


黄砂の粒子識別から
もたらされる地球温暖化研究
地球科学研究室　輿水 達司・内山 　高

こしみず うちやま たかしさとし

　地球温暖化に対する危機意識は、我

が国でも高まりつつあります。この背

景には、ゴア元米国副大統領とＩＰＣ

Ｃが2007年にノーベル平和賞を受賞し

たことに加え、今年（2008 年）7月の

洞爺湖サミットに向けたマスコミの報

道量の増加が効果的に作用しているよ

うに思われます。

　このような状況において、地球温暖

化が異常気象をもたらしたり、健康影

響まで関係する報道も、にわかに多く

なってきているように思われます。本

研究所地球科学研究室では、黄砂を材

料に過去から現在にわたる気候変動の

研究をおこなってきていますので、そ

の内容を以下に紹介します。

　毎年春になると中国大陸から飛来する、

日本人にとって身近な風物詩でもある

黄砂（図１）には、

地球規模での気候

変動の謎を解く鍵

が隠されています。

この解明に向け、

地球科学研究室で

は富士五湖湖底ボ

ーリングコア（図

２）から採取した

泥の解析について、

以前このニューズ

レターでも紹介し

ましたが、その後

の展開も含めた報

告をします。

　この解明におい

て、走査型電子顕

微鏡とエネルギー

分散型Ｘ線分析法

を組み合わせた方

法により、我々は

富士五湖湖底堆積

物中の個々の粒子

につき、その起源が日本列島からのも

のか、あるいは中国大陸からなのかの

識別を可能にしました。この分析法に

より、過去から現在にわたる黄砂の日

本列島（富士五湖地域）への飛来量の

変遷を、歴史的に解析を進めてきてい

ます。その結果は、最近の百年間にお

ける黄砂は、それ以前の地球環境の変

化に比べ、その飛来の量の多さという

点から、異常な状況であることが認め

られます。異常な気象の可能性を黄砂

の飛来量からも読み取れそうです。

　さらに、一般に空気中を漂う微小粒

子物質については、呼吸器系疾患のみ

ならず循環器系への影響も指摘される

ようになってきています。このような

微小粒子の排出源については、一般に

工場や自動車が温暖化効果ガスとしても、

主要な研究対象になっています。要す

るに温暖化効果のみならず、人間の健

康影響にダイレクトに関与しそうな問

題となってきているわけです。この問

題とされる微小粒子のサイズは、10マ

イクロメートル以下（通称ＰＭ10）と

されてきましたが、最近では2.5マイク

ロメートル以下（ＰＭ2.5）にも特に注

意を払うべき状況になってきています。

　このようなサイズの粒子としては、

上述の工場や自動車以外にも、自然界

の火山灰や植物からの関与についても

検討の必要がでてきていますが、黄砂

もその粒子径の視点から、重要な健康

影響の因子として注目されています。

ちなみに、富士五湖湖底に観察される

黄砂の粒子径は、我々が分析してきて

いる過去から現在に及ぶデータについ

ては、その主体が10マイクロメートル

以下です。この点で、黄砂を材料にし

た我々の研究は、健康影響の方面で

も寄与するデータが蓄積されつつあり

ます。
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図2　湖底堆積物の各種分析概念図

図１　黄砂飛来量から気候変動を探る
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衛星データによる
地域環境把握に向けた基盤づくり
環境計画学研究室　杉田 幹夫・渡邉 　学

す ぎ た まなぶわたなべみ き お

　2006年に日本の陸域観測技術衛星「だ

いち」が打ち上げられるなど、現在多く

の地球観測衛星が運用され、衛星データ

を利用した「リモートセンシング」と呼

ばれる技術が様々な分野に貢献すると期

待されています。また、3年前からイン

ターネットの大手検索サイトで衛星画像

を手軽に見ることが出来るようになりま

した。最近では事件や災害のテレビ報道

で地図の背景画像として利用されること

も多くなり、その有用性の一端を社会に

認知させる契機となりましたが、これは

衛星データの写真的利用に過ぎません。

本来の衛星観測データには質的にも量的

にも豊富な情報が含まれているのですが、

そこから情報を適切に取り出すための標

準的な処理方法が確立されていないのも

実情であり、地域環境把握などでの利用

拡大を妨げています。

　山梨県を対象に衛星データを使って広

範囲の環境を調べる場合、本県の険しい

地形起伏による歪みを取り除きながら、

衛星データを地図に対して正確に合わせ

ることが必須です。位置合わせの方法で

広く利用されているのは、衛星画像と参

照となる地図との間で取った対応点を基

に画像変換式を導く方法です。この方法

では、森林の広がる場所で対応点選定が

難しいため対応点が取りやすい都市部に

偏ること、作業に熟練者を要することな

どが問題となります。これに対し、私た

ちの研究室では衛星画像の姿勢情報、数

値標高データと観測時の太陽位置からシ

ミュレートした太陽入射照度画像とを対

比して、衛星画像と参照画像の一致度を

評価しながら比較的簡単な形の画像変換

式を導き出す新しい幾何補正手法（図1）

に着目しています。この方法では、上記

の欠点が回避されるとともに、対応点選

定における恣意性が排除され、より客観

的に位置合わせを行うことが出来、処理

の大部分を自動化することが可能です。

　図2は、山梨県を撮影した地上分解能

30メートルのランドサット衛星画像を

例にとり、補正前の画像に含まれる地形

による歪みに相当するずれを図示したも

のです。矢印の長さは各地点のずれの大

きさを示し、背景図の距離の単位を50

倍に拡大して表示しています。この図を

よく見ると、画像の左側（西側）半分で

は左に、逆に右側では右に矢印が向いて

いることがわかります。これは、標高の

高い場所が地図上の正しい位置と比べて

画像の外側に向かって歪んでいることを

意味します。この例では、補正前のずれ

は平均で48メートル、最大で100メー

トルを超えていましたが、補正により平

均16メートルの誤差で位置を合わせる

ことが出来ました。

　このような衛星データから有用情報を

取り出すための取り組みを積み重ねるこ

とで、適正に処理された衛星データが整

備蓄積され、既存の地図情報、地理情報

と組み合わせて解析する基盤を確立し、

山梨県の環境研究により一層貢献するも

のと信じて、研究を進めています。

図2　ランドサット衛星画像に含まれる地形による歪みを
　　　評価した例図1　幾何補正処理の流れ



　「地球温暖化を考える」をテーマに、

5月17日（土）に山梨環境科学講座を

実施しました。今回の講座は南アルプ

ス芦安山岳館長の塩沢久仙氏と静岡大

学理学部教授の増沢武弘氏をお招きし、

現在、地球規模で問題視されている地

球温暖化問題が自然に及ぼす影響につ

いて講演をしていただきました。

　まず、最初に「南アルプスの自然、

その今昔」と題して塩沢氏に講演をし

ていただきました。キタダケソウをは

じめとし南アルプスに自生するさまざ

まな高山植物をスライド写真で紹介を

した後、ここ40年の植物の種の変化や

個体数の減少の原因が温暖化にあるこ

との説明や、温暖化により高山帯に進

出してきたニホンジカによる貴重な高

山植物への食害などについて説明をし

ていただきました。絶景である南アル

プスの大自然の変化を心から危惧して

いる様子がお話から伺われました。

　次に増沢氏より「富士山における温

暖化の影響」という題で、富士山の永

久凍土とコケ植物とNostoc（シアノバ

クテリア）に触れた講演をしていただ

きました。まず日本には富士山と大雪

山以外に永久凍土は存在しないこと。

その永久凍土が山頂のコケ類の成長に

大きく関わっていること。その富士山

の永久凍土の下限が、ここ30年間で

100ｍ上がっていて、それは富士山頂

の気温の上昇に起因していることなど

が説明されました。また世界でも南極

と富士山頂でしか見ることのできない

ヤノウエノアカゴケとNostoc（シアノ

バクテリア）の共存関係の面積が、温

暖化の影響で減少してきているなど、

温暖化で失われつつある希少植物につ

いての説明もしていただきました。

　また最後に、本研究所の動物生態学

研究室の北原主幹研究員から温暖化と

ナガサキアゲハを中心とした蝶の北上

についての発表や地球科学研究室の輿

水研究管理幹より温暖化にともなう富

士山の雪代災害や黄砂の影響など本研

究所の研究成果の発表など、多方面か

ら温暖化がもたらす影響について学習

をしていきました。

　参加者からは、温暖化が及ぼす自然

への影響への懸念、やがては人間に跳

ね返ってくる危機感などさまざまな角

度から質問・意見が出されましたが、

温暖化問題は人為的なものに起因する

のか、地球の温暖期・寒冷期のサイク

ルに起因するのかなど温暖化の原因に

言及する質問もだされ、会場の参加者

間の意見のやりとりで考えを深めよう

とする場面もみられ充実した講座にな

ったと思います。今回のこの講座をき

っかけとし、現在世界で最も懸念され

ている環境問題である地球温暖化につ

いてさまざまな内容で討論がなされる

ことを期待しています。

「地球温暖化を考える」
環境科学講座08
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平成20年度

山梨環境科学
カレッジ大学院開講
　5月17日（土）に、平成20年度山

梨環境科学カレッジ大学院（以下、カ

レッジ大学院）の開講式が行われ17名

（定員は15名程度）の受講生でスター

トしました。

　受講生は、昨年度まで山梨環境科学

カレッジ（以下、カレッジ）で学んだ方々

で、さらに環境問題や自然環境解説に

興味や関心がある方が2年目のカレッ

ジ大学院に受講を希望してきました。

カレッジ大学院生17名、年齢や職業は

みな違いますが大変やる気のある方ば

かりが集まっています。

　カレッジ大学院は地域の環境活動を

推進していけるような人材を養成する

目的で平成16年度に開設しましたが、

開設年からここ4年間で修了者数も71

名を数え、その中の何人かは地元のさ

まざまな場所で自然解説員に従事し、

環境学習のリーダーとして活躍してい

ます。本年度のカレッジ大学院の講座

内容は以下の10講座ですが、自然や

研究所の周りに広がるアカマツ林の中

で自然解説を行え

るようになること

が修了までの課題

です。全員頑張っ

て修了してもらえ

ることと思ってい

ます。

　また、カレッジ

大学院開講式後に

カレッジ開講式を

実 施 し ま し た 。

昨年度は定員に満たない 33人でのス

タートでしたが、本年度は定員の40人

でスタートすることができました。カ

レッジは、指定講座・優先講座・選択

講座・一般講座の中から４講座以上で

修了になりますが、修了することが大

学院受講の条件になるので、全員が修

了してくれることを願っています。

　みなさんも地域環境の指導者として

カレッジやカレッジ大学院で学んでみ

ませんか。

平成20年度　
山梨環境科学カレッジ大学院受講内容

第 1 回目（ 5 月17日）
 開講式・オリエンテーション

 環境科学講座／外部研究者・有識者による講座

第 2 回目（ 5 月31日） 基礎講座Ａ／環境教育スタッフ講座

第 3 回目（ 6 月14日） 専門講座Ａ／自然系の研究員による講座

第 4 回目（ 6 月28日） 基礎講座Ｂ／植物生態学の研究員による講座

第 5 回目（ 7 月12日） 専門講座Ｂ／健康系の研究員による講座

第 6 回目（ 7 月27日） 応用講座Ａ／自然解説員による講座

第 7 回目（ 9 月 6 日） 青木ヶ原臨地講座／自然解説員による講座

第 8 回目（ 9 月20日） 専門講座Ｃ／地域系の研究員による講座

第 9 回目（10月11日） 応用講座Ｂ／環境教育スタッフによる講座

第10回目（11月 8 日）
 まとめ／大学院生による実習講義

 修了式



「富士山」撮っています
地域環境政策研究部　渡邉　学

わたなべ まなぶ

　子供の頃から、多少めんどくさがり

屋なところもあって、何か始めても、

ある程度やると「これ以上やるのめん

どくさい」と言ってやめてしまうこと

が多く、趣味というものを人生で初め

て持ったのは、25歳を過ぎてからで

した。

　彼女と旅行に行くことを期にデジタ

ルカメラを購入したのがきっかけでした。

残念ながら、彼女との付き合いは終わ

りましたが、カメラとの付き合いは今

でも続いています。

　デジタルカメラは、深く考えなくて

もシャッターを切ることができ、とて

も気楽にできるものでした。しかも、

最近のデジカメは性能が良く、誰でも

それなりの写真が撮影できてしまいます。

　そんな気軽さが私にはちょうど良か

ったようです。

　撮るものに特にこだわりはありません。

「こんなの撮ってどうするの」と言われ

るような、その辺にある置物、その辺

にいる生き物（昆虫以外！）など、人

の生活の近くにあるものを撮るのが好

きです。

　もちろん、ちゃんと？したものも撮

影します。き

れいな花を見

つけて撮影し

たり、風景や

スポーツの写

真を撮ったり

しています。

その、ちゃん

としたものの

中で、今一番

興味があるの

は富士山です。

綺麗な山なの

で撮影しやす

いと思って撮

り始めたのですが、なかなか思ってい

るような写真になりません。ちょっと

悔しいので、何とか綺麗な一枚を撮影

しようと、富士山が見える休日は、近

くの公園や山中湖、精進湖畔等にでか

けています。いつかは偶然でも最高の

一枚を撮りたいと思っています。

　その富士山は、他の地域に暮らして

いる人達にとっても魅力的で大きな存

在のようです。フリー素材として撮っ

た写真をインターネットに載せていま

すが、友人がリクエストするのも、企

業が利用依頼をしてくるのも大半が富

士山の写真です。あらためて富士山の

存在の大きさに気づかされます。

　しかし、「綺麗」だと感じている富士

山も、その麓の樹海も、ゴミが散らか

っています。今は『「富士山」撮ってい

ます』と言っていますが、どんどんゴ

ミが増え『「ゴミ山」撮っている』と言

われてしまう日が来ないとも限りません。

　未来の写真家にも「富士山」として

撮影されるように、適切な利用と保護

管理により、綺麗な富士山が守られる

ことを願っています。
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　夏の夜にジュースを求めて自動販

売機を利用しようとしたら、ものす

ごい数の虫やカエルが自動販売機に

群がっていて驚いた経験はありませ

んか。環境問題が叫ばれて久しい現代、

テレビをつければ一度くらいは都市

の片隅でゴミをあさるタヌキなどの

映像を見たことがあるでしょう。

　タヌキやカエルに限らず本書は野

生動物が現在どこで、どのように生

活をしているのかを詳しく紹介し、

人間が変えてしまった環境の中で適

応して生きる動物の姿をさまざまな

視点から解説しています。

　例えば自動販売機にカエルが集ま

るのはそこに食べ物となる虫がたく

さん来るからですが、虫は夜でも灯

っている照明によって生活のリズム

やホルモンバランスなどを狂わされ、

ほとんどが照明の近くで死んでしま

ったり、繁殖行動をしなくなったり

します。その結果、生態系が崩れつ

つあるのです。

　スズメはかつて、木の中に巣を作

っていましたが、時代の変化ととも

に木から木造住宅、そして現在はコ

ンクリート壁の水切り穴の中に営巣

しています。

　人間の暮らしが変わると同じように

変わっていく動物たちの姿の裏側に見

える問題とは何か、共存とはどのよう

なものなのかを考えさせられる本です。

宮崎　学●写真･文

理論社●刊

『コンクリート壁のスズメ団地』

富士山火山防災ウィーク　パネル展

富士山の自然・火山防災を知ろう
－富士山と共に生きていくために－

　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、今年も富士山火山防

災ウィーク　パネル展を開催しました。

パネル展では、富士山の自然について、

植物、動物から活火山としての富士山

の歴史や富士五湖の生い立ちなどを分

かりやすく解説をしました。

　富士山と共に生きていくためには、

富士山がもたらす恵みを知り、その成

り立ちを学ぶことが重要です。さらに

は富士山が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、

これから梅雨本番を迎え、土砂災害に

対する心構えなどを考える機会となれ

ばと考えています。

　折しも岩手・宮城内陸地震のあった

6月14日（土）には地震体験車を用意し

て、地震に対する備えの話が聴け、ま

た疑似体験ができ来館者にはまたとな

い体験となりました。

平成20年6月13日（金）～

　　　　　　　　22日（日）

会場：環境科学研究所ロビー
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編集後記

学校、その他の団体向けの環境教育プログラム。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　月曜日を除く毎日（ただし、5月から10月
　　　　　は月曜日も実施します。）
　　　　　午前の部　  9：30̃12：00
　　　　　午後の部　13：00̃15：30
　　　　　団体の都合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ケ月前の月の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。

　実施日　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）

　実施日　8月30日（土）
　テーマ　「富士山自然観察（溶岩流）」
　対　象　小学生以上（高校生以下は保護者同伴）

　実施日　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）

　実施日　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）

　実施日　7月26日（土）
　テーマ　「子ども森を楽しむ会」
　対　象　小中学生

　実施日　12月20日（土）
　テーマ　「森の香りのキャンドル作り」
　対　象　高校生以上

　実施日　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）

環境問題の現状・人々の取り組み・自然の持つ素晴
らしさなどを取り上げた映像作品を上映します。

　実施日　8月2日（土）、3日（日）、10日（日）

研究所敷地内の観察路を使い、自然解説員や教育ス
タッフがこの森の動植物や地質学的特徴などを説明
します。

　期　間　7月19日（土）～8月31日（日）
　　　　　（月曜日と8月9日、8月30日をのぞ
　　　　　く毎日）

「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で紹介します。

第2期
　期　間　7月5日（土）～9月7日（日）
　内　容　動物写真展　

第3期
　期　間　9月20日（土）～11月23日（日）
　内　容　キノコ写真展

第4期
　期　間　12月6日（土）～3月8日（日）
　内　容　富士山・火山写真展

通常は公開していない研究室を一般の人々に公開し
ます。また、講演会も同時開催されます。

　日　時　8月3日（日）　11時～
　講演会　本館3階研修室
　　　　　「山梨の自然と健康」
　　　　　森林と健康　－森林のストレス軽減効果－
　　　　　気象と健康　－熱中症や気象病の話－
　　　　　水と健康　－富士山のバナジウム水の話－

「ツーリズムと気象」
　滞在型のツーリズムをより楽しむためには、どの
ような気象情報を提供したらいいのか、四季折々の
気象条件を生かして滞在中の活動を豊かにしていく
にはどうしたらいいのか、国内外の事例を紹介しな
がら、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　9月27日（土）　10時～
　対　象　一般
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●温暖化防止で空調設定が見直されてい

ますが、私の仕事部屋にはエアコンがあ

りません。標高の高い研究所でも夏は暑い。

現在、緑のカーテンによる日よけ効果を

狙ってアサガオを育てています。不安と

期待でちょっとドキドキです。　（U.T.）

●研究所も夏を迎え、たくさんの来訪者

がやってきます。少しでも身近な問題と

して環境に興味関心をもって、家に帰っ

てから日常の生活の中で実践してほしい

と思います。　　　　　　　　　（O.A.）

環境学習プログラム「環境教室」 森のガイドウォーク

企画展示

研究室公開2008

国際シンポジウム2008

地域自然観察

環境体験講座

山梨環境映画会

●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。

年末年始
環境教育事業［11月～4月］　月曜日
図書の貸出等業務　月曜日（月曜日が祝日の場合、その翌日）


