


　山梨の複雑な地形とその上に成立する

土地利用や植生は、多様な風景を見せて

くれます。日々の暮らしの中で目にする

景色も、多くの人が訪れる風光明媚な観

光地の景色も、山梨県にとっては大切な

財産です。ですから、景色の中に建って

いる建物はできるだけ、風景のもつよい

印象を保つデザインが望ましいと考えら

れます。

　建築のデザインは、見る人によって評

価が違うものです。この研究では建築デ

ザインのうち色の選び方を取り出し、建

物の色が風景を見る人の印象にどのよう

に関わっているのかを実験によって調べ

ました。

　写真－1が実験に用いた風景の写真で

す。山梨では山の斜面と空によって構

成される風景が典型的に多く見られま

すが、この風景に、大きな建物がかか

っています。

　この写真をコンピュータで処理して、

建物の色をさまざまな色に変えてみます。

一例としてオレンジ色系に変えたものを

写真－2に示します。

　建物の色が違うたくさんの画像をつく

り、コンピュータに表示して被験者に見

てもらい、画像が「おとなしい」「やす

らかな」「どっしりとした」「ひなびた」

といった形容詞のイメージに一致するか

しないかを回答してもらいました。同時

に、「難しい評価」をしているか、「簡単

な評価」をしているか調べるため、画像

を見せてから回答するまでにかかった時

間を記録しました。

　図－1は被験者が形容詞「おとなしい」

について画像を見て回答した結果です。

一つ一つの点は建物の色に対応していま

す。左にあるほど多くの被験者が画像を

見て「おとなしくない」と回答し、右に

あるほど「おとなしい」と回答していま

す。縦軸は回答までにかかった時間の長

さを表します。左右にある点では多くの

人の回答が一致していますが、そのよう

な場合には比較的短時間で回答され、中

央付近の意見が一致しない場合には時間

がかかっている事がわかります。他の形

容詞についても同じような結果が得られ

ました。

　この実験から、多くの人が風景の印象

を壊さない、あるいは壊すと回答する色

がある一方で、好みや考え方を駆使して

長時間考えないと判断の難しい色もある

ということがわかります。短時間で判断

できるほどイメージを壊してしまう色は

「風景の中にあって欲しくない色」、意見

が分かれて判断の難しい色は「建物の形

や色の塗り分けなどで工夫して、慎重に

使うべき色」、多くの人がイメージを壊

さないと短時間で判断してくれる色は「安

心して使える色」といえるかもしれませ

ん。とても基礎的なことがわかったわけ

ですが、このような知見の積み重ねが、

より美しい風景を未来に実現するように、

今後も風景の研究を進めて行きたいと考

えています。

色彩調和：
景観と似合う色を求める
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図－1　「おとなしい」と思った人の割合と回答までにかかった時間

写真－1　実験に用いた写真

写真－2　建物の色を変更した写真の例
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　一般に河川水の水質調査は河川水を採

水し、物理・化学的に分析を行います。

しかし、河川水は流れているため、時間

の経過と共に水質が刻々と変化します。

そこで、河川に生息している生物を分析

することにより、河川水の水質を包括的

に把握しようとする試みが検討されてい

ます。我々は、動物の肝臓で誘導合成さ

れるタンパク質「メタロチオネイン」に

着目し、メタロチオネインが水質汚染の

生物指標（バイオマーカー）として利用

できるか検討を行いました。

　メタロチオネインは魚類をはじめ哺乳

類など動物全般に広くその存在が確認さ

れている金属結合タンパク質で、重金属

の毒性軽減作用があります。また、メタ

ロチオネインはカドミウムや水銀、銅な

どの重金属摂取によって誘導合成されま

す。すなわち、河川水にカドミウム、水

銀、銅などが流れ込んだ場合、その河川

に生息している魚の肝膵臓（コイの肝臓

は膵臓の機能も有している）中でメタロ

チオネインが誘導合成され、その量が増

加します。そこで、我々は、県内の河川

に生息しているコイ（71匹）を捕獲し、

肝膵臓中のメタロチオネイン量および重

金属の分析を行いました。

　コイは5箇所で採捕し、肝膵臓を摘出

して、メタロチオネイン量の測定を行い

ました。メタロチオネイン量は、肝膵臓

1グラム当たりのメタロチオネインに結

合する水銀（Hg）量で示しました。その結

果、71匹のコイのメタロチオネイン量の

平均値は264（Hg nmol/g tissue）でした。

各採補地点ごとのメタロチオネイン濃度

を図－1に示しますが、何れの採補地点

でも個体差が大きく、採補地点の違いに

よる有意な差は認められませんでした。

　次に、コイの肝膵臓中に蓄積している

重金属（銅、亜鉛、カドミウム、水銀）

を測定し、メタロチオネイン量との相関

性を検討しました。その結果、メタロチ

オネインと銅との間に相関係数0.80の

有意な正の相関が認められました（図-2）。

0.80と言う相関係数は、野生動物の調査

においては、驚くべき数字です注）。従っ

て、今回測定した県内71匹のコイの肝

膵臓中メタロチオネイン誘導には銅が深

く関与していることが考えられました。

また、メタロチオネインには銅が多く結

合していることも別の実験により確かめ

ました。しかし、県大気水質保全課が毎

年行っている河川の水質調査結果を調べ

ても、河川水中の銅濃度は0.01mg/L以

下で、問題となるような汚染は認められ

ていません。従って、メタロチオネイン

を誘導している銅の正体は現時点では不

明です。しかし、微量でもメタロチオネ

インを特異的に誘導合成する未知の銅を

含む化学物質が河川水を汚染しているの

かもしれません。今後、メタロチオネイ

ンが河川の水質を知るためのバイオマー

カーになるかどうか、さらに研究を行っ

ていく予定です。

コイをもちいた河川の水質調査
－新しいバイオマーカーの検討－
環境生化学研究室　長谷川 達也、　原 かおり、瀬子 義幸

は せ が わ せ　こくわばら よしゆきたつや

注）相関係数（ｒ）とは二つのデータ列の間の相関（類似性の度合い）を示す統計学的な指標のこと。
－1から1の間の実数値をとり、1に近いときは二つのデータ列には正の相関があるといい、－1に
近ければ負の相関があるという。0に近いときはもとのデータ列の相関性は弱い。
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図－2　各種重金属とメタロチオネイン
　　　との相関図

（ｒ：相関係数、ｐ：有意水準）

図－1　コイのメタロチオネイン量
（　：平均±標準偏差, 　：各コイの値）



　指導者育成事業として実施している「山

梨環境科学カレッジ大学院」（以下、大

学院と略す）ですが、11月25日（土

曜日）に修了式を行いました。今年の

修了者は17名で、過去3年間で一番多

くの修了者になりました。

　大学院の受講講座は全部で10講座あ

り、すべてが必須講座です。また講座

の中には本研究所の研究員の専門講座

もありましたが、どの講座にも意欲的

に臨み、質問時には様々な角度からの

するどい質問も多く飛び出し、その関

心の高さが伺えました。大学院の講座は、

最後に屋外で全員が自然解説を行って

修了になりますが、自然解説員も顔負

けというような素晴らしい解説をして

くれる人もいて感心させられました。

自然解説終了後、研究所の小俣副所長

から修了証書が一人一人に授与されま

した。

　大学院の受講修了者17名、それぞれ

年齢や職業は違いますが、この大学院

で学んだことを各地域や職場等で活かし、

環境保全活動のリーダーとして活躍し

てくれることと思います。

山梨環境科学カレッジ
大学院修了

指導者育成事業

 5 月12日 開講式

 環境科学講座

 6 月 3 日 基礎講座Ａ

 「生態系の中の自然」

 「富士山の自然」

 6 月17日 基礎講座Ｂ 

 「自然観察会の手法と運営」

 「火山とは」

 6 月24日 専門講座Ａ

 「森林を調べてみよう」

 「富士山の蝶相の特徴とその

 保全について」

 「富士山の火山としての特徴

 と最近の話題」

 7 月 8 日 専門講座Ｂ

 「水の安全を見守っている

 水質基準」

 「富士山の地下水に含まれる

 バナジウム」

 実習と研究室見学

 7 月22日 応用講座Ａ 

 「自然観察プログラムの実際」

 指導の実際を受講

 9 月 2 日 臨地講座 

 「青木ヶ原を訪ねる」

 指導の実際を受講

 9 月30日 専門講座Ｃ

 「空からの環境診断」

 「人間とその環境

 －ムラ・サト・ヤマ－」

 「ビオトープという考え方」

10月21日 応用講座Ｂ

 「自然解説プログラム作成」

11月25日 生態観察園自然解説

 修了式

大学院10講座の内容

修了式

基礎講座Ａの様子開講式後の環境科学講座の様子



●人との出会い、学習との出会い、とてもありがたく思っています。

●楽しかったです。ありがとうございました。他にもこのように学習できる機会があったら是非参加させていただきたいです。

●これをきっかけに人と人とのつながりを広め、皆で細く長く活動していけたらと思います。

●大学院活動をより多くの人に知ってもらい、環境教育の普及ができるような企画を多くしてもらいたいと思います。

●このような素晴らしい施設をもっと知り、利用していくことを県民に広げたい。

●専門的知識、最新研究情報を具体的に学べる場がほしいと思っていましたが、今回大学院の講座を通して学習でき満足しています。

これからも学習できる機会がほしいと思っています。

●普段聞くこのできない研究員の方々の貴重なお話を沢山うかがうことができて楽しく学習ができました。

●短い時間内で内容の濃い部分が多かったので、まだまだ聴きたく思いました。

●県が研究部門を一つにするとか、いろいろ財政措置を考えているようですが、山梨県ばかりでなく、日本国内でも有名な研究者が

おられるので、もっともっと発展させてほしいと思います。　　　　　　　　　　　　等　多くの好評価が寄せられました。

大学院講座を受講して（修了式後の大学院修了者からのアンケートより）

専門講座Ａでの質疑応答の様子

専門講座Ｂでの実習の様子

臨地講座の様子（青木ヶ原を訪ねる）

専門講座Ｃの様子 自然解説の様子（森の遷移をゲームで解説）



日本昆虫学会賞を
受賞して
動物生態学研究室　北原　正彦

きたはら まさひこ

平成18年11月10日（金） 会場：山梨県環境科学研究所

　　　　　　　11日（土） 会場：東京大学地震研究所

　1917年創設の

日本昆虫学会の

年次大会は、本

年度で第66回目

を迎え、9月16

日から18日にか

けて南国九州の

鹿児島大学で開

催されました。

その席上、本年

度の日本昆虫学会賞を

授与され（写真）、受賞

講演を行ってまいりま

した。日本昆虫学会の

学会賞は、優秀な論文

に対して授与される論

文賞であり、今回の受賞は昆虫学会の

英文誌であるEntomological Science

に昨年度発表された、私と筑波大学・

藤井宏一名誉教授の「チョウの生活史

戦略に基づく群集構造解析と環境評価」

に関する共著論文に対して、授けられ

たものです。学会が私達の研究の意義

を評価し認めて下さったことは、光栄

の極みであり、喜びもひとしおでした。

　実をいうと、論文の査読の段階では

レフェリーから結構注文が多かったの

で、学会賞受賞などということは、当

初から考えてもみませんでした。です

から、7月の終りに学会事務局より受賞

の知らせを頂戴した時には、初め何の

事なのか理解できず、ほとんど実感も

湧きませんでしたが、さすがに、学会

大会で大勢の学会員を前に受賞講演を

行った時には、学会賞受賞の喜びが込

み上げてきた次第です。

　今回の受賞は、日頃からの研究所職

員の皆様の協力、激励の賜物であり、

また自分自身の今後の研究への大きな

励みだと考えており、これを契機に自

分の研究により一層磨きを掛けていき

たいものだと感じております。

　大規模な火山噴火の際には、火山の

付近に居住する多数の住民を短時間内

に避難させる必要が生じます。都道府

県の行政区域を越えて数万人規模の避

難を行うことは、一般の予想をはるか

に超える困難性に遭遇します。実例と

しては、イタリア・ベスビオ火山の

1631年の噴火に相当する規模の火砕流

噴火で、60万人の住民を避難させる計

画や富士火山の1707年の噴火に相当す

る規模で山麓住民を避難させる計画な

どがあります。

　本シンポジウムはそのような事例を

詳細に調査・討論し、問題点を提起し、

最適な防災計画を提案すること

にあり、東京大学地震研究所と

共催で「イタリア・ベスビオ火

山60万人の避難計画」というテーマで

11月10日・11日の2日間をかけて当研

究所と東大地震研究所において開催し

ました。

  講師には、イタリアからローマ大学の

スカンドーネ教授、2名のイタリア防災

省防災対策監をお招きし、イタリア・

ベスビオ火山の避難計画の実例等を発

表していただきました。

  また、国内からは、有珠噴火・伊豆大

島噴火の避難等の事例も発表されました。

  富士山の麓にある当研究所において、

環富士山火山連絡会加盟の地方自治体

の防災担当者をはじめとして、多くの

火山専門家が集まり、イタリアからの

ベスビオ火山防災の担当者と情報交換

や討論を行ったことは、大きな意義が

あったと考えます。

　10日には、150余名、11日は40余

名の皆様の参加をいただく中で、改め

て火山防災に対する関心の高さを実感

しました。

国際シンポジウム【火山防災と広域避難】国際シンポジウム【火山防災と広域避難】
－イタリイタリア・ベスビオ火ベスビオ火山6060万人の避難計画－人の避難計画－
国際シンポジウム【火山防災と広域避難】
－イタリア・ベスビオ火山60万人の避難計画－



　本書は6編の短編を収めた「動物小

説集」です。とは言え、動物を擬人化

した小説ではありません。物語に登場

する人々は、対する動物たちと種の異

なる「人」として一定の距離を保ちつ

つ対峙します。またペットに向ける愛

情とは少し異なる視線を向けています。

　表題作「星と半月の海」では、水族

館で獣医をしていた女性が海洋調査に

向かった南オーストラリアで、あるジ

ンベイザメと再会します。そのジンベ

イザメとの距離感に彼女は自分の娘と

の関係を思い返します。ほか、本来ペ

ンギンと呼ばれていた絶滅種「オオウ

ミガラス」の手がかりを見つけた動物

園職員や動物名称改正の危機に瀕した

ティラノサウルスの騒ぎに巻き込まれ

た古生物研究者たちを語り手に物語が

紡がれていきます。

　動物と関わる職業をもつ彼らは動物

たちを取り巻く様々な問題に直面しな

がら、自身の人生、自然や生命に思い

を馳せます。動物たちの本質を見極め

ることで「人」としての本質を見よう

としているのかもしれません。

　本書に収録された1編1編はそれ

ぞれが独立した話ですが、登場人物が

重なるためか、全体でひとつの物語で

あるようにも感じる作品となっていま

す。最初から読み進めることも良いで

すし、1編だけを読むこともできます。

さて皆さんはどの物語が好みですか。

素晴らしい環境のなかで

川端　裕人●著

福音館書店●刊

環境教育・情報担当　堀内　明美
あ け みほりうち

エコ相談 富士登山

講義

　私が環境科学研究所に勤めて、もう

すぐ3年が経とうとしています。私の

所属する環境教育・情報担当は、一般

や団体で来館される方々や環境教育事

業を通して、たくさんの人との出会い

がありました。

　「環境教室」では、好奇心旺盛な小・

中学生と出会うことができました。館

内に響き渡る元気な声に私も元気をも

らうことがたびたびありました。また

私も担当の一人として関わってきた「山

梨環境科学カレッジ」や「山梨環境科

学カレッジ大学院」では、これまでに

多くの方々が修了されました。年々そ

の数が増えるのを嬉しく思うと同時に、

修了された方々の熱心に学習する姿を

見て、環境に対する興味・関心の高さ

を実感しました。

　一方の私ですが、この3年間で自然

に目を向けることの楽しさ、大切さに

気づくことができたように思います。

通勤途中でリスやシカを見た時の驚き、

キセキレイ、ウソ、カケスなどの鳥を

覚えてくると、森を歩く楽しみも増え

てきました。8月に富士登山に初挑戦で

きたのも研究所で自然に関する様々な

経験ができたからだと思います。

　教えられることばか

りの毎日と、魅力溢れ

る環境と、多くの出会

いに感謝の気持ちでい

っぱいです。そして今

後もより多くの人に環

境教育、環境問題への

関心を深めていただけ

たら嬉しいです。



MAP

編集後記

学校、その他の団体向け初歩的な環境教育プログラ
ムで、環境に配慮した生活を心がけるきっかけとし
て最適です。
　開催日　月曜を除く毎日（ただし、5月から10
　　　　　月は月曜日も実施します。）
　　　　　午前の部　9：30～12：00
　　　　　午後の部13：00～15：30
　　　　　相談に応じてご希望の時間設定にするこ
　　　　　ともできます。
　対　象　児童、生徒、学生、一般の各団体
　※申し込みは、利用希望日の6ヶ月前の月の1日
　　から、山梨県内の学校については1年前から申
　　し込みができます。

「山梨環境科学カレッジ」
　対　象　県内在住・在勤者（定員40名）
　内　容　研究者や有識者による講義、野外での自
　　　　　然観察等が受講できます。指定3講座お
　　　　　よび選択講座1講座の全4単位を取得
　　　　　することにより、修了証を授与します。
　※申し込み受付期間　4月7日（土）～4月20日（金）

「山梨環境科学カレッジ大学院」
　対　象　カレッジ修了者（定員15名程度）
　内　容　富士山やその周辺の自然環境についての
　　　　　基礎的な講義や研究所研究員の専門的な
　　　　　講義が受講できます。また、自然観察と
　　　　　その方法を学べます。10講座の受講に
　　　　　より、修了証を授与します。

　日　時　5月12日（土）
　テーマ　自然の仕組みや環境問題について、環境
　　　　　関連の研究者による講義を聴講します。
　対　象　高校生以上

実習などを通して、自然と人間の生活とのかかわり
を考える講座です。
　日　時　7月28日（土）
　テーマ　「子ども森を楽しむ会」
　対　象　小中学生対象

　日　時　12月8日（土）
　テーマ　「木の香りのキャンドルづくり」
　対　象　高校生以上

　日　時　3月8日（土）（平成20年）
　テーマ　「きのこ植菌に挑戦」
　対　象　小学生以上（高校生以下は保護者同伴）

山梨県の自然環境と人との関わりを新たな視点から
捉える観察会です。
　日　時　8月4日（土）
　テーマ　「富士山自然観察（植物）」
　対　象　小学生以上（高校生以下は保護者同伴）

　日　時　8月25日（土）
　テーマ　「富士山自然観察（火山）」
　対　象　小学生以上（高校生以下は保護者同伴）

　日　時　10月6日（土）
　テーマ　「秋の自然ときのこ観察会」
　対　象　小学生以上（高校生以下は保護者同伴）

　日　時　11月10日（土）
　テーマ　「剣丸尾自然探検」
　対　象　小学生以上（高校生以下は保護者同伴）

研究所敷地内の生態観察園や自然観察路の動植物や
地質学的特徴などを解説します。
　日　時　4月28日（土）～5月6日（日）（毎日）
　　　　　7月21日（土）～8月19日（日）（月曜
　　　　　と8月4日をのぞく毎日）

環境問題の現状・人々の取り組み・自然のもつ素晴
らしさなどを取り上げた映像作品を上映します。
　日　時　8月11日（土）、12日（日）、18日（土）

「自然と人との共生」をテーマに、多様な生物の世
界と山梨県内での生き物の現状や、火山としての富
士山を写真やパネルによって紹介します。
第1期
　日　時　4月21日（土）～6月24日（日）
　内容　富士山・火山写真

第2期
　日　時　7月7日（土）～9月9日（日）
　内　容　動物写真

第3期
　日　時　9月22日（土）～11月25日（日）
　内　容　きのこ写真

●各イベントの参加費は無料です。
●日時内容などを予告なく変更することがあります。

Vol.10 No.3

発行・平成19年3月

March 2007

●研究所のまわりの雪もまだまだ溶けて

いませんが、日を追うごとに何か冬の気

配が薄らいでいくような（本当はまだま

だ厳冬期です）今日このごろです。

　「早く来い来い　フキノトウ…ウドも一

緒にやってこい！」それから多くの皆様も。

（K.S.）　

●富士吉田に赴任してきて10年経ちま

すが、今年の冬は特に暖かかったと感じ

ています。夏の猛暑や暖冬といった季節

の変化は身近で感じられる環境変化の一

つです。その変化にどのような意味があ

るのか、正しい情報を得て自分で考える

ことが大切なのではないかと思います。

まず、身近でできることから始めること

が、大いなる一歩ではないでしょうか。

（T.U.）　

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。

環境学習プログラム「環境教室」 地域環境観察

森のガイドウォーク

環境映画会

企画展示

環境学習指導者支援活動

環境科学講座

環境体験講座
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