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パネル
リサーチ

　ヘチマやゴーヤなどのツル性植物を
育て、天然の日除けとして暑い夏の環
境問題を解決しようという運動が徐々
に広がってきています。山梨県でも甲
府市、南アルプス市、身延町などで市
やＮＰＯなどの方々が中心となって「緑
のカーテン運動」として普及してきて
います。この緑のカーテンは壁面緑化
のひとつですが、大掛かりなものでは
なく一般家庭や仕事場に自分たちの手
で設置し、育てることができます。そ
の効果は、室内や建物への直射日光を
遮る遮光作用によって温度上昇を緩和

します。これはエアコンの使用時間や
消費電力を減らすことができ、温室効
果ガス削減にも寄与します。また、健
康面では、植物鑑賞によるストレス緩
和やエアコンを使用しなくても過ごせ
る健康的な生活環境づくりから冷房病
などの夏場の体調不良への効果が期待
できます。
　昨年、緑のカーテンによって温熱環
境がどのように改善されるのか、温度、
湿度、輻射熱、風速を測定し調査しま
した（図1）。窓を閉めきった部屋の温
度を見ると緑のカーテンが設置されて
いる部屋では、1℃前後室温が低く推
移しており、その分の電力消費量が節
約できると考えられます。また、夜間
の室温を見てみると緑のカーテンが設
置されている部屋は昼間だけでなく夜
間の室温も低くなっていました（図2）。
これは、最近問題となっている熱帯夜
による睡眠障害、エアコンの過剰使用
からの冷房病やヒートアイランド問題
の解決に緑のカーテンが有効な手段と
なり得ることを示しています。
　次に緑のカーテン設置によって生活
環境が改善されるかを新標準有効温度
（ＳＥＴ*）という指標で見てみました。
この指標は温度に加えて湿度、輻射熱、

風の要素を考慮して過ごしやすさを見
る指標です。暑い場合は値が低いほど
快適な環境であると言えます。図3で
は、非常に葉が生い茂って隙間がない
緑のカーテンと葉の間に隙間がある程
度存在する緑のカーテンでの緑のカー
テンの有無によるＳＥＴ*と風速の測定
結果を示しています。この測定時では、
風が非常に弱い状態であったため葉が
生い茂っている緑のカーテンの部屋で
は室温の上昇は抑えられたのですが、
風が部屋にあまり入らなく、快適感で
あるＳＥＴ*の値は高く、過ごしにくい
環境となっていました。一方適度に隙
間がある緑のカーテンでは植物によっ
て冷やされた風が室内にうまく導入さ
れたためＳＥＴ*値は低く、過ごしやす
い環境であったことを示しています。
　以上のことからエアコンの使用を前
提としている部屋には、部屋が暗くな
らない程度に遮光効果が最大限に発
揮できるよう葉を密に生育させること
が重要ですが、学校の教室のようにエ
アコンを使用しない部屋で、快適な
夏の環境をつくるためには風をうまく
導入出来るように葉の間引きなどの対
応が必要だと今回の結果からわかりま
した。

夏の快適な環境づくりに
効果的な緑のカーテン
生気象学研究室

宇野 　忠・赤塚 　慎・外川 雅子・遠藤 淳子
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図2　緑のカーテン有り無しによる部屋の室温の違い 図3　緑のカーテン有り無しによる窓開放時の室内環境、快適感（SET*）の違い

図1　緑のカーテンのある部屋とない部屋
　　  で温熱環境測定を行った
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新・犬猿の仲　
犬をつかった猿害対策

　近年，全国各地でニホンザルによる
被害が社会問題化しています。当研究
所のある富士北麓地域でも，サルが農
作物を食べたり（写真１），人家の屋根
や庭で糞尿をしたり，人を威嚇するな
ど，様々な被害が発生しています。
　現在，この主な対策として，有害鳥
獣捕獲や個体数調整などの捕殺が全国
的に行われています。しかし，捕殺に
よる防除効果はあまり認められず，ま
たサルの繁殖能力は低いため，地域的
に絶滅する恐れが指摘されています。
　そのため近年，サルを殺さず，かつ
高い被害防除効果が期待される「追払
い」への関心が高まり，なかでも追払
いの省力化につながる「モンキードッ
グ（サル追払い犬）」が注目されていま
す。そこで本研究室では，モンキード
ッグによる被害防除効果を把握するこ
とを目的として，研究をしています。

働くモンキードッグ

　調査にあたってまず初めに，モンキー
ドッグを育成しました。第１号犬は，オ
スの紀州犬の「ラッキー」です。私たち
はこの「ラッキー」に，呼び戻し訓練を
施すとともに（写真２），サル追払いの
楽しさを教えました。
　訓練が修了した2008年12月，南都
留郡富士河口湖町船津地区において
「ラッキー」を実戦投入し，
運用の方法は次の通りです。
まず，集落や農地で野生ニホ
ンザル群が目撃され，それが
通報されるとすぐに，ＧＰＳ
ロガーをつけたモンキードッ
グ「ラッキー」を，サルを目
視できる場所で放します。
「ラッキー」がサル追いに飽き
て帰ってきたら労をねぎらい，
ＧＰＳロガーを回収します。

　その結果，サル追払い時の「ラッキー」
の平均出動時間は65分，平均走行距
離は5.3km，平均標高差は77m，最高
速度は26.5km/hrでした。さらに「ラッ
キー」の移動軌跡をみると，放逐地点
（「ラッキー」を放した場所）である集落
から標高が約120m高い地点まで行っ
て，サルを追いかけていました（図１）。
　一般の人がこのルートを，この速度で
この時間走り続け，サルを追払うのは困
難でしょう。私だったら，最初の１分間
でへたばってしまいます。モンキードッグ
は，普通の人間ができない仕事をする
ことがわかりました。

サルは去る？

　さて，「ラッキー」を放した時のサルの
反応はというと，多くのサルたちは全力
で走って逃げました。「サルは木に登る
から，イヌを放しても無駄ではないか？」
と，言われますが，実際に観察してみる
と，サルは森の中でも必死に逃げていま
した。ニホンザルは樹上性のサルと違い，
木から木に飛び移るのは得意ではありま
せん。またサルの走る速度は，「ラッキー」
より遅いため，サルが「ラッキー」のよう
なしつこいイヌから逃げ切るのは容易で
はなく，サルは全力で逃走するという行
動を選択したと考えられます。
　さらに，集落への野生ニホンザル「吉

田群」の出
没間隔を見
ると，追払
いを始めた
当初の12月
～１月には，サルは１～15日間隔で集落に
出没していましたが，４月以降には16～69
日間隔と追払いを重ねるにつれ，集落へ
の出没間隔が長くなりました（図２）。モ
ンキードッグによる追払いが始まる以前に
は，サルは人家や畑のすぐ裏にある森林
で集落の様子をうかがい，安全が確認さ
れると，集落に出没していました。
　ところがモンキードックによる追払い
が始まると，集落に近い林縁にいるとイ
ヌに追いかけられるため，サルが集落の
安全を十分に確認できなくなりました。
このことが原因となり，サルはモンキー
ドッグが活動する集落を徐々に避け始
め，集落へ出没する頻度が減り，出没間
隔は長くなったと考えています。
　しかしながら未だに，サルは時々山を
下りて来て，集落の様子を偵察していま
す。ここで気を抜いて対策を怠ると，再
びサルは頻繁に集落へ下りて来るように
なるでしょう。野生動物による被害を防
ぐのに，特効薬はありません。野生動物
と被害対策に関心を持ち，よりよい被害
対策を考え実践することが，被害を減ら
す最良の道です。

図1 サル追払い時におけるモンキードッグ「ラッキー」
 の移動軌跡（2008年12月～2009年8月）
 国土地理院25000分1地形図を使用

図2 富士河口湖町船津地区における野生
 ニホンザル「吉田群」の出没間隔
 （2008年12月～2009年8月）
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写真1 種イモを掘り起こし
 て食べるニホンザル
 （富士吉田市旭地区）
 

写真2 呼び戻し訓練中の
 モンキードッグ
 「ラッキー」
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　平成22年度の「山梨環境科学カレッ

ジ」（以下、カレッジ）と「山梨環境科

学カレッジ大学院」（以下、大学院）の

開講式が5月15日（土）に行われ、カ

レッジには27名、大学院には17名の受

講生が参加して本年度の講座がスター

トしました。

　カレッジ生は年間5講座以上を受講し

て、自然や環境に関する学習を深めて

いきます。また大学院は、昨年度のカ

レッジ受講生の中から、より詳しく環

境問題や自然環境解説等を学習したい

という方を対象として、年間11講座以

上を受講してもらい、環境活動を推進

する指導者としての力量を高めていく

ことを目指しています。どちらも受講

料は無料です。平成16年度の大学院開

講から昨年度までの6年間で修了者も

107名を数え、その中の何人かは地元

の様々な場所で自然解説員などに従事

して、環境学習のリーダーとして活躍

しています。

　どちらの講座の受講生も年齢や職業

はみな違いますが、大変やる気を持っ

て参加しています。同じ趣味や共通の

話題を持つ仲間が集まり、一緒に学習

を深める中で交流の輪も広がっていく

のではないでしょうか。参加者全員が

無事講座を修了してくれることを願っ

ています。

　みなさんもライフワークの一環とし

て、また地域の環境活動のリーダーを

めざして「カレッジ」や「カレッジ大

学院」で学んでみませんか。

「山梨環境科学カレッジ」
「山梨環境科学カレッジ大学院」
開講

●山梨環境科学カレッジ大学院講座（11講座必修）

●山梨環境科学カレッジ講座（5講座必修）

平成22年度　講座内容

①指定講座： 5 月15日 開講式・基礎講座／環境教育スタッフ講座

②　 同 　： 5 月29日 環境科学講座／外部研究者・有識者による講座

③　 同 　： 8 月中旬 やまなし地球環境映画会 '10（3日間のうち半日）

④　 同 　：10月31日 剣丸尾自然探検・修了式

⑤優先・選択講座 優先・選択講座から１講座以上を各自で選んで受講

第 1 回（ 5 月15日） 開講式・基礎講座／環境教育スタッフ講座

第 2 回（ 5 月29日） 応用講座Ａ／環境科学講座を受講

第 3 回（ 6 月12日） 専門講座Ａ／自然系の研究員による講座

第 4 回（ 6 月26日） 専門講座Ｂ／健康系の研究員による講座

第 5 回（ 7 月17日） 基礎講座Ｃ／植物生態学の研究員による講座

第 6 回（ 7 月31日） 臨地講座Ａ／自然解説員による生態観察園ネイチャーガイド

第 7 回（ 9 月 4 日） 応用講座Ｂ／ネイチャーゲーム講座

第 8 回（ 9 月25日） 臨地講座Ｂ／研究員によるアカマツ林調査

第 9 回（10月 9 日） 臨地講座Ｃ／自然解説員による青木ヶ原ネイチャーガイド

第10回（10月23日） 演習講座Ａ／環境教育スタッフによる講座

第11回（11月 6 日） 演習講座Ｂ／大学院生による実習講義・修了式
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　本年度の環境科学講座は、5月29

日（土）午後１時15分より本研究所１

階のホールで行いました。今年は、

環境問題を考える上で最大のテーマ

である地球温暖化の現状や仕組みに

ついて理解を深めること、そしてそ

れがわたしたちの健康にどんな影響

を及ぼすのかを夏の場合を例に挙げ

て身近な問題として考えてもらいま

した。講師として山梨総合研究所研

究調査部長の中田裕久氏をお迎えし、

本研究所の副所長である環境生理学

研究室の永井正則研究員と生気象学

研究室の宇野忠研究員の3名が、日頃

の研究の成果をわかりやすく講演し

ました。

　はじめに、永井研究員が「地球環境

の変化と健康」というテーマで、地球

の寒暖リズム、熱中症発生のメカニズ

ム、熱中症の予防、睡眠の質の向上に

ついて、ストレス負荷時の睡眠に及ぼ

すラベンダーの効果などについて講演

しました。

　次に、宇野研究員が「夏の健康問題

とみどりのカーテンによる生活環境改

善の取り組み」というテーマで、夏の

山梨県内の気候と温暖化のデータをも

とにして熱中症の症状、大量の発汗に

よる脱水症状と慢性的な脱水状態につ

いて、熱中症予防のキーワードは何か、

緑のカーテンの実践報告などについて

講演しました。

　最後に、中田氏が「快適な地域環境

の形成をめざして」というテーマで、

オーストリアの観光施設を紹介しなが

ら、地域環境管理システム、エコラベ

ル、再生可能エネルギーの導入などに

ついて講演しました。

　質疑応答では、CO2を削減するため

に一人ひとりができる日常の活動や快

適な睡眠をとるためのラベンダーの有

効利用について、緑のカーテンとすだ

れの違いなど、参加者から多くの質問

や意見が出されました。

　今回のこの講座をきっかけとして、

参加者一人ひとりが具体的な活動へと

繋げていくことを期待しています。

地球温暖化と夏の健康
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トピック

　平成16年（2004年）に富士火山の

ハザードマップ、すなわち火山防災マ

ップ（富士山火山防災協議会；内閣府

および都県、関係市町村）が発行され

ました。この内容を富士北麓住民に向

け、分り易く工夫したものを作るとい

う目的で、地元（富士北麓）市町村か

ら構成される富士山火山防災協議会に

より、「富士火山を知る－富士北麓住民

ガイドブック－」が発行され、この資

料は関係市町村の全ての家庭に配布さ

れました。さらに、平成18年度には、

防災や避難に関する内容の「富士山火

山防災避難マップ－もしもの噴火に備

えて－富士北麓版」（富士山火山防災協

議会・山梨県）が発行されました。そ

の後、平成19年（2007年）には、外国

人観光客向けに「英語版ハザードマッ

プ」が刊行されました。

　これらの制作に当たり、

当研究所は、所長をはじ

め地球科学研究室がアド

バイザーとして、主に科

学的見地から地元防災行

政関係者に積極的に協力

してきました。その後、

平成19年12月の改正気

象業務法の施行に伴い、

気象庁から火山現象警報

および火山現象予報並び

に噴火警戒レベルが発表

されることになりました

（図1）。これを受け、噴火

警戒レベルにあわせて、

富士北麓地域の「避難マ

ップ」を改正し、平成22

年3月末には概ね完成で

きる段階になりました。

　上述の行政との連携作

業のほかに、地球科学研

究室は、富士山の火山性

地震に関する観測強化を

目的に忍野地区に地震計

を設置し、観測を続けて

きています。この観測デー

タは、共同研究機関である（独）防災

科学技術研究所に送信され、富士山の

他地点の観測データと共に解析されて、

情報の共有化が図られています。その

上で、これらのデータは気象庁にも送

られていますので、私共研究所として

も、富士山の火山観測網の一端を担っ

てきているわけです。さらに最近では、

（独）防災科学技術研究所と共同で、富

士山が噴火した場合を想定した溶岩流

と火砕流のシミュレーションを行い、

その結果が動画として見られるように

なってきました。

　以上の富士山の火山活動に関する

情報を、地元住民を中心に広く県民

に周知する目的で、環境科学研究所

のロビーには「火山防災表示システ

ム」が公開されるようになりました

（図2）。これは、研究所に併設されて

いる「富士山火山防災情報センター」

の重要な役割の一端を果たすように

思われます。

富士山火山防災の情報発信の新展開
地球科学研究室　輿水 達司・内山 　高・笠井 明穂

図１　噴火警戒レベルの概要
図2　火山防災情報センター　
　　  火山防災表示システム

こしみず さ と し か さ い あ き ほうちやま たかし
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「柳緑花紅」
環境健康研究部　外川 雅子

と が わ ま さ こ

スタッフ
ボイス

スタッフ
ボイス

s t a f f  v o i c e
　企業連休の平均は5.4日、長いところ

では12日連休というところもあった今

年のゴールデンウィーク、皆様はどの

ように過ごされたでしょうか？さらに

高速道路料金の割引制度もあって例年

以上の混雑が予見される中、私も世間

の例に漏れず、車で石川県・福井県を

回る小旅行を敢行しました。

　一泊二日という慌しい旅程ではあり

ましたが、それでも金沢の兼六園・福

井の東尋坊の圧倒的な美しさには深々

とした充足感と感銘を受けました。

　計画的に整備された静謐さ、火山活

動と波の侵食によって削り出された豪儀

さ。兼六園と東尋坊の持つ魅力は一見

対照的とも思えますが、しかしそこに

は人の思惑をはるかに超えたところに

ある造形美が共通して在るのではない

でしょうか。東尋坊はもとより人工的

に形作られた兼六園でさえ、私たちの

心を打つその豊かさは「庭園」という

枠を超越した自然エネルギーそのもの

であるように感じたのです。

　普段はあまりに身近にあるため感慨

を抱くことも少なくなっていましたが、

遠く離れた地でこのような自然美に触

れて改めて、富士の麓の大自然に抱か

れた当環境科学研究所の素晴らしさを

省みた旅となりました。

　車による総移動距離1000キロ超とい

う今回の行程、幸い大した渋滞にもつ

かまらずに走破することが出来ました。

とはいえ、運転の大半は同行した友人

に任せきりでしたが…。

　そんな心優しい友人と、私たちを取り

巻く豊かな自然環境に心から感謝しつつ。

せいひつ

ごうぎ

『北富士組合有地自然ガイドブック』新着図書
　富士山の自然について、富士北麓

地域を中心に書かれた本です。富士

山の植物や動物、昆虫類などを幅広

く解説しています。富士北麓でよく

見かける動植物の意外な生態や、そ

の動植物がどのように人と関わって

いるのかを紹介しています。

　植物の章では、名前の由来や見分

け方はもちろん、その植物の原種や

近縁種なども載っており、他の図鑑

類とは一味違った視点で植物の神秘

に迫ることが出来ます。

　動物の章では、センサーカメラを

用いて撮影した夜の森の様子や、巣

箱を利用するヤマネなどの貴重な写

真がたくさん載っており、写真を眺

めるだけでも楽しめます。

　鳥類についても、鳥の見分け方や

バードウォッチングのやり方まで網

羅しており、鳥を観察するポイント

がわかりやすく紹介されています。

　他の富士山関連の書籍ではあまり

触れられない昆虫類や爬虫類につい

ても写真付で詳しい紹介がされてお

り、富士山の自然の豊かさを改めて

考えさせられます。

　ブナの種子と小動物の関係など

ちょっとした豆知識も多くあり、富

士山の自然をより深く知ることがで

きる本です。

大久保 栄治・篠田 授樹●編

富士吉田市外二ヶ村恩賜
　　県有財産保護組合●出版
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●今年から新たにニューズレター担当と

なりました。前担当からやり方や現行の

形式などを引き継いだので作業的にほと

んど迷うことはなかったのですが、やはり

原稿集めには苦労しました。各紙面担当

の方々の業務を縫って原稿伺いに行った

り、校正作業の伺いに行ったり、何か伺っ

てばかりだったような気もします。そんな

いくつかの苦労をしてできた私の初担当

のニューズレターを多くの方々に読んでい

ただいて、少しでも環境科学研究所に興

味を持っていただければ幸いです。

（M.T.）

発行・平成22年7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」

やまなし環境映画会

森のガイドウォーク

地域自然観察会

　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
　　　　　（但し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
　　　　　・都合に応じてご希望の時間を設定する
　　　　　　ことができます。
　対　象：幼児から一般までの各種団体
　※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。

　山梨県の自然環境と人との関わりやわたしたちの
生活について考えるための観察会です。

　テーマ　「富士山五合目植物観察会」
　実施日　8月7日（土）
　対　象　小学生以上（中学生以下は保護者同伴）
　
　テーマ　「富士山溶岩流観察会」
　実施日　8月28日（土）
　対　象　小学生以上（中学生以下は保護者同伴）

　テーマ　「秋の自然ときのこ観察会」
　実施日　10月2日（土）
　対　象　小学生以上（中学生以下は保護者同伴）

　テーマ　「剣丸尾自然探検」
　実施日　10月30日（土）
　対　象　小学生以上（中学生以下は保護者同伴）

　いろんな体験を通して自然の素晴らしさを実感す
る講座です。

　テーマ　「子ども森を楽しむ会」
　実施日　8月1日（日）9：00～ 12：00
　対　象　小中学生

　テーマ　「森の染め物教室」
　実施日　9月20日（月）13：30～ 16：00
　対　象　小学生以上（中学生以下は保護者同伴）

　テーマ　「おしゃれな花炭づくり」
　実施日　11月27日（土）13：00～ 16：00
　対　象　小学生以上（中学生以下は保護者同伴）
　
　テーマ　「おしゃれな花炭づくり」
　実施日　12月18日（土）13：00～ 16：00
　対　象　小学生以上（中学生以下は保護者同伴）

　今日の環境問題や自然の素晴らしさなどを、映像
を通して一緒に考えましょう。

　実施日　8月14日（土）, 15日（日）, 21日（土）

　研究所内のアカマツ林を歩きながら、自然解説員
が森の動植物や溶岩の地質の特徴などを説明します。

　期　間　7/17, 18, 19, 24, 25, 31   8/3～31
　　　　　（8月は月曜日と7日、28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
世界と山梨県内の動植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　「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（日）

　普段は公開していない研究室を公開します。各種
体験もできます。また同時に講演会も開催します。

　日　時　8月1日（日）11：00～ 17：00
　・研究室公開
　　－9つの研究室でおもしろ企画実施－
　・講演会（本館3階研修室）13：30～15：00
　　演題「山梨の湧水」
　※その他プレゼント企画等満載

　今年は「火山と植物」をテーマに、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11日（土）10：00～ 17：00
　対　象　一般
　講演予定者
　・ブルース・クラークソン：ワイカポ大学教授／
　　ニュージーランド
　・セルゲイ・グリシン：ロシア科学アカデミー研
　　究員／カムチャッカ
　・上條隆志：筑波大学講師／三宅島
　・山村靖夫：茨城大学教授／富士山
　・石田　厚：京都大学教授／小笠原父島
　・中野隆志：山梨県環境科学研究所／富士山

●各イベントの参加費は無料です。
●開館時間9：00～ 17：00
●日時内容などを予告なく変更することがあります。
　詳細は下記までお問い合わせください。

企画展示

研究室公開2010

国際シンポジウム2010
環境体験講座

情報イ ベ ン ト




