


　青木ヶ原樹海とその周辺地域は、年

間約400万人の人が訪れる観光地であり、

多くの人が様々な形でその自然を楽し

んでいます。最近、よく耳にするよう

になった「エコツアー」もその一つの

利用形態と位置付けられます。自然環

境を利用する楽しみ方が多様化してい

くなかで、樹海の自然を保護し持続的

に利用していくための適切な管理計画

が必要となることはいうまでもありま

せん。そのために、自然資源の質の視

点から、また、利用者体験の質の視点

から様々な情報を集積し、その変化を

絶えず分析・評価していく仕組み作り

として、研究所では「環境保全モニタ

リングシステム」の構築に関する研究を、

各領域の研究者、地域の関係諸団体か

らなるエコツアーガイドライン推進協

議会メンバー、県の観光部観光資源課

などの協力を得ながら進めています。

　そのなかで、溶岩洞穴や溶岩上ルー

トの環境特性を明らかにする「特定環

境モニタリング」、地区ごとの動植物

相の特徴を明らかにする「指標生物モ

ニタリング」といった自然資源に関す

るモニタリング調査に加え、樹海の利

用状況を明らかにすることを目的とし

た「利用実態モニタリング」を一つの

枠組みとして取り上げています（図1）。

利用者数の把握のために、複数の場所

に通過数カウントシステムを設置したり、

季節を変えて流動調査を行なってきま

した。さらに、単に利用者数の把握だ

けでなく、利用者体験の質という視点

からは利用者意識についての把握も重

要と考えアンケート調査を実施しました。

　利用者は普段の自然体験活動や自然

への関心度の違いから様々な利用目的

をもち、様々なイメージをいだき、期

待感をもって樹海を利用しています。

その期待感が充足されるかどうかで満

足感をえていること、より具体的なイ

メージをもつことで環境配慮意識が形

成されること、環境配慮意識をもって

利用することによってより高い満足感

が得られると同時に、満足感が高けれ

ば環境配慮意識も高まり自然資源の質

の維持にもつながること、といった利

用者意識の形成過程が明らかとなって

います（図2）。樹海を適切に利用して

いくための管理を考えた場合、たとえば、

利用形態の違いによるゾーニング（地

区の区分）、的確な情報提供、環境教育・

啓蒙活動の充実、インタープリテーシ

ョン（自然や文化についての解説）の

質の向上などが、それぞれの意識形成

にどのように効果がみられるかについて、

モニタリングを継続的に実施していく

ことが重要と考えています。 
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図2　利用者意識の形成過程

図1　モニタリング調査の枠組み

「特定環境モニタリング」
青木ヶ原樹海を特徴づける環境として溶岩洞穴、および溶岩上ルートを特定
環境とし、利用制限による環境変化を評価するために環境特性を明らかにする。

「指標生物モニタリング」
今後の環境変化を追跡・評価するために、地区ごとの生物相の特徴を明らか
にする。

「利用実態モニタリング」
エコツアー実施状況を含め、青木ヶ原樹海の利用状況（利用場所、利用季節、
人数、利用者意識等）を明らかにする。
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粘膜の免疫機能と
森の環境
環境生理学研究室　永井 正則・大野 洋美・石田 光男・齋藤 順子

な が い まさのり お お の ひ ろ み み つ おい し だ さいとう じゅんこ

　冬になると風邪やインフルエンザに

罹る人が多くなります。風邪やインフ

ルエンザは喉や気管の粘膜にウイルス

が感染することで始まります。もとも

と喉や気管の粘膜には、細菌やウイル

スの感染から体を守る粘膜免疫という

働きがありますが、寒くて乾燥した気

候によって粘膜免疫の働きが弱くなる

ので、冬には風邪を引きやすいと言わ

れます。粘膜免疫の主体となって、細

菌やウイルスの感染から体を守ってい

るのは分泌型免疫グロブリンA（sIgA）

というタンパクです。sIgAは、唾液や

涙などと一緒に分泌されます。

　分泌型免疫グロブリンA（sIgA）の

分泌は、ストレスを受けると低下します。

試験期間中の大学生や収監中の人など

では、sIgAの分泌が低下し、分泌が低

下していると喉や気管が細菌の感染に

対して弱くなることが分かっています。

わたしたちも、大学生の被験者に模擬

面接を行うという実験で、ストレスが

sIgAの分泌を低下させることを確かめ

ています。このようなことから、唾液

中へ分泌される sIgAを、粘膜免疫に

現れるストレス反応の指標とすること

ができます。

　わたしたちは、平成 16 年度から 18

年度まで、「森林のもたらす快適性に

関する研究（森林環境部森林環境総務

課からの依頼による特定研究）」を行

いました。この研究の中で、森の中に

短時間滞在する効果を調べました（図１）。

被験者に、森林内のある場所で20分間

安静に過ごしてもらいました。安静の

前後のデーターを比較すると、まず安

静によって不安が低下していることが

わかります（図１左上）。心臓の働き

を見ると、心拍数と心臓の拍動間隔の

ばらつき（変動係数）がともに低下し

ていました（図1左下、右下）。このこ

とから、森での安静により心臓の拍動

がゆっくりと規則的になったことがわ

かります。分泌型免疫グロブリン A

（sIgA）は、安静により唾液中の濃度

が増加していました（図 1 右上）。

sIgAの分泌は、ストレスの影響で低下

するので、ストレスを受けている人が

森に入ると、粘膜免疫に現れるストレ

ス反応が軽減することがわかりました。

実験を行った森と、気温や湿度、明る

さや気圧などを同じにした室内で安静

にしても、図１に示したような効果は

現れませんでした。

　このような実験結果から、わたした

ちは、森の環境が気分を静めたり心臓

の働きを規則的にしたりすることに加え、

分泌型免疫グロブリンA（sIgA）の分

泌を高め、粘膜の免疫機能を強化する

のではないかと考えています。わたし

たちの体で、外界の影響をまず受ける

のは皮膚と粘膜です。粘膜の免疫機能

を健全に保つことは、健康を維持する

上で大切なことです。粘膜免疫の機能

は年齢とともに低下し、高齢者では喉

や気道の感染を起こしやすいことも知

られています。現在、わたしたちは、

森を繰り返し利用することが粘膜免疫

機能の維持や向上につながるかどうかを、

さまざまな年齢層で調べています。

図１　森林での安静の効果　安静前後の平均値と標準誤差を示す（n=6, p＜0.05）。

　　　状態不安：調査時点で被験者が抱いている不安感．
　　　心理調査用紙STAI（State- and Trait-Anxiety Inventory）を用いて得点化する．

（本稿に関するデーターは「森林セラピー推進

指針（山梨県森林環境部）」でご覧いただけます。

http://www.pref.yamanashi.jpよりダウンロー

ドできます。）
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　私たちの生活の基盤となっている自然

生態系は、大地の上に成り立っています。

私たちがこれからも自然とともに生きて

いくためには、その大地がどのようにし

てでき、どのような変遷で今日に至った

かに目を向けていくことが重要です。そ

して私たちを含めた自然生態系に目を向

け現状をとらえ、どのようにつきあって

いくかを考えていかなくてはなりません。

　自然と人間の共生をテーマに本館1階

ホールにて「環境写真展」を行いました。

　写真展は、「火山としての富士山」「動

物」「菌類（きのこ）」を取り上げ、3期

に分けて行いました。富士山の火山とし

ての特性やそれぞれの生き物たちの自然

界での役割等を、写真やパネルで紹介し

ました。鑑賞者も3期合わせて10,705

人を得ることができました。

［第1期］富士山・火山写真展

　4月21日（土）～6月24日（日）　

　　　　　　　　　　　　　65日間

◇富士山に関する写真 53点

◇日本と世界の火山の写真 22点

◇解説パネル 7点

◇監修 荒牧重雄（当研究所　所長）

◇鑑賞者数 4,874名

※富士山の「火山」という側面を取り

上げると同時に、世界の有名な火山

も紹介した。多様な火山を知ることで、

自然の雄大さと恩恵を再認識する。

［第2期］動物写真展

　7月7日（土）～9月9日（日）

　　　　　　　　　　　　　65日間

◇動物の生態写真 158点

◇解説パネル 15点

◇撮影者　中川雄三（動物写真家）

　　　　　早見正一（公立小学校教頭）

　　　　　小口尚良（公立小学校教諭）

　　　　　吉田　洋（当研究所研究員） 

◇鑑賞者数 3,129名

※自然の中で多様な生活を展開する脊

椎動物や自然の中で重要な役割を果

たしている無脊椎動物の姿、暮らし

ぶりを知ることで、動物との共生の

在り方を考える。

［第3期］きのこ写真展

　9月22日（土）～11月25日（日）

　　　　　　　　　　　　　65日間

◇きのこ写真 65点

◇解説パネル 10点

◇撮影者

　柴田　尚

　（山梨県森林総合研究所主幹研究員）

◇鑑賞者数 2,702名

※陸上の生態系の代表である森にスポ

ットを当て、この時期人々の関心の

対象になっている「きのこ」と「森」

の関係を理解し、環境保全へと関心

を広げていく。

07環境写真展
企画展示

　平成20年度も本年度同様写真展を行う予定です。話題になる季節や研究所の事業

内容と照らし合わせ写真展の期間を設定しました。

第1期 山野草写真展   4月19日（土）～  6月22日（日）

第2期 動物写真展   7月  5日（土）～  9月  7日（日）

第3期 きのこ写真展   9月20日（土）～11月23日（日）

第4期 富士山・火山写真展 12月  6日（土）～  3月  8日（日）

平成20年度の予定

［第1期］富士山・火山写真展

［第2期］動物写真展

［第3期］きのこ写真展
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森の香りの
キャンドル作り

環境体験講座

受講者の

感想

●ストレスの多い生活を上手に過ごすエッセンスが聞けて何よりです。自分で作るという体験が大変よ

かったです。

●普段あまり香りには興味がなかったのですが、今回受講して香りの大切さ、ストレスや睡眠との関係

を知り、香りの世界をもっと知りたくなりました。グループ全員で協力し楽しく時間を過ごすことが

できました。

●キャンドルを作りながら、グループの人たちと会話したり交流したりできるのがいいなと思いました。講師のお話がわ

かりやすくて、今後の生活にも生かしていけそうです。環境について、久しぶりに考える機会となってよかったです。

●当研究所のスタッフの皆さんに親切に対応していただきました。日頃の研究成果を地域の人たちに公開される機会とし

て地域住民としてはとても楽しかったです。

●自分自身健康上の問題点に免疫系があり、医師の指導の中に「食事制限」と「ストレスを避ける」があります。そのス

トレスを少しでも軽減させるためにも香りを生活に取り入れていこうと思いました。

　12月 8日（土）に、環境体験講座

として「木の香りのキャンドル作り」

を実施しました。本講座は、木の香り

のキャンドル作りを通し、森林の放つ

香りと人の健康について考えていける

学習の機会をもてればという目的で実

施しました。受講者は28名でした。

　最初にキャンドル作りを行いました。

ガラスの器の中にろうそくの基になる

パラフィンワックスを少しずつ入れ湯

煎をしながら溶かす作業をしました。

湯を入れたバットの真ん中と端とでは

温度差があるので、それを上手に入れ

替えながら溶かすのがコツですが、どの

テーブルも上手に器を入れ替えながら

パラフィンワックスを溶かしていました。

最後に自分の好みの香りのエッセンシ

ャルオイルを溶けきったパラフィンワ

ックスに入れ、芯を差し込んで完成です。

　その後、「香りを使ってリフレッシュ」

というタイトルで、本研究所の環境生

理学研究室の永井正則特別研究員の講

義を聞きました。

１　森の中で安静にしていると、不安

が静まり、粘膜免疫能が強化され、

心臓の鼓動が規則的になって、スト

レス反応が軽減される。

２　森林の香りは緊張や不安を和らげ、

怒りや敵意を鎮め、疲労感を低下さ

せる。

３　森林の香りは、免疫グロブリンの

分泌を盛んにし、粘膜の免疫能を強

化する。

４　森林の香りは、人間の睡眠をより

良い睡眠に導いてくれる。

５　樹木の香りは好きなものであれば

あるほど、その効果は大きくなる。

　等、本研究所の調査・研究活動で明

らかになったことなどを交えながら、

木の香りが人間の健康に大きな影響を

与えるという内容の講義でした。講義

終了後も受講者より質問も出され、そ

の関心の高さが伺えました。

　本講座は、本年度初めて実施した講

座でしたが、受講者にとって意義深い

講座であったと思います。これからも

本研究所の研究成果を広く知ってもら

うことで、多くの人が環境について考

えてもらうきっかけになってもらえれ

ばと願っています。

パラフィンを溶かす 香りを選ぶ できたローソク 彩色

研究員による講義



トピック

○期日／会場　平成19年12月16日（日）／山梨県環境科学研究所（山梨県富士吉田市）

　　　　　　　　　　　　　　18日（火）／防災科学技術研究所（茨城県つくば市）

  国際ワークショップ2007は、12月

16日・18日の2日間をかけて、当研究

所と防災科学技術研究所において開催

しました。

　日本有数の活動火山である富士山の

最後の噴火から300年目を数える本年、

火山噴火未遂事象と防災行政をテーマ

に開催した本ワークショップは「噴火

未遂事象に学ぶ」と題して、噴火の兆

しを捉えながらも実際の噴火に至らな

かった国内外の火山の事例を基に、行

政の判断・対応や避難命令の内容・時

期などについて、それらが抱える問題

点と改善に向けた課題を検討するため、

海外から講師を招き、米国（ロングバ

レー、イエローストーンカルデラ）、イ

タリア（カンピ・フレグレイカルデラ）、

パプア・ニューギニア（ラバウル火山）

の事例発表をしていただきました。

　また、国内からは2000年富士山低周

波地震活動、1998年岩手山の噴火未遂

事象等について、その事例を発表する

とともに、災害心理学の視点から火山

情報の発信などについても講演いただき、

活発な意見討論を行いました。

　2日間とも、火山の専門家をはじめと

して多くの参加者が集まる中で、当ワ

ークショップが有益な情報共有・情報

交換の場となり、数少ない噴火未遂事

象の教訓から、今後の火山防災を考え

る上で、大きな意義があったと考えます。

　16日には、70余名、18日は60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。

火山災害の軽減のための方策に関する
国際ワークショップ2007
－噴火未遂事象に学ぶ－
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太々神楽だゼー
総務課総務担当　　原　美幸

み ゆ きくわばら

　本書は、日本全国のエコツアーが

どのように展開されているかを知る

ことができます。しかし、本書の主

役は「エコツアー」ではありません。

主役はそのエコツアーを立ち上げた

人々、そしてその生き方なのです。

　この本にはエコツアーに関わる人々

のさまざまな生き方が記されています。

エコツアーを行っている人たちがど

のようにエコツアーに出会ったか、

そこに至るまでどのようなことがあ

ったのかなど、さまざまな視点に立

って自然と人の関わり方を描いてい

ます。もちろん肝腎のエコツアーに

ついても成立の経緯から具体的な活

動まで現場の人たちの視点から知る

ことができます。

　章の節目や巻末にはフィールドガ

イドや関連団体の紹介などを掲載し

ており、エコツアーに関する情報が

満載です。エコツアー参加のための

扉は本書の中にすでに存在しています。

エコツアーについて、本書を読みな

がらそのあり方やその背景に潜む環

境問題を考えてみて下さい。
海津 ゆりえ●著

岩波書店●刊

『日本エコツアー・
　　　　　　ガイドブック』

か ぐ らだ い だ い

　私の住む近くには、北東本宮小室浅

間神社があり、「木花之開耶姫命」を祀

っています。この神は別名「火を鎮め

る神」と崇められています。その昔、

富士山が噴火を繰り返し、地域の人々

は大変な思いをしていました。（神話世

界の話）それを鎮めるために、太々神

楽ができ、祭りなどの際に必ず奉納さ

れます。

　しかし、私の住む地域では8年前に

後継者がいなくなるという危機的な状

況となり、当時私を含む3人が打診を

受け、保存会が立ち上がりました。以来、

小太鼓の2種類の叩き方（バチを持っ

た手の上高や、音の強弱）、2種類の笛

囃子の音（吹返し、高音、高音の2連

チャン）など、雰囲気を見ていかにそ

の場を盛り上げるか、笛の力量が最も

求められます。そのため、昨今の私は

出勤してから勤務開始までや昼食後の

短い時間で

も、笛を吹

いたり、ハ

ンドルを太

鼓にみたて

てバチ捌き

の練習を、

周囲の視線

を気にせず、頑張っています。また12

演目ある舞を5人で各2演目ずつ覚え

ましたが全てに完成されていません。

そして、未体験の大太鼓の叩き、と週

2回のペースで本殿で練習しています。

地域の氏子たちの悲願が叶い、立派な

神楽殿が完成し、ますます練習に身が

入る次第です。

　これからも、地域の伝統文化を守り、

若い世代へと太々神楽を継承するため

に、いっそうの努力をして行きたいと

思います。

こ の は な さ く や ひ め まつ

しず

ふえ

うじこ

さば

ばやし

あが

おかめを舞う姿
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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　幼児、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講座以上の全4単位以
　　　　　上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4日（金）～4月24日（木）

「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17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

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　6月1日（日）
　テーマ　「春の自然と山野草観察会」
　対　象　小学生以上（高校生以下は保護者同伴）

　日　時　8月9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30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4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1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）

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26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20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7日（土）
　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）

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29日（火）～5月6日（火）（毎日）
　　　　　7月19日（土）～8月31日（日）（月曜
　　　　　と8月9日、8月30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2日（土）、3日（日）、10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19日（土）～6月22日（日）
　内　容　山野草写真展
第2期
　日　時　7月5日（土）～9月7日（日）
　内　容　動物写真展
第3期
　日　時　9月20日（土）～11月23日（日）
　内　容　きのこ写真展
第4期
　日　時　12月6日（土）～3月8日（日）
　内　容　富士山・火山写真展

●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。

発行・平成20年3月

●三寒四温を繰り返し、寒さの厳しいこ

の富士北麓にもようやく春の気配が感じ

られるようになった今日この頃です。本

研究所で一番先に咲く花「ダンコウバイ」

を筆頭に「アブラチャン」「イヌコリヤナ

ギ」、そして「ミツバツツジ」「フジザクラ」

へと本格的な春の訪れと共に、この研究

所にも賑やかな子どもたちの声がこだま

してきます。もう少し外の景色に目を向

けて、その時を待ちたいと思います。

（J.K.）　

●年月の経過は早いもので、研究所がス

タートして11年が過ぎ、この春で12年

目に入ります。当時の小学一年生が、こ

の春から高校三年生になるわけで、時の

流れの早さを改めて思いしらされます。

この間には、この紙面も改善を図ってき

ましたが、今後もタイムリーな環境科学

の話題や研究所の成果・行事の発信に努め、

関係の皆様に楽しく読んでもらいたいと

思います。

（S.K.）　

環境学習プログラム「環境教室」

環境体験講座

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

地域自然観察
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