
5．自然環境調査



１．地質．地形

1｡概要

　調査地域は白山の南西部に位置し、白山登山の起点の市ノ瀬（標高約825m）と

山頂（標高2,702m）とのあいだに1.900m近くの標高差がある。白山火山の噴出物

が分布する山頂とその周辺は、火山の形成時期が第四紀でも比較的新しい時期（

古白山火山が約11～13万年前、新白山火山が2～3万年前）であるため、原地形

が残されていることが多い。一方、それらの周辺地域はほぼ南西方向に流下する

湯の谷川・柳谷とそれらの支流によって深く刻まれ、地すべりや斜面崩壊の地形

がいたるところに発達する。白山火山の噴出物もその先端部で激しい浸食作用に

さらされ、急崖を形成することが多い。浸食・崩壊作用によって生産される土砂

量は膨大であり、明治以来砂防工事が盛んに行なわれてきた。

　この地域を構成する地層・岩石は、古いものより中生代手取層群、濃飛流紋岩

類、白山噴出物である。手取層群は柳谷、湯の谷川、及びその支流域に主に露出

する。主な岩石種は砂岩と砂岩・泥岩互層で、珪質岩の円礫からなる礫岩がしば

しばそれらに介在する。これらの地層は手取層群の桑島層上部から赤岩層にかけ

てのものに属すると考えられる。濃飛流紋岩類は北西部の七倉山周辺の分布地を

除いては、エコーライン沿いや南竜ヶ馬場野営場の西方に小規模に露出するのみ

である。白山火山噴出物は山頂やその周辺地域、旧道尾根や南竜ヶ馬場から南西

にのびる稜線などに幅広く分布し、古白山火山と新白山のものとに大別される。

古白山火山の噴出物は大汝峰周辺や湯の谷川の東岸、旧道尾根に分布し、旧遊尾

根の下部の火砕流堆積物（厚さ数1Om ）の他はほとんどが溶岩流からなる。新白

山火山の噴出物は山頂の南部から東部にかけて広く露出し、溶岩流を主体として

いるが、小規模な火砕流堆積物もところどころにみられる。



2｡特徴的な地質・地形景観

　a.植物化石産地

　登山道及び車道沿いに露出する手取層群のうち、砂岩・泥岩互層中には植物化

石が含まれるが、資材運搬道終点付近の化石産地を除いては、量も少なく保存状

態も悪い。資材運搬道の終点の化石産地（図の1）からは植物や裸子植物の化石

が12種類確認されており、この構成は桑島層上部に似ている。

　b.礫岩層

　手取層群の礫岩層はほとんどが珪質岩の円礫からなり、標高2.200ｍ付近の登山

道沿いの崩壊地でその大きな露頭（図の2）がみられる。この露頭ではみかけの

厚さが100m以上もあるが、これは礫岩層の層理面と崩壊面がほぼ一致しているた

めと考えられている。

　c.山頂部火山地形

　白山火山は第四紀のなかでも新しい時期に形成されたため、原地形がよく残さ

れている。その代表が山頂部にみられるもので、翠ヶ池をはじめとする火口群、

剣ケ峰の中央火口丘、御前峰の稜線を中心として東方に開いている馬蹄形の尾根

である。馬蹄形の尾根は山頂崩壊によって形成されたものである。形成年代は、

馬蹄形尾根が約4.400年前、剣ケ峰が約2.900年前と推定されている。

　d.溶岩流

　白山火山の噴出物の主なものは溶岩流であり、多くは柱状節理、まれには板状

節理を呈する。登山道沿いからは、旧道尾根に古白山火山の溶岩流を、南竜ヶ馬

場から南西にのびる尾根に新白山火山の溶岩流をみることができる。これらは数

層の溶岩流からなる。

　e.不動滝（図の3）

　不動滝は百四丈滝、白水滝などと共に白山を代表する滝である。これらの滝は

白山火山の溶岩にかかっている滝で、基盤岩との境界付近に形成されている。不

動滝にみられる数段の段差は、この滝を形成する溶岩が数層の溶岩流からなるた

めと考えられる。

　f.クロボコ岩（図の4）

　弥陀ヶ原で観光新道と砂防新道が交差するあたりにクロボコ岩がある。表面に

は亀甲状のひび割れがみられる巨大な岩塊で、パン皮火山弾と称されるものであ

る。これに似た岩塊は、この周辺に数多くみられる。これらは、弥陀ヶ原の平坦

面を形成した新白山火山の火砕流堆積物の岩塊である。

　g.火山灰層と泥炭層

　弥陀ヶ原の砂防新道とエコーラインの登山道は、長期間の登山者による踏圧や





雨水の流水によってしばしば深く浸食されている。そのような場所では、泥炭 層

　（約11,000万年前以降に形成された）とそれらに介在する火山灰層との互層をみ

ることができる。火山灰層はこれまで18層確認されており、そのうちの1層（鹿

児島県鬼界カルデラから噴出した広域テフラ）を除いては新白山火山からのもの

と考えられている。

　h.階状土

　白山からはこれまで氷河地形は確認されてないが、標高が2.100ｍ以上の山頂周

辺には、周永河地形の階状土がみられる。それらは、岩石もしくは地中にしみこ

んだ水分が凍結・融解作用をおこすことによって形成されたものである。階状土

の分布は一部を除いては、雪渓やその周辺に限られる。

　ｹ.別当くずれ（図の5）

　白山は現在激しい浸食作用をこうむっている。浸食作用の主役をなすのが地す

べりと斜面崩壊であり、それらによって形成された地形が到るところでみられ

る。別当谷中流の右岸にみられる大規模な崩壊地は代表的な地すべり地形であ

り、通称別当くずれと称されている。上部の白山火山噴出物から下位の手取層群

までが一面に削られている。
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２　植　生

　白山国立公園の登山利用にあたり、最も利用者の多い登山口である別当出合か

ら、観光新道・砂防新道の2本の登山道および建設省砂防工事用資材運搬道が到

達している中飯場までは、白山国立公園の高山帯への玄関口といってもよい区域

である。しかしこの一帯は有名な崩壊地であり、古くから砂防工事などが入って

いて、植生からみれば原生林的景観とは言えない状態である。また、白山国立公

園のシンボルともいえる高山植物も、標高1200から1600mのこの区域からは出現

しない。

　ここでは、植生の現状を景観的観点から見るため、別当出合～中飯場間につい

て植被の状況を調査し、また、植生を攬乱させる危険のある外来植物の有無につ

いて調査した。

　1.別当出合～中飯場間の植被

　現地踏査および航空写真（1885年10月撮影）により、高木林・低木林・草原・

裸地に分類した植被図（縮尺/5000）を作成した。

　別当谷・甚ノ助谷ともに手取川の支流のなかでも特に土砂流出の激しいところ

であり、多くの砂防堰堤が築かれている。ほとんど全ては土砂に埋まっていて、

川ぞいには広い堆積土の裸地が出来ている。また、谷沿いの浸食された急斜面や

別当崩れなどには広い自然裸地、あるいは粗に草本の生えた斜面が見られる。

　別当出合～中飯場間の車道は、開設後長い年月を経ているので、法面の緑化が

進んでいて、ほとんど草地化は完成している。ヤマヨモギ・フジアザミ・イタド

リ・ススキなどの在来植物によって構成されており、一部では、ヤマハンノキ・

タニウツギなどの低木林へと遷移している。

　多雪地であるので、ブナを優占種とする高木林は、傾斜のやや緩やかな斜面や

尾根にだけ発達している。中飯場周辺の草地や低木林に一部は、地形と標高から

みて本来ブナ林であったとみられるが、かなり以前から少しずつ伐採され、現在

のようなブナが点在する植生になったものと思われる。

　2.外来植物

　植物相を撹乱し、ふさわしくない景観を創る可能性をもち、本来この地区のこ

の標高には生育しなかったはずの植物を踏査によって調査した。

　分布範囲、個体数ともに最も多いのはオオバコである。車道の全線にわたり、

いたるところに広がっている。登山道ぞいにも入り込んでいて、別当出合～中飯

場間のほぼ全線の道ぶちにみられ、中飯場～甚ノ助避難小屋間では樹木に覆われ



ていない区間に転々と、また南竜ヶ馬場では野営場の通路や周縁などに、オオバ

コの群生がみられる。その他の外来植物は、中飯場から上の登山道ぞいでは発見

できず、ヒメジョオン・アレチマツヨイグサ・シロツメクサが中飯場から下の車

道わきに点在するにすぎない。法面においても、工事後あるていどの期間を経た

ところでは、イタドリ・ヤマヨモギ・ススキなどが優先する高茎草原になってい

て、外来の植物は見られない。

　3.貴重なもの

　市ノ瀬～中飯場間には、特に注目すべき植生や貴重種とされる植物の分布は見

あたらない。ただし、この区域にあるブナ林は、白山のなかでも少なくなった道

路わきのプナ原生林の一つであり、重要な存在といえる。

　中飯場から山頂にかけては、亜高山帯から高山帯へと多様に植生が変化する。

高山帯の植生は、白山山系の自然要素のなかで最も重要なものの一つであり、広

いお花畑やハイマツ林、そして西限分布にあたる多くの高山植物相など、その価

値の高いことは、すでに言い尽くされつくされてきた。ここでは、高山植物に言

及することは、省略する。

4.登山者の増加と登山形態の変化による影響

　a.市ノ瀬～中飯場間、特に車道部分について

　車道の開設から長い年月が経過し、道路法面の植生が当地域の自然草原にまで

回復しているので、新たな裸地や人工構造物を造ることは、国立公園の自然景観

を維持するためにも、表土の浸食防止のためにも、極力避ける必要がある。

　道路沿線のブナには、樹勢の弱っているものも見られるので、ブナの根もとを

傷付けないように留意するとともに、砂ぼこりや排気ガスによる木への影響を注

意深く見守る必要がある。

　b.中飯場～山頂の登山道沿線について

　登山者の増加に伴ない、エコーライン等の登山道、室堂等の宿泊施設、甚ノ助

避難小屋等の休憩施設の収容力が不足し、周辺の高山植物帯への踏込みが増える

危険がある。ピーク時の登山者数を大幅に増やすことなく、利用期間を伸ばした

り、南竜ヶ馬場などへの利用者の分散を図るような対策が必要である。

　登山に要する時間が短縮されることで、日帰りや夜間登山が増加することが予

想され、それに伴い高山植物帯への踏込み、植物の採取、ゴミ投棄などマナーの

悪化が心配される。利用者の指導と監視を強化する必要がある。





３。鳥類

1｡調査概要

　市ノ瀬から白山山頂に至る範囲の烏類の調査では、山頂周辺におけるセンサス

やイワヒバリの分布及び個体数についての報告（上馬、1981 ・1985）があるが、

市ノ瀬から中飯場までの車道や砂防新道沿いの調査報告は今までにない。そこで、

その間の現地調査をするとともに、上記の報告の内容も合せて、車道の延伸及び

それに伴う登山者の増加による影響について述べる。なお、本調査地域とは柳谷

一つ隔てて向い合うチブリ尾根は、人為の影響もほとんど見られない自然状態を

保つ植生であり、鳥類の調査結果（上馬、1985 ・1987）があるので、比較資料と

した。

　調査は、夏期（1988. 7.20)及び秋期（1988.10. 7）の２回、市ノ瀬～中飯場

間の車道と中飯場～山頂間の歩道沿いにおいて行った。早朝、市ノ瀬を出発して、

線センサス法により記録しながら登山する方法で行い、個体数集計にはセンサス

コースの両側各50m 以内に出現した全ての鳥の記録を用いた。次に、全体を市ノ

瀬～別当出合、別当出合～中飯場、中飯場～室堂の３つに分けて集計した。なお

室堂～山頂間は、夏期は天候が悪く行えず、秋期には出現する鳥はなかった。

環境は、市ノ瀬（標高830m ）～別当出合（標高1260m）間は、一部に低木林や

スギ植林地があるものの、大部分が自然状態のよく残されたブナ林の中を通る車

道である。別当出合～中飯場（標高1560m)間は、低木林や草原が多く、一部に

ブナ林がある車道沿いである。また中飯場～室堂（標高2450m）間には、ダケカ

ンバ林、アオモリトドマツ林、高茎草原等がある。全体的に高木林は少なく、低

木やササの繁るところが多い登山道である。

2｡調査結果

　現地調査により、市ノ瀬～室堂間全体で夏期に29種、秋期に23種を記録し、個

体数集計結果は表のとおりであった。

　市ノ瀬～別当出合間では、夏期の出現種数は18種、相対密度15.32羽／kmで、

ヒガラ、ゴジュウカラ、カケス、コガラ、ホオジロが多く、これら５種で67％を

占める。秋期には出現種数は14種、相対密度12.10羽／kmでヒガラ、シジュウカ

ラ、ゴジュウカラ、ウグイス、コガラが多く、これら５種で76％を占める。別当

出合～中飯場間では、夏期の出現種数は９種、相対密度５羽／kmでウグイス、ホ

オジロ、キセキレイが多い。また秋期は出現種数５種で、相対密度1.43羽／kmで

あった。次に中飯場～室堂間では、夏期の出現種数は14種、相対密度12羽／kmで

ウグイス、カヤクグリ、メボソムシクイが多い。秋期は出現種数は12種でヒガラ、





ウソ、マヒワ、カヤクグリが多く、相対密度は9.5羽／kmであった。

　市ノ瀬～別当出合間の優占種であるヒガラ、ゴジュウカラ、コガラは、同じ標

高のチブリ尾根のブナ林の優占種と同じであり、この区間にあるブナ林が、チブ

リ尾根と同様に自然の状態のよく残されていることの表われとみることができる。

また相対密度もほぼ同じである。また中飯場～室堂間の鳥類の出現状況も、同標

高のチブリ尾根の出現状況と同じ傾向がみられた。しかし中間部に当たる別当出

合～中飯場間は、これらとはかなり異なった種構成である。

　チブリ尾根の同標高の調査記録を下の表に示した。鳥類のセンサスでは、調査

時の天気や時刻が結果に及ぼす影響が大きいので、例としては近年の記録で、今

回の調査時の条件に近いものを選んだ。チブリ尾根の記録は、ブナ林の鳥類構成

の典型的なものの一つと言える。これに対して、別当出合～中飯場間の記録は、

ウグイスやホオジロが多く、低木林や草原の鳥類相を示している。車道としてブ

ナ林が切り開かれ、法面等の草原が多いことがそれを反映しているものと考えら

れる。またキセキレイは、車道や途中にある別当谷の存在によるものと考えられ

る。　次に、注目される種としては中飯場～黒ボコ岩でイヌワシを、また室堂で

渡りの途中と考えられるアカハラダカを記録した。アカハラダカは白山での初記

録である。

3.車道延伸及び登山者の増加による影響

　今後、中飯場まで一般の車が入り、登山者が増加した場合の影響について、別

当出合～中飯場間と中飯場～室堂間に分けて考えてみる。



　　中飯場までの車道は、すでに長年にわたって工事関係の車が頻繁に利用してお

り、また登山関係の車が多く利用すると考えられる７～８月には、この標高の鳥

　類の営巣期は終わっているものが多いので、今後、駐車場拡張等の環境を変える

　大きな工事が行われない限り、車道延伸による現在の種構成からの変化はないと

　思われる。しかし中飯場以高では、登山者の増加が見込まれ、登山道以外への踏

　み込みやゴミの投棄等、登山者のマナーの悪化が心配され、鳥類の生息に影響が

　でる恐れも考えられる。それは亜高山帯や高山帯で繁殖する鳥類で、これらは繁

　殖期が登山シーズンと重なるものが多く、中でも登山道付近で繁殖するイワヒバ

　リ、カヤクグリ、ビンズイ、ルリビタキ、ウソ、メボソムシクイ、クロジ等への

　影響が予想される。

　特にイワヒバリは、白山が、我が国における分布の西限にあたり個体数も多く

ないこと、また営巣地が山頂部周辺に限定される点で保護上重要な種である。登

山道の近くの、比較的人目につきやすいところで営巣するので、近くを人が頻繁

に通ると営巣活動に与える影響は大きい。

　次に、俗化を示す種とされるハシボソガラスの生息は、現地調査では市ノ瀬周

辺に限られていたが、ゴミの投棄等で汚れてくると将来、標高の高いところへ出

現する可能性もある。
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４。哺乳類

1｡調査概要

　調査の対象となった地域は、別当出合から中飯場に至る建設省白山砂防資材運

搬道路（延長4.2 km）およびその周辺である。ネズミの捕獲と糞の採集および足

跡の観察を行なった。調査期間は1988年9月1－ 2日、10月21－22日である。わ

なによるネズミ類の捕獲採集にはシャーマン式トラップを用い配置は資材運搬路

沿線ではその林縁部、別当出合では建物の側や道路沿いの林縁にわなをしかけた。

わなの配置は１地点10～20 m間隔とした。甚ノ助ヒュッテ内では、パンチュウー

トラップを用いた。わなの設置は午後におこない１夜おいて翌日午前中に回収し

た。餌には殼つき南京豆の殼を取ったものを用いた。

　糞・足跡の分布は資材運搬路と砂防新道沿いを踏査し雪上にみつけられた糞・

足跡を地図上に記録した。連統して見られる足跡は道路を横切った時点で1個体

分として数えるようにした。

2､調査結果

　ネズミ類の採集結果は、捕獲地点、捕獲数が少ないので両者をまとめてみると

げっ歯目はアカネズミ、ヒメネズミ、ヤチネズミの3種、食虫日ではトガリネズ

ミ採集された。また、

ンドキツネ、ホンドテン、オコジョ、ニホンカモシカの7種が、糞からはキツネ、

タヌキの生息が確認された。そのほか翼手類を除くとこの地域にはホンシュウム

ササビ、ホンシュウモモンガ、ツキノワグマ、ミズラモグラ、ヒミズ、ヒメヒミ

ズ、カワネズミがこれまでに確認されている。

　このうちこの地域の貴重な種は、国の特別天然記念物のニホンカモシカ、国の

天然記念物のヤマネ、そのほかの保護上重要な種としてホンシュウモモンガ、ミ

ズラモグラ、ホンドオコジョ、トガリネズミ、ヒメヒミズがあげられる（石川県

1883）。今回発見されたテン、キツネの糞からは残 飯など人為的影響はみられな

かった。これは調査時期が1O月下旬で登山シーズンでなかったこと、積雪があっ

たことなどを考えると野生動物への食性など人為的影響は少ないことが予想され

る。八神・水野（1986)が1982～1886年におこなったキツネの糞分析資料からは

別当出合～室堂間で採集された12個の糞のうち4月に別当出合で採集された2個

と7月に展望歩道、南竜ケ馬場道で採集されたそれぞれ1個の合計4個に残飯が

含まれていた。1975年の9月と1976年の7－ 8月に花井（1376）が白山の亜高山帯

で採集した、キツネ、テン、オコジョの糞内容物分析ではキツネ 99個のうち6個

に、テン50個のうち2個に残飯が含まれていた。一方、人為的影響をみるうえで

指標とされているドブネズミの分布は1875年に室堂付近で 1頭採集され（花井



前出）生息が確認されている。しかしその後、室堂センターの倉庫が改築してさ

れてからはドブネズミは全くいなくなった（木下道夫氏　談）。以上のことから

1975－1978年当時と1882～1886年とを比べてみることは難しいが、この間ゴミの

持ち帰り運動の徹底がおこなわれたにもかかわらず、別当出合から上部のゴミや

残飯など野生哺乳類にあたえる人為的影響は、変化がないかあるいは大きくなっ

ているようである。また、施設を改良することによってドブネズミなどの帰化動

物の侵入など人為的影響は防ぐことが可能であることが示唆される。

3｡貴重種と車道延伸及び登山者増加による影響

　この地域の貴重な種は、国の特別天然記念物のニホンカモシカ、国の天然記念

物のヤマネ、そのほかの保護上重要な種としてホンシュウモモンガ、ミズラモグ

ラ、ホンドオコジョ、トガリネズミ、ヒメヒミズがあげられる（石川県　1883）。

ニホンカモシカは保護の結果、白山周辺の個体数は多く、分布域も以前と比べる

と広がっており、この道路が延長されても個体群に対しては大きな影響にはなら

ない。この道路が延長された際どのように供用されるかによって周囲に生息する

動物への影響は変化してくるものと考えられる。供用される時間帯、季節、制限

速度、一日の通行量によっても周辺に生息する哺乳類の影響は大きくかわる。例

えば、夜間通行の禁止されている白山林道有料区間は野生動物の交通事故は全く

ないのに対し、夜間通行の出来る無料区間あるいは一般県道では哺乳類の交通事

故は頻繁にみられる。このようなことから、道路の供用に際しては充分な配慮が

必要である。

　現在、資材運搬路の側溝の整備が別当出合付近で進められ、一部Ｕ字溝の埋設

が行なわれている。このＵ宇溝は深さが60cm、幅60cmと大きく、蓋がないため跳

躍力のない食虫類（ヒメヒミズ、ミズラモグラ、トガリネズミ）等の小動物が移

動する際、一旦落ちるとはい上れないまま死亡することが予想され、側溝に蓋を

つけなければ道路沿いの個体群を減少させる恐れがある。
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5｡大　気

１。調査概要

　本調査は、白山登山最盛期における自動車排出ガスによる白山国立公園内の登

山道周辺の環境大気への影響及び現況を把握するために実施した。

　翻査地域を図１に、調査内容を表１に、調査地点の概要を表２に示す。

（1）調査地域の概要

　主要地方道白山公園線の市ノ瀬・別当出合間及び甚之助資材運搬道路の別当出

合・中飯場間を対象道路とした。標高は市ノ瀬で830 m、別当出合で1260m、中

飯場で1550m、道路の平均勾配は市ノ瀬・別当出合間で1000分の82（4.7度）、別

当出合・中飯場間で1000分の166（9.4度）と急傾斜となっている。対象道路に隣

接して一般車両用駐車場が市ノ瀬及び別当出合の２か所に設けられており、収容

台数はそれぞれ700台、250 台である。なお、白山夏山登山ピーク時の交通規制

として、７月15日から8月12日までの毎金曜日から２日後の日曜日の正午までに

ついては、別当出合駐車場満車時点から市ノ瀬駐車場より奥地へのマイカーの通

行規制が実施された。

（2）調査内容

　調査は、自動測定機（大気測定車　あおぞら号）による大気環境調査及びブナ

葉中硫黄分調査の２調査である。大気環境調査は、７月１日から9月2日までの

期間に市ノ瀬、別当出合の２地点で、各々約１か月間大気汚染項目及び風向・風

速の自動測定を実施した。

　ブナ葉中硫黄分調査の試料は、9月14日に調査対象道路周辺３地点及び対照１

地点の計４地点で採取した。

　また、昭和63年７月29日（金）から7月31日（日）にかけて、市ノ瀬において

実施した自動車交通量調査結果をもとに大気拡散式により自動車排出ガスの登山

道周辺への影響を予測した。

２。自動測定植による大気環境測定結果

　白山登山最盛期における登山道周辺の大気環境の現況を把握するため、市ノ瀬、

別当出合の２地点で調査を実施した。調査方法の詳細は表３、表４、表5のとお

りである。調査地点の詳細は図２、図３に示す。



　調査地点付近の大気汚染源は、市ノ瀬、別当出合の測定地点に最も近いばい煙

発生施設でも約1Okm以上離れていること、さらに集落も近くにさほどないことか

ら、本地域の大気環境に影響を及ぼす汚染源は自動車排出ガスのみと考えられる、

また、道路の用途性格から白山夏山登山時が交通量の最盛期と考えられる。

　両地点とも、いずれの項目についてもかなり低い値であり、二酸化硫黄、二酸

化窒素、一酸化炭素については環境基準の10分の１程度であった。二地点間で特

に大きな違いがみられたのは非メタン炭化水素であり、「光化学オキシダントの

生成防止のための大気中の濃度指針値」の下限値超過率においてかなり差がみら

れ、市ノ瀬測定点が高い値を示したのは近傍の駐車場を発着する自動車の影響に

よるものではないかと推察する。

　風向、風速についてみると、周辺の地形からみて山地にみられる典型的な局地

風を呈している。平均風速は1 m/sec前後と弱風であった。市ノ瀬の静穏率が

34.6％と高いのは周辺の地形によるものと推察される。

　調査地点の汚染度を評価するため期間平均値（表11）及び時刻別平均値の最高

最低値（表13、表14）を用い、一般環境大気測定局の金沢市三馬測定局（住居地

域）、自動車排出ガス測定局の香林坊測定局（商業地域）の測定結果と比較する

と、オキシダント及び自然界に多く由来するメタン等炭化水素類についてはあま

り差はなく、その他は、約1/10から1/2程度の濃度レベルであった。１時間値の

最高値（表12）においても同様の傾向がみられ、発生源の状況を考慮すれば周辺

環境濃度は大変清浄であるといえる。

　通常、汚染レベルの評価には自然地域の平均的状態いわゆるバックグラウンド

値がよく用いられるが、地域の汚染質の環境負荷の大きさを評価するにはその地

域のバックグラウンド値に相当するベースの値を考慮する必要がある。時刻別平

均値の最低値をこのベースの値と考えれば、最高値との差が環境負荷の大きさと

みなすことができる。この方法によっても、全体的にみて期間平均値による場合

と同様の評価となり、調査地域は清浄地域といえる。ベースの値で、特に窒素酸

化物と浮遊粒子状物質で調査地域と、比較した都市部の測定局との間に大きな差

がみられている。

　時刻別推移（図４から図15）をみると、都市部の測定局に比べて調査地点の経

時変化は周辺環境を反映して、全般的にあまり変動のない傾向を示している。

　自動車排出ガスと関係の深い汚染質である窒素酸化物、一酸化炭素、非メタン

炭化水素の環境濃度と自動車交通量との関連を図16に示す。一酸化炭素と非メタ

ン炭化水素は値が小さいためか、あまり明確な傾向がみられず、窒素酸化物は比

較的交通量をよく反映した推移を示しており、昼間においても交通規制によりバ



ツクグラウンド値までに減少している。

３。ブナ葉中の硫黄分翻査

　気孔から侵入した二酸化窒素は、細胞液中で硝酸、亜硝酸となりアンモニア態

を経てアミノ酸へ合成され有機化されていく。従って、二酸化窒素は植物細胞中

で無機態で集積されることは少なく、速やかに有機態へ変換され葉以外の部位へ

転流することが知られている。一方、葉面の気孔から二酸化炭素などとともに吸

収された二酸化硫黄は、体内で比較的簡単に酸化され、最終的には硫酸塩になる

ものとみられ、一部は含硫黄有機化合物に同化されるが、大部分は主として葉身

などにとどまるものと思われる。ガス湿度の低い慢性被害の場合には硫黄蓄積量

が高いレベルで見出される。従って、葉中に有害成分として存在する主として水

溶性の無機態の硫黄の定量を行えば、慢性被害の判定に有効な根拠となりうると

考えられる。この報告に基づき、葉中水溶性硫黄を定量することにより大気汚染

の影響を調査した。

　本調査では、指標植物として登山道周辺に多く自生するブナを選定し、試料葉

を昭和63年９月14日に１回採取した。試料採取地点は対照１地点を含む計４地点

である。（表2）個体差をならすために、１地点当り３本の木（図17から図20の

A, B, C）から試料を採取した。

　調査結果は表15のとおりである。水溶性硫黄の濃度は平均で540 ～91Oppmで中

飯場が一番高く、対照との比較では中飯場が1.5倍、別当出合が1.0倍、猿壁が

0.9倍と特に大きな差はないものと考えられる。また、水溶性硫黄の全硫黄に占

める割合は、平均で54～7％でこれも中飯場が一番高く、対照に比べ中飯場が1.

1倍、別当出合が0.9倍、猿壁が0.8倍で、これも特に大きな差はないものと考

えられる。

　同様な調査の一例として富山県の例を表16に示した。比較すると、試料採取場

所の条件が若干異なるものの、水溶性硫黄の濃度は1試料当たり本調査では370

～lOOOppm、富山県の例では410～1040ppmと特に差のない結果となっている。

大気中の二酸化硫黄の植物への急性症状発生閥値は0.1～1.5ppmと報告されてお

り、今回の調査結果（１時間値の最高値は0.012 ）はそれより十分に低く、影響

はさほど懸念されるものではないが慢性影響への配慮は必要である。

　植物に対する大気汚染の影響は感受性、活力度、樹齢などによる個体差、気象、

土性などの条件に左右されることから、低濃度地域における大気汚染の判定には

知見の集積、活力度を含めた総合的な継続的な調査が必要である。



(分析方法)

　1.試料の調製

　試料を水洗後、真空乾燥器を用いて70～80℃で約５時間乾燥後、粉砕し分析試

料（乾物試料）とした。

　２．水溶性硫黄の定量

　乾物試料4gを 300mlのコニカルビーカーに正確に分取し、水200 mlを加え１

分間に30～4O回転、30℃の条件で振盪し、速やかに常温にもどし、乾燥ろ紙(3

種）でろ過する。ろ液の一定量を200 mlのビーカーに分取し、硝酸を数滴添加し、

砂浴上で10～15mlまで濃縮し、さらに硝酸 5mlを添加し時計皿でおおい15分間煮

沸する。次に、時計皿をはずし7O～8O℃の水浴上でほとんど乾固し、0.3N塩酸

30mlを添加し溶解し、ろ過（ 6種、径11cm）し、熱水でろ紙を洗浄し先のろ紙に

合わせ全量を100mlとする。試験液を十倍に希釈後、イオンクロマトグラフ法で

定量する。

　3.全硫黄の定量

　乾物試料2gを坩堝に正確に分取し、3％石灰乳を添加し、よく混ぜて完全に

湿らす。最初110～130 ℃の通風乾燥器内でよく乾燥したのち、微赤熱程度（約

500℃）で十分灰化する。灰化後、よく砕いて少量の水及び希塩酸（2N) 5ml

で溶解し、 3OOmlの卜ールビーカーに完全に移し、硝酸数滴を添加し、沸騰した

水浴上で乾固させる。塩酸少量(3～5ml）を添加し、撹絆棒でよく砕き、時計

皿でおおい70～80℃の水浴中で約15分間加熱した後直ちにろ過（6種、径11cm）

し、熱水でよく洗浄してろ液の全量を200 mlとし試験液とする。イオンクロマト

グラフ法で定量する。

４。大気汚染予測

　自動車による発生源のみを対象とし、図21に示す既設 3路線（国道157号線、

主要地方道岩間瀬戸野線、主要地方道白山公園線）及び別当出合～中飯場資材運

搬道路について予測のモデル化を行った。

　予測に用いた交通量データは、既設路線については、昭和58年度石川県道路交

通情勢調査報告書（表17）のものを、別当出合～中飯場資材運搬道路については、

昭和63年７月30日（土）に行った現地の交通量調査結果（表18）を用いた。既設

３路線及び資材運搬道路の平均日交通量、年間走行台キロ数を表19、表20に示す。

これら交通量と表21に示す汚染質の排出係数を基に汚染質排出量を算出し、併せ



て総量規制マニュアルの方法に基づき大気拡散予測計算を実施した。窒素酸化物

及び硫黄酸化物の排出量を表22.表23に示す。また、関係路線沿線における濃度

予測の結果を図22に示す。

　以上の方法により得られた知見を述べる。汚染物質排出量は、本調査の対象範

囲内においては、窒素酸化物で約45.5t／年、硫黄酸化物で約10.9t／年であり、

これを路線別でみると、白山公回線の排出量が窒素酸化物で約21.61／年（47%）

硫黄酸化物で約5.21／年（48%）と全体の約半分を占め、調査対象路線である別

当出合～中飯場資材運搬道路の排出量は、調査時の交通量を基に試算すると窒素

酸化物で約3.1t／年（7%）、硫黄酸化物で約0.8t／年（7%）となっている。

予測結果については図22に示したとおり、その濃度分布は発生源に沿った広がり

をみせ、市ノ瀬付近で最も高い値（窒素酸化物2.5ppb、二酸化窒素　0.7ppb、

二酸化硫黄　0.4ppb）を示している。また、別当出合～中飯場間道路近辺で最も

高い値は、窒素酸化物で1.6ppb、二酸化窒素で0.5ppb及び二酸化硫黄で0.3ppbと

なっている。
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注) 1. 地点は中飯場が最も高所、猿壁は最も低所。対照（コントロ―ル）は別当

　　　出合、猿壁間で路肩より約50mの地点、他は路肩より1Om以内の地点。

　　2.試料は各地点３本の木から採取した。採取年月日：昭和63年9月

　　３．分析方法は本文「分析方法」のとおりである。



（出典：昭和61年 2月、立山植生活力度調査結果報告書）

計画機関：富山県生活環境部自然保護課

調査機関：社団法人日本林業技術協会

注）1. 試料採取は昭和60年9月に実施。

　　　2.表中の番号は１は道路左40m、

　　　　　　　　　　　2は道路左隣接、

　　　　　　　　　　　３は道路右隣接、

　　　　　　　　　　　４は道路右40mの地点である。
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