


熱中症警報システムの
構築に向けて
生気象学研究室　

十二村 佳樹・宇野 　忠・齋藤 順子・外川 雅子
じゅうにむら よしき じゅんこ ま さ こと が わさいとうただしう　の

　「ヒートアイランド現象」という言葉

を耳にする機会が増えているとは思い

ませんか？アスファルト等の人工被覆

が増加してきていることや冷房等のエ

ネルギー消費に伴う人工排熱が増加し

てきているために、特に都市中心部の

気温が高くなっているのです。もちろ

ん気温が上昇しているのは都市中心部

だけではなく、程度の差はあるものの

郊外地域においても同様です。そして

この都市の温暖化は今も進行している

のです。では、この都市の温暖化の具

体的な問題点とは一体何なのでしょうか？

答えは一つではなく、例えば冷房使用

の増加によるエネルギー消費の増大や

大気汚染の悪化等が挙げられます。また、

都市の温暖化に伴うように熱中症発症

者の数が増えてきていることも指摘さ

れています。都市の温暖化が進行すれば、

これから先、熱中症発症者の数は増加

することも予想されます。

　このような背景の中、我々は都市の

温熱環境と熱中症との時空間関係、つ

まり何時（when）・何処で（where）

という両者の関係を定量的に明らかに

した上で、熱中症の警報システムを構

築していくことを目的としたプロジェ

クトを立ち上げ研究をスタートさせま

した。その第一歩として、今夏は甲府

盆地内34地点を対象とした温湿度の長

期多点同時測定を行いました。測定に

は小学校に設置してある百葉箱を利用

しています。測定結果の一例として、

図に都市気温分布の一例を示します。

早朝 6時には都市中心部周辺、日中に

は都市中心部からその南方にかけて高

温域が形成されており、日中は盆地内

東部・西部よりも 3℃程度高温である

様子が観察されています。現在は、こ

のような特徴をもつ甲府盆地の気温分

布と、同時期に発症した熱中症との関

係についても分析を行っているところ

です。

　同地域の温湿度分布の実態を明らか

にするために、今後も甲府盆地を対象

とした温湿度の測定を継続していくこ

とが必要であると考えています。そし

てその結果に基づき、都市の温熱環境

と熱中症との時空間関係について分析

を行い、熱中症発生地点の共通項を定

量的に明らかにしていくこと、つまり、

どんな状況の時にどんな場所で熱中症

の危険度が高いのかを明らかにしてい

くことを予定しています。将来的に、

熱中症の予防に関する指標である湿球

黒球温度（WBGT）等を用い、地域特

性を考慮した熱中症の警報システムを

構築していくことが本研究の目標です。

図　都市気温分布の一例（2007年8月12日）

1）6時

2）14時

注記）気温分布図は、34点の測定結果に基づい

て作成しています。測定点がない地域の

気温は実測値から補間された値となって

おり、実態が忠実に再現されているわけ

ではない点に留意してください。なお、

今後さらに測定点数を増やした測定を予

定しています。
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富士山の
森林限界の植生と植物の生態
植物生態学研究室　中野 隆志・安田 泰輔・石原 　諭・古屋 寛子

な か の た か し や す だ たいすけ さとしいしはら ふ る や ひ ろ こ

　現在、富士山の五合目付近で森林限界を見ることが出来ます。

富士山五合目付近は、太平洋側の亜高山帯にあたるため、シラビ

ソやコメツガなど常緑針葉樹林が森林限界となるはずです。しか

しながら、現在の森林限界はカラマツやダケカンバ、ミヤマハン

ノキなど遷移初期の樹種により構成されています。

　富士山の微妙な地形や母岩（スコリアか溶岩か）、雪崩などの

撹乱により、遷移が早く進行する場所と遷移の進行が遅い場所が

あります。遷移の早い場所は、半島状に山頂に向かい森林が伸び

上がっています。

　私たちは、茨城大学、東邦大学の協力を得て、先に述べた半島

状植生の上部、中部、下部にベルト状の永久方形区を設置し、毎

木調査（調査区に出てくる全ての木サイズの測定）を行いました。

　今回は、半島状植生の最も上部に設置した永久方形区について

簡単に結果を示します。半島状植生上部で最も多く見られた高木

種はカラマツでした（図１）。カラマツの胸高を超える木は林内

全体に見られましたが、特に林と裸地の両境界付近にサイズが大

きく樹齢も高い木が見られました（図１（a），２）。ミヤマハンノ

キは、ほとんどが林と裸地との境界付近に分布していました。ダ

ケカンバは、ほとんど見られませんでした。胸高以下の木本種で

は、カラマツの稚樹と矮性化したミネヤナギが多く見られ、林内

だけでなく裸地にも多く見ることができました。ミネヤナギは胸

高以上の個体は多くありませんでした。

　以上のことから、半島状植生の最先端を形成し、上部方向へ

進出が可能な高木種はカラマツであると考えました。また、こ

の半島の成り立ちを考えると、最初に古く大きくなったカラマ

ツが分布する両側の２本の半島が発達し、その結果、これら二

つの半島の間の環境が緩和され、現在カラマツの若木が二つの

半島の間を埋め、一つの半島を形成したと考えました。ミネヤ

ナギは、森林限界の遷移の最先駆種の一つですが、低木種であ

り森林限界の林を形成する主要な種ではないと考えました。ミ

ヤマハンノキは、半島の最先端から上部と半島の中心部に出現

しないため、カラマツが成長した後の林床下に定着すると考え

ました。さらに、ダケカンバは、富士山樹木限界を代表する先

駆樹種の一つですが、環境の厳しい半島状植生の最先端に出現

しませんでした。このことは、本種が雪崩など攪乱に依存した

種である可能性を示しています。

　現在、半島状植生の中部、下部にも永久調査区を設置し、調査

を継続しています。今後、半島状植生の構造と遷移について解明

していくとともに、他の樹木限界の植生についても永久方形区を

設置し、富士山五合目の樹木限界の植生と生態について明らかに

していきたいと思っています。
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図2　先端部調査区におけるトランセクトに沿った
　　　カラマツ樹齢の空間分布。

東側基点からの調査区位置（m）

樹
齢（
ye
ar
s）

10 30

0 20 40m

0

10

20
m

10 30

斜
面
上
部
基
点
か
ら
の
調
査
区
位
置（
m
）

東側基点からの調査区位置（m）

図１　先端部調査区（40×25m）に出現した各種
　　　の分布図。

縦軸0mの位置が斜面上部を表し、
図中の点線は林縁、実線は1m間隔の等高線を示す。
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　8月25日（土）に、地域環境観察バ

スエコツアーの第二弾として「富士山

溶岩流観察」を実施しました。環境教

育事業参加者より「火山としての富士

山に焦点を当てた学習の機会を設けて

ほしい」という多くの声を聞く中で、

本年度初めて実施した事業です。観察

会は、当研究所地球科学研究室の輿水

達司研究管理幹と内山高研究員を講師

としておこないました。参加者は47名

でした。

　まず当研究所からバスで富士山五合

目近くの御庭火口に行き、そこで富士

山の過去に起こった様々な噴火の形態

や眼下に見える側火山の位置とその因

果関係など、富士山の噴火史全体につ

いての学習をおこないました。

　次に、西湖コウモリ穴や鳴沢村石切

場にて溶岩洞窟や水蒸気爆発などにつ

いての観察を通し、「貞観の噴火」や「玄

武岩質溶岩」についての学習をおこな

いました。

　最後に250個以上もの溶岩樹型が点

在するといわれる「河口湖フィールド

センター」周辺にて、様々な溶岩樹型

の観察や学習を通し当研究所周辺を流

れた剣丸尾溶岩流の学習を深めました。

　本年度初めて実施する事業であり、

コース・時間・内容とも適切であった

か心配しましたが、お二人の講師が参

加者にわかりやすく丁寧に説明してい

ただいたため、参加者も熱心に聞き入

ると同時に、いろいろな角度から講師

に質問をしながら学習を深めることが

できました。事業実施後のアンケート

からも本観察会が参加者にとって充実

したものになったという意見が数多く

聞かれ安心しました。

　今後も環境教育事業で実施している

さまざまな事業が、参加者の自然に対

する学習に取り組む機会や、身近な自

然環境を考えるきっかけとなることを

願っています。

第33回 地域環境観察

参加者の

感想

バスエコツアー

「富士山溶岩流観察」
Ⅱ

●一口に溶岩といっても、その形態の違いなどいろいろなバリエーションがあり大変楽しく学習をさせて

もらいました。考えてみれば富士山という巨大な山体そのものが溶岩の固まりだったと今更ながら気づ

きました。

●溶岩について詳しく教えていただき、大変勉強になりました。溶岩を見る視点が変わると同時に、身近

な自然を大切にしたいと思いました。

●御庭の火口から側火山が北北西に並んでいるのを実際に見られたのがよかったです。

また溶岩樹型では昔の巨木を想像することができました。

●何種類もの溶岩流があることを知ることができたり実際にいくつもの火口が見られ

たりしてよかったです。

●溶岩のすごさを肌で感じることができ、とても勉強になりました。先生方の話はも

ちろんですが、参加者の興味深い話がいろいろ聞けて楽しい一日でした。　　　他
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　富士山北麓地域には毎年たくさんの

観光客が訪れ、その自然を多くの人が

さまざまな形で楽しんでいます。自然

環境を利用する楽しみ方が多様化して

いくなかで、青木ヶ原樹海の貴重な自

然を保護し、持続的に利用していく方

法について参加者の皆さんと一緒に考

えていく機会となるようなシンポジウ

ムを11月3日（土曜日・文化の日）に

開催しました。

　第1部では、青木ヶ原樹海の適正な

管理を目指して現在当研究所が進めて

います「環境保全モニタリングシステ

ムの構築に関する研究」が本郷主幹研

究員より紹介され、共同で研究に取り

組んでいます篠田授樹氏（地域自然財

産研究所）と山本清龍氏（東京大学大

学院）が青木ヶ原樹海利用の現状と課

題について、それぞれ、自然資源の質

の視点から、利用者体験の質の視点か

ら講演を行ないました。

　第2部は、自然公園管理の専門家で

あるアメリカモンタナ大学のスティー

ヴン・F・マックール教授をお招きし、「自

然資源管理のための地域協働における

研究者の役割」と題して講演いただき

ました。自然資源の適切な管理を行な

うために、研究者の役割と限界は何か、

科学的データの蓄積を適切な管理に結

びつけるためには何が必要かが論じられ、

その地域の目標は何か、何を保護しど

のように利用するのかの合意形成が必

要なことが伝えられました。 

　第3部のパネルディスカッション「地

域の望ましい姿を求めて」では、国際

教養大学の熊谷嘉隆氏に座長をお願いし、

先の講演者に愛甲哲也氏（北海道大学

大学院）、伊藤延廣氏（裏磐梯エコツー

リズム協会）、川元修氏（県観光部）、

中野研究員が加わり、自然資源管理の

ための取り組みについて国内外の事例

が紹介されました。そして、自然資源

の変化に関する情報をどのように収集

するか、その情報を適切な保護・利用

計画に結びつけるには地域協働をどの

ように進め合意形成を図ればよいか、

さらに住民参加型のモニタリングシス

テムをどのように構築していくのかに

ついて、参加者とともに活発な議論が

交わされ有意義なシンポジウムとなり

ました。

国際シンポジウム2007

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～



タイ料理に魅せられて
環境資源学研究室　齊藤 奈々子

さいとう な　な　こ

　私の週末の楽しみは、料理をするこ

とです。このフレーズだけですと、大

変かわいらしい感じがするのですが、

実際は、クロック・ヒンという石のす

り鉢で、ゴリゴリと食材を叩きつぶし、

調味料作りをしています。見るからに

怪しさ全開です（笑）。無心になって食

材を潰していると、ふっと我に返った時、

まさに魔女が秘薬を作っているみたい

です。クロックを使うと電動ミルより

もやはり食材の香りも滑らかさも格段

に違い、香り高い口当たりの良い調味

料が作れます。また、ストレス解消に

ももってこいです。さて、いったい何

の調味料かと言いますとタイ料理です。

私が、タイ料理に目覚めたきっかけは

10年前に行ったタイ旅行です。実家か

ら出たことのなかった当時は、日本食

しか知らずタイ料理の香り高さと味の

複雑さにすっかり魅了されてしまいま

した。

　タイの香草と言えば代表的なのが、

カメムシ臭に似た香りで大っ嫌いな方

もたくさんいる「パクチー」ですが、

ナンプラー（魚醤）と組み合わせるこ

とで、このカメムシ臭（笑）が生きて

くるのです。ナンプラーの魚の生臭さ

とパクチーのカメムシ臭は何とも言え

ない臭いもの同士ではありますが、ま

さに味の化学反応やぁ～（彦摩呂風）

的なパラドックス現象が起き、素晴ら

しい料理を作ることが出来ます。まだ

まだ、私は初歩的な料理しか作れませ

んが、目下の目標は、タイ料理の代表

例とも言うべきグリーンカレーの素を

自作することです。グリーンカレーの

素は、青唐辛子、レモングラス、バイ

マックルー（こぶみかんの葉)、にんに

く、パクチーの根、カピ（小エビの塩

漬けを発酵させてペーストにしたもの）、

ホムデン（紫玉ねぎ）、カー（生姜）な

どをつぶしてペースト状にして作ります。

これは、日本の各家庭で味噌や漬物の

味が違うようにタイの各家庭でも味が

違ってくるそうです。

　日本では食材がなかなか入手できな

いのが残念ですが、一番要となる生の

バイマックルーとパクチーは、苗を入

手し鉢植え栽培し収穫できる日を楽し

みに日々育てています。

グリーンカレー

栽培中のパクチー
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　「なぜ海の波はやまないのか」「流

氷はどこからくるのか」「虹はどうや

ってできるのか」身近にその存在は

知っていてもその仕組みはわからな

いことが多い自然現象。

　この本はまさにそういった素朴な

疑問をわかりやすく解説してくれます。

　タイトルにあるとおり本書は日本

でみられる自然現象について説明し

ているため、子どものころわからな

かった自然現象についての答えが見

つかるかもしれません。

　オーロラが日本で観測ができるこ

とや、二重富士、流氷や蜃気楼など

北は北海道、南は沖縄までありとあ

らゆる珍しい自然現象が紹介されて

います。

　また、色鮮やかな写真や詳細な図

などが多く、読みやすくなるよう配

慮されているため、非常にわかりや

すい本となっています。

　「解説を読むだけではつまらない、

やっぱり本物が見たい」という人の

ために「まっぷる特薦自然探訪」と

いうコーナーにて地図が掲載されて

います。意外と自然の神秘が身近に

あることが感じられるこの一冊。こ

の機会にもう一度自然現象について

考えて見ませんか。

武田康男●監修
なるほど知図帳日本編
集部●編著
昭文社●刊

『日本列島驚異の自然現象』

トピック

富士山スラッシュ雪崩
フォーラム
　雪代（スラッシュ雪崩）は、富士山

に特異に認められる自然現象で、春先

や初冬などに、主に気温上昇や降雨に

よってもたらされる雪崩を伴う土砂崩

れ現象です。今年の3月には富士山南

側で大規模な雪代が発生し、北麓の山

梨県側では2004年12月に比較的規模

の大きな雪代が発生しました。2004

年の調査内容については、このニュー

ズレター紙上（Vol.9 No.1）でも、富

士山の雪が基本的に太平洋気団によっ

て形成される記事の中で紹介しました。

このような雪代に関するフォ－ラムが、

平成19年10月11,12日の両日にわ

たり、富士河口湖町で開

催されました。

　これまで、一堂に会す

る機会が少なかった研究

者が、県内外から集まり、研究成果を

発表し、防災対策も含めた議論が交わ

されました。私共の研究所（地球科学

研究室）で進めている雪代の調査・研

究をはじめ、過去の雪代の発生事例や

発生機構などにつき約15課題の発表が

あり、特に今後の防災対策のために気

象観測の強化の必要性が確認されました。

また、フォーラムの初日には、2004

年12月に富士スバルラインを寸断する

被害を出した雪代発生現場を、参加者

が訪ね観察をおこないました。
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●地球温暖化の影響なのか？研究所の立

地条件なのか？

今年の夏は9月に来ました。近年は年々

季節感がなくなり、夏の後にいきなり初

冬を迎えたような印象です。そういえば、

台風等の自然現象も時期というものが無

くなってきているように思います。

何事もタイミングは重要で、物事の成否

にも影響を及ぼしてしまいます。季節感

がなくなるなるのは、旬のおいしい食べ

物だけにして欲しいものです。

（M.W.）　

●今年の夏の猛暑の影響で、研究所周辺

の木の葉の色づきも例年になく遅れ心配

しておりましたが、幸い、今秋も素晴ら

しい紅葉（もみじ）がやってきて我々の

心を癒してくれました。今はその紅葉も

終盤を迎え、すっかり晩秋から初冬のた

たずまいとなっております。静かになっ

たこの時期の自然もまた格別なものがあ

ります。ひっそりとした自然を味わいに

皆様のご来所を心よりお待ちしております。

（M.K.）　

日　時　平成20年3月8日（土）

内　容　きのこの植菌を通して、きのこの植生について学ぶ。

対　象　小学生以上（高校生以下は保護者同伴）

環境体験講座「きのこの植菌に挑戦」

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・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…県内に在住、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、所定の申込用紙に必要事項

　　　　　　　　　を記入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

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 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 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


