


　　現代は不安の時代と言われます。人々

を取り巻くストレスが増え続けるにもか

かわらず、それらに対応しきれずに人々

の不安が高まっているからです。不安が

高まると心臓疾患や鬱を引き起こすこと

になります。環境生理学研究室では、健

康で快適な生活の維持という視点から、

山梨県の豊かな自然資源をストレス軽

減のためにどう活用していくかを研究テ

ーマとしています。その一環として、ス

トレスに起因する不安が体のバランスの

維持にどのように影響するかを調べてい

ます。

　わたしたちは普段何気なく立ったり、

歩いたり、運動をしたりしていますが、

絶えず重力の影響を受け、地球の中心に

向かって引き寄せられています。このよ

うな重力に対抗して、わたしたちが立っ

たり動いたりできるのは、脳が絶えず手

足や首、腰などの筋肉に指令を発して体

のバランスを保っているからです。体の

バランスが保てなくなると転んでしまう

（転倒）ということになります。高齢者

では、転倒による骨折が寝たきりの原因

になります。日本全国で転倒により病院

に運ばれる人の数は、年間２万人以上に

達しています。

　体のバランスを保つために脳が使う情

報は、目から入ってくる外界の情報（視

覚情報）と耳の奥で感じる頭の傾きや移

動方向に関する情報（平衡感覚）、筋肉

や腱の張り具合に関する情報（体性感覚）

の三つです。これらの三種類の情報を脳

が判定して（脳の統合作用）、体のバラ

ンスが維持されます。

　静かに立っている時でも、わたしたち

の体は前後左右に小刻みに揺れています。

この揺れは、体の重心の移動を測定する

ことで見ることができます（図１）。不安

の高い人と低い人を比べると、不安が高

いほど体が前後方向に大きくゆっくりと

揺れることをわたしたちは見つけました。

前後方向の揺れが大きくなるため、単位

時間当たりの体の揺れが大きくなります

（図２）。この結果から、不安が高いと、

体の前後方向の揺れが大きくなり、姿勢

が不安定になることがわかりました。と

ころが、目を閉じた状態で立つと、不安

の高低による差は観察されません。この

ことから、わたしたちは不安がまず脳が

視覚情報を受け取る過程（視覚情報処理）

に何らかの影響を及ぼして、姿勢を不安

定化したと考えました。現在、この考え

を確かめるための実験を行っています。

　不安が物の見え方に影響して姿勢を不

安定化させるとすれば、逆に、目に見え

る環境（視環境）を整えることで姿勢を

安定化させることができるはずです。そ

こで、わたしたちは、今回紹介したよう

な研究の応用として、どのような視環境

が不安を軽減し、姿勢の不安定化を防ぐ

かを調べる実験も初めました。例えば、

屋内では壁の色や壁と周囲との明るさの

コントラスト、壁材の肌理などが体のバ

ランスに与える影響を調べることにして

います。この研究を、より安全で快適な

生活環境の提案に結びつけたいと考えて

います。

ストレスと体のバランス
環境生理学研究室

永井 正則・大野 洋美・齋藤 順子
ながい おおの ひろみまさのり さいとう じゅんこ

図2　不安が重心動揺に与える影響
不安が高いほど体の前後方向に重心が大きく揺れ（右）、その結果、揺れの面積も大きくなる（左）。

図1　姿勢の維持と重心動揺
姿勢維持のメカニズム（上）と重心の動揺（下）。
重心動揺は1分間の記録。
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（Ohno et al. Neurosci. Lett. 364 : 37-39, 2004）
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　地球科学研究室の研究紹介として、「富

士五湖湖底に眠る黄砂から気候変動を探

る」と題する内容を、以前このニューズ

レター誌上（Vol.7, No.3）で報告しまし

た。このテーマにおける、その後の新た

な研究成果を以下に記します。

　そもそも、富士山およびその周辺域

は、玄武岩質の地層や岩石類が広く発

達しているため、中国大陸から飛来す

る黄砂とは地質化学的・鉱物化学的特

徴が極端に異なっています。したがっ

て、このような玄武岩質の地質が卓越

する地域で捕らえた黄砂の物質化学的

な情報は、日本列島の他地域で得られ

る情報よりも、黄砂識別において有効

性が高いことが期待されます。特に、

富士山の北麓は、黄砂の飛来する春先

には、表層土のかなりの部分が雪に覆

われているため、過去に堆積した黄砂

の再飛来の量も少なく、また海塩の影

響も受けにくいことからも、日本列島

に飛来する黄砂を観測する場所として

は、最も適した地域の一つと考えられ

ます。

　このような事情に加え、東アジア地域

における気候変動が黄砂の発生量に反映

されていることは地球科学・環境科学の

専門家には広く認識され、黄砂の日本列

島への飛来量の検討は環境科学の方面か

ら、重要な課題としてクローズアップさ

れてきています。そこで、我々は富士北

麓の富士五湖湖底の堆積物を用いて、時

代を追った黄砂量の変動を明らかにし、

過去から現在にわたる気候変動の復元を

試みる研究を展開してきました。

　その研究の中で、特に最近における百

年間の黄砂飛来量につき検討を進めてき

たところ、どうやら約10年周期で、黄

砂の飛来量がリズミカルに増減している

が明らかになってきました（図１）。こ

のような規則的な黄砂飛来量の変動リズ

ムは、今まで知られていないことでした。

しかも、この約10年という周期は、太

陽の黒点数の増減周期に酷似すること

からも、黄砂飛来量の変化をもたらす

環境要因として太陽黒点の増減リズム

が寄与している可能性が指摘されます。

一般的には、黄砂飛来量は近年増加の

傾向にある、といった認識のされ方で

したが、この認識には修正が必要のよ

うです。このように、地球規模における

各種のオーダーの環境変動リズムが、近

年詳しく検討されるようになり、近未来

の環境変動の厳密な予測を目指す研究が

活発に行われる中で、我々の黄砂研究も

この方面における重要な貢献の一つと考

えています。

　以上に述べたことは、湖底堆積物（図

２）に記録されている環境情報につき、

地球科学および歴史科学的に解析する

ことにより、その地域における環境変

化のみならず地球規模の環境変化につ

いても、その規則性の解読が可能であ

ることを、黄砂を材料に示したわけです。

そこで、このような研究方針を富士山

麓地域のみならず、甲府盆地一帯にお

ける湖沼の堆積物に分析対象を拡げ、

堆積物中に記録されている各種の環境

情報の解明を図り、将来の山梨県にお

ける環境予測の基礎資料を時間・空間的

な視点から構築しよう、という志で我々

の研究は進展中であります。

黄砂から地球規模の
環境変化のリズムを探る

図1　黄砂飛来量の変遷

図2　湖底堆積物の各種分析概念図
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　9月23日（土曜日）に環境体験講座

「エコ工作に取り組もう」を実施しました。

本講座は牛乳パックを利用した紙粘土

づくりを通し、紙のリサイクルの大切

さを考えてもらおうということで実施

されてきました。また牛乳パックにベ

ントナイト、カオリンクレーという粉

末を混ぜ合わせて紙粘土をつくるとい

う試みは、本研究所の環境教育・情報

担当のオリジナルな内容でもあり、本

講座も４年目を迎えました。従って、

講師も教育スタッフが務め、再生紙に

ついての基本的な事柄や牛乳パックの

リサイクルの現状等について、クイズ

を交えながら楽しくわかりやすい講義

になるよう工夫をしました。

　講義終了後、参加者で牛乳パックを利

用した紙粘土づくりを行いました。ま

ず牛乳パックについているポリエチレン

フィルムをはがすことから始まりました

が、これがとても手間のかかる作業で子

どもも大人も少しでも多くの紙が残せる

ようにと真剣に取り組んでいました。ま

た最後の工程の細かくした紙繊維と粘

土の素（ベントナイトとカオリンクレー）

を混ぜ合わせる作業では、手や顔を真

っ白にしながら頑張っていました。

　本講座の参加者全員が、講義や粘土

づくりを通して牛乳パックのリサイク

ルの大切さを感じとってくれたと思い

ます。実生活の場でリサイクルの実践

をしてくれることを期待しています。

エコ工作に取り組もう
―牛乳パックを利用した紙粘土づくり―

環境体験講座

●知らないことがたくさんありました。今後は捨てる前に考えていきたいと思います。  

●身の回りの製品は、材料を複数使ってつくっている製品がほとんどで、それがリサイクルを難しく

している一因になっていると、今日のフィルムはがしを通し感じました。 

●牛乳パックをゴミにしない方法がいろいろあることがわかりました。しかし、それが多くの人に知

られていないのが残念です。少しの手間でゴミを減らせることを言葉だけでなく実感できました。

●再生紙に含まれる古紙の割合や紙パックからトイレットペーパーやティシュペーパーが思ったよりたくさん作れることを

知り、紙パックのリサイクルの必要性を強く感じました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他    

参加者の

声
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　山梨県環境科学研究所では、8月26

日に研究所本館ホールにおいて「プラ

スチック・リサイクルの現状と未来　

－プラスチックのリサイクルは循環型

社会に役立つか－」をテーマにした国

際セミナーを、山梨県市長会，山梨県

町村会，山梨大学，静岡県立大学，プ

ラスチック化学リサイクル研究会の後

援を得て、開催しました。

　昨今の環境問題に関心をもつ県民や

プラスチックやリサイクルを専門とする

研究者、行政担当者など、100余名の方々

が参加するなか、午後1時から4時間

余りにわたって基調講演3題と、パネ

ルディスカッションが行われました。

　基調講演では、まず近畿大学の西田

治男助教授が、国内で廃棄されている

プラスチックの現状をデータを元にわ

かりやすく説明を行い、さらに自然環

境の中で分解する生分解性プラスチッ

クの性質やリサイクル方法について講

演を行いました。次にドイツプラスチ

ックヨーロッパ協会のアフコ・シャン

セマ理事がヨーロッパにおけるプラス

チックリサイクルの現状と問題を紹介し、

さらに問題を解決するための方策や考

え方を緻密なデータを用いて解説しま

した。最後にドイツTITK研究所のレナ

ーテ・ルツケンドルフ主任研究員が、

ドイツでの化学繊維リサイクルの現状と、

問題解決のための新たなリサイクル方

法を紹介しました。

　休憩を挟んで、山梨大，東北大，NPO

法人スペースふう，県庁担当者の方々

が参加したパネルディスカッションが

行われ、山梨県内でのプラスチックリ

サイクルの現状や、リサイクルの考え

方、廃棄物問題に対してこれからどの

ような行動を起こしていくか、といっ

たことについて活発な議論が交わされ

ました。

　プラスチックのリサイクルについて、

その現状や問題への取り組みが国内外

の第一級の研究者からわかりやすく発

表され、参加者の方々にも興味深い国

際セミナーでした。

国際セミナー2006

「プラスチック・リサイクルの現状と未来　
－プラスチックのリサイクルは循環型社会に役立つか－」



富士山火山防災ウィーク　パネル展
－富士山と共に生きていくために－

学校教員研修会
～体験で学ぶ火山～

　富士山とともに生きていくためには、

富士山がもたらす恵みを知り、そのな

りたちを学ぶことが重要です。さらに、

富士山は活火山であることから次の噴

火に備えて何をしていけばいいかを考

えておく必要があります。

　このようなことを学ぶ機会を増やす

ために、環境科学研究所では国土交通

省富士砂防事務所と富士川砂防事務所

と共催で、「富士山の自然・火山防災を

知ろう」というテーマで今年度も富士

山火山防災ウィークパネル展を開催し

ました。富士山の自然から歴史や暮ら

しなどをわかりやすく、パネルで説明

したものです。また、降雨体験車や土

石流実験機を用意して災害の疑似体験

ができ、参加者にはまたとない体験と

なりました。

平成18年6月24日（土）～7月8日（土）

会場：環境科学研究所ロビー

　学校教員研修会　～体験で

学ぶ火山～　は山梨県教育委

員会との共催により、火山に

関する教材・教育方法などを

実習（体験）することにより、

理科教育の一層の充実を図ることを目

的に県内小・中・高等学校教員を対象

に第1回目を8月14日・15日に第2

回目を8月17・18日にそれぞれ２日

間の日程で実施しました。

　第１日目は、火山学講義を聞いた後、

火山についてのグループディスカッシ

ョンを行い、午後からは「ゼラチンを

使ったマグマの上昇と割れ目噴火」「溶

岩流の流れ」「地図上での降下火砕物」

などのアナログ実験を行い、第2日目は、

富士山五合目における噴火形態、西湖

こうもり穴、鳴沢旧石切場など北麓周

辺の野外巡検を実施しました。
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　深い森や草の生い茂る湿地から植物

やヤシ油等の妖しい香りが漂い、遠く

に金切り声やさえずりが聞こえる。そ

れが22歳の青年がはじめて目にした

あこがれの地アフリカでした。

　著者ジェラルド・ダレルは動物園の

飼育係を経て、動物採集家として活躍、

数々の著作で自然作家となりました。

また子どもの頃からの夢であった動物

園をつくり、絶滅危惧種の繁殖をめざ

した財団を設立するなど動物保護活動

の草分け的ナチュラリストです。

　本書は相棒ジョンと二人で出掛けた

はじめての野生動物採集旅行を記録し

た処女作です。ダレルは大自然と野生

動物たちの姿に感動し、現地の人々と

の意思疎通に苦心し、採集した動物の

世話に奔走します。採集した動物の大

半は小型動物ですが、それでも採集の

過程で刺されたりかまれたり逃げられ

たりと、現地の人々を巻き込んで大騒

ぎです。騒動は帰途まで続きます。

100以上の動物を乗せる船の手配や

食糧の調達、14日間の船旅での動物た

ちの世話等々。相棒と「積みすぎた箱

舟だ」とため息をつきながらも、繊細

な動物を思い、人任せには出来ません。

　動物たちや現地の人々の姿を生き生

きと描いた本書にはダレルの動物に対

する愛情が、そして彼ら動物たちを抱

くアフリカの大自然への感動と感謝が

あふれています。

国際シンポジウム「Baikal2006」での発表

ジェラルド・ダレル●著

羽田 節子●訳

福音館書店●刊

自然環境・富士山火山研究部　地球科学研究室　内山　高
たかしうちやま

現地見学会

シンポジウム会場入り口

　去る8月26日から9月2日まで、東シ

ベリアのロシア連邦ブリヤート共和国

首都ウランウデで開催された国際シン

ポジウム「Stratigraphy, paleontology 

and paleoenvironment of Pliocene-

Pleistocene of Transbaikal and 

interregional correlations, Baikal 

2006；鮮新世－更新世のバイカル周

辺の古環境、古生物と層序および地域

間対比」でプロジェクト研究の成果発

表のため出張しました。ブリヤート共

和国は面積が日本より少し小さく（約

35万km2）、人口も約100万人ですが、

世界自然遺産に指定されている世界最

古の湖のひとつバイカル湖東に位置す

るロシア連邦構成国です。ウランウデ

はその首都で、人口の1/4位がモンゴ

ル系ブリヤート人です。ブリヤート人は、

ほとんどが敬虔なチベット仏教徒で、

また日本人にそっくりの方が多いです。

それもそのはずで最近では日本人のル

ーツのひとつと考えられています。

　本シンポジウムは過去約260万年か

ら現在までの時代（地質年代では第四

紀といいます）における東アジア地域、

とくにシベリア地域の古環境や動物・

植物相の変遷と地質に関するものです。

第四紀という時代は、人類の誕生を始め、

氷河・間氷期などの気候変動が明確に

なる時代で、現在の自然環境変動の由

来や将来予測をする上で重要な時代と

考えられています。その中で、日本を

代表する火山である富士山とその自然

環境の変遷とくに富士五湖の成因と変

遷について、プロジェクト研究の成果

を発表できたことは富士山の自然環境

の変遷に関する研究を東アジアの研究

者等にアピールするよい機会となりま

した。さらに、黄砂・レスなどの自然

環境変遷についても、ロシアの代表的

な研究者に会

い、現地見学

会でいろいろ

な貴重な意見

を聞くことが

でき大変有意

義な海外出張

でした。
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●すっかり葉が落ちてしまった木々に冬

の気色を感じる今日この頃です。環境学

習に来所する子どもたちも少なくなり静

かな日々が多くなってきました。しばら

くは、厳しい冬に耐え、春に備えて準備

をしていく木々を見つめながら、冬なら

ではの自然を感じたいと思います。

（J.K.）　

●今年は市場経済の原動力である石油の

市場価格が急上昇しました。石油生産量

がピークを迎える時期にさしかかり、こ

れから徐々に生産量が減っていく中、さ

まざまな省エネへの技術革新、代替燃料

への転換などが試みられていますが、私

たちの日常生活も大量消費しなくても満

足と思えるような意識の改革も、これか

らの循環型社会を考えるうえで必要では

ないでしょうか。

（M.K.）　

　環境科学研究所（環境情報センター）では、県民の主体的な環境学習及び環境学習保全活動の展開を推進

するため、図書等の貸出を行っています。

利　用　時　間…午前９時～午後５時

休　　館　　日…年末年始

　　　　　　　　（月曜日及び祝日の翌日は貸出等の業務は行っておりません）

対　　　　　象…県内に居住、通勤もしくは通学する人が利用できます。

利 用 手 続 き…初めて利用するときに利用カードを作ります。氏名・住所を確認できるもの（健康保険証・

　　　　　　　　運転免許証・身分証明書など）をお持ちください。

貸出冊数・期間…図書・雑誌　5冊以内　15日以内　　ビデオ　2本以内　8日以内

貸出制限資料…参考書・禁帯出図書、雑誌の最新号、一部視聴覚資料などは貸出ができません。閲覧室でご

　　　　　　　　利用ください。

そ　　の　　他…○県立、市町村立図書館を通しての貸出も行っています。

　　　　　　　　○団体での利用は、100冊以内30日以内までの貸出を行っています。

　　　　　　　　○調べたいこと、研究したいことがあるときはカウンターの職員におたずねください。

問い合わせ先…環境科学研究所　環境教育・情報担当　℡0555-72-6202

　「環境学習備品」館外貸出は、県内の各種団体や個人を対象として、環境教育部門が保有する備品及び「環

境庁総合環境学習ゾーンモデル事業」により研究所に配備された資器材を貸し出す事業です。さまざまな環境

学習や環境教育の場でご活用ください。

対　　　　象…県内に在住、または在勤の個人、県内の各種団体　

使用期間等…１．原則として30日を上限とします。

　　　　　　　２．貸出期間内であっても、請求があった場合は、速やかに返却してください。

利用方法等…１．原則として研究所に来所し、使用上の注意等を了解した上で、所定の用紙にて申し込みの

　　　　　　　　　上借り受けてください。

　　　　　　　２．返却の際は必ず研究所に持参し、点検を受けてください。

環境学習備品…

申し込み・問い合わせ先…

　　環境科学研究所　環境教育・情報担当　℡0555-72-6203　

　　※利用方法、環境学習備品の内容等については、次のホームページでご覧になれます。

　　　URL　http://www.yies.pref.yamanashi.jp/edu/kasidasi/kasidasi.htm

環境学習図書の館外貸出

環境学習備品の館外貸出

お 知 ら せ

この印刷物は色覚障害の方に配慮し制作しています。

色覚UD
この印刷物は古紙配合率100％の再生紙と環境にやさしいVOC（揮発性有機
化合物）成分フリーの大豆油を主体とした植物油型インキを使用して印刷しました。

環境科学研究所では、環境学習図書・環境学習備品の館外貸出を行っています。

 エコ文庫（環境教育原論等） 環境学習スライド 地球問題解説パネル

 大気・水問題解説パネル 身の回りの化学物質解説パネル　 生物の多様性解説パネル

 地球生命誕生キット 大気汚染測定キット 水質測定キット

 水生生物観察キット リサイクルプロセス標本 紙漉きセット

 自然エネルギー実験キット コウモリの声観察キット 炭焼きセット

 自然と遊ぶキット 携帯実体顕微鏡 撮影キット

 映写キット 採音キット ｐＨメーター

 騒音計 酸素モニター ＵＶ計

 デジタル温度計 携帯用重量計 ツルグレン装置

 顕微鏡


