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　住宅、商店、工場、学校、図書館、
病院、これらをつなぐ道路や鉄道など、
さまざまな施設が連携し、組み合わさっ
てできているのが都市です。利便性を
追求して施設を増やすと、都市はコン
クリートなどの人工物に覆われていき
ます。地表が人工物に覆われると、施
設の目的とは別の面に影響が出て都市
環境が変わります。たとえば水のふる
まいの変化は代表的な環境変化の一つ
でしょう。
　人工化の進んだ都市では排水溝を使っ
て、雨水を急速に河川に流し出し、土に
しみ込む量は減ります。さらに、雨水の
うち植物によって地中から大気に戻る量
も減り、都市の大気は乾燥していきます。
図-1は甲府地方気象台の年次データから
読み取った年平均湿度と年最低湿度の推
移です。都市化の進んでいる地域の中に
ある甲府地方気象台では、平均湿度、最

低湿度とも平行して10%ほど下がってき
ている事がわかります。
　空気が乾燥すると静電気がたまりや
すく、花粉、ウィルス、粉塵などの静
電気をためて電気的な力で大気中に浮
遊する粒子も増えてしまいます。湿度
だけでなく、温度が変わるヒートアイ
ランド現象など、都市化はさまざまな
環境変化につながっています。
　一方で、植物を上手に利用する事で、
都市化により失われる機能の一部を保
持・回復し、都市環境をコントロール
していく事ができます。植物を植えて
いく都市緑化のためには、公園や公共
施設、工場などに植物の生える場所を
確保し、既存の樹木を保護したり、新
たに植物を植えたりします。そのため、
都市がどの程度植物に覆
われているかを知って、
どのくらい植物を維持す
べきかを考える事が大事
です。
　山梨県環境科学研究所
では都市部の緑の量を、
人工衛星を使って把握す

る方法を研究しています。図-2はその
成果のひとつで、平成15年と平成20年
を比較し、周囲500m（ほぼ甲府盆地内
の平均的な小学校区の大きさ）の樹木
が増えた場所（青）と減った場所（赤）
を図示したものです。大きな川の近く
で緑が増えていますが、河川敷の管理
方法が変わり、草地がヤナギなどの低
木林に変化しつつあることが原因のよ
うです。このような資料を使うと、新
たに道路や施設を建設して植物が減る
時にも、その周囲にどの程度植物があ
り、どの程度新たに増やせるか、どの
程度残せるかを考えやすくなります。
　生活の環境を守っていくための資料
を、新しい技術で作っていく事も私た
ちの大事な仕事です。

都市の緑の変化をさぐる
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図1　甲府地方気象台の湿度の変化
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図2　甲府の緑の量の変化
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バナジウムの生体応答に
かかわる食事成分 ─高脂肪食摂取の影響─

　バナジウムは富士山周辺の地下水に
多く含まれている微量元素です。私た
ちの研究室ではバナジウムと健康との
関連性を研究しています。最近、蒸留
水にバナジウムを加えた水（バナジウ
ム水溶液）を飲料水としてマウスに与
えた場合、同時に食べさせているエサ
の種類の違い（脂肪含量の違い）によ
りバナジウムの生体応答が極端に異な
ることを発見したので紹介します。
　実験では、マウス（C57BL/6）を40
匹準備して20匹には通常食を与え、残
りの20匹には高脂肪食を与えました。
飲料水として、蒸留水とバナジウム水
溶液（100 mgV/L）を用意し、通常食
を与えた20匹のマウスのうち、10匹に
は蒸留水を、残りの10匹にはバナジウ
ム水溶液をそれぞれ与えました。高脂
肪食を与えたマウス20匹についても同
様に10匹には蒸留水を、残りの10匹に
はバナジウム水溶液をそれぞれ与えま
した。
　通 常 食 + 蒸留水（10匹）
　通 常 食 + バナジウム水溶液（10匹）
　高脂肪食 + 蒸留水（10匹）
　高脂肪食 + バナジウム水溶液（10匹）
マウスは８週齢から15週齢まで７週間、
上記の実験条件で飼育しました。実験
期間中、動物の体重および飲水量の測
定を毎週行いました。
　図-1に示すように体重を測定した結
果、通常食を与えた動物においては、
蒸留水を与えたマウス（　）とバナジ
ウム水溶液を与えたマウス（　）では
全く差は認められませんでした。一方、
高脂肪食と蒸留水を与えたマウスの体
重は大幅に増加しました（　）。これは、
高脂肪食摂取によりマウスの脂肪が増
加したためです（肥満）。しかし、高脂
肪食を食べているにもかかわらず、バ
ナジウム水溶液を飲んでいるマウスの

体重は劇的に減少しました（　）。
　この体重減少はバナジウムによるダ
イエット効果と言うより、バナジウム
の毒性が増強され、健康が害されたこ
とによると考えられます。別の実験で
は高脂肪食とバナジウム水溶液の相互
作用で死亡するマウスも観察されまし
た。これらの動物実験で用いたバナジ
ウム水溶液の濃度は100 mgV/Lで、富
士山周辺の地下水中のバナジウム濃度
（約0.1 mgV/L）に比べ遙かに高いもの
です。従って、皆さんがバナジウムを
含む水道水やバナジウム含有ミネラル
ウォーターを飲み、脂肪の多い食事を
しても、これらの動物実験と同様の健
康障害が起きる訳ではありません。実
際、0.1 mgV/Lのバナジウム水溶液と高
脂肪食を与えたマウスでは体重の減少
は認められませんでした。
　「なぜ」動物実験のように高濃度のバ
ナジウム水溶液（100 mgV/L）の毒性
が高脂肪食摂取により増強されるので
しょうか？　残念ながら、まだ結論は
得られていません。しかしひとつわか
ったことは、高脂肪食・通常食をのど
ちらを与えても、バナジウム摂取量自

体に大きな違いはありませんが（バナ
ジウム水溶液を飲んだ量から計算）、高
脂肪食を与えたマウスの臓器中バナジ
ウム蓄積量は通常食を与えたマウスに
比べて有意に増加するということです。
バナジウムの吸収、排泄あるいは蓄積
のメカニズムに、高脂肪食に含まれる
何らかの化学物質が影響している可能
性が考えられます。これらの研究成果
については先日、東京大学で開催され
た「メタロチオネインおよびメタルバ
イオサイエンス研究会2009」で発表し
て来ました。今後も、なぜバナジウム
の生体応答（体重変化や毒性発現）が
エサの種類により異なるのか、検討を
進めていく予定です。

図-1　マウスの体重

メタロチオネインおよびメタルバイオサイ
エンス研究会2009での発表
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通信

マツ
ボックリ 「山梨環境カレッジ大学院」修了

環境リーダーとしての活躍を期待！

●とても楽しい一年であった。最初はただ講義を聞くだけ

くらいに思っていたが、いつしか引き込まれ、帰ってか

ら復習するようになった。研究所の“研究の幅”が結構広

くて驚いた。研究員は楽しそうでいいなと思いました。

●これほど丁寧な公のサービスを受けたことは初めてで、感激し心から感謝申

し上げます。毎回楽しみで終わってしまうことが残念です。常に新しく生

の知識を分けて頂けて良かったです。今後はここで分けていただいた知識

や教えていただいた態度を地域や職場に還元していきたいと思います。

●同じ目的を持った仲間や先輩方と一緒になってレベルの高い勉強をさせても

らって、大変有り難く思っております。本当にありがとうございました。

自然に親しみ、自然を知り、自然を守ることの大切さを常に心がけ、機会

を持って人にも伝えていきたいと思っています。

●専門的事項について色々なことを学ぶことができました。ありがとうござい

ました。大変楽しく学習することができ、学んだことを自分の地域で役立

てられればと思っております。

　「山梨環境カレッジ大学院」の6期生

21名は、年間10講座を熱心に受講して

11月7日（土）に大学院を無事修了し

ました。本研究所研究員の講義や、青

木ヶ原や剣丸尾の森を観察する臨地講

座、森林解説演習などいろんな角度か

ら環境について学習を深め、また体験

できたことは、受講生にとって貴重な

経験であったことと思います。（修了生

の声参照）

　カレッジ大学院で学んだことを生かし

ながら、それぞれの職場や地域で環境

リーダーとして活躍してくれるものと

確信しています。これからも多くの方々

に参加していただき、環境について学習

を深める機会にしてほしいと思います。

終了生の
声

（抜粋）

専門講座Ａ

アカマツ林調査

研究室見学

剣丸尾の森解説

青木ヶ原樹海観察
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　環境教育活動の一環として、本年度

は6回の地域環境観察会を実施しまし

た。その道のプロの先生方から直接お

話しをうかがいながら現地を観察して

本物にふれる絶好の機会でした。

◆春の自然と山野草観察会：北富士演

習場内で山野草を採集した後、講師

と一緒に山野草の名前・毒の有無・

特徴などについての学習を行い理解

を深めました。

◆野鳥観察会：野鳥の声や姿を探しな

がら、3グループに分かれて爽やかな

剣丸尾の森を散策しました。

◆富士山五合目植物観察会：富士山五

合目から御庭周辺のお中道を散策し

て、森林限界の植生やその特徴につ

いて講師の説明を聞きながら学習し

ました。

◆富士山溶岩流観察会：バスで富士山

の溶岩流巡りをしながら、講師の解

説で溶岩のでき方の違いによる形の

特徴を学習しました。

◆秋の自然ときのこ観察会：研究所敷

地内できのこを直接採取した後、講

師の話を聞きながらきのこの特性や

毒の有無・その特性などについて学

習しました。

◆剣丸尾自然探検：講師と一緒に秋の

森を散策しながら、野鳥・植物・溶

岩樹型など剣丸尾の自然について学

習しました。

　地域の自然に対する知識を深め、自

然を五感で感じることを通して自らの

生活が地域の自然に与えている影響な

どを考えることを目的として小学生以

上を対象として実施してきました。

　来年度も下記の6観察会を予定してい

ます。皆さんも是非参加して、富士北

麓の自然を満喫しながら環境の素晴ら

しさを体感してください。

'09地域環境観察会
－充実した現地での体験、本物にふれる素晴らしさ－

5 月23日（日） 春の自然と山野草観察会

6 月 5 日（土） 野鳥観察会

8 月 7 日（土） 富士山五合目植物観察会

・各観察会への申込み受付は、実施日1ヶ月前の日の午前9時からです。

　電話または来所にて申し込んでください。（詳細についてはお問い合わせください）

平成22年度「地域環境観察会」（予定）

 8 月28日（土） 富士山溶岩流観察会

10月 2 日（土） 秋の自然ときのこ観察会

10月30日（土） 剣丸尾自然探検

富士山五合目植物観察会

富士山溶岩流観察会

秋の自然ときのこ観察会

春の自然と山野草観察会
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s t a f f  v o i c e
　人生は旅に例えられる。

　2008年夏、富士吉田市民合唱団欧州

演奏で撮した花の聖母教会ドゥオーモ

のクーポラ（イタリア建築のドーム）。

　本当に紺碧の大空が、どこまでも続

き、地中海の中空に塔が映えていた。

　塔といえばイタリアの尖塔が印象的

であった。市街を臨むミケランジェロ

広場の周りにはオリーブとブドウの畑の

先にイトスギ Cupressus sempervirens
がその独特の景観を見せるヒノキ科の

基準属。英名サイプレス cypress とし

て親しまれ植栽はもちろん香料・咳止

め、はたまた神話にまで登場する。

　また、ゴッホの「糸杉のある道」

にある黒い炎の現物を見た。欧州人

は糸杉に似せて尖塔を創ったと耳に

したがその心の一端を見たような気

がする。

　同じヒノキ科でビャクシン Sbina 
chinensis は元来、大瀬崎の群落が有
名なように海岸付近に自生。鎌倉の建

長寺創建時に植樹したと伝わる樹齢

750年の巨木など寺社に多く、日本で

も大事にされている。

　研究所周辺に自生するネズ Juniperus 
rigida は葉が硬くて細長く、鋭く尖っ
ていてさわるととても痛い。この枝をネ

ズミの通り道に差し挟んでおくとネズミ

が刺されて二度と来なくなるためネズミ

サシと命名。古くはムロノキ＝みんな

の木とよばれ、万葉集にも大伴旅人が

亡き愛妻に「吾妹子が見し鞆の浦のむろ

の木は常世にあれど見し人そなき」と

詠んだ。

　更にこの近種であるセイヨウネズは

北半球で最も分布範囲が広い樹木であ

る。その球果、ジュニパー・ベリーは、

ジンに欠かせない香りづけ。その歴史

を紐解くと17世紀の中頃、オランダの

医師が当時利尿剤として用いていた。

その精油を得るため、アルコール蒸留

したのが始まりで薬局で薬用酒として

売られていた。爽やかな香りが好まれ

愛飲用アルコール「ジン」が普及。

　話を広場に戻そう。ヨーロッパアカ

マツ巨木下。ダビデ像の眼力は圧巻。

正面からだとちょっと……、すこし遠慮

がちにどこに向かって石を投げつけよう

としているのか興味津々で背後に回って

の一枚。年は重ねても、いつまでも青年

の精神を持ち続けたいと強く願う。

　人生を楽しむにはどうしたらいいの

か考える。やはり、仕事と同様に趣味

をもつことが大事だとの結論に行き着

き、芸は身も心も助けることを確信。

そうそう「演奏旅行」の証拠写真は？

お　う　か

おおぞらこんぺき

なかぞら

のぞ

は

せきど

お　せ まなこぢから

おおとものたびと

わぎも

とこよ

こ とも

はさ

きゅうか

ひもと



ニューズレター
Vol.13 No.3
March
2010

『みんなだれかに』

トピック

新着図書
　ハチと花、リスと木の実、鳥とワ

ニ…これらは生まれも育ちも、もち

ろん種族も違う生き物たちです。でも、

姿かたちや生きかたが違っても、同じ

地球で暮らしている仲間で、みんな

それぞれ助け合って生きています。

　たとえば、ハチは花からおいしい

蜜をもらうかわりに、花の花粉を運

んで、花が増える手伝いをします。

リスは木の実を食べるかわりに、種

を運ぶ手伝いを、鳥はワニの口の中

を恐れずにのぞきこみ、口の中を掃

除します。

　この本に描かれている助け合いは

まだあります。クマノミとイソギン

チャク、ブタとフンコロガシなど、

みんな誰かに助けられ、誰かを助け

ている様子がわかりやすいイラスト

で描かれています。

　生き物はみんな誰かに助けられて

生きている。そんな当たり前のこと

にもう一度、気づかせてくれる優し

い絵本です。自然とは何かと考える

きっかけづくりにも最適です。

　「いのちはつながっている」―こんな

言葉をどこかで聞いた方もいるでしょ

う。でも、具体的にどんなつながり

があるのかわからないと思ったら、

この本を手にとって見てください。

読んだ後に心が温かくなる絵本です。

　「火山災害の軽減のための方策を探

る」、というテーマでのワークショップ

は、2003年から隔年で、筑波の（独法）

防災科学技術研究所と本研究所で共同

実施してきており、今回が第４弾になり

ます。今回の主題には「大規模噴火時の

クライシス・マネージメント」を据え、

移動の一日を挟んで、11月3日に防災

科学研究所、11月5日には環境科学研

究所を、それぞれ会場にして、国内外か

らの貴重な経験を持った専門家による研

究発表を中心に議論が展開されました。

　噴火時にとるべき防災対応を5段階に

整理した「噴火警戒レベル」が、2007

年12月に導入され、各レベルにキーワ

ードが設定され（5：避難、4：避難準備、

3：入山規制、2：火口周辺規制、1：平常）、

防災行動が取りやすくなりました。こ

のうち、住民避難が必要になるのは、

噴火警戒レベル4，5の大規模噴火の場

合です。そもそも、火山噴火は一般的な

自然災害の中でも、その発生間隔が長く、

そのため私たちにとって経験する機会

は、一般には少ないものです。とりわけ、

今回の議論の中心とした「大規模噴火」

となれば、一層まれなケースということ

になります。しかし一方で、経験し難い

災害であるからこそ、平常時からその備

えについて考えておくべき重要な問題で

あることを、今回のワークショップでの

議論から再認識させられました。

　なお、このワークショップ開催直前の

10月29日には富士吉田市内において、

山梨県、静岡県及び神奈川県の三県知事

によって、富士山噴火災害対策を迅速

かつ円滑に実施するための情報共有体

制を確立するための協定が結ばれまし

た。この点からもタイムリーなワーク

ショップであったといえましょう。

火山災害軽減の
国際ワークショップ開催

accototo●著

幻冬舎出版●刊
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●今年の冬はいつになく寒暖の差が激し

く、体調管理が難しかったようですが、

幸い当研究所では流行の新型インフルエ

ンザに罹患した職員はいなくてホットして

います。標高1035ｍの当研究所周辺の春

の訪れは遅いのですが、4、5月になると

ミツバツツジやフジザクラなどが咲き誇り

ます。4月17日から開催の山野草写真展

や、自然解説員の解説を聞きながらの研

究所周辺の散策を楽しんでみませんか。

（Y.N.）

●研究所の周りもすっかり春めいてきまし

た。小鳥たちのさえずりにも躍動感がみ

なぎっています。もうしばらくすれば、春

を彩る可憐な花々が一斉に咲きだすこと

でしょう。北麓の春が満喫できる研究所

への、皆様のご来所をお待ちしております。

（M.K.）
発行・平成22年3月

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

環境学習プログラム「環境教室」

環境学習指導者支援活動

学校、一般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。）
　時　間　午前の部　  9：30～12：00
　　　　　午後の部　13：00～15：30
　対　象　幼児、児童、生徒、学生、一般の各団体
　※都合に応じてご希望の時間を設定できます。
　※申し込み受付は、利用希望月の6ケ月前から
　　（山梨県内の学校は1年前から可能）

「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
　　　　　観察等が受講できます。指定4講座、選
　　　　　択講座1講座以上の全5単位以上を取得
　　　　　することにより、修了証を授与します。
　※申込受付期間　3月17日（水）～4月16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。11講座の受講により、
　　　　　修了証を授与します。

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　春　4月24, 25, 29日　5/1～5日
　　　　　夏　7月17（土）～8月31日（火）
　時　間　①10：00～ ②11：00～ ③13：00～
　　　　　④14：00～ ⑤15：00～（各回約50分）
　＊7月は土日祭日のみ実施
　　8月は月曜日と8/1, 7, 28日を除く毎日実施

　実施日　5月29日（土）　13：00～16：30
　テーマ　「地球温暖化と夏の健康」
　定　員　160名
　●申し込み不要

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。
春の自然と山野草観察会
　・5月23日（日）　9：00～12：00
　・小学生以上（高校生以下は保護者同伴）
野鳥観察会
　・6月5日（土）　8：00～11：30
　・小学生以上（高校生以下は保護者同伴）
富士山五合目植物観察会
　・8月7日（土）　9：00～16：00
　・小学生以上（高校生以下は保護者同伴）
富士山溶岩流観察会
　・8月28日（土）　9：00～16：40
　・小学生以上（高校生以下は保護者同伴）
秋の自然ときのこ観察会
　・10月2日（土）　9：00～12：00　
　　　　　　　　　13：00～16：00 
　・小学生以上（高校生以下は保護者同伴）
剣丸尾自然探検
　・10月30日（土）　9：00～12：00
　・小学生以上（高校生以下は保護者同伴）
●申し込みは1月前から

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。
子ども森を楽しむ会
　・8月1日（日）　9：00～12：00
　・小中学生
森の染め物教室
　・9月20日（月）敬老の日　13：00～16：00
　・小学生以上（高校生以下は保護者同伴）
おしゃれな花炭づくり
　・11月27日（土）　13：00～16：00
　・高校生以上（高校生以下は保護者同伴）
木の香りのキャンドルづくり
　・12月18日（土）　13：00～16：00
　・高校生以上（高校生は保護者同伴）
おいしい水の秘密
　・2月6日（日）　13：00～16：00
　・小学生以上（高校生以下は保護者同伴）
きのこ植菌に挑戦
　・3月12日（土）　13：00～16：00
　・小学生以上（高校生以下は保護者同伴）
●申し込みは1月前から

環境問題の現状・人々の営み・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14日（土）, 15日（日）, 21日（土）
　＊アースビジョン優秀作品上映予定

「自然と人との共生」をテーマに、多様な生物の世界
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　山野草写真展
　　　　4月17日（土）～6月20日（日）
第2期　動物写真展
　　　　7月10日（土）～9月5日（日）
第3期　きのこ写真展
　　　　9月18日（土）～11月23日（火）
第4期　富士山・火山写真展
　　　　12月4日（土）～2月28日（月）

絵本などの読み聞かせを通して自然への興味関心を
育みます。
　実施日　毎月第2日曜日（午前・午後各1回）
　　　　　10：30～, 13：30～（各約30分）
　対　象　園児～小学校低学年

通常は公開していない研究室を公開します。また、
講演会も同時開催されます。
　実施日　8月1日（日）　11：00～17：00
　見　学　研究棟全館
　講演会　本館3階研修室

皆さんと一緒に環境について考えるシンポジウムを
企画しています。
　実施日　9月11日（土）
　テーマ　「火山と植物」－富士山の保全－
　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。
●休館日　年末・年始

学習室、エントランス展示、情報センター、ホール
企画展等、いつでも無料でご利用いただけます。

森のガイドウォーク

山梨環境映画会

企画展示

もりのおはなしかい

研究室公開2010

国際シンポジウム2010

環境科学講座

地域自然観察

環境体験講座情報イ ベ ン ト
平成22年度

毎日無料開館


