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■乙女高原ファンクラブへの入会者数・・・７１８人（２０１８年１０月２５日現在） 
 

乙女高原ファンクラブ ニュースレター(通算 69 号) 2018.10.25. 

乙女高原が好き！1803 号 
 

台風の爪痕、乙女高原の守り人 
 

今年は(も?)地震といい台風といい、災害の多い年になりました。被災された方々や地域の一日も早い

復興をお祈りしています。乙女高原にも台風がやってきて、爪痕を残していきました。 

７月２８日、台風１２号。日本列島を東から西に通りすぎた台風です。この風によって林道沿いのサクラの大

木が倒れ、シカ柵をゆがめてしまいました。市の職員の方々がすぐに来て、木を切り、シカ柵の修理をして

くださいました。 

８月２３日、台風２０号。四国から中国地方をつっきり、風にあ

おられたタンカーが関西空港のアクセス道路の橋に激突しまし

た。この台風で、森のコースにある「マザーツリー」ウラジロモ

ミのこずえ 10ｍほどがごっそり折れて落下し、遊歩道をふさ

いでしまいました。それを発見した何人かで、モミの枝をのこ

ぎりで切り、邪魔にならないところに運び出し、「モミの木のト

ンネル」状態にし、遊歩道を通れるようにしました。とはいえ、

このままでは危ないので、その後、市の職員の方々が撤去し

てくださいました。 

そして、９月３０日、台風２４号。山梨で風が非常に強く吹き、

いたるところで大木をなぎ倒していった台風です。乙女高原

でも森のコースのミヤマザクラの大木がぼっきり折れ、シカ柵

の上に倒れ込んでしまいました。このままではシカの侵入を許

してしまいそうだったので、ロープで応急処置をし、その後、や

はり市の職員の方々が撤去と修理をしてくださいました。 

市の職員の方々の迅速な対応に、心から感謝したいと思い

ます。自分はチェーンソーなどの道具を持ってないので、大木

となると手が出ませんが、シカ柵の異常を報告することなら

できます。乙女高原に行き慣れた方なら「てっぺんからツツジ

のコースに降りていった所」といった表現で十分伝わりますが、

一番確実なのは、シカ柵を支えている杭の何本かごとに貼ら

れている番号シールです。「①-16」などといった番号が付い

ているので、シカ柵の異常を見つけたら、近くの杭の番号をメ

モして、市役所(22-1111)に連絡してください。電話受け付けの

職員が担当の観光課に電話をまわしてくださると思います。 

「乙女高原の守り人」は市の職員ばかりではありません。元

代表の宮原さんは、遊歩道に伸びてきた草を刈ってください

ました。ベンチや看板、百葉箱の設置など大工仕事を一手に引

き受けてくださった世話人の雨宮さん。この夏、百葉箱にペン

キを塗り直してくださいました。おかげさまで、百葉箱がピッカ

ピカです。 

夏の間、ボランティアで乙女高原に来た人に自然の案内をし

てくださった乙女高原案内人の皆さんも守り人です。乙女高原で自然の調査をしてくださっている高槻先

生や奥津さんもです。毎月、定期的に乙女高原の自然を観察・記録している「観察交流会」もです。 

そんな様々な人々の様々な活動によって、乙女高原の自然が守られ、次世代に引き継がれていきます。 

モミの木のトンネル。下

に人が歩いている。 

シカ柵の上に倒れ込んだミ

ヤマザクラ。撮影 :山本さん 

応急処置はしたけれど・・・ 
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今年も 11月 23日は乙女高原の草刈り!! 
 

今回で１９回(年) 目となる、ボランティアによる乙女

高原の草刈り作業。このイベントの自慢できるところは、

「毎年同じ」ではなく、少しずつですが進化し続けている

ところです。キッズボランティア、刈り草運びにビニール

シートの活用、ごみ収集車による刈り草運びと藁撒き･･･。

反対に、変わらない点もあります。200人を越える参加者、

市・県・ファンクラブ・企業・諸団体等による協働体制。

豚汁作り・救護・ロープ回収などのスタッフ立候補。 

昨年は１８年目にして初めて中止→延期でした。雪のた

めです。初めてだったので、対応は大変でしたが、運営に

ついて様々な教訓を得ることができました。 

さあ、今年も「乙女高原の草原を守る」ために、ボランティア集まれ！！ 
 

第１９回乙女高原の草原を守る！ 草刈りボランティア 
■日 時 １１月２３日(金・祝) 少雨決行 午前 9時半から午後 2時   ※荒天の場合２５日(日)  

■集 合 乙女高原グリーンロッジ 

■持ち物 弁当，飲み物，軍手，雨具，おわん・はし（豚汁用），お持ちの方はかまなどの道具。 

■参加費 無 料（主催者負担で保険に加入） 

■内 容 草刈り，草の運び出し，ロープ回収，ゴミ拾い，キッズボランティア，豚汁作りなど 
※2012年の草刈りの様子を見ることができます（ユーチューブ「風の言葉 乙女高原」で検索） 

 

毎年、たくさんの参加者が見込まれます。たくさんの参加者に来ていただき、楽しく作業していただくた

めには数多くのボランティア・スタッフが必要です。ぜひ、スタッフへの立候補をお願いします。乙女高原

の活動を見ていて感心するのは、お歳を召した方々(失礼!)が 生き生きと活動なさっていることです。こう

いう姿を若い方々に見ていただき、「乙女高原の守り人」後継者になっていただきたいなあと思います。若

い方々・まだスタッフをやったことのない方々の積極的な立候補をお願いします。 

スタッフの条件は、①事務局に立候補の旨を伝えること、②当日、参加者より早めに来て(8:30)スタッフ

ミーティングに参加し、仕事の中身を把握すること･･･ の２点です。 

 

■スタッフの例（詳しくは事務局にお問い合わせください）■ 

【 】内はスタッフ充足率 ◎→十分足りている ○→ほぼ足りている △→もう少し ×→足りない 

１駐 車 場 係→【△】朝、車の誘導など（林道は緊急車両とゴミ収集車以外は駐車禁止） 

２受     付→【△】朝、受付と班分け、資料と飲み物の配布など 

３班 の 世 話 役→【×】各班の段取り。作業の進み具合を本部に連絡など 

 手刈り班Ａ，Ｂ，Ｃ。ロープ回収班（森コース、草原コース、ツツジコース）。 

４キッズ班世話役→【○】子どもたちをブナじいさんに誘導。作業の支援など 

５豚 汁 係→【◎】豚汁の調理。炊事用ゴム手袋等は支給します。 
 

 実施前には「草刈りボランティアの下見と準備の会」を行いますので，ご都合がよろしければ、その場で

仕事内容を確認することもできます。また、スタッフの立候補とは関係なく、「下見と準備の会」に参加し

ていただけたら、ありがたいです。準備作業も結構いっぱいあるのです。 

 

  ■草刈りボランティア 下見と準備の会■ 

 １１月１１日（日）雨天決行 １０時 ロッジ前集合。午前中で終了。 

●内容 キッズのルート作り、草原の区割りのテープはり、ロッジやトイレの清掃、備品等の確認 
 

 

■注意事項 

・一般参加の皆さんは手刈りのみにしてください。（刈り払い機 は主催者がお願いした方のみ） 

・林道への路上駐車は厳禁。（刈り草をゴミ収集車に積み込むので，路上駐車が一番困ります） 

・「午前中の作業終了→記念写真→昼食」という流れにします。（途中でも作業を時間で打ち切ります） 

昨年の延期された草刈りへの参加者  
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■(株)田丸のゴミ収集車をお借りして藁撒き工法 

  2015年、山梨市によって設置されたシカ柵によって、草

原の草花たちは回復してきています。だからこそ、草原の

草刈りと草の運び出しはますます重要になります。刈った

草を持ち出さないと草原の「富栄養化」が進み，ススキの

一人勝ちになってしまいます。また，草原の中に生えてき

た木の赤ちゃんを一緒に刈ってしまわないと遷移が進み，

草原が森林になってしまいます。 

今年も刈った草は(株)田丸のゴミ収集車をお借りして，

琴川ダム残土処分場に運びます。ここに刈った草を運び込

み、草原の自然再生を目指します。これを「藁撒き工法」

というそうです。 
 

■ブナじいさんの根元に落ち葉のふとんを 

 今年も子ども向けのプログラムである「キッズボランテ

ィア・ブナじいさんの根元に落ち葉のふとんを」を行いま

す。毎年，保育園くらいの小さい子から小学校高学年くら

いまでが参加しています。乙女の草刈りには親子連れでご

参加ください。 

 乙女高原裏山の「かなめ」の場所に立っているブナじい

さんを応援するために、根元に落ち葉のふとんをかけ、ブ

ナじいさんの栄養にしてもらいます。落ち葉が乾いていた

ら、落ち葉のプールで遊びましょう！ 

 

 “草刈りボランティア 2018” には、駅から往復バスで！  
一昨年より草刈りボランティアに山梨市駅からの送迎バスを用意しています。無料でご利用いただけます。 

 

■申し込み条件■ 

〇お一人で４人分まで申し込めます。 

〇メールのみの受付です（電話等不可）。 

〇定員２７人。先着順です。 
 

■申込み方法■ 

①「草刈りボランティア無料バス希望」と書いたメールを以下のアドレスにお送りください。 

 otomefc@fruits.jp    乙女高原ファンクラブのサイトからも申込めます(乙女高原←検索) 

※ケイタイ・スマホからのお申し込みの場合、フィルタリングにご注意ください。 

②折り返し、お名前・緊急連絡先等をお尋ねするメールを送りますので、ご返信ください。 

③ご返信いただいたところで申込み完了です 

※３日間返信がなければキャンセルとみなしますので、ご注意ください。 

④後日、バス乗車場所等をお知らせするメールをお送りします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■運行するバスのダイヤ■ 

行き 山梨市駅８：００ →乙女高原９：００ 

帰り 乙女高原１４：００→山梨市駅１５：００ 

  ※必ず往復ともご利用ください。 

ゴミ収集車で刈り草を搬出  

林道の落ち葉を集めて、ブナじいの元へ 
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笛吹河原で見つけた茎上巣  

カヤネズミは本当にいるのか?! 
ペットボトルのトラップとセンサーカメラを使った調査  記事：植原 

 

2016年 11月の草刈りボランティアの際、草原で見つかったボール状のナゾの巣は、笛吹川河原で植原が

見つけたカヤネズミの巣にそっくりでした。ただ河原の巣はオギなどの茎に付いていて、「空中に浮いてい

るソフトボールボール」といった感じですが、草原の巣はススキの株の中央の地表に作られています。ちょ

うど「ソフトボール」が半分地面に埋まったようで、見方によっては「ミニ・東京ドーム」です。 

高槻さんから「これはカヤネズミに間違いないのではないか? 」というコメントをいただいたこともあり、

多いに盛り上がりました。その年の冬には「草原の巣探し」が流行し、53個もの地表巣が発見されました。も

し、カヤネズミが乙女高原に生息していれば、日本の最高標高記録の大幅な更新になります。 

高槻先生が調べたところ、イギリスの文献に「カヤネズミの巣を探すのなら、植生の(高さの)真ん中あた

りと、株の中を見なさい」とありました。日本でカヤネズミの巣というと、「植生の真ん中あたり」にある巣

ばかりですが、イギリスでは地表巣も見つかっているということです。カヤネズミの分布域を見ると、広く、

ヨーロッパ全域からロシアを横断し、ユーラシア東海岸から南下して東アジアまでという範囲です。中には

シベリアの寒い気候の地域も含まれます。ということは、乙女高原のように寒いところで見つかってもおか

しくありません。今のところ、標高の一番高いところでカヤネズミが確認されたのは 1200ｍであることも

わかりました。もし、乙女高原で見つかれば、この記録を大幅に更新することになります。 

高槻さんを中心に、「乙女高原に本当にカヤネズミがいるか?!」を確かめるプロジェクトが始まりました。 

2017年５月、巣から糞を採取し、DNA分析してカヤネズミの存在を確かめようとしました。文字で書くと簡

単ですが、巣を探して、使われているかどうかを判断し、大丈夫そうだったら、割り箸で巣を少しずつ崩し

て糞を見つけるというのは根気のいる作業です。残念ながら乙女の巣から糞は見つかりませんでした。 

その後、ウエハラも同じ調査を続け、見つけた糞を高槻先生に送りました。麻布大学の村上研究室で DNA

抽出を試みていただきましたが、残念ながら検出できなかったそうです。巣から採取された糞は小さく、そ

のなかに食物はあったが、腸壁からの組織はあまりに微量だったということだそうです。 

2017 年 9月には高槻さんと、その門下生・奥津さん(高校の理科の先生)を中心にトラップ調査が行われ

ました。「シャーマントラップ」というアルミ製の箱型のわなにエサとしてとんがりコーンを入れ、草原内に

40個設置し、ネズミがかかるのを待ちました。合計ではヒメネズミ 1頭とハタネズミ 5頭が確認できました

が、カヤネズミは確認できませんでした。 
 

今年の夏には、奥津さんの提案で、ペットボトルを利用したトラップを仕掛けることになりました。ペットボ

トル工作でトラップを作ります。トラップには園芸用の緑色支柱を付け、支柱を地面に刺して、「宙に浮く」よ

うにします。「カヤネズミが支柱を登ってペットボトルの中に入り、中のえさ(ヒマワリの種) を食べて糞をす

る。カヤネズミ以外のネズミはペットボトルの小さな口から中に入れない。ヒマワリの種の食痕と残された

糞からカヤネズミの存在を確かめる」という作戦です。 

高槻さん・奥津さんがトラップを仕掛けてくださったのは 7月 2 日ですが、その前から話を聞いており、

「これなら自分たちにもはできそうだ」と、見よう見まねというより暗中模索でトラップ調査にチャレンジし

てみました。トラップだけでなく、生のネズミも姿もぜひ見たい!と思ったので、センサーカメラを購入し、こ

れも暗中模索で仕掛けてみることにしました。 
 

(0)．トラップを設置したのは６月１０日です。まだまだ周囲の草丈は低く、設置した 3 つのトラップが丸見え

乙女高原で見つかった地上巣  
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状態になってしまいました。地表からの高さは３２～４０㎝、トラップ間の距

離は１ｍ程度とし、雨漏りを防ぐため、ビニール袋をかぶせました。と同時

に、杭を打って、それに２基のセンサーカメラを設置しました。カメラから

もっとも近いトラップまでは約 2ｍと 1.5ｍです。雨が直接あたらないよう

に、タッパウェアで作った雨覆いを付けました。動画モードではなく写真

モードにセットしました。 
 

(1).６月１７日、わくわくしながらトラップとカメラの中身を確認しました。

センサーカメラにはそれぞれ３５９枚・１３７枚の画像がありましたが、カ

ヤネズミどころか動物が写っている写真は１枚もありませんでした。残

念。風で揺らぐ葉などに反応したのでしょうか。トラップからトレイにヒマ

ワリのたねをあけ、中に糞がないか確かめました。どのトラップも糞は

なく、再度、たねを入れ、同じ場所にセットしました。残念。新たに５つトラップを設置し、計８つとしました。 
 

(2).６月２４日、マルハナバチ調べ隊終了後、参加されていた芳賀さん、井上らん、岡村さんに協力していた

だきながら、前回と同様な調査をしました。糞らしきものが確認されましたが、バッタの糞であると思われ

たので、近くにいたバッタを採取し、ビニール袋の中に入れ、１時間後にバッタを逃がし、中に残った糞を見

てみましたが、やはりトラップの中に入っていたのはバッタの糞であると思われました。とはいえ、確実で

はないので、一応、採取しました。カラメには２台とも３００枚以上の画像が残されていましたが、ネズミの

姿が写っているものはありませんでした。 
 

(3).７月１日、一人で調査しました。損傷のあるバッタの死体が入っていました。カヤネズミは昆虫も食べる

ことが知られています。ヒマワリの種の食痕も見つかりました。期待が高まります(後に、高津さんに見て

いただいたところ、「バッタが食べた痕ではないか? 」とのこと)。カメラの画像はそれぞれ３００枚以上

ありましたが、写っているものはありませんでした。 さらにトラップを４個追加し、合計１２個としました。 
 

(4).７月７日、谷地坊主観察会後、渡辺夫妻、井上さん、岡崎さん、鈴木さんに協力していただきながら調査

しました。食痕や糞がすべてのトラップから見つかりました。また、カメラの画像を見てみると、ネズミらし

きものが支柱を登っている様子が見られました。ただ、夜間の画像はどれも露出オーバーで白っぽくなっ

てしまいましたが。 

 高槻さんと奥津さんが７月２日にトラップ３０個を設置しました。これで乙女高原には合計４２個のトラップ

が設置されたことになります。 
 

(5).７月１５日の調査でも食痕と糞が見つかりましたが、なんかカヤネズミではなさそうな気がしました。 
 

(6).７月２４日は、調査前に都留文科大学の北垣さんから、トラップについてさまざまなアドバイスをいただ

きました。大粒ヒマワリではカヤネズミは割れないので、事前に割っておくとよいとのこと。「麻やエゴマ

の実もよく食べる」とのこと。お昼にヒマワリの種を割って、午後の調査時に全部のトラップで入れ替えを

しました。調査では食痕と糞が見つかりました。センサーカメラには昼も夜もテンの姿がよく写っていまし

た。タヌキが写っている写真もありました。７月２６日には北垣さんのアドバイスでセンサーカメラを静止画

モードから動画モードに変えました。動くものに反応すると、１０秒間自動的に録画されます。 
 

(7).７月２８日、台風通過により高槻さんが調査に来られなかったので、８月１日に高槻・奥津トラップ３０個の

調査を一人でしました。食痕も糞もあり、得られたサンプルは奥津さんに郵送しました。 

 トラップの中に水が入り、ヒマワリの種にカビが生えていたり、芽が出ているものもありました。このまま

ヒマワリの芽が大きくなったら大変です。保全している人間が

外来種を導入してしまったんではシャレにもなりません。この

ような心配が起きないよう、餌として使うヒマワリや麻の種

をレンジでチンして、発芽できないようにすることにしました。

また、ヒマワリではなく、とんがりコーンなどの加工食品を使

う方法もあると思います(そうなると、食痕は期待できなくな

ります)。 
 

(8).８月３日、ウエハラトラップの調査をしました。前回、つぶし

たヒマワリのたねを入れておいたので、糞のあるなしを中心
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にチェックしました。糞が見つかりました。トラップのうちナンバー１と３（センサーカメラの対象）にはヒマワ

リにプラスしてトンガリコーンを入れておきました。それぞれのカメラで２４、４５０の動画が録画されていま

した。そのうち、ネズミが写っていたのは１つだけでした。 
 

(9).８月１２日、ウエハラトラップの調査をしました。糞が見つかりました。１２個全部のトラップについて、前日、

電子レンジでチンした麻のたねと交換しました。ヒマワリのたねは落とさないよう注意深く回収しました。 

 カメラにそれぞれ５５、９２５の動画が録画されていました。そのうち、ネズミが写っていたものは２０あり

ました。８月１４日にはカメラのデータ回収のみ行いました。それぞれ１４、３８４の動画が録画されていて、う

ち４６にネズミが写っていました。 
 

(10).８月２６日、ウエハラトラップ、高槻・奥津トラップの全部、合計 42 個のトラップを調査しました。前回、麻

の実を入れたウエハラ・トラップ 12個では、麻の実がとてもよく食べられていました。麻の実を割ったとい

うより、穴を開けて食べているように見える食痕がありました。井上さんに協力してもらい、高槻・奥津トラ

ップも調査しました。ヒマワリの種もよく食べられていました。縦に裂いて食べたような痕もありました。

糞も回収できました。得られたサンプルは奥津さんに郵送しました。齧られて穴が開いているペットボトル

がありました。全部のトラップで、レンジでチンしたヒマワリの種に交換しました。カメラの動画数は１１９と６

４２。そのうち、ネズミが写っていたのは計１０でした。 
 

(11).9月9日、ウエハラトラップ、高槻・奥津トラップの全部、合計42個のトラップを調査しました。ウエハラト

ラップ 12個のすべてのトラップで糞と食痕が見つかりました。高槻・奥津トラップ 30個のうち、食痕はすべ

てのトラップで、糞は 25個で見つかりました。ヒマワリの種を

追加していたら、途中で足りなくなったので、麻の実を入れま

した。中に、カバーとしてかけたビニール袋が食いちぎられて

いたトラップもありました。カメラの動画数は１94と 1107。その

うち、ネズミが写っていたのは 94でした。だいぶネズミたち

がトラップやセンサーカメラに慣れてきたような気がします。 
 

(12).9月 17日、高槻先生を団長とする植生調査の最中、2つの

地上巣を見つけたので、その前にセンサーカメラを仕掛けて

おきました。解析はまだです。 
 

(13).10月 6 日、草原内の全トラップを回収、調査しました。雨の

中、井上さんに手伝っていただきながら、行いました。トラップ

全部に糞や食痕が認められました。センサーカメラも回収し

ました。解析はまだです。 
 

(中間まとめ).◆現在、高槻先生経由で糞のＤＮＡ分析をしても

らっています。◆センサーカメラに写っているネズミは、たし

かにペットボトルの口から中に入っていました。小さいネズミ

です。でも、支柱を昇り降りする姿を見ると、ボテボテしてい

るし、しっぽを支柱にからめる動作が見られません。どうもカ

ヤネズミではないような気がします。◆トラップに入ったネズ

ミがカヤネズミでなかったとしても、今度は、では何ネズミだ

ったのか? 地上巣を作ったのは何ネズミなのか? という疑問

が浮かびます。自然観察に終わりはありません。 

 
 

16年目となりました・・・今年もマルハナバチ調べ隊 
 

◆６月２４日 第１回 初夏編 

曇ったり、雨がちらついたり、晴れたりという目まぐるしい天気でした。参加者は９人。うち子どもたち４人。少ない

参加者ながら、子どもたちのおかげで、とてもにぎやかな会になりました。いつものように、マルハナバチの紙芝居

から始めました。特に、今回はちょうど木いちごの中で一番おいしいモミジイチゴの実が熟している時期。モミジイチ

ゴがおいしくなるのも、マルハナバチのおかげです。そんな話から始めました。 
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午前中はラインセンサス調査。ちょうど１時間かけて、「いつもの」コースを歩いて、出会ったマルハナバチを全部

記録します。今回出会ったマルハナバチは全部トラ(マルハナバチ)でした。計１３頭でした。アヤメに来ていたのは７

頭、ニシキウツギに４頭、飛んでいたのが１頭、葉の上に１頭でした。 

午後からは待ち伏せ調査。一人一人が決めた花の前で１５分間ひたすら待ち、訪れたマルハナバチを記録しま

す。これを２セット。こうやって、花とマルハナバチの相性を探ります。結果、ニシキウツギを待ち伏せたのは１人計

１５分。トラが９頭。１時間当たりに換算すると３６頭。アヤメにはのべ１２人、計１８０分でコ３頭、トラ４０頭。１時間

換算でコ１頭、トラ１３頭。キンポウゲは１人。１５分で０頭。これらの結果を発表して、調べ隊を終了しました。終了

後、カヤネズミ調査とアヤメの花のカウントをしました。充実した１日でした。以下、いただいた感想です。 

・こんなふうに待ち伏せして、花とそこに集まる生きものをみたことがなく、花はただきれいという感覚でしかなかっ

た。双眼鏡を見たり、じっくり一人で見つめて、初めて、いとおしいという気持ちを味わいました。 

・アヤメがたくさん咲いていて、よかったです。その割にマルハナバチが少ないような気がしました。天気がいま一

つだったためでしょうか。でも、みんなで何１０匹も見られたとのことなので、よかったです。 

・キンポウゲを観察しました。マルハナバチはまったく来ませんでした。上むきの花でなく、もぐり込むような花がマ

ルハナバチは好きだとわかりました。 

・まちぶせちょうさで いっぱい 見つけられた。こまるを みれて よかったです。 
 

◆８月４日 第２回 盛夏編  運営をお願いした芳賀月子さんがレポートを書いてくださいました 

植原先生のいない調査は初めてで、ドキドキしました。１３人の参加者でした。井上さんがマルハナバチの種類

の説明とこれまでの調査結果のレクチャーの後、咲ちゃんが「マルハナバチの一年」の紙芝居、いぶきちゃん・よし

のぶくんがマルハナバチはどんな花の訪ね方をするかやってくれました。 

ラインセンサスの結果は５３頭。決められたコースを１時間かけて廻りました。たくさんの花にマルハナバチがい

っぱい見られました。特に、ヤマハギ、ノハラアザミ、クガイソウ、ヒメトラノオ、タチフウロにオーちゃんが多く、トラ・

ミヤマ・コマルも少しいました。ノハラアザミの葉に黒い大きな女王バチらしきハチがモゾモゾして飛び立たず、ゆっ

くりみんなで観察できました。 

午後は待ち伏せ調査です。空が少し曇ってきたので、早めに始めま

した。皆さんそれぞれ花を決めて、調査開始です。１５分を２回。子ども

たちの声がにぎやかだったので、行ってみました。同じところで調査し

ていました。楽しそうに、同じ花で調査？ 

暑い日でしたが、花もいっぱい咲いて、マルハナバチもたくさん見ら

れて、とても楽しい一日でした。 
 

◆９月８日 第３回 初秋編  

参加者は 11人でした。途中、雨が降ってきましたが、せっかく参加

者が集まったので、短時間でラインセンサス調査をしました。激しい雨

の中だったので、マルハナバチの行動は鈍く、ミヤママルハナバチを２

頭カウントしただけでした。その後、ロッジの室内で子どもたちが紙芝

居を上演してくれました。お昼を食べて、解散しました。その後、雨が上

がったので、ウエハラが一人でラインセンサス調査を実施しました。８０

頭をカウント。花粉団子を付けた個体が少なかったので、幼虫の養育がすでに終わっているのかなと思いました。 
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谷地坊主の観察会  7月 7日 
 

関西や東海地方で大雨による被害が生じましたが、乙女高原は曇で、観察会は実施できました。週間天気

予報は雨だったので、そんなに参加者はいないのではないかと思っていましたが、なんと１５人もの参加者

があり、ちょっと戸惑いました。まずは乙女高原の谷地坊主が天然記念物に指定されたことを報告。そして、

今日の３つのテーマ「①谷地坊主はどうやってできる？ ②谷地坊主をつくる植物 ③谷地坊主の身体測定」

を確認して、出発しました。 

まずは天然記念物に指定された「谷地坊主の谷地」を

西側の高台から眺めました。「今はこんなに草ボウボウで

すが、もう少し前は･･･もっと前は･･･」と季節ごとの写

真を見ていただきました。「ではここで、谷地坊主を観察

しながら、どうやって谷地坊主ができるかを考え、それ

をホワイトボートに書いてください」「近づいてもいいで

すが、あのシラカバの木までにしてくださいね。湿地の

中に入ると、抜けなくなるかもしれませんよ」 

・水が湧いているから。水を吸って、成長している（水

が好き） 

・水位の変化があっても、生き残るため。などの意見

が出されたところで、「今のところ、こんなふうに出来上

がっていると考えられます」というのを紙芝居で説明しました。 

第２に、この「谷地坊主の谷地」西側の脇を歩きながら、谷地坊主を作っているスゲ属植物を観察しまし

た。スゲの茎に触ってみると、茎の断面が三角になっているのがわかります。葉っぱがチョー細長い植物の

代表にはイネ科植物がありますが、イネ科は断面が円いので、簡単に見分けられます。谷地坊主を作ってい

るスゲは全部同じ種類のように見えます。紙芝居で確かめてみるとタニガワスゲでした。スゲはどれも細長

い葉っぱなので、お互い見分けにくいのですが、穂（花や実）が個性的で、それを見れば、見分けられます。

湿地にはほかにもカワラスゲ、オオカワズスゲ、ゴウソ、オタルスゲというスゲがありましたが、１種類ず

つ確認しました。やはり谷地坊主を作っているのはタニガワスゲばかりですが、中に「タニガワスゲにオタ

ルスゲが混ざっている」のでなく、「オタルスゲだけ」でできている谷地坊主がありました。 

ここまでで午前の部、終了。早昼飯を食べて、午後の部に備えました。午後からは湿地の中に入っての作

業になるので、天然記念物指定地は避けました。その湿

地で、谷地坊主たちが見える高台から谷地坊主を見なが

ら歩き、「谷地坊主がなくなるところで止まってください」

と指示。みんなが止まったところで、谷地坊主がある所

とない所の違いを観察しました。ないところには、岩が

ごつごつしています。「岩がごつごつある」ということは、

傾斜がそこから急になり、土が流されてしまったため、

重くて流されない岩だけが残ったと考えられます。つま

り、山だからといって、傾斜が急な谷川には谷地坊主は

生育しないということです。 

谷地坊主が生育する条件って、じつは繊細です。冬、

地面が凍って、持ち上がってしまうのが条件の一つです

が、では、冬、寒ければいいかというと、いくら寒くて

も、雪が降ってしまうと、雪がふとんの役割をしてしまうので、ダメです（だから、北海道の中でも、雪の

少ない釧路地方で谷地坊主が育つんです）。 

そんなことを確認してから、湿地に降りました。そして、各自で谷地坊主の「スリーサイズ」を測りまし

た。スリーサイズとは①地面から谷地坊主の一番上までの高さ＝葉っぱを引っ張り上げることはしない、自

然の状態で ②地面から「谷地坊主の頭皮のてっぺん」までの高さ ③自然な状態での葉っぱの広がり・・・

です。みんなで今日の最高値を目指しました。今日の最高値は①９０ ②５０ ③１４０（㎝）でした。 

そして、谷地坊主のモニタリングをしてもらいました。２年前から谷地坊主のうちの５つを選んで、印を

付けてあります。そして、毎年、フォーサイズを測っています。どれくらい谷地坊主が大きくなるのか、寿

命はあるのか、どんな運命をたどるのか、確かめたいと思います。３チームに分かれて、それぞれ２つずつ

の谷地坊主の身体検査をしてもらい、ワークシートに記録してもらいました。どのチームも和気あいあいと

調査することができました。これで本日の調査・観察会を終了させました。 
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乙女高原自然観察交流会   10月 6日 
 

※参加した井上敬子さんがレポートを書いてくださいました。 
 

今回は参加者が少なく、道の駅に集まったのは３名だけでした。9時過ぎにそれぞれの車で出発しました。 

途中の林道でセキヤノアキチョウジが咲いていたので、車を止めて観察しました。トラマルハナバチが来

ていました。花は細い筒状なので、トラは蜜が吸いにくいのか一つの花に一瞬止まり、次々に移動していき

ます。セキヤノアキチョウジにトラマルハナバチが来るのはよく見かけますが、花の大きさとマッチしてい

ません。これで受粉はできるのだろうかと思っていたら、ぴったりの大きさの小さなハナバチがたくさん来

ていました。納得して植原さんはネズミ調査のためのペットボトルトラップを回収するということで、先に

草原に向かいました。 

高原に近づくにつれ、ガスってきて焼山峠付近では小雨も降ってきました。天気予報では晴れマークも出

ていたのにと、うらめしく思いつつ高原に向かいました。手前の木道のある湿地に立ち寄りました。木道入

り口にはサンリンソウがまだ頑張って咲いています。湿地内にはトリカブトやアキノウナギツカミなどが咲

いていました。イボタノキには黒い実がついていました。 

高原に着いて、駐車場下のホソバツルリンドウの観察をしました。咲き始めていましたが、雨なので花

はほとんど閉じています。何株あるか数えてみました。小さい

ものも含めて１０株ほど確認できました。 

高原は紅葉が始まり、すっかり秋です。サクラは赤く、ヒト

ツバカエデが美しい黄色に変わりつつあります。カンバ三兄弟

ではダケカンバが黄色く色づいており、やはり寒冷地のものは

早く冬支度に入るのだろうと思わせます。草紅葉も始まり、タ

チフウロの葉は真っ赤に、イタドリは黄色くなり始めていまし

た。でも天気が悪いので、草原全体は茶色くくすんで見えまし

た。 

雨具を着用し、草原内をまわってみることにしました。ロッ

ジ前にはノコンギクが雨に濡れて咲いていました。草原内に入ると、ノハラアザミ、ヤマラッキョウが咲い

ています。森のコースを行くと、アキノキリンソウ、トリカブト、マツムシソウなどが見られました。アキ

ノキリンソウは花に虫こぶがたくさんついたものもありました。少し登った所で、先日の台風の影響か、サ

クラの木が根元からぽっきり折れて、シカ柵の上に覆い被さり、網がずり落ちて、シカが侵入できそうにな

っていました。その後はシカ柵の様子も見ながら歩きました。他の場所のシカ柵には被害はありませんでし

た。花はヤマラッキョウや雨で開いてはいないもののリンドウもたくさんありました。夏に咲いていた花は

実になっていました。小雨の中でアザミの花の下の総包の部分で雨宿り？をしているマルハナバチがいまし

た。もう飛べないのか、雨がやんだら飛んでいくのか気になりました。 

ひとまわりして戻ってくると、植原さんもペットボトルの回収を終えて戻ってきました。山本さんは所用

で帰り、雨も降っているので、ロッジの中でペットボトルからネズミの糞を回収する作業を行いました。ペ

ットボトルの中のひまわりの種はほとんど食べられていて、皮などと糞が残されています。糞だけを選別し

て専用容器に入れました。ペットボトル３０本以上から回収しました。それぞれに糞が何個か入っていまし

た。専門機関に送ってＤＮＡ鑑定をしてもらうそうです。果たして何のネズミが来ているのでしょうか。 

この作業をしているうちに雨があがり、青空も見えてきたので、もう一度観察にまわることにしました。

壊れたシカ柵の所では、植原さんがロープを持ってきて、シカが侵入しないように応急処置をしました。雨

がやんだせいか、虫たちも出てきて、トラマルハナバチがトリカブトの花にやってきて、花の中に潜り込ん

でいます。ミヤママルハナバチはあちこちのノハラアザミやヤマラッキョウで吸蜜しています。１つの花に

２，３匹のミヤママルハナバチがいるのも見ました。もう花粉

団子はつけていないので、子育ては終わっているのでしょう。

小さなハナバチが５，６匹も１つのヤマラッキョウで吸蜜して

いるのも何カ所かで見ました。ガガンボの仲間がノハラアザミ

の上で上下運動をしながら吸蜜していたり、ハナムグリが３匹

も１つのノハラアザミに潜り込んで花を変形させていたり、ハ

ナムグリやルリミノハムシがリンドウの花を食いちぎっていた

りと、残り少ない花の季節を虫たちも精一杯生きているように

思いました。 

草原をひとまわりしてから植原さんも帰ったので、１人でも

ホソバツルリンドウの花  

ノハラアザミの花にコアオハナムグリ 
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う少し周辺を歩いてみました。林道脇にはクワガタソウの名前の

由来になったクワガタ形の実やゲンノショウコのかわいい実も

ありました。初夏に見かけたサワフタギの花に実がついてないか

探すと数個ですが、瑠璃色の美しい実がついていました。エゾス

ズランの実もいくつもついていました。種を飛ばして来年も咲い

てくれることでしょう。その近くでホソバツルリンドウを発見し

ました。つぼみがいくつかついていました。 

道路わきの林縁に足が黒い針金のように細長いクモのような

虫が 2匹、向かい合って足がからまったようになっています。

何だろうと見ていると、そのうちに離れていきました。家に帰っ

て調べたら、クモではなくザトウムシだとわかりました。交尾をしていたようです。はじめて見ました。 

高原を後にして、塩平への林道を下っていく途中、見かけない白いキクが咲いていました。花が大きくて

葉は細かい切れ込みがあります。はじめて見るキクでした。少し調べてみたのですが、まだわかりません。 

そして塩平まで下って、モモンガを観察しました。以前モモンガの姿を見た場所です。日没時間を過ぎて

暗くなってきたので、赤いライトを巣穴の所に当てていると、目が光りました。しばらくすると穴から出て、

するすると木に登っていきました。直径５ｃｍ位の穴に入れるのかと思うくらいの大きさで、体としっぽの

長さは同じくらいでした。体を広げると大きく見えるのでしょう。車の中から見ていたので、飛ぶ姿は残念

ながら見ることができませんでしたが、モモンガが住んでいることが再確認できて、嬉しかったです。 

いろいろなものを観察できて有意義な一日でした。 

 

 

花の山・伊吹山に行ってきました ９月２２日 植原記 
 

９月２度目の３連休を使って滋賀県へ行ってきました。甲賀市の「みなくち子どもの森」を会場に行われ

た自然観察指導員講習会をお手伝いするためです。「子どもの森」もとってもステキなところだったのです

が、今回、報告するのは伊吹山。山頂付近の「お花畑」が有名な「花の山」です。 

中央道から名神高速に入り、関が原インターで降りました。標高１３７７ｍ（乙女高原よりずっと低いで

すが、滋賀県では最高峰）の伊吹山に登るには麓から４時間ほどかけて歩く方法もありますが、一番手っと

り早いのは「伊吹山ドライブウェイ」という自動車専用道を使って山頂直下まで登ってしまう方法です。往

復で３０９０円でした。全長１７㎞、３０分弱のコースで、供用開始は昭和３８年だそうです。ちなみに、

富士スバルラインは有料区間が２４㎞、供用開始は昭和３９年と、とても似ています。終点に広大な駐車場

があるところも似ていて、「高度経済成長の落とし子兄弟道路」といっていいでしょう。 

終点駐車場から伊吹山山頂に向かうには３つのルートがありました。西ルートはゆるやかで山頂まで４０

分、中央ルートは勾配がきつく、階段も多く３０分、東ルートは下り専用で下るのに１時間かかるそうです。 

入山協力金をポストに入れ、シカ柵のドアをくぐって、とりあえず西ルートを登り始めました。アキノキ

リンソウもトリカブトも咲いているのですが、なんか乙女高原のものと雰囲気が違います。特にトリカブト

は草のてっぺんにブーケのように花が集まっていました。ブーケのようといえば、やはり花のてっぺんに花

（頭花）が集まって咲いているアザミもありました。見たことのないアザミでした。コイブキアザミという

そうです。しばらく行ったら、またシカ柵のドアをくぐりました。今度は破れた漁網のような、ちゃちな感

じのシカ柵でした。ブーケアザミが群生している様はちょっと異様。

あいにく小雨のぱらつく天気で、ガスっていて１０ｍ以上先が見えま

せん。真っ赤な実を付けたマムシグサの仲間や咲き始めのナギナタコ

ウジュも見ました。サラシナショウマの咲き終わった穂が所狭しと並

んでいます。白くて試験管ブラシのような大柄な花が並んでいる様子

はさぞ見事だったことと思いました。 

頂上に近くなり、尾根に巨大な構造物が見えていました。２０ｍほ

どもあろうかという板が横に伸び，その上に少し間を開けて、また次

の長い板が乗っている･･･そんなのが４～５段あるような構造物です。

伊吹山は雪が深いことでも有名で、ここで観測された１１ｍ８２㎝と

いう積雪は世界記録なんだそうです。伊吹の雪害を防ぐためのものか

なと思いました。 

ときどき、ガスが薄くなって山頂まで見えます。山頂まで草原です。風が強くて、冷たいです。風衝草原

だと思いました。遠くまで見通せるような山は、風を防ぐものが何もありません。風が恒常的に吹くような

ザトウムシ 

ブーケアザミ＝コイブキアザミ 



■乙女高原ファンクラブ ニュースレター『乙女高原が好き！』1803 号 2018.１０.２５.（通算 69 号） 11 

ところなら、強い風が絶えず容赦なく吹きつけるので、森の形成が阻まれ、草原が成り立つというわけです。 

でも、それだけではなさそうだと思いました。なんか白っぽい、骨のような感じの岩が見えるのです。後

から近くでまじまじと見ましたが、この岩がおもしろい！ どうしてこんな形になったの？ どうして途中

で割れずに、こんなふうにえぐれるの？ と摩訶不思議な形をして

いるものばかりです。石灰岩だと思いました。つまりはカルストで

す。カルストも草原を成り立たせている重要な要素だと思いました。 

シカ柵の外側は「枯れ木とはげた芝生」状態、シカ柵の内側（こ

ちら側）はお花畑（が秋になって枯れつつある状態）という場所に

出ました。シカの害はすごいようです。遠くで種類までわかりませ

んが、木が傘みたいです。上の方、つまり、シカが背伸びしても食

べられない高さのところにしか葉が付いていないのです。これはひ

どいと思いました。 

いよいよ山頂に近づきました。ガスっていてよく見えないのです

が、建物がいっぱいあります。山頂にたくさんの建物が並んでいる

のは興ざめだなと思いました。「山の頂きを極めた」という気分にな

りません（もっとも、山頂近くまで車で来ているのですが・・・）。

一番大きな建物はトイレでした。山頂のベンチでコーヒーを飲み、

いったん下山することにしました。というのも、雨の道で明日から

使う靴を濡らしたくなかったので長靴で来ていたのですが、さっき

も言ったように石灰岩質の岩や石はどれも個性的な形で、足裏に優

しくないのです。靴底が固い靴でないと、足の裏が痛いので、登山

靴に履き替えてから、また来ることにしました。中央の一番短いコ

ースを下ったのですが、このコースにモノレールの軌道が平行して

いて、ちょうど荷物を頂上で降ろし終え、無人で下っているカーゴ

を追い越すことができました。 

車に戻って靴を履き替え、営業を始めた駐車場脇のレストハウスに寄って、伊吹うどんを食べたり、お土

産を買ったりしてから、再度、頂上にアタックしました。今度は中央の近道です。途中、シオガマギクを観

察しているグループがいて、そのシオガマギクにちょうどトラマルハナバチが来ていたので、観察会を始め

てしまいました。「お、マルハナハチが来ていますね。トラ（マルハナバチ）ですね。花粉団子を付けてい

ますよ。ということは、巣にまだ子ども（幼虫）がいるんですね。おっ、飛び立ったと思ったら・・・また

シオガマギクに行きましたね。この子はシオガマギク担当なんですね・・・」 

山頂のあたりをうろついていたら、シカの糞を見つけてしまいました。山頂小屋の裏です。あれ？ ここ

ってシカ柵の中ではなかったっけ？？ 雨・風とも強く、心が折れそうです。沖縄の民家みたいに小屋の周

りに石垣を積んで山小屋を守っている様子に納得しました。そのうち、ちょっとずつですが、霧が晴れてき

ました。お、直下の駐車場が見えます。そうか、こんな道を登ってきたのか。あれよあれよという間に霧は

どんどん晴れ、車で通ったドライブウェイまで見えるようになりました。 

下りは下り専用の東コースを歩きました。結果的に、この道が一番登山道らしかったです。シカ柵は金属

製になりましたが、高さが１６０㎝ほど。これでは低すぎます。さきほどの破れた漁網みたいな柵といい、

雪深い地域に設置する苦労は想像できるけど、それにしてもこれではシカ柵の効果は低いだろうなと思いま

した。途中、「シカ柵の外ではシカの嫌いなマルバダケブキの群落が成り立っているし、マユミの木は傘み

たいになっているけど、シカ柵の内側であるはずの遊歩道の近くのテンニンソウも食べられている。糞も落

ちている。いったいここはシカ柵の内側なの？ 外側なの？」と、わけが判らなくなってしまうことが度々

でした。びっくりしたといえば、マユミの木がこれでもかというくらい痛めつけられているすぐ隣に、サラ

シナショウマがたくさんの穂をなびかせているという風景。なんだ

こりゃ？と思いました。乙女高原では、シカはサラシナショウマが

大好きです。 

途中、登山道の真ん中にぽっかり２０㎝くらいの穴が空いている

のを見つけたり、地面が直径１０ｍくらいの広さで周辺よりぐっと

へこんでいるのを見たり。これらもきっとカルストだからこその現

象だと思いました。霧はますます晴れてきて、琵琶湖（たぶん）ま

で見えるようになってきました。これからどんどん天気が回復して

きそうです。振り返って観ると、山頂まで草原が広がり、所々が林

になっているのがよく分かります。後ろ髪をひかれる思いでしたが、

また来るぞと思いながら、伊吹山を後にしました。 

山頂の巨大トイレ 

山小屋の周囲に石垣  

シカの口が届かない上部にしか葉がない 
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乙女高原ファンクラブの事務局だよ  ※MM399 号まで掲載済 
 

 

●次回乙女高原フォーラムのゲストは『コケはともだち』『知りたい・会いたい 特徴がよくわかるコケ図鑑』

のご著書がある藤井久子さん（神戸市在住）にお願いしました。開催日は２０１９年１月２７日ではなく、

２月１７日（日）となりました。会場も「夢わーく山梨」から「山梨市民会館 401号室」になりました。 
 

乙女高原ファンクラブの刊行物 
 

乙女高原とファンクラブ１１年間の集大成 『乙女高原大百科』 
(A5判 602㌻)草刈り開始後から配信している乙女高原メールマガジン 11

年間 268 号の中身を編集したら厚さ 3㎝の本になってしまいました。一部

カラー。希望者には実費でお分けします。１冊 2,000円,送料は 1･2冊なら

360円。欲しい方は郵便振込で 1冊なら 2,360円送金してください。 
 

乙女高原インタープリテーションのテキスト 『乙女高原案内人 誕生と成長の記録』 
(A4判 186㌻)乙女高原案内人養成講座の中身と,その後の案内人の活動の様子を一冊の本にしました。希望者

には実費でお分けします。→在庫切れ 
 

乙女高原フィールドガイド シリーズ  欲しい方は事務局までご連絡ください。 
 

フィールドガイドⅢ スミレの観察のおともに 

『乙女高原のスミレ・ウォッチング』 
（Ａ３判両面カラー）乙女高原では，なんと１８

種類ものスミレを観察できます。このフィールド

ガイドでは乙女で見られるスミレたちのプロフィ

ールを紹介するとともに，スミレ観察のポイント

をていねいに解説しました。 
 

フィールドガイドⅡマルハナバチの観察と調査のおともに 『マルハナバチ ウォッチング改訂新版』 
（Ａ３判両面カラー）マルハナバチの生態,ファンクラブで行っている調査,乙女高原で見られる６種(＋2

種)のマルハナバチの見分け方をコンパクトにまとめました。2015年に改訂版を出しました。 
 

フィールドガイドⅠ春から夏にかけて咲く草花のガイド 『乙女高原のお花たち』 
(Ａ３判両面カラー)フィールドガイド第１号。春から秋に咲く 47 種類の草花を写真つきでコンパクトに

紹介。草丈表示と草花の一言コメントが「分かりやすい」と評判です。2013 年６月に第３版発行。 
 

■乙女高原ファンクラブの普通会員になりませんか？ 
 『数は力』という側面もあります。ファンクラブの会員が多くなれば,それだけ乙女高原の保全に対す

るファンクラブの発言力が増します。まわりの方をファンクラブに『巻き込む』ことも乙女高原を守る活

動の一つです。まわりの方にファンクラブをお勧めください。 
 

乙女高原ファンクラブに入会するには･･･ 

・「入会します 氏名・郵便番号・住所・電話番号」というファックス,メール,手紙等を事務局までお

届けいただければ,いつでも,だれでも会員になれます。 

・入会金も年会費もありません。乙女高原を守る力が 1 人分,大きくなります。 

・普通会員には年 4回,サポーター会員には年１回,ニュースレターが届きます。 

・普通会員には総会出席の義務がありますが(委任状可),サポーター会員にはありません。  
 

 

■乙女高原ファンクラブへの連絡先■ 
【事務局】植原 彰(方)  〒404-0013山梨県山梨市牧丘町窪平 1110-3 

 TEL/FAX 0553-35-3682    電子メール otomefc＠fruits.jp 
     ※会報への原稿や写真等の投稿もこちらにお送りください。 

WEB http://fruits.jp/~otomefc/  
 

 ●郵便振込● (番号)００２２０-８-７１０９３ (加入者名)乙女高原ファンクラブ 

今号は普通全会員にだ

けお送りしています。 


