


　山梨県は、ブドウの生産量が日本一

であり、国内生産量の 3分の 1を占め

るワインを生産する日本一のワイン産

地です。この山梨の主要地場産業であ

るワイン業界からは、年間約3,000ｔに

も及ぶブドウ搾りかす（以下、ブドウ

カス）が産業廃棄物として排出されて

います。ブドウカスは食品製造の残り

かすですから、これは再生可能な生物

由来の資源（バイオマス）になります。

現在、平成14年に閣議決定した「バイ

オマス・ニッポン総合戦略」により、

バイオマスは国をあげて有効な利用法

の研究が進められている状況です。

　本研究室では、ブドウカスに含まれ

るポリフェノールなどによる消臭効果

に着目し、豚ふんから堆肥を作る時に

ブドウカスを添加することでアンモニ

アや硫化物による悪臭を抑制する研究を、

畜産試験場や総合農業技術センター、

富士工業技術センターそして山梨大学

と共同して進めています。さらに、こ

の研究ではブドウカスの添加によって

施肥効果が高くなることや、ブドウカ

スの焼却処理をやめて堆肥化に利用す

ることによって環境への悪影響が抑制

されることも期待されており、さらな

る研究を進めているところです。

　また、ブドウカスの新たな有効利用

として工業技術センターと共同して検

討している方法は、生分解性プラスチ

ックであるポリ乳酸の生産への利用です。

ポリ乳酸は、糖分を乳酸菌によって発

酵することにより得られる乳酸から作

られるプラスチックであり、近年環境

に配慮したバイオマスプラスチックと

して注目を集め、その本格的な供給・

製品化が望まれています。

　そこで、本研究ではブドウカスに残

っている糖分や栄養分に着目し、乳酸

菌を育てるための栄養分として利用す

ることを検討しています。これによって、

ポリ乳酸の原料である乳酸を低いコス

トで生産することができるようになる

と考えられます。

　近年、地球全体の資源の量が私たち

人間の活動によって減少してしまって

います。石油や石炭など、何億年もか

かって地球で作られてきた資源（枯渇

性資源）が底を尽きかけている今、私

たちが作り、使い続けていけるバイオ

マス（持続性資源）を有効に使う社会、

つまり「持続可能な社会」へ変わって

いく必要があります。

　本研究室では、これまで廃棄物とさ

れていたものを資源として有効に利用

する方法を研究・開発することで、持

続的な社会の形成に貢献していきたい

と考えています。それは、とても簡単

に言うと「捨てるものも使うものもな

るべく少なくする」ということです。

　そして、この「捨てるものも使うも

のもなるべく少なくする」ということ

は研究だけに限ったことではありません。

未来の世代へ豊かな環境を残すために、

私たちが生活の上で心がけていくべき

ことではないでしょうか。

ブドウ搾りかすをバイオマス
として有効利用する
環境資源学研究室　森　 智和・吾郷 健一

もり ともかず あ ご う けんいち

図１　ブドウ搾りかすなどのバイオマスの有効利用構想

写真１ ブドウの搾汁

写真２　豚ふんとブドウカスの堆肥化
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ストレスを伴う環境温度と
腸内細菌由来エンドトキシンの生体影響
生気象学研究室　宇野 　忠・齋藤 順子・外川 雅子

う　の ただし さいとう じゅんこ ま さ こと が わ

　私たちの健康に影響する環境はいろ

いろありますが、その中で日々さらさ

れている温度環境つまり気温は重要です。

これまでに寒い気温や大きな気温変化

がからだにストレスとなり発熱時の反

応が増加することを報告してきました。

　今回、環境温度ストレスを受けるこ

とにより、発熱反応が増加するしくみ

に腸内細菌由来のエンドトキシンとい

う物質が関与していることがわかりま

した。エンドトキシンはグラム陰性桿

菌の細胞壁を構成するリポ多糖で腸内

に大量に存在しています。通常は体内

への侵入を食い止める機構により体内

にはほとんど存在せず糞便とともに排

出されます。しかし、外傷や手術とい

った非常に強い身体的なショックを受

けると体内に漏れ出てきて、様々な生

理反応を引き起こし、ひどい場合は全

身性過剰炎症症候群や敗血症につなが

ります。

　今回の実験では、環境温度に起因す

るストレスによっても極少量のエンド

トキシンが漏洩しており、発熱機構に

影響を与えているのではないかと考え

ました。環境温度ストレスを受ける動

物モデルとしてラットに４℃の寒冷環

境や４℃と27℃の間を繰り返し温度が

変化する温度刺激を与えてやり、それ

ぞれの動物のお腹の中から生体防御を

担う免疫細胞であるマクロファージを

取り出しました。このマクロファージを

均等の濃度でシャーレに培養し、刺激

をしてやると発熱反応を引き起こす物

質であるサイトカインＴＮＦαを放出し

ます。24時間培養後のＴＮＦαの放出量

をそれぞれの動物モデルにおいて比較

すると環境温度ストレスを強く受けて

いるグループのマクロファージほど多

くのＴＮＦαを産生、放出していました

（図１、図２）。さらに温度刺激後の発

熱時の血液中ＴＮＦα濃度を測定したと

ころ、環境温度ストレスを受けている

グループで高いＴＮＦα濃度を示し、発

熱量の増加がＴＮＦαの放出量増加によ

るものであることがわかりました（図３）。

　これまでの結果や既往研究から環境

温度ストレスによる発熱反応の悪化（増

強）現象は図 4に示すようなメカニズ

ムが考えられます。通常は腸内細菌由

来のエンドトキシンは糞便として体外

に排出、または漏洩したとしても肝門

脈を経て肝臓で無毒化されていますが、

低温や温度下降による寒冷刺激により

交感神経活動の亢進が起こり、腸の活

動が低下し透過性が増大すると、腹腔

への漏洩が引き起こされます。そして

腹腔のマクロファージのサイトカイン

をつくる機能を鋭敏化した状態とし、

発熱物質が作用したとき通常よりも多

くの放出が起こり、発熱反応の悪化（増

強）が引き起こされたと考えられます。

　マクロファージが産生するサイトカ

インは生体内恒常性維持に重要な色々

な機能を持ち、からだのさまざまな器

官に影響を及ぼすため生理的機能のバ

ランスが崩れる可能性が考えられます。

これは、ストレスの原因となるものが

気温変化だけにはとどまらず精神的、

社会的ストレスにより起こる体調不良

のメカニズム解明にも将来的に繋がる

と我々は考えています。

図2　2日間暴露後、採取した腹腔マクロ
　　　ファージへＬＰＳ投与を行った24
　　　時間後の細胞培養上清中TNFα濃度

図3　2日間暴露後、室温下での発熱物質
　　　ＬＰＳ投与後の血漿中TNFα濃度
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図4　ストレスを伴う環境温度による発熱
　　　増強メカニズム
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　環境科学研究所の環境教育では、平

成20年度に5回の地域環境観察会を

実施しました。

　5月は北富士演習地を使った『春の

自然と山野草観察会』、8月には富士山

五合目からお中道での『富士山植物観

察会』と富士山御庭火口列や青木ヶ原

樹海での『富士山溶岩流観察会』、10

月には『秋の自然ときのこ観察会』を

研究所の敷地内で、11月には『剣丸

尾自然探検』を吉田胎内を中心とした

研究所周辺の剣丸尾の森で行いました。

　本研究所の環境教育は「自然と人間

に対して気づく感性の伸張」「環境に対

する知識と技能の習得」「環境改善のた

めの実践力の育成」等をねらいとして

実施しています。またこれら三つの場が、

生涯にわたって環境を考えるのに必要

となります。しかし、この三つの学習

の場は学習する者の発達段階に応じ、

強調される場が違ってきます。低年齢

層から大人までに共通して学習できる

のは「直接体験による感性学習」では

ないでしょうか。

　本研究所の地域環境観察会では、地

域の自然に対する知識の再認識や地域

の自然を五感で感じることを通し、自

らの生活が地域の自然に与えている影

響等について考えてもらうことを目的に、

小学生以上を対象として実施してきま

した。また講師には、大学の研究者を

はじめ研究所の研究員など専門家を招

いて、様々な観点から観察できる機会

を持てるようにしてきました。自然を

観察することを通し、参加者の皆様よ

り様々な感想もいただきました。

　平成21年度は、下記の計6回の観

察会を計画しています。皆さんも参加

し、富士北麓の自然を見直してみませ

んか。

地域環境観察会

 5 月24日 春の自然と山野草観察会

 6 月 6 日 野鳥観察会

 8 月 8 日 富士山植物観察会

募集は、実施日1カ月前の午前9時より、電話または来所にて行います。

平成21年度「地域環境観察会」

 8 月29日 富士山溶岩流観察会

10月 3 日 秋の自然ときのこ観察会

10月31日 剣丸尾自然探検

富士山植物観察会

富士山溶岩流観察会

秋の自然ときのこ観察会

剣丸尾自然探検

春の自然と山野草観察会
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「山梨環境カレッジ大学院」
修了

修了生の

声
●とても楽しい１年でした。最初はただ講義を聞くだけくらいに思っていましたが、いつしか引き込まれ、

帰ってから復習するようになりました。中途半端にならないように「必ず聴講する」「必ずリポートは提出

する」ようにしたシステムが良かったです。研究所の研究の幅の広さには驚きました。

●6カ月間本当にありがとうございました。富士山の自然について知識がほとんどなく、何もかも新鮮で興味深く楽しい時

間でした。もう少し皆さんと話をしたり、いろいろ教えて頂いたり、自然を愛する人たちの輪が

広がることができたらいいなと思いました。最後の発表で、初めて皆さんと話ができましたが、

これで最後になるのは寂しい感じです。

●素晴らしい学びの場であり、今後も是非継続していただきたい。修了者同士のグループ学習の機

会もあれば、今後もより楽しく学習できると思います。講義と実習のサイクルのテーマが一番解

り易く、可能な限り多くのテーマを取り入れて頂ければと思います。

●何よりこれほど丁寧な公のサービスを受けたことは初めてで、心から感謝申し上げます。価値の

ある講座を提供してくださったスタッフの皆様に感謝しております。常に新しく生の知識を分け

て頂けて良かったです。今後はここで学ばせて頂いた知識や態度を地域や職場に還元していきた

いと思います。この講座が広く県民に認知され継続されていくことを強く望みます。　　他

　本年度のニューズレターNo1で紹介

しました、「山梨環境科学カレッジ大学

院」（以下、カレッジ大学院と省略）が、

11月 8日（土）に無事修了式を終え

ることができました。

　本年度はカレッジ大学院生17名で

スタートしました。カレッジ大学院は、

前年度の「山梨環境科学カレッジ」と

違い、定められた10講座全てを受講

しないと修了になりません。受講生の

皆さん、それぞれ年齢や職業も違う中で、

設定された日の講座に出られない人も

いましたが、後日、補修講座を受ける

など、熱心に取り組み17名全員が修

了となりました。カレッジ大学院で学

んだことをそれぞれの地域で、それぞ

れの立場で、生かしてくれることを期

待しています。

　皆さんもカレッジ大学院で学んでみ

ませんか。

専門講座A  6/14 専門講座B  7/12 専門講座C  9/20

応用講座B  10/11

基礎講座B  6/28

応用講座A  7/27 臨地講座  9/6 まとめの解説  11/8

環境科学講座  5/17

基礎講座A  5/31

修了式  11/8



国際シンポジウム

自然公園としての富士山－2
　　－アメリカの国立公園との比較－

　山梨県環境科学研究所では、平成

20年 1月に開催したシンポジウムに

続いて、自然公園としての富士山を見

直す機会として、米国型の国立公園の

歴史や現状、特に公園の維持管理方法

と自然インタープリターの養成・教育・

社会的地位等について学ぶため、1月

13日（火）、14日（水）の2日間を

かけて、「自然公園としての富士山－2」

と題して国際シンポジウムを開催しま

した。 

　このシンポジウムは、富士山を世界

遺産に登録しようという動きの中で、

富士山は本当に世界的に通用する自然

公園としての整備・運営がなされてい

るのかという問いに答えようとする試

みの1つでもありました。

　13日は、まず午前の部では、米国

国立公園局ビジターエクスピァリァン

ス副部長補のシャルファン氏にイエロ

ーストーン等の米国国立公園の歴史や

管理・運営等について講演をしていた

だきました。次いで、共栄大学の高橋

進教授が日本型と米国型の国立公園シ

ステムの比較や海外の国立公園・保護

地域における自然解説活動やエコツー

リズムの現状について講演を行いました。

午後の部では、米国国立公園局ハーパ

ーズ・フェリー・センターのヴォーン

氏にインタープリテーションと訪問体

験の基礎について、示唆に富んだお話

をしていただきました。

　14日のワークショップでは、午前

の部で「自然公園の管理と運営」、午後

の部で「自然インタープリテーション

の実際」をテーマに、参加者から多方

面に渡る活発な発言があり、内容の濃

い討論が交わされました。

　13日には 90余名、14日には 40

余名の皆様の参加をいただく中で、当

シンポジウムが有益な情報共有・情報

交換の場となり、自然公園としての富

士山を考える上で、大きな意義があっ

たと考えます。
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小さな旅
地域環境計画研究部　大森 さおり

おおもり

　生物多様性を考える絵本です。

　いのちの木とは地球の生きもの一

種類を葉っぱ一枚に例え、それを枝

に貼りつけた生きものの家系図のよ

うな木です。

　いのちの木の枝は大きく五つに分

かれています。細菌に分類される「モ

ネラ界」、菌類に分類される「菌界」、

藻類やゾウリムシなどに分類される「原

生生物界」、そして「植物界」、「動物

界」の大きな枝が葉っぱたちの間に

走っていて、生きものたちの繋がり

を表しています。

　いのちの木の葉の枚数とその生え

ている位置を知ることにより、この

地球に生きる生きものが、どこに・

どのくらい存在しているのか、どん

な繋がりを持っているのかというこ

とがわかりやすく書かれています。

　もちろんヒトもいのちの木に生え

ているたった一枚の葉っぱに過ぎま

せん。けれど、そのたった一枚の葉

っぱが、いのちの木全体に信じられ

ないほどの大きな影響を与えています。

ヒトが起こす環境破壊により、絶滅

の危険にさらされている種は驚くほ

ど多く、一種でも欠けるようなこと

があれば、その影響はいのちの木全

体に及びます。

　絶妙なバランスのもとに成り立って

いるいのちの木。その木を傷つけない

ようにするにはどうすればいいのか、

今いのちの木に何が起こっているの

か、本書を読んで考えてみて下さい。

ロシェル・ストラウス●作

的場 容子●訳

汐文社●刊

『いのちの木 もしも地球の
　　　　生き物が一枚の葉だったら』

　あの城が見たい…。

　馬に乗りたい…。

　おいしい近江牛の焼肉が食べたい…。

　週末に近づくにつれ、小さな旅へ出

たくなります。行きたい場所やしたい

ことが決まれば、すぐに行動に移し、

宿を予約し、出発します。あとは宿に

着くまでの景色に見惚れ、現地のもの

を食べ、楽しむのみです。

　ここで、お気に入りの場所の一つ

『万座温泉』を紹介したいと思います。

『万座温泉』は原生林にかこまれた上信

越高原国立公園内にあり、通年車で行

ける温泉としては日本最高峰の標高

1800mに位置しています。

　開湯は古く誰の手によって温泉が発

見されたかは不明です。坂上田村麻呂

がこの地で鬼退治をしたという伝説も

残っています。400年以上前から湯治

場としての歴史があるようですが、一般

的にはスキー場のイメージが強いです。

　『万座温泉』に着くと、まず眼下に広

がる山々や町、自然にかこまれた景色

に目をうばわれ圧倒されまし

た。そして、強烈な硫黄のに

おいにもかなり圧倒されてし

まいました。

　温泉はとても綺麗で濃い乳

白色の硫黄

泉、湯治客

の姿も少な

くありませ

ん。私が今

まで入った温泉の中で、肌への効果が

一番高いと実感しました。実際、硬い

かかとが柔らかくなりましたし、お肌

もツルツルになりました。便通にも効

きますので、便秘のかたにオススメです。

　『万座温泉』は草津温泉のような華や

かさはありませんが、昔ながらの湯治

場や湯治客との小さな交流に安らぎを

覚え、また行こうと思わせてくれる場

所です。

　みなさんも小さな旅へ出かけませんか?

万座温泉
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●研究所のまわりの広大な森はまだ冬の

装いですが、ヒガラ、エナガ、ヤマガラ、

コゲラなど小鳥達の動きには、近づく春

の躍動が感じられます。今は、生き物た

ちと同じく春の訪れをうきうきしながら

待ち望むそんな毎日です。　　　（M.K.）

●固く閉ざされていた植物の冬芽もだん

だん綻んできて、春の訪れを感じさせら

れる今日この頃です。もう少しするとダ

ンコウバイをはじめとし、様々な植物が

花を咲かせます。ゴールデンウィークに

はミツバツツジ、マメザクラなど見頃に

なります。みなさん研究所に足を運んで

植物の観察をしてみませんか。　　（J.K.）

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　  9：30～12：00
　　　　　午後の部　13：00～15：30
　　　　　団体の都合に応じてご希望の時間を設定
　　　　　にすることができます。
　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、
　　　　　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3日（金）～4月24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。また自然解説とそ
　　　　　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。

　実施日　5月16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。

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　5月24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）

　実施日　6月6日（土）
　テーマ　「野鳥観察会」
　対　象　小学生以上（高校生以下は保護者同伴）

　実施日　8月8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29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3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　10月31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。
　実施日　8月2日（日）
　テーマ　「子ども森を楽しむ会」
　対　象　小中学生

　実施日　9月19日（土）
　テーマ　「森の染め物教室」
　対　象　親子

　実施日　11月29日（日）
　テーマ　「おしゃれな花炭づくり」
　対　象　高校生以上（高校生以下は保護者同伴）

　実施日　12月19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

　実施日　2月7日（日）
　テーマ　「おいしい水の秘密」
　対　象　小学生以上（高校生以下は保護者同伴）

　実施日　3月6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）

研究所敷地内の観察路を使い、自然解説員がこの
森の動植物や地質学的特徴などを説明します。
　期　間　4月29日（水）～5月6日（水）毎日
　　　　　7月18日（土）～8月30日（日）
　　　　　（7月は土日祭日のみ実施。8月は月曜日
　　　　　と8月8日、8月29日をのぞく毎日実施）

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9日（日）、15日（土）、16日（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1期　期　間　4月18日（土）～6月21日（日）
　　　　内　容　山野草写真展
第2期　期　間　7月4日（土）～9月6日（日）
　　　　内　容　動物写真展　
第3期　期　間　9月19日（土）～11月23日（月）
　　　　内　容　きのこ写真展
第4期　期　間　12月5日（土）～3月7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。
　実施日　8月2日（日）
　講演会　本館3階研修室

皆さんと一緒に考えるシンポジウムを企画してい
ます。
　実施日　7月25日(土 )
　対　象　一般

●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。

環境学習プログラム「環境教室」

環境学習指導者支援活動

環境体験講座

森のガイドウォーク

山梨環境映画会

企画展示

研究室公開2009

国際シンポジウム2009

環境科学講座

地域自然観察


