でスキーを楽しむという姿はほとんど見

られなくなった。

　かつて、蔵王のスキー場がスキーヤーで溢れて

いた時代、リフトに乗るにしても１時間以上も待
たなければならなかった時代は遠くのものなって

しまった。現実は、スキーヤーも疎らなゲレン

デ、スキーヤーが乗っていない無人のリフトが動

いている光景を見ると、「スキーと温泉」という蔵

王温泉の基本的な観光スタイルを見直さなければ

ならない事態に陥っていることを強く感じる。

　芋　後継者不足への対応

　後継者不足への対応は、蔵王温泉全体に共通す

る課題である。古くからの旅館やお土産屋、食堂

等で、後継者がいない所が増加している。既に、

高湯通りをはじめ閉店した店舗が見られる。樹氷

通りでも３軒ほどの閉店した店舗が見られる。し
かし、蔵王で入込客数が減ったとはいっても、平

成２３年度のスキー客と温泉客の合計は９３３，９００人
である。この数字は、観光地を持たない地域から

みれば羨ましい数字ある。

　かつて、観光地を訪れる人々が幾らぐらいお金

を使うのかを調査したことがあった。その時の平

均は約１，８００円という数字がでてきた。それに食事
をすれば１，０００円の上乗せである。仮に、この数字
を平成２３年度の入込客数９３３，９００人に適用すると、
売り上げは２６億１４９２万円である。さらに、この数
値に宿泊部分が足されれば、この数字は大変魅力
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写真３　中森ゲレンデの状況（平成２４年１２月２９日撮影）



的なものになる。このようなビジネスチャンスが

あるにも拘わらず後継者不足であるという状況に

ついては、世襲制ということが大きく影響してい

ると考えられる。今後は、世襲制に代わる別の方

式も考える必要があると考えられる。

　鰯　空店舗の処理

　樹氷通りにも３軒ほどの空店舗が見られる。そ
の内、１つは、現在の樹氷通りよりも立地条件が
良い高湯通りに移転したものである。空店舗の処

理については、ギャラリー、諸団体の事務所等に

活用する方法が一般的である。しかし、この対処

の仕方では、根本的な解決にならない。多くの町

で、この類の活用方法が見られるが、結局は誰も

訪れる人がいなくなり、空家同然になってしまう

ケースが多い。

　また、食堂、喫茶店等が店を閉鎖した場合、内

側からカーテンが締め切られ、枯れた草花が植栽

された鉢植えが無造作に軒先に並べられており、

かえって周辺環境及び景観に悪影響を及ぼしてい

るケースが多い。樹氷通りにも同様のケースが見

られる。また、誰かを雇って続けられないのかと

いう考えも出てくるが、その経済的余裕はないよ

うである。現実として、多くの旅館では、従業員

を減らして対応しているようである。

　允　環境・景観の改善

　樹氷通りは、どこかヨーロッパのスキーリゾー

トの雰囲気を感じるところもあるが、昔ながらの

日本の観光地の旅館、お土産屋、食堂等もあり景

観に統一性がない。また、建築物が連担している

部分、林になっている部分、橋から川の様子が見

える場所、細い路地、通信関連の機材が入ってい

るコンクリートの建物等、景観の向上を図るため

に改善しなければならない場所が多い。

　特に、樹氷通りを川が横断するところについて

は、幾つかの配管が見られ、建物周辺にもむき出

しになった配管が多く見られる。これらの景観は、

温泉であればどこでも見られる光景であるが、訪

れた者に良い印象を与えないばかりか反対に悪い

イメージを与えることになっている。そのため、

地元関係者はその改善に努めるべきである。

　印　新たな集客戦略の構築

　温泉街の入込客数の減少にともない、平成２２年
に蔵王温泉で「開湯１９００年祭」のイベントを展開
し入込客数の回復を図ろうとしたが、東日本大震

災にともなう風評被害等により、入込客数の回復

を図ることができないでいる。また、ネットや大

手旅行業者などによる集客も試みるが、現代の多

種多様な情報手段の発達と氾濫する情報により、

有効な集客手段を獲得するまでに到っていない。

　今後は、新たな集客戦略を構築するのか、口コ

ミ等のように正攻法に取り組むのか等、試行錯誤

を続けながら最適の集客戦略を構築すべきであ

る。しかし、平成２６年２月２１日（金）から２４日
（月）の４日間にわたって実施される第６９回国民
体育大会冬季スキー競技会「やまがた樹氷国体」、

平成２６年６月１４日から９月１３日まで実施されるデ
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写真４　中森ゲレンデの状況（平成２５年１月１１日撮影）

写真５　樹氷通りの風景（平成２５年１月１１日撮影）



スティネーションキャンペーン等は大いに活用す

べきであり、早めに準備することが重要である。

１０　蔵王温泉における諸課題解決のための糸口

　蔵王温泉における諸課題解決のための糸口につ

いては、様々な方法論が考えられると思う。ここ

では基本的な考え方について提示したい。

　茨　蔵王温泉観光の見直しのための糸口

　「スキーと温泉」という従来型の蔵王観光のス

タイルの見直しについては、あえて「日帰りメ

ニューの再構築」を試みてはどうかと考える。こ

のことがある程度できたら異なる「日帰りメ

ニュー同士の結合」さらには「宿泊メニュー再構

築」に発展させていくことを考えてはどうだろう

か。

　再度、「日帰りメニュー」を目直すことは、今ま

での蔵王温泉観光では利用してこなかった新たな

資源を探すことになり、新たな日帰りメニューの

開発に繋がる。さらに、蔵王温泉の場合は、観光

地が地域社会であり地域社会が全て観光地である

という特異な状況がある。このことを上手く活用

して環境整備をする必要がある。

　芋　後継者不足への対応のための糸口

　後継者問題に対する対処については、先ずは現

在の経営者が蔵王温泉に大いに魅力を感じること

が大切である。現在、中心となって蔵王温泉を支

えている人々が、蔵王温泉に魅力を感じなければ

後継者は育たない。

　蔵王温泉は、蔵王に生きる人々の職場であり生

活の場である。そのためには、「小さな賑わいづく

り」からはじめ「小さな賑わいづくり」を集め

「大きな賑わいづくり」に発展させる必要があ

る。さらに後継者問題は、組織的に取り組むとと

もに、後継者が必要な人が自ら真剣に取り組むこ

とが大切である。後継者の必要な人が自ら取り組

まず、後継者が必要なことを主張するだけで取り

組みを他人に任せているかぎりこの課題は解決し

ない。

　鰯　空店舗の処理のための糸口

　空店舗の処理については、所有者の所在地調

査、複雑に絡む権利の整理、再利用あるいは取り

壊し費用の捻出等、関連する課題が多く存在す

る。空店舗の処理については、時間が掛かっても

着実に実施する必要がある。できれば、ある程

度、処理できるまで取り組みを止めないことが大

切である。

　将来、空店舗さらには空家の処理は、大きな問

題になってくるものと思われる。特に、何も対処

せずに壊れ始めると、周囲への悪影響は大きい。

場合によっては、条例を制定し、取り壊し費用の

一部を補填する他、取り壊したいけど経費がない

という人のためのにも融資制度、補助金制度も創

設する必要がある。

　允　環境・景観の改善のための糸口

　樹氷通りの環境・景観の悪化に対する対処につ

いては、既に蔵王温泉に提案している環境美化と

景観づくりを同時に考えながら取り組んで行くた

めの指針としての「蔵王温泉環境景観美化計画」

に基づいて進める必要がある。具体的には、「街並

みの美化」「個別建築物の統一」「街並みの整備」

等を実施する必要がある。

　しかし、全ての季節で美しい街並み景観を構築

する必要はないと考える。当面は、スキーヤーが

似合う、しかも雪が似合う「冬の景観づくり」に

取り組むべきである。そのためには、夏季に雪が

降ることを想定しながら環境・景観の整備に取り

組むべきである。
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写真６　冬の樹氷通りの風景（平成２４年１月１１日撮影）



　また、合理的で綺麗な除雪の仕方、労力が掛か

らず快適に活動できる雪処理の仕組みを構築する

必要がある。現在の冬の樹氷通りは、除雪及び雪

処理が不十分であるため。冬の景観づくりは、除

雪及び雪処理と関連付けて取り組むべきである。

　さらに、樹氷通りは、スキーに相応しい欧米風

の景観とお土産屋や温泉旅館に代表される昔なが

らの温泉街の景観が混在しているところがある。

そのため、この２つの景観が調和した新たな景観
づくりも考える必要がある。

　印　新たな集客戦略の構築のための糸口

　新たな集客戦略の構築については、地域が結集

して総合力を発揮する体制を作る必要がある。今

まで、個々の旅館やお土産屋等が、お互いに競い

合ってきたが、現在のように入込客数が減少して

いる状況では、先ずはお互いに協力しながら蔵王

に来てもらうという姿勢が大切になってくる。

　その上で、個々の旅館やお土産屋等が、競い

合ってより良い商品やサービスを提供してはどう

だろうか。さらに、他の観光地あるいは情報発信

力の大きい中心商店街等とのネットワークを構築

することも有効な方法論である。その上で、「商

品・サービスの地域化（固有化）」「商品・サービ

スの質的向上」「商品・サービスの他地域に対す

る競争力向上」を図る必要がある。

　さらに、樹氷通りの拡張工事は、平成２０年度よ

り５カ年の実施期間が設定されて取り組まれた
が、現在の状況を見ると、諸事情により平成２５年
度以降にずれ込みそうである。しかし、工事が長

引くと樹氷通りの商業活動に影響を及ぼすように

なってくる。そのため、工事期間中の対応策も考

えなければならない。

　今後、樹氷通りの改良工事は、２期工事、３期
工事が予定されているが、この工事を機会に蔵王

温泉から出て行く人もいるそうであるが、既に樹

氷通りの拡張工事に着手し工事が始まっている

今、途中で止めるわけにはいかない。以前に作成

した景観づくりを中心にした計画はあるが、その

内容を見てみると関係者の意向を十分に反映した

内容であるのか、樹氷通りの地域性に十分に合致

したものであるのかというと疑問を抱かざる部分

があるように思われる。

　そうであれば、平成１２年度から積み重ねてきた
樹氷通りに関する検討内容を再度検討し直して、

現在の道路改良工事が終了した後の樹氷通りの展

開を考えてみてもよいのではないかと考えられ

る。

１１　おわりに

　毎年１月１２日は「スキーの日」である。そのた
め、全国各地でスキーの日に因んだ行事が展開さ

れている。スキーの日は、明治４４年（１９１１年）１
月１２日に、新潟県の旧高田市（現在は上越市）で
オーストリアのレルヒ少佐が高田陸軍歩兵連隊

（第５８連隊）の青年将校にスキーを教えたことを
記念し、平成６年（１９９４年）に大手スポーツ用品
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写真７　樹氷通りの改良工事風景（平成２１年１０月１３日撮影）

写真８　樹氷通りの改良工事の看板（平成２５年１月１１日撮影）



メーカーの直営店が制定したと言われている。そ

れから、１０１年が経過した。
　樹氷通りには、横倉ゲレンデ、中森ゲレンデが

接続している。冬の休日に樹氷通りを訪れるとス

キー靴を履いたスキーヤーが自由の利かない足を

引きずって音を立てながら歩いている。しかし、

彼らは、樹氷通りの商店には目も繰れないで通り

過ぎていく。「多くの人々が来たがる樹氷通りづく

り」を目指してきたはずであるが、スキーヤーと

樹氷通りには接点を見出すことができない。

　今まで、この通りでは、主要地方道上山蔵王公

園線道路改良工事を実施するために必要な話し合

いを行ってきたが、樹氷通りの持続可能な発展を

実現するために十分な話し合いであったのかと考

えると、必ずしもそうとは言えない部分がある。

樹氷通りの「多くの人々が来たがる樹氷通りづく

り」の試みは、主要地方道上山蔵王公園線の拡幅

工事が終了した後にどのような振興策に取り組む

べきか、どのように地域づくりを行うべきかを問

い直す試みであったと考えられる。そこには、多

種多様な試みがあると思われるが、ハードからソ

フトへの転換と世代交代という重要な局面がある

と思われる。

　ところで、東日本大震災の復興支援に従事しな

がら、被災地で展開されている多くの復興商店街

の試みには、大型店の進出に伴って衰退する地元

商店街や風評被害によって入込客数の減少に苦し

む温泉旅館再生のヒントがあるようである。被災

地の復興商店街の店舗はプレハブであり決して見

栄えが良いとは言えない。また、今までのように

周辺の人々が頻繁に買い物に来るということはな

いが、その代わりに休日になると多くの観光客が

来店するようになった。

　その結果、復興商店街では、新たな客層を対象

とした活き活きとした商業活動が見られる。その

対応ぶりを見ていると、再び商売ができる喜びと

訪れてくれたお客様に対する感謝の気持ちがひし

ひしと伝わってくる。今、樹氷通りの関係者が持

たなければならない気持ちは、商売ができる喜び

と訪れてくれたお客様に対する感謝の気持ちを前

面に出すことであると思われる。

　多くの有名な観光地に行くと、黙っていてもお

客が来るので、その対応振りはぞんざいであり、

お客の対応を機械的にこなしているだけのように

感じる。このような、感覚は商売に従事している

当時者には感じられないことであり見えないとこ

ろである。

　樹氷通りが再び浮上するためには、街並みと通

りの機能が充実し、そこで提供するサービスや販

売する商品が良いものであり、これらを取り扱う

人間も素晴らしい方々で無ければならない。

― ８９ ―

写真９　冬の樹氷通りの風景（平成２４年１１月２９日撮影）
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樹氷絵葉書館 （２６）志賀高原・菅平
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樹氷絵葉書館 （２７）草津
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樹氷絵葉書館 （２８）草津
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樹氷絵葉書館 （２９）青根温泉 （宮城県）
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樹氷絵葉書館 （３０）アイスモンスターでない樹氷
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１ ．年度別実験廃液発生量の推移

　平成元年度から平成２３年度までの２３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　廃液発生量の推移」に示します。

　有機系廃液の発生量は、平成元年度から平成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年度から平成２０年度は
２０，０００±約２，０００渥で推移してきましたが、平成
２１年度以降は約２３，０００渥となっています。今後と

も、２３，０００渥前後の発生量が予想されます。
　無機廃液の発生量は、平成５年度の約７，７００渥を
ピークに、平成７年度から１２年度には約３，０００渥で
推移していましたが、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渥となり、２３
年度には約７，０００渥と増加しています。

２ ．平成２３年度の部局別廃液発生量

　平成２３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２３年度無
機廃液発生量」、グラフⅢが「平成２３年度有機廃液

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２３年度の部局別廃液発生量

３ ．平成２３年度の廃液の内容

４ ．第３０回大学等環境安全協議会総会・研修会、実務者連絡会見学会参加報告（大津 芳）

５ ．第３０回大学等環境安全協議会総会・研修会、実務者連絡会見学会参加報告（菅野 幸治）

６ ．第２９回大学等環境安全協議会総会・研修会参加報告（菅野 幸治）

７ ．第２９回大学等環境安全協議会総会・研修会、第５回化学物質管理担当者連絡会参加報告

（大津 芳）

グラフ英　年度別廃液発生量の推移
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発生量」です。

　無機廃液の部局別発生量は、全学合計６，８７０渥の
内、工学部が３，４６３渥（全体の５０．４％）、農学部
２，６８５渥（３９．１％）、地域教育文化学部４７９渥（７％）、
理学部２３５渥（３．４％）、附属学校５渥（０％）、医
学部３渥（０％）、附属病院０．１渥（０％）でし
た。

　有機廃液の部局別発生量は、全学合計２３，４３０渥

の内、工学部が１９，４９１渥（全体の８３．２％）、農学部
１，４３５渥（６．１％）、附属病院１，０９８渥（４．７％）、医
学部６４３渥（３．４％）、理学部５５７渥（２．４％）、地域
教育文化学部４２渥（０．２％）でした。無機廃液はそ
の大部分が工学部と農学部からの発生量となって

おり、有機廃液の大部分が工学部からの発生量と

なっています。

グラフ衛　平成２３年度部局別発生量（無機廃液）

グラフ詠　平成２３年度部局別発生量（有機廃液）
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３ ．平成２３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２３年度無機廃液の内訳」、グ
ラフⅤが「平成２３年度有機廃液の内訳」です。比
較するため、平成２１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４３．３％、廃酸・廃アルカリ３１．５％、ホウ素化合
物１６．３％となっています。写真廃液は、分類変更
によりグラフが出ていませんが、現像液・定着液

合わせて２１２渥でした。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。
　有機廃液の発生量は２３，４３０渥となり、昨年度と
比較しわずかに増加しています。廃液の分類別で

は、最も発生量が多かったのが可燃性廃液（炭化

水素系溶剤）８，７３１渥で、含ハロゲン系有機物
８，３３０渥と順位が入れ代りました。三番目が難燃
性廃液４，６６９渥の順でした。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。

グラフ鋭　平成２３年度無機廃液の内訳

平成２２年度無機廃液の内訳
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４ ．第３０回大学等環境安全協議会総会・研修会、

実務者連絡会見学会参加報告（大津　芳）

１ ．実務者連絡会見学会

　日時：２０１２年７月２５日（水）１３：００－１６：００
　場所：光和精鉱株式会社　戸畑製作所　産業廃

棄物処理施設

　　　　（福岡県北九州市戸畑区大字中原４６－９３）
　概要：

　・光和精鉱株式会社は、産業廃棄物処理を目的

に製鉄原料製造等を行っている企業であり、

重金属や塩素系有機溶剤をはじめとする、ほ

とんど全ての産業廃棄物処理が可能である。

　・このため、他の業者が処理出来ない産業廃棄

物・廃液などの最終的な処分を請け負うこと

も多い。

　・重金属類は独自に開発した「塩化揮発法」に

より分離・回収、また焼却残渣はセメント原

料または高炉用ペレット原料として有効活用

グラフ液　平成２３年度有機廃液の内訳

平成２２年度有機廃液の内訳
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し、「完全リサイクル・資源再利用」と「ゼロ

エミッション」を追求している。

　・塩素系有機溶剤は処理に伴う設備の痛みが激

しく短期間で更新を行う必要があることか

ら、処理費用は若干割高になるとのこと。

　受け入れ不可のもの：

　・クロムなど、高炉用ペレット原料製品に影響

の出る物質

　・メルカプト系物質

　・水銀、アスベスト、高濃度PCB、医療廃棄物
　・放射性物質

　感想：

　・この会社は、新日本製鐵戸畑構内に立地し、

広大な製鉄所敷地内の最先端に位置している

ため、人家や居住区からは隔絶された場所に

ある。産業廃棄物処理施設としては理想的な

立地条件にあると思った。

　・回収した鉄や重金属類などは、製鉄原料のペ

レットとしてリサイクルされるとのことであ

るが、製鉄所の製品の中には少々不純物が混

じっていても品質上問題にならない製品が大

量にあるためであろう。

　・「完全リサイクル」を追求しているとのことだ

が、産業廃棄物処理のひとつの最終目標でも

あり、今後とも技術を改良・改善して産業廃

棄物の適正な処理に寄与してもらいたいと

思った。

２ ．第３０回大学等環境安全協議会総会・研修会

　日時：２０１２年７月２６日（木）９：００－１７：３０
　　　　　　　７月２７日（金）９：００－１２：００
　場所：九州大学医学部　百年講堂

　全体の内容については、別掲した菅野さんの

出張報告書参照。以下に、参考になると思われ

る点のみ列挙する。

　化学物質管理システム運用についての研究集会：

　・化学物質管理システムの化学物質データベー

ス（試薬マスタ）の管理に焦点を当てた研究

集会。

　・７８％の大学が既に化学物質管理システムを導
入しており、導入していない２２％の大学の中
で４０％の大学が将来的な導入予定があるとの
こと。山形大学では富山大学が開発した化学

物質管理システムTULIPを導入済であり、理
学部を中心とする一部の研究者が使用してい

る。また、会計システムを利用した、化学物

質購入量の集計を行うためのシステムが既に

構築されている。

　・システム管理は多くの大学で兼任者が行って

いるが、専任者を配置したり外部委託管理を

行っている大学も３０％ほどある。管理者は技
術系職員が５１％、教員が２８％、事務系職員が
２１％である。

　・試薬マスタ情報の修正などを行っている大学

は６７％にとどまり、１/３の大学では全く対応
していない状況である。山形大学では、新規

化合物の登録など、試薬マスタ情報の修正に

対応している。

　・試薬マスタの維持管理について、「文科省の外

郭団体やNPO法人などが、試薬マスタを検証
して提供してほしい」、「試薬マスタは、化学

物質の知識がないと維持管理出来ない」、「正

確さを追求すると労力が増えるが、妥当なラ

インが見えない」などの意見が寄せられた。

　・特色ある取り組みとして、「非常時の避難情

報や危機管理等への活用を想定し、保有情報

を地図上に表示させるシステム」を導入した

大学がある。

　技術賞・功労賞受賞講演：

　野村興産珂　神田　幸治

　・２０１０年から２０１２年にかけて、東京２３区内にあ
る清掃工場で焼却炉の排ガスから事故規制値

を超える水銀濃度が検出され、焼却炉が停止

する事故が相次いだ。原因は特定されていな

いが、搬入されたゴミの中に「水銀血圧計」

が混入していたのではないかとの見方がある。

焼却炉の停止、修理のため数億円の費用が費

やされたとのことであり、安易な廃棄が重大

な障害に発展する可能性を認識すべきである。
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　・国連環境計画（UNEP）が主導し、水銀規制
に関し法的拘束力のある国際条約制定に向

け、政府間交渉が行われている。主な検討事

項として、水銀需要・国際貿易・大気放出の

削減、水銀含有廃棄物及び汚染場所回復に関

する取組、途上国における管理能力の涵養お

よび技術・資金支援などがあげられており、

水俣病経験国として多大な貢献が期待されて

いる。

　東北大学環境保全センター　中村　修

　・東北大学では、助手２名、技術補佐員１名の
体制で自前作業環境測定を行っている。毎年

の測定実績は、のべ約５００作業場、１，２００報で
ある。

　・作業環境測定のため定期的に実験室を訪れる

ことになるが、この現場との「顔が見える」

関係が、廃棄物管理や化学物質管理、廃液管

理システムの運用に大変役に立っている。

　特別記念講演：

Evolution of regulation and strategy to improve 
laboratory safety in Korean universities.
Prof. Chung-Hak Lee. Seoul National University.
　大学における安全衛生管理業務はこれまで

日の当たらない縁の下の力持ち的な業務で

あったが、講義や教育へ寄与することによ

り、大学における中心業務の一つとして展開

すべき時期に来ている、との問題提起があっ

た。

プロジェクト成果報告：

大学および研究機関における作業環境測定及び

曝露量測定・評価手法に関する研究

　東北大学環境保全センター　中村　修

　発表後、京都工芸繊維大学山田教授より、

「換気扇が止まっている夜間にVOC（揮発性
有機化合物）の濃度が高くなる事例があった

ので、職場における作業環境管理において注

意を要する。」旨、コメントがあった。

特別講演：

　逆浸透膜を用いた排水の循環利用

　九州大学環境安全センター　池水　喜義

　処理工程の一つである生物処理において、

接触曝気槽の充填剤としてヤクルトの容器を

用いた。この理由は、容器に可塑剤が使われ

ておらず、微生物の繁殖に都合がよいためと

のことである。

　フタル酸エステルなどの可塑剤は環境ホル

モン様作用が懸念される物質であり、特に子

供に対しての使用に注意が必要である。調べ

てみたところ、子供が口にする可能性のある

おもちゃ、油性食品を含む食品に接触する器

具または容器などへの使用が禁止されてい

る。食品容器は、日本、EU、アメリカなど、
管理・規制のしっかりした国で製造されたも

のを使用した方が望ましいと考えられる。

以上

５ ．第３０回大学等環境安全協議会総会・研修会、

実務者連絡会見学会参加報告（菅野　幸治）

１ ．実務者連絡会見学会

　平成２４年７月２５日（水）１３：００－１６：００
　　１３：００　北九州市小倉駅集合、バスで光和精

鉱株式会社（新日鉄八幡製鉄所構内）に移

動。鉄を含む粉塵を避けるためバスの中か

ら見学したが、どこを見ても鉄錆色の建物

ばかりであった。その後会議室で説明を聞

いた。

　光和精鉱株式会社は、硫化鉄鉱石を原料

に、硫酸と高炉用ペレットを製造し、同時に

鉱石中に含まれる有価金属（金、銀、銅、亜

鉛、鉛など）を回収することを目的として昭

和３６年に設立され、その後製鉄集塵ダストを
処理し高炉用ペレット、セメント原料を製造

するようになり、更に産業廃棄物処理に大々

的に取組むようになったとのこと。光和精鉱

では、独自技術である塩化揮発法により製鉄

発生ダスト及び産業廃棄物の焙焼鉱を原料と

して、高炉用ペレットを製造し併せて焼鉱中

に含まれる有価金属を回収することにより、
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完全リサイクル・再資源化とゼロエミッショ

ンを達成している。特に、塩素や重金属を含

む廃棄物処理が得意である。処理の難しい廃

棄物の処理依頼が多いという。

　　・取扱いできないもの：

　　　①　金属水銀及び汚泥の水銀（廃酸中の水

銀は処理可能）

　　　②　アスベスト

　　　③　高濃度PCB
　　　④　感染性廃棄物

　　・作業員の安全のため、自動処理している。

（できるだけ人の手をかけない。ただし、

受け入れた廃棄物の抜き取り検査は実施し

ている。）

　　・内容不明の試薬等の受入

　　　　北九州市からは許可の範囲内で受け入れ

て良いと言われているが、工程上製品基

準を守れない物は受入できない。（メルカ

プト類、水銀、アスベスト等）

　　・フロンガスについては現在休止中

２ ．実務者連絡会研究集会

　会場：九州大学医学部百年講堂１Ｆ中ホール
　平成２４年７月２６日（木）９：００－１１：３０
　パネルディスカッション：

　　「化学物質管理における試薬マスタの維持管

理について」

　パネリスト：

　　北大（川上）、株式会社PFU（逸見）、阪大
（角井）、茨城大（塙）、東大（林）、金沢大

（吉崎）、静岡大（中山）

　コーディネーター：新潟大（藤井）

　　　ディスカッションに入る前に、NPO法人教
育研究機関化学物質管理ネットワーク代表の

木下知己先生から、第６回化学物質管理担当
者連絡会の開催について説明があった。９月
４日、京都大学吉田キャンパス・総合研究８
号館３階大講義室

　大阪大学：OCCSⅡ（IASO R５）サーバー３台
で、ガスボンベも管理している。

　　　マスタ登録申請については、各学部に１～
７名の対応する人がいる。

　静岡大学：建物ごとに薬品管理室を置き、保管

庫を集約している。

　株式会社PFU：東京工業大学の２つのシステム
の集計をしている。

　　　リモートコンサルタント。

　茨城大学：２００３年にIASO R４、２０１１年にIASO 
R５にバージョンアップした。

　　　年間使用量は在庫の２０％程度であり、在庫
が多すぎる。

　東京大学：平成１７年にUTCRISを全学導入した。
　　　部局ではマスタ管理はしない。

　　　マスタ登録は、研究者が承認なしで入力で

きる。

　金沢大学：バーコードで、購入から処分まで管

理している。

　北大：問題点を次の３つに分けることができる。
　　１）Webプログラムの問題
　　２）搭載されたデータに起因する問題
　　３）運用上の問題
　DB（データベース）について
　　①　もらったデータに誤りがある場合もある

　　②　法令の変更等

　　③　大学での入力に誤りがある

　　④　作業ミス

　データ件数が多ければ良いわけではなく、

適度な大きさが必要。（ヒット率が大きいほど

良い。）

　静岡大：アンケート集計結果報告。

　群馬高専：薬品管理ソフトを独自開発。

　　　使用薬品数が少ない（六百数十本）ため価

格の高いシステムは購入できない。

　　　５０万円でQR読み取りプログラムを開発し、
修正して使用している。

・乗り換え

　筑波大：IASOからCRISへ。（事務部の対応か
ら。）

　　　京都工芸繊維：独自開発からCRISへ。（不
安があった。）
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　　　現在は新旧のシステムが併存している。

・システムの管理は？

　金沢大：マスタの管理は環境保全センターの教

員が担当。

　静岡大：安全衛生委員会には動く人がいない。

　　　登録しないと薬品の購入はできない。

　　　登録が終わってから現物を届ける。

　北大：３人
　東工大：IASOからPFUに委託。
　茨城大：理学部で運用、機器分析センターで管

理。１名。
　東大：３人から４人に増員。
　阪大：環境安全研究管理センターで管理。

　　　マスタについては部局で管理。

　　　法改正については東北緑化環境保全珂に委

託している。

　東北大：部局により対応に差がある。（特に事

務担当者の人事異動によりわからない。）

　　　本部では部局間の調整をしていないが、こ

れから対応する。

　　　マスタの間違いについては、PRTR対象物
については検証している。

　岡山大：全学で運用しておりユーザーは２００以
上だが、実際に利用しているのは４０グループ
程度。

　新潟大：岡山大同様、利用率が低い。

　名古屋大：全研究室で、納品書を使ってバー

コードを貼って登録。

　　　センターでチェックして登録漏れを知らせ

ている。

　産総研：マスタデータはメーカーが行う。（ユー

ザーにいじって欲しくない。）

・マスタに無い物の登録は？

　金沢大：研究者から英語名・和名・MSDSを知
らせてもらい、センターの教員１名が担当し
ている。

　　　１物質１登録。
　東工大：６社のカタログを入力している。
　　　なるべく物質登録。

　　　メーカー色は無くす。

　　　容量は別。

　　　できるだけ登録件数を減らすようにしてい

る。

　　　使用量の多いWAKO、関東化学等はラベ
ルで登録。

　北大：メーカーにより、危険分類あるいは第４
類第一・第二石油類等に違いがあるものがあ

る。

　　　マスタデータは基本的に増加する傾向にあ

る。

・法改正への対応

　金沢大：法改正又はPFUのニュースを受けて、
担当教員が対応している。

　北大：IASO/CRIS　新しいカタログを入れる。
使っていないもの・在庫が無いものは消す。

　　TULIP　普通の法改正には、簡単に訂正でき
る。マスタ件数が多くなると大変になる。

・シグマ・アルドリッチなどにはどのように対応

しているか？

　１ ．日本語のMSDS。
　２ ．法規制。
　３ ．該当しないことを認める文書をもらう。
　４ ．個別に登録する。

・カタログデータの定期的な更新

　東大：しなければならないが、毎年はしていな

い。

　東工大：昨年実施した。

・農薬の登録は？

　新潟大：していない。

　東大：使用者が必ず登録することになってい

る。

　　　改正についても、失効についてもその都度

どうしたかをメモのように記録している。

・登録のルールについて（食品添加物はどうして

いるか？）
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　金沢大：全て製品名で登録している。

　　キット製品も同じ。

　東工大：その製品の中に規制物質が少しでも含

まれていれば、その物質名で登録している。

　　ｇ，mg単位で。

・その他

　京大：島津Ｆマップの紹介。

　　　その薬品がキャンパスのどこの部屋にある

かを地図上ですぐ分かるようなシステムを昨

年から運用している。（消火活動への情報提

供。）

・システムへの入力時のタイムラグが問題になら

ないか？

　薬品を使用した時……

　　試薬ではA g　－　B g　=　C g
　廃液として発生……B g
　揮発……B gであれば、廃液はゼロ

３ ．大環協総会　１３：００－

　主な内容（事業報告、決算報告等は省略）

　役員改選　次期役員（平成２５、２６年度）
　　会　　長：山田　悦（京都工芸繊維大学）

　　副 会 長：井勝　久喜（吉備国際大学）
　　副 会 長：酒井　伸一（京都大学）
　　常任理事：大島　義人（東京大学）

　　常任理事：吉岡　敏明（東北大学）等が選出さ

れた。

　平成２４年度のプロジェクト計画は８件が承認
された。

４ ．実務者連絡会総会　１４：００－

　主な内容（事業報告、決算報告等は省略）

　・現在の実務者連絡会の状況について報告が

あった。（会員数１０５名他）
　・事業計画が承認された。

　・会報誌の公開（閲覧制限なし）と、会員名簿

の配布方法について今年度より公開（制限付

き）とすることが了承された。

　技術賞・功労賞の表彰及び受賞講演

　技術賞：神田　浩治（野村興産株式会社）「水銀

廃棄物リサイクルの現状と課題」

　東京都２３区内で水銀混入ごみの不適正搬入
による焼却炉停止が１２件あった。（排ガス中
Hg濃度が０．０５mg/逢Nを超えた場合）
　水銀血圧計が原因ではないか。

　国連環境計画では水銀条約の締結に向けた

交渉が行われている。

　水銀の輸出入の禁止または削減等について

検討。

　インドでは需要増となっている。

　技術賞：中村　修（東北大学）「東北大学におけ

る自前作業環境測定の現状」

　５５０ヶ所／年を測定し、１，２００通／年の報告
書を出している。

　テドラーパックや検知管を利用している。

　ただ単に測定するなら外注で良いが、学内

測定の意味として、

　　　①　啓発。

　　　②　ドラフトの未設置の場合、設置するよ

うに指導。

　　　③　誤った使い方（作業手順）を見かけた

場合その場で注意・指導。

　　　　　ドラフトの扉を全開で使用している、

　　　　ドラフトの中に頭を入れて使用している、

　　　　ドラフトの前に台を置いて使用している

等

　　　④　学内職員と顔見知りになり、人脈がで

きる。

　功労賞：片山　饒（大興運輸倉庫株式会社）

　野村興産珂との関係が大きい。

　従来家電製品の輸送が主であったが、現在

は９０％が廃棄物となった。

　特別記念講演：

「Evolution of regulation and strategy to 
improve laboratory safety in Korean universities」
　　ソウル国立大学　Prof. Chung-Hak Lee
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　　２０１１　法律の改正
　・総長の義務を強化した。

　・安全についての単位を取らないと卒業できな

いシステムにした。

　・法改正の効果については、国が力をいれてい

るので確実に効果が上がってくると予想している。

　　提案　韓国にも大環協と同様の組織がある。

年に１回、日韓合同で話合いの場を持っ
てはどうか。

５ ．研修会（２日目）

　平成２４年７月２７日（金）９：００－１２：００
　プロジェクト成果報告：

　「大学及び研究機関における作業環境測定及び

曝露測定・評価手法に関する研究」

　　　　　　　　　　　　　 東北大学　中村　修
　「ホウフッカ物など処理困難廃棄物の分析・処

理技術の開発」

　　　　　　　　　　 京都工芸繊維大　山田　悦

　特別講演：環境配慮型・伊都新キャンパス

　「水素エネルギーの期待と可能性」

　　　　　　　　　　　　 九州大学　横本　克己
　・福岡県は、平成１６年に産学官による推進組織
「福岡水素エネルギー戦略会議」を設立し

た。

　・実証活動として平成２１年に北九州市と福岡市
（九州大学伊都キャンパス）の２ヶ所に水素
ステーションを整備し、北九州市と福岡間に

水素ハイウェイを構築した。

　・伊都キャンパスには燃料電池実証研究の施設

があり、水素エネルギーの教育研究拠点と

なっている。

　「移転事業における保全と環境監視」

　　　　　　　　　　　　　九州大学　横田　雅紀

　「逆浸透膜を用いた排水の循環利用」

　　　　　　　　　　　　　九州大学　池水　喜義

　事務連絡

　　次回の技術分科会の開催予定

　　　平成２４年１０月２５（木）、２６（金）

　　　共催校：秋田大学（医学部百年講堂）

　　次回の総会・研修会の開催予定

　　　平成２５年７月
　　　共催校：鹿児島大学

　　見学会（午後）：九州大学伊都キャンパス

　　　都合により参加を見送った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

６ ．第２８回大学等環境安全協議会技術分科会・実

務者連絡会見学会参加報告（大津　芳）

１ ．実務者連絡会見学会

　日時：２０１２年１０月２４日（水）９：３０－１５：００
　場所：あきたエコタウンセンター（秋田県小坂

町小坂鉱山字古舘９－３）
　概要：

　・秋田県北部を中心とした環境・リサイクル産

業のPRと環境教育の推進を図ることを目的
に、平成２１年４月に設立された。

　・センター内には環境・リサイクルについての

パネル展示コーナーやDVDなどの視聴が出
来る環境学習のための研修室などがある。

　・環境・リサイクルに取り組む企業等への見学

申し込みの窓口にもなっており、今回は下記

の三施設を見学した。

　見学会：

　・小坂精錬珂リサイクル原料ヤード；多種類の

金属を回収できる世界に数カ所しかない複合

リサイクル精錬所
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　・グリーンフィル小坂珂；日本最大級の廃棄物

最終処分場

　・オートリサイクル秋田珂；廃自動車リサイク

ル工場

　コメント：

　・小坂精錬珂の複合リサイクル精錬所；

　パソコンや携帯電話、家電製品などから回

収した廃基盤・シュレッダーダストなど、い

わゆる都市鉱山を原料とする精錬施設であ

り、およそ２０種類もの有価金属を製品化して
いるとのことである。都市鉱山に由来する原

料は、天然の鉱石に比べ、金やプラチナに代

表される高価貴金属の含有量が桁違いに高い

とのことである。

　このことから、リサイクルに要する費用を

差し引いてもなお利潤を上げることができる

との経済原理に則った活動であるとも考えら

れるが、限りある鉱物資源の持続可能性を担

保する重要な企業活動であると思った。

　・グリーンフィル小坂；

　日本最大級との形容詞が示すように東京

ドーム２コ分以上の容積を誇る一般および産
業廃棄物焼却残渣などの最終処分場である。

今後約２０年にわたり廃棄物の受け入れが可能
とのことであった。

　・オートリサイクル秋田；

　再利用可能な中古部品や基盤類・コード類

などを分別回収するとともに、フロンやオイ

ル、ガソリンなども回収しているとのこと

で、環境にやさしいリサイクルを実践してい

ると思われた。

２ ．第２８回大学等環境安全協議会技術分科会

　日時：２０１２年１０月２５日（木）１３：００－１７：００
　　　　　　　１０月２６日（金）９：００－１２：００
　場所：秋田大学教育文化学部

　　　　６０周年記念ホール

　全体の内容については、別掲した菅野さんの出

張報告書参照。以下に、参考になると思われる点

のみ列挙する。

　特別講演：

　「環境と健康　－小児における環境汚染による

健康影響－」

　　　　秋田大学環境安全センターセンター長

　　　　　　　　　　　　　　　　　 村田　勝敬
　・メチル水銀は水俣病の原因物質として知られ

ているが、今日わが国で問題となるのは低濃

度曝露である。水俣病に特徴的な運動障害は

目立たないものの、精神発達遅滞など、無症

候性影響が発現しうる。

　・デンマークなどで行われた“出生コホート研

究”は、毛髪水銀換算値で６～１２μg /g以上
の胎児期曝露により、記憶、注意、言語能力

などの低下をきたす無症候性の神経症状が発

現することを示した。

　・臍帯血の赤血球中メチル水銀濃度は、出産時

の母体赤血球中メチル水銀濃度と比べて約２
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倍の濃度である。すなわち、妊婦が摂取した

メチル水銀はあたかも胎盤で濃縮され胎児に

移行するという現象が起きている。

　・２００５年、厚生労働省は「妊婦への魚介類の摂
取と水銀に関する注意事項」（修正版）を発表

したが、「妊婦が食べるのを控える方がよい

魚」リストに含まれていないカツオであって

も、連日２００ｇ程度摂取することにより水銀
摂取量が注意制限量を超えてしまう。

　・一方、魚介類は神経発達に不可欠な多価不飽

和脂肪酸（EPA、DHAなど）を高濃度含有す
るため、魚を食べないことが良いこととは言

えない。

　・「特定の食品のみ食べ続けることは危険であ

り、多種類の食品を少量ずつ日々品を変えて

摂取することが有害リスクの軽減に繋がる」

ことを主張したい。

　大学等環境安全協議会実務者連絡会プログラム：

　「有機溶剤の安全な取扱いについて」

　（座長）東北大学環境保全センター　中村 修
　・最近、印刷業従業者に多数の胆管癌の発症し

ていることが注目されているが、原因は、高

濃度のジクロロメタンおよび１，２－ジクロロ
プロパンへの曝露であると考えられている。

　・１，２－ジクロロプロパンは有機溶剤中毒予防
規則の規制物質に指定されておらず有害性が

認識されにくかった。

　・今後は、法律にとらわれず、有機溶剤取扱い

作業の危険性を前もって把握し、対応する必

要がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

７ ．第２８回大学等環境安全協議会技術分科会・実

務者連絡会見学会参加報告（菅野 幸治）

１ ．実務者連絡会見学会

　平成２４年１０月２４日（水）
　９：３０　秋田駅東口集合、バスで大館市を通り

小坂町に移動。

　あきたエコタウンセンター

　小坂地区基本コース　１３：００－１５：００

　茨　金属鉱業研修技術センターで、あきたエコ

タウンセンターの概要について説明を受けた。

　芋　バスに乗って移動し、各施設を見学した。

　　①　小坂製錬珂リサイクル原料ヤード

　「山形大学廃液処理施設（平成１２年４月環境
保全センターと改称）」と称していた当時の平

成７年から平成２０年まで、同和鉱業の鉄粉法
によって無機系廃液を処理し発生した汚泥をリ

サイクルのため小坂製錬珂に引取ってもらっ

た経緯があり、是非見ておきたい所であった。

　　②　誓いの記念碑

　同和鉱業株式会社の吉川社長（現DOWA
ホールディングス（社名変更）会長）が平成

１８年に「リサイクル事業を中心とする環境に
優しい循環型社会構築を目指し」自然との共

生を誓ったという「誓いの記念碑」が高台に

あった。ここから小坂製錬珂を一望しながら

説明を受けた。

　　③　グリーンフィル小坂珂

　国内最大級の管理型最終処分場で、一般廃

棄物（焼却灰、不燃物残渣）、産業廃棄物（燃

えがら、無機質汚泥、廃プラスチック類、ガ

ラスくず、金属くず、鉱さい等）を受け入れ

ているとの説明であったが、規模が大きいため

８年を経てまだ施設の底部で作業をしていた。
　　④　オートリサイクル秋田珂

　使用済み自動車を解体し、使用可能な中古

部品の再利用（リユース）、抜き取ったフロンや

ガソリン・潤滑油等の回収、非鉄金属を含む部

品は製錬原料として小坂製錬珂、珂日本PGM、
エコシステム小坂珂等DOWAグループによっ
て資源リサイクルされるとの説明があった。

２ ．第２８回大学等環境安全協議会技術分科会

　平成２４年１０月２５日（木）
　午前中に秋田大学へ移動。

　１日目　１３：００－
秋田大学教育文化学部　６０周年記念ホール（手
形キャンパス）

　茨　藤田会長から、会則の改正により来年４月
１日から山田新会長（京都工芸繊維大学）の
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体制で取り組む事になる等の挨拶があった。

　芋　文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官

からのメッセージの代読があった。

　鰯　秋田大学理事・副学長から、歓迎の挨拶が

あった。

　允　特別講演：「環境と健康―小児における環境

汚染による健康影響」　

　　　　秋田大学環境安全センターセンター長

　　　　　　　　　　　　　　　　　 村田 勝敬
　　①　無症候性の影響は、母親の毛髪の水銀濃

度が６～１２μg/g程度で現れる。
　　・母親よりも胎児の方が高濃度である。

　　・リスクを下げるためには、多種の食物をバ

ランス良く少量ずつ摂取することが望ましい。

　　②　森永ヒ素ミルク事件：粉ミルクの乳蛋白

の凝固防止剤として添加していた工業用の

第二リン酸ナトリウム（ヒ素を触媒として

製造されていたもの）を検査しないで使用

した結果、不純物として含まれていたヒ素

による中毒が発生。

　　③　カネミ油症事件：カネミ倉庫株式会社で

作られた食用油の脱臭のために熱媒体とし

て使用されていたPCB（ポリ塩化ビフェニ
ル）が、配管から漏れて混入し、これが加

熱されてダイオキシンに変化した。ダイオ

キシンが混入した油を摂取した人々が、顔

面などへの色素沈着や塩素挫瘡など肌の異

常、頭痛、手足のしびれ、肝機能障害など

受けた。原因物質はPCBよりもダイオキシ
ン類の一種であるPCDF（ポリ塩化ジベン
ゾフラン）の可能性が高い。

　Ｑ＆Ａ

　・液晶画面にも水銀が微量含まれている。

　・PCBの子供への影響は、７歳以上では小さい
が３－４歳では影響が大きい。

　・母親と胎児の間のバリヤーを通過した物質

が、胎児に大きな影響を与える。カドミウム

の場合は胎盤にとどまり、胎児には行かない。

　印　実務者連絡会企画プログラム：「有機溶媒の

安全な取り扱いについて」

　　①　印刷業の事例から得られる教訓（東北大

学、中村 修）
　　・印刷工場で胆管がんが多発したとのニュー

スがあった。色校正をするために小型の校

正機で実際のインクを用いて印刷しその結

果により、当然頻繁に色替えがありその都

度洗浄することになるが、その時の洗浄剤

に含まれている有機溶剤が起因しているの

ではないかということである。洗浄剤とし

てジクロロメタン、１，２－ジクロロプロパ
ンの等量混合物が使用されていた。

　　・９月現在、発症２２人（死者１２人）、報道され
た後、ミネラルスピリット等に切り替えら

れているようだ。それでも作業環境は良く

ないのだが、法律上は問題ないことになっ

ている。だからこそ自主管理が必要であり、

大学も同様だ。

　　・現在は、印刷業界全体で作業主任者を養成

するなど、教育に力を入れているようだ。

　　②　法律の規制の矛盾とその対応について

（北海道大学、川上 貴敬）
　　・何のための化学物質管理か？

　　・法の規制が無くても、危険な化学物質は沢

山ある。事故が頻発するなど、業界等に任

せておけないから法で規制されることにな

る。

　　・「毒物及び劇物取締法」制定当初は営業取締

規則であったが、大きな社会的事件が発生

するたびに改正されて来た。

　　・法令遵守で満足せず、化学物質の自主管理

に努めることが大切である。

　　③　化学物質のリスクアセスメントの方法と

衛生管理（名古屋工業大学、松原 孝至）
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　　・大学の化学物質の使用環境では、厚労省の

リスクアセスメント手法をそのまま適用す

ることは難しい。

　　・名古屋工業大学では、大学に適した独自の

リスクアセスメントを実施し、特殊健康診

断の対象者選定に応用している。

　　④　作業環境測定と改善事例の紹介（熊本大

学、青木 隆昌）
　　・自前で作業環境測定を行っており、作業環

境測定士と安全衛生スタッフとの話合い、

研究室管理者への説明・改善策の提案によ

る改善事例の報告があった。

　　⑤　学生への安全教育（東北大学理学研究

科、澤口 亜由美）
　　・理学研究科では、学部４年生への安全教育

を今年度から実施している。また、技術職

員により、日常的な薬品管理についての安

全教育を実施している。

　　・悪臭物質の使用に際しては、事前にいつ・

どこで使用するかをメーリングリストで化

学専攻部門とその事務室に周知することに

している。

　　⑥　産業医との連携（愛知教育大学、榊原 洋
子）

　　・産業医を含む労働衛生スタッフの連携によ

り、自主的な労働安全衛生活動を進めるこ

とができるようになった。現在はスタッフ

の個人技に依存する面が大きい。今後産業

医が交代しても、活動を継続できる体制に

する必要がある。

　　・MSDSに必要以上に記載されているため、
学生が使用をためらうこともある。

　　・「MSDSの記載内容について、大学側から情
報を提供していくことも必要である。」との

意見があった。

　２日目　９：００－
　茨　特別講演：「石油にまつわる話　－石油の

歴史とこれからの石油エネルギー－」

　　　　　　　　　 秋田大学副学長　中田 真一
　秋田県及び国内における原油生産の歴史と、

オイルシェール等エネルギー源としての石油類

資源について説明があった。

　芋　特別講演：「DOWAの金属リサイクル事業
展開と課題」

　DOWAエコシステム珂リサイクル事業部課
長　佐藤 則幸
　DOWAホールディングス（旧同和鉱業）は
創業以来、鉱山・製錬を主とした事業を行って

きたが、その後の社会情況による国内鉱山の閉

山に伴い海外から鉱石を購入して製錬するよう

になっていた。小坂製錬は複雑硫化鉱処理の技

術を基に、平成２０年から海外からの鉱石に頼ら
ないリサイクル原料を主原料とする精錬所とし

て稼働している。

　製造業の海外進出に伴い、国内からの金属リ

サイクル原料の集荷が減少してきたため、使用

済み小型電器・電子機器へ着目、また海外から

の原料集荷に努力している。その場合、OECD
加盟国以外からの輸入についてはバーゼル法に

よる申請手続きが必要となるが、許可が下りる

まで１０カ月程度要する場合があり、現状では集
荷のチャンスを失ってしまう。日本の関係省庁

に、バーゼル法による申請手続きの簡略化を要

望している。

　鰯　プロジェクト報告：

　イ．「国内外大学の環境パフォーマンス・取組ベ
ンチマーキング研究」

　　　　　　　　　　　　 京都大学　浅利 美鈴
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　ロ．「水銀含有廃液の減量化システム構築に向け
ての基礎検討」

　　　　　　　　　　 鹿児島大学　河野 百合子
　水銀含有廃液は量は少ないが、処理費用の大

きな部分を占めるため、水銀含有廃液の減量化

を検討しているとの報告があった。

　ハ．「大学等における化学物質管理システムの運
用方法に関する研究」

　　　　　　　　　　　 北海道大学　澤村 正也
　PRTR法の施行や国立大学の法人化等を契機
に、多くの大学等に化学物質管理システムが導

入されて来た。これらのシステムは単なるツー

ルであって、それを活用するルールや体制作り

こそが最重要である。またシステムの維持管理

にも継続的なメンテナンスが必要であるなど、

多くの問題があることが認識されて来た。「大

学等における化学物質管理システムの運用方

法」に関する問題点や考え方の洗い出しと整理

を行うことをプロジェクトとして取り組むの

で、より多くの大学からの情報提供とご協力を

お願いしたい。

　允　山田副会長から閉会の挨拶があり、終了し

た。

３ ．見学会

　参加者３０数名、バスで移動
　秋田大学附属鉱業博物館　１３：０５－１３：３５
　附属鉱業博物館は、手形キャンパスの東側の

山手にあった。すぐ近くに平田篤胤のお墓があ

るとのこと。予定時間が短かったため、１階の
鉱物・鉱石見本について説明を聞きながら見せ

ていただいた。

　東北電力珂秋田火力発電所　１４：１０－１５：３０
　秋田大学からバスで約３０分の日本海に面した
場所であった。PR館で施設の概要について説
明を聞き、隣室の展示模型を実際に動かしての

説明を受けてから、発電所内を見学した。２号
機がようやく定期点検中とのことで、分解整備

中のタービンを見ることができた。昨年３月の
東日本大震災に伴い、最近までフル稼働だった

とのこと。１号機は老朽化のため２００３年に廃止
され、２号機、３号機、４号機（共に原油・重
油を燃料としている）で合計１３０万kWの出力、
これに緊急設置電源として、軽油を燃料とする

５号機（シンプルサイクルガスタービン方式）
が昨年７月に着工し、今年の６月初めに試運転、
６月２２日に営業運転に入っているとの説明が
あった。見学の最後に、屋上から構内、及び周

囲の景観を眺めることができた。

　　なお、余熱の利用はやっていないとのこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上



編　集　後　記

　当環境保全センターの菅野技術専門職員は、３５年にわたる勤務を全うし今年度をもって完全退職いたし
ます。後任に関してはいまだ結論が出ておりませんが、どの様な形になるにせよ山形大学における環境安

全管理体制にとり大きな痛手となることは想像に難くありません。私がセンターに異動して早５年になり
ますが、この間、多岐にわたるセンター業務の具体的な手続きにとどまらず、その歴史的な経緯や法的な

根拠など手取り足取りご指導いただきました。菅野さんの薫陶により業務全体を切り盛りする視点・能力

を醸成できたものと確信し、感謝の言葉もありません。退職に際し、いくらかでもその穴を埋めるべく、

日々精進を続けていかなければならないとの思いを新たにします。

　さて、今年度の広報誌は、昨年に続き樹氷特集を組むことができました。昨年同様、山形大学理学部の

柳澤文孝教授に企画・著者選定・寄稿依頼・校正など執筆・編集業務を全面的にお願いいたしました。お

忙しい中、プライベートな時間を割いてまとめていただいたこと、深く感謝いたします。この特集におい

て、柳澤先生は「樹氷」に関する多数の資料を探索・解析され、言葉の誕生から歴史的な分布範囲まで幅

広くまとめておられます。山形大学理工学研究科の三浦崇史氏、環境科学研究所の赤田尚史氏、秋田大学

教育文化学部の本谷研准教授、防災科学技術研究所の阿部修雪氷防災研究センター新庄支所長、山形大学

東北創成研究所の村松真准教授、その他共著者の方々からは、それぞれの専門分野から学術的価値の高い

興味深い寄稿をいただきました。さらに、柳澤先生が収集された貴重な絵はがきが３０セットにわたり紹介
されています。柳澤先生は、「「続　樹氷・蔵王特集号」について」の中で「続々　樹氷・蔵王特集号」を

来年度に企画すると表明されており、これをもって「樹氷・蔵王特集号」３部作が創出されることになり
ます。当センター広報誌において、このような地域に根ざした、また最新の研究成果を発表していただけ

ることはまことに有難く光栄なことです。

　環境保全センターは、山形大学全学を対象とした環境および安全衛生管理の業務を行っています。実験

廃液処理、化学物質管理、作業環境測定など、疑問や要望がございましたらお気軽にご相談ください。今

後ともよろしくお願いいたします。

（大津 芳）　
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環 境 保 全　No.１６

２０１３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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