


2006年
ツキノワグマ大量出没
動物生態学研究室　吉田 　洋・古屋 寛子

よしだ ふるや ひろこゆたか

　近年、各地でツキノワグマの出没が相

次ぎ、テレビや新聞の紙面を賑わせるこ

とが多くなりました。とくに2006年の

秋季には、身延町の人家にクマが侵入し

たり、都留市の商店街に出没したりする

など、人間活動が活発な場所での出没が

目立ちました。

　クマが里に出没する原因には、いろい

ろな説がありますが、いまのところはっ

きりとは分かっていません。そこで当研

究室では、クマが里に出没する原因を明

らかにして、クマによる里への出没を防

ぐ方策を確立することを目的として、研

究をしています。

　
クマの目撃情報

　県みどり自然課によせられたクマの目

撃情報のうち、クマの姿をはっきり目撃

した情報の数は、2001年度～2005年度

の5年間で計176件だったのに対して、

2006年度には140件と、例年の約4倍で

した。さらに目撃時期は、2001年度～

2005年度には、6月～8月にもっとも多

く、秋季の情報は少なかったのに対して、

2006年度には、8月ごろから目撃件数が

急増し、10月がもっとも多く、例年と

傾向が大きく異なりました（図）。

クマが集落に出没した理由

　2006年の晩夏から秋にかけて、クマ

の目撃情報が急増した原因のひとつは、

山にあるクマの食物が極端に少なく、ク

マが里に下りて来たためと考えています。

例年、この時期にクマは、山でドングリ

やアケビなどの木の実を食べています。

しかし2006年には、これら木の実がた

くさんなっているのを、山であまり見か

けませんでした。

　例年、里に食物があっても、クマはほ

とんど里に下りません。それは、クマが

基本的に、人間を恐れる動物だからです。

しかし、山に食物がないとなると、事態

は変わります。クマは食物を得るために、

人間が怖くても、危険を冒して里に下り

て来てしまいます。

　その一方で里には、多くの柿や栗の実

が、収穫されないままに放置されていま

す。これら柿や栗の実は、人間にとって

価値がなくても、クマにとっては『ご馳

走』です。2006年には里で、柿や栗の

木に登り、『ご馳走』を食べるクマが、

数多く目撃されました（写真）。

被害対策に向けて

　クマが里に下りてこないようにするた

めには、クマが里に下りてこない環境を

整えることが大切です。まず、山の環境

ですが、木の実の豊凶は自然現象なので、

これを短期的に管理するのは困難です。

このように書くと「山にドングリを撒い

て、クマの餌にすればいいのでは？」と、

聞かれることがよくあります。しかし、

海外の国立公園では、人間がクマに餌を

与えたことにより、人身事故が急増しま

した。そのため、クマへの餌づけは、絶

対にすべきではありません。

　では、山においてはどのような環境を、

どれぐらい、どのように整備すればいい

のでしょうか。残念ながら、その答えは

まだ、見つかっていません。そこで当研

究室では、クマの行動や森林の環境を調

べたりして、この課題に挑戦しています。

　次に、里の環境に目を移すと、里には

柿や栗などのクマが簡単に入手できる

『ご馳走』が、たくさんあります。里に

『ご馳走』がある限り、クマはどうして

も里に下りてきてしまいます。クマが里

に来ないようにするためには、柿や栗の

実を収穫する、収穫できないものは伐採

するなどをして、『ご馳走』を減らすこ

とが有効です。

　クマを後世に残すためには、クマを里

に来ないようにして、クマと人間がすみ

分けることが大切です。そのために、み

なさんが里でできることは、たくさんあ

ります。

写真　富士吉田市上暮地地区に出没した
　　　ツキノワグマ
　　　（2006年11月14日20：43撮影）

図 山梨県内における月別ツキノワグマの目撃件数（2001年度～2006年度）
 平均値＋標準偏差
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ブドウの絞りカスを
利用した臭いの少ない堆肥製造
環境資源学研究室　齊藤 奈々子・森 　智和

さいとう もり ともかずな　な　こ

　山梨県は、生産高日本一を誇る葡萄の

産地であり、ワインの製造も盛んに行わ

れています。ワインの原料であるブドウ

には、カテキン、ブロアントシアニジン

などの抗酸化作用を示すポリフェノール

だけでなく、臭気の抑制効果があるもの

も豊富に含まれています。ワイン製造か

ら排出されるブドウの絞りカス（以下、

ブドウカス）にもポリフェノールが多く

残存しており、このポリフェノールによ

る消臭効果が期待できます。しかしなが

ら、これらブドウカスは殆どが未利用の

まま産業廃棄物として処理されており、

その処理量は年間約2000～3000万トン

に上ります。

　また、有機性廃棄物の循環利用策とし

て、堆肥化は昔から行われている身近で

手軽な方法ですが、発酵途中に発生する

アンモニアや硫化物などの悪臭が問題と

なり導入の妨げになっています。2001

年5月に施行された「食品リサイクル法」

により、事業系だけでなく家庭系食品廃

棄物（以下、生ゴミ）においてもリサイ

クルを推進していますが、やはり悪臭な

どの問題がありほとんどの生ゴミが焼却

処理されているのが

現状です。本研究室

では、これら廃棄処

分されているブドウ

カスや生ゴミなどの

バイオマス資源の有

効な利用方法につい

て模索し研究に取り

組んでいます。これ

までの研究の成果か

ら、生ゴミを堆肥化

処理する際に、ブド

ウカスを添加するとポリフェノールの作

用により、悪臭の発生を抑制しながら無

臭に近い状態で堆肥化することが可能で

あることがわかりました。（図１）

　この結果から、ブドウカスの利用によ

り産業廃棄物の削減だけでなく堆肥化に

おける悪臭問題を克服することが可能で

あり、さらに、滞っていた家庭での生ゴ

ミのリサイクルを推進していくことがで

きるのではないかと考えています。

　一方で、県内の畜産農家では、周辺地

域の混住化により居住環境の改善が問題

化しており、臭気を始めとする環境問題

の早急な解決が望まれています。そのこ

とから、ブドウカスの消臭効果を利用し

た家畜糞の臭気抑制と堆肥化過程に発生

する悪臭を低減することができないか、

新たなブドウカスの利用方法の検討をし

ています。（写真１）家畜の糞尿は、生

ゴミとは異なり、初期の段階で悪臭を放

っているため、早急な臭気対策が必要と

なります。

　排出されたばかりのブドウカスは強い

芳香を持っているため、家畜の糞尿と混

合することで初期段階では、マスキング

効果（臭いを臭いで隠す効果）による悪

臭の緩和が期待できます。今後は、県の

畜産試験場と共同で現場レベルでの実験

に取り組み、実用化を目指して研究を進

めていく予定です（写真２）。

図1　ポリフェノールによる堆肥作成時の消臭効果
写真2　畜産試験場での実験風景

写真1　堆肥化前の豚ふんとブドウカス
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今年（'07）の開花状況

昨年（'06）の開花状況

3月上旬

3月中旬

3月下旬

4月上旬

4月中旬

4月下旬

開花時期

　環境科学研究所の環境教育・情報担

当では「身近な環境調査」ということで、

例年サクラの初咲き調査を実施してい

ます。調査は、県内の各小中学校の校

庭に植えられているか、学校周辺のソ

メイヨシノの開花日を報告してもらう

旨を依頼し、報告してもらったものを

山梨県の地図に落としていくといった

方法で行っています。

　今年は、県内148校の小中学校から

調査報告をもらいました。一番早い開

花報告は、南部町立万沢小学校の3月

8日でした。また最も遅かったのは富士

河口湖町立精進小学校の4月23日でし

た。日別では3月23日に開花した学校

が最も多く20校ありました。昨年は3

月27日の開花報告が最も多かったこと

を勘案すれば、昨年に比べ早咲きだっ

たと思われます。特に3月中に開花の

報告があったのが、124校と全体の80

％以上もありました。

　ソメイヨシノは、積算気温や最高気

温によって開花することはよく知られ

ています。特に寒い冬の後、2月、3月

の気温が高めに推移すると開花が早ま

るとされていますが、今年は暖冬の影

響を受け、昨年よりも早く開花したよ

うです。甲府気象台では3月21日に、

甲府でソメイヨシノが開花したことを

発表しましたが、観測史上四番目に早

い開花であったことも発表しています。

　今後も開花調査を通して、気候の変

動が動植物や私たちの生活に与える影

響について注意深く見守っていきたい

と思います。

サクラの初咲き
ー県内のサクラの開花は
　　　　　観測史上四番目の早さー

身近な環境調査
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平成19年度

「環境教室」

１）対象者は児童・生徒・学生・一般の各団体ですが、予約が必要です。

２）時間は、午前は9時30分から12時まで、午後は1時から3時30分までを原則としますが、団体の都合に応じて設定します。

３）月曜日を除く毎日実施しますが、5月から10月の月曜日は実施します。

４）人数は午前・午後ともに120人程度までですが、プログラムによってちがってきます。

５）申し込みは、利用希望日の6カ月前の月の1日からできますが、山梨県内の学校に限り１年前より申し込みができます。

問い合わせ先　環境教育・情報担当　ＴＥＬ 0555－72－6203

　環境科学研究所の環境教育・情報担

当では、小学生から大人までの団体を

対象として「環境教室」を行っています。

　内容は、本館3階研修室にて水・大気・

森林などの地球規模の環境問題につい

て、その現状や回復のための取り組み

などを映像を見ながら学習する研修室

プログラムと本館１階の学習室・情報

センターでさまざまな

機器やビデオ、図書な

どを利用して学習する

学習室・情報センター

プログラム、本館前の

生態観察園で富士山の

溶岩流の上にできた森

林のでき方や植物と動

物との関係などを学習

する自然観察プログラムの3つのプロ

グラムを基本として学習を行っています。

その他、環境工作や富士山の動植物、

富士山の自然など年齢や目的に応じて

様々なプログラムを行っています。年

間約１万人前後の人に利用してもらっ

ていますが、利用した方から感謝の手

紙などをいただくことも多くあります。

　また本年度からは、小学校低学年の

子どもたちにもゲームを通して、自然

のことを楽しく学習してもらうため「ネ

イチャーゲーム」のプログラムも用意

しました。

　多くの方々に環境教室を利用してい

ただき、環境問題について考えてもら

えるよう工夫していきたいと思ってい

ます。学校や各種団体の環境学習に是

非ご利用下さい。

平成19年度環境教室について…　　の部分は平成19年度から変わったところです。



フライフィッシングの魅力
自然環境・富士山火山研究部　石原　諭

いしはら さとし

　私は趣味でフライフィッシングをし

ています。時間さえあれば車に道具を

積み込んで川へと足を運んでいます。

みなさんはフライフィッシングをご存

知でしょうか？知らない方もいると思

うので簡単に説明します。

　フライフィッシングとは、フライロ

ッドという専用の竿とフライラインと

いう特殊なライン（糸）を使ってフラ

イ（毛鉤）をポイントまで飛ばして魚

を釣る釣りです。起源はイギリスにあ

るとされています。餌の代わりに疑似

餌を使うので難しい部分もあるのですが、

その難しさが楽しいという釣りだと思

います。「オタク」の釣りかもしれません。

　私がフライフィッシングを始めたの

は中学生の時です。かれこれ15年くら

い経ちますが、いまだに鼻垂れ小僧の

ようなもので、なかなか上達しません。

キャスティング（竿振り）もフライタ

イイング（毛鉤作り）もまだまだ半人

前で、とても奥が深い釣りだと思って

います。これでいったい何を釣ってい

るのかというと、河川の上流域に住む

アマゴ、ヤマメ、イワナです。これら

は賢い魚なので、人影を見るとすぐに

岩陰などに隠れてしまい、その後なか

なか姿を見せてくれません。また、時

には流れてくる虫を選んで食べたりも

しています。このような場面に遭遇す

ると釣るのがちょっと大変です。川を

観察し、魚の行動を観察し、魚が食べ

ている虫の種類や大きさを推測して、

それに合わせたフライを選択して釣り

をします。フライが合っていないと、

ことごとく無視される時もあります。

大物がフライを見に来たが、食べずに

Uターンということもしばしばです。

フライを次々と換え、試行錯誤し、一

匹の魚を釣るために一時間以上費やし

たこともあります。しかし苦労が報わ

れた時は、最高の気分になれます。最

近は、より大物を捜し出し、その魚を

掛けるというようなサイトフィッシン

グにのめり込んでいます。魚がフライ

を見つけ、咥えるまでの一部始終が目

の前で見えるので、とてもエキサイテ

ィングです。

　最後に、私はフライフィッシングは

スポーツだと思っています。河川や湖

があり、そこに魚が居てこそ成り立つ

スポーツです。美しい自然があり、そ

こに多くの魚が生存していけるような

環境を残していかなければならないと

思っています。
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「土壌汚染なんてヒトゴトだと思って

いませんか？」

表紙に書かれているこの言葉がこの本

のすべてを表しています。

　本書は書名のとおり、土壌汚染に関

する図書です。 

　全9章から構成されており、土壌

汚染の定義から歴史、健康との関連な

どに触れています。

　4章からは少し傾向が変わり、土壌

汚染と土地評価、企業責任や法律など

どちらかというと企業向けの内容も書

かれています。

　また、土壌汚染の調査技術や対策技

術についてもイラスト入りでわかりや

すく解説しています。特に最終章であ

る第9章において具体的な調査や対

策の進め方が非常に丁寧に解説されて

いて、計画の立て方から注意点など通

常あまり知られていないことや、四大

公害病についても説明しています。

　こう記述すると本書で扱う土壌汚染

は自分たちとは縁遠いものと思ってし

まうかもしれません。しかし、表紙に

も書かれている通り、実は土壌汚染は

意外と身近に存在しており、たとえ法

律で定められた規制を守っていたとし

ても、法の及ばぬ所から土壌汚染が広

がり、それが日常生活にも入り込んで

くることがあります。

　意外と意識されていない土壌汚染。

この本を通して自分の周辺を一度じっ

くり見回して見るのもいいかもしれま

せん。

NPO 土壌汚染
技術士ネットワーク●編

山海堂●刊

『イラストでわかる土壌汚染　
　　　　　　あなたの土地は大丈夫?』

｢山梨環境科学講座｣
－富士山・甲府盆地の
　自然災害と景観美を考える－
　5月12日（土曜日）に当研究所で「山

梨環境科学講座」を実施しました。こ

れは自然の仕組みや環境問題について

県民等の正しい理解を深めるため、環

境関連の研究者により科学的なデータ

や知見を取り入れた講義、環境の見方、

評価の方法、問題点について学ぶ機会

を与え、自分たちのライフスタイルや

環境に対する働きかけの方法について

考えてもらおうということで行ったも

のです。

　今回は「富士山・甲府盆

地の自然災害と景観美を考

える」というテーマで、山梨県立大学

非常勤講師で元ＮＨＫ記者の林晏宏先

生から「災害報道とマスメディア」と

いう題で今後、起こるであろうと予想

される東海沖地震について、過去に起

こった東海沖地震のデータと比較しな

がら県内の被害想定やその備えについ

ての講義をしてもらいました。また本

研究所客員研究員の池谷浩先生から「最

近の自然災害から学ぶ」という題で自

然災害の実態や具体的な自然災害の課

題等を紹介してもらう中で、自然災害

を知ることが正しい行動判断につなが

るという講義してもらいました。

　参加者もお二人の先生の講義に、自

然災害に対する意識を新たにしたようで、

質疑応答も40分間におよんで多角度か

ら行われ、意義深い講座になりました。
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編集後記

発行・平成19年7月

●標高約1000メートルの研究所にも、

濃緑の夏がきました。ここで仕事をして

いるとこの暑さが夏なのだと勘違いしま

すが、ほかと比べ涼しく、改めてこの場

が避暑地なのを思い直します。ひととき

の清涼を求め、ぜひ研究所に脚をお運び

下さい。

（A.O.）　

●早いもので、研究所がスタートして10

年が経過しました。研究活動では、9つ

の研究室が基本単位として活動し、学会

で高い評価を得られるものもあがってき

ています。一層の磨きをかけるとともに、

このニューズレターなどを通して周知に

も努めたい。

（S.K.）　

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　7月21日（土）～8月19日（日）

　　　　　（月曜と8月4日をのぞく毎日）

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）

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

「青木ヶ原樹海の保護と利用

～望ましい姿を求めて私たちにできること～」

国内外の事例を紹介しながら、青木ヶ原樹海の貴重

な自然を保護し、持続的に活用していく方法につい

て、皆さんと一緒に考えるシンポジウムを企画して

います。

　日　時　11月3日（土・文化の日）

　対　象　一般

環境学習プログラム「環境教室」 環境体験講座

環境映画会

企画展示

国際シンポジウム2007

地域自然観察

森のガイドウォーク

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。

●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。研究所ホームページ等で最新の情報を参照してください。


