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　人類は、数千年にわたって酵母とカビ
（真菌類）を食品や医薬品の製造に用い
てきました。酵母は、化粧品の製造や下
水の水質浄化にも使われます。野生酵母
が、パンや酒の生産を通して、地域振
興に役立っている例も見受けられます。
　富士山は、その美しさから世界的に
名高い山岳ですが、「微生物の棲みか」
としても、ユニークな環境を提供して
いるはずです。すなわち火山であるこ
と、独立峰であること、標高が著しく
高いこと、歴史が新しいことなど他の
山岳に比べて特異な点が多く、青木ヶ
原樹海や富士五湖に代表されるその北

麓の環境も、他の山岳と比較して特性
に富んでいます。
　このような富士山のブランド力や、
その北麓の環境がもつ魅力に反して、
富士山の微生物を活用する試みは不十
分でした。富士北麓の土壌、水圏、植
物等に生息する真菌の中から、醸造品、
医薬化粧品、バイオエタノールの生産
や環境浄化に役立つ株を得れば、山梨
県の産業発展に寄与できます。
　これまで、野生微生物を利用する研究
の多くは、細菌がその対象であり、真菌
を自然環境から探索する研究はあまり活
発ではありませんでした。そこで私たち
は、富士北麓の天然環境に由来する真菌
から、食品・医薬化粧品・燃料の生産・
環境浄化に有用な株を選抜して、その性

状解析、有用遺伝子の取得、利用法開発
を行うことになりました（図１）。
　例えば、醸造や燃料エタノールの製造
に適した酵母を探す場合、廃糖蜜や葡萄
果汁の様に、糖を多く含む液体からのエ
タノール生産能や、発酵副産物の調査が
重要です。また、赤・橙・桃色の集落を
つくる酵母（図２）は、アンチエイジング
に重要な、抗酸化力が強いカロテノイド色
素を含んでいます。これらの色素は、養殖
魚の体色改善にも使えます。また、酵母
エキスの美白や血圧降下作用を調べること
も大切です。分解が難しく処理に困って
いる、木材由来のヘミセルロースや、カニ・
エビの殻に含まれるキチン、キトサンを分解
する真菌も私たちの探索対象となります。
　選抜した菌株の有用性に関する情報
を、データベース化して開示し、各株
の提供を行う予定です。優良株の遺伝
子鑑定を行い、安全な菌だけを残しま
す。地域に密接した「富士北麓の有用
菌コレクション」の確立を目指してい
るのです。調べたところ、富士北麓の
花は、発酵性酵母の宝庫であることが
わかってきました（図３）。
　私たちは、富士北麓に産する真菌を、
ブランド力を備えた未利用遺伝資源と
捉えています。本研究は、地産地消の
立場から、県内の産業発展に寄与する
ことが期待されます。今日は「富士原
始林の酵母」でパンづくり．．私たちは
そんな日常を目指しています。

富士の北麓で
有用微生物を探す
環境資源学研究室

上野 良平・半田 さおり・渡辺　 学・森　 智和
うえの りょうへい はんだ もり ともかずわたなべ まなぶ

図2. 富士北麓の様々な酵母 図3. 富士北麓に咲く花は、酵母の宝庫
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図1. 富士北麓の環境試料に由来する，酵母など有用真菌の探索とデータベース化の手順
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半自然草地の
種多様性に対する野生動物の影響

　半自然草地とは聞きなれない言葉か
もしれません。日本各地に火入れや刈
取り、放牧が行われている草地があり
ます。これら草地は萱ぶき屋根の材の
採取や山野草の採草、家畜の飼料採取
など主に農耕利用を目的として、人為
的に形成され維持されてきた生態系で
す。人為的管理下に形成・維持されま
すが、ススキやトダシバ、シバなど在
来種から構成されているため、“半自然”
と呼ばれます。
　半自然草地の大きな特徴のひとつは、
多くの動植物が生活している種多様性
の高い生態系であるといえるでしょう。
草地で調査をしていると50cm×50cmの
方形枠内に多いときでは20種以上の植
物種が生育していることもあります。
また、チョウ類や生活の一部で草地を
利用する哺乳類も見られ、実に多くの
動植物が生活しています。
　しかしながら、半自然草地は中・長
期的にみると不安定な生態系です。火
入れや刈取り、放牧など人為的な管理
が行われていると草地の状態が維持さ
れますが、管理が行われなくなると、

半自然草地内に徐々に低木や高木が進
入し、草地は森林へと遷移します。そ
のため、種多様性の高い草地環境を維
持するならば、人為的管理が必要とな
ります。しかし、このような草地環境
は非常に少なく、草地特有の種多様性
減少が懸念されています。
　富士北麓地域の半自然草地の中には
数十年前から人為的な管理が行われて
いない（野火の延焼を防ぐ防火帯管理
は行われている）草地があります。一
般的な傾向から考えれば、樹木が進入
し、草地特有の植物種は少なくなって
いるはずです。しかし、一般的傾向に
反して、調査した草地には草地特有の

植物種が多く生育していることがわかっ
てきました。人為的管理がないのに、
なぜ、種多様性の高い草地環境が維持
されているのでしょうか？　この維持
機構の解明と応用により、省コストで
種多様性の高い草地環境を維持する新
たな管理方法が展開できる可能性があ
ります。
　研究の結果、野生動物（主にニホンシ
カ）の採食や踏みつけなどの攪乱がこの
草地の種多様性を維持する上で非常に重
要な役割を果たしていることが明らかと
なってきました。攪乱がほとんど無い状
況では草丈が２ｍを超すようなススキが
優占していましたが、攪乱が生じていた
場所では、トダシバやオオアブラススキ
など草丈が１ｍ以下の短草型群落が成立
しており、多くの植物種がこの短草型群
落内で観察されました。草丈が低いと地
表面付近での光環境が良いことやリター
（植物の枯死体）の蓄積が少ないことか
ら、他種が入り込める空間が生じ、種多
様性が高くなると考えられます。この機
構は火入れや刈取り、放牧など人為的な
管理下でも生じますが、ここでは野生動
物がその管理を担っている可能性が示唆
されました。森林ではシカは樹皮剥ぎ被
害を及ぼす動物として扱われることが多
いですが、本研究成果から草地環境では
むしろ管理者として機能している可能性
が高いことが示されました。

写真１. 草地に進入している樹木とシカの獣道（写真中央部）

写真２. シカの攪乱跡。座っていた跡（写真左）や踏みつけ跡（写真右）
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　「へー　こんな色になるんだ！」

　「このデザインすてきだね！」

　9月20日（月）の敬老の日に、「森の

染め物教室」に22名の方が参加して

各自思い思いに草木染めのハンカチづ

くりに挑戦しました。森林科学館の小

野寺藤美さんを講師としてお招きして、

草木染めに関するお話を聞きながら、

草花の採取、ハンカチのデザインづく

り、ハンカチ染めなどを体験して、

大変充実した有意義な半日間となりま

した。

　参加者は５つのグループに分かれて、

染める草花を相談して決めたあと、実

際に研究所周辺を散策しながら、ダン

コウバイ、ミズナラ、タンポポ、イタ

ドリ、ウドなどを採取しました。それ

をネットの袋に詰めてグループごと煮

出している間に、割り箸、ビー玉、輪

ゴムなどを使って各自でハンカチの染

め模様をつくり、媒染剤を入れた煮汁

の中にハンカチを入れて色を染め、最

後に水で洗ってオリジナルハンカチを

完成させました。そしてできあがった

ハンカチを全員で披露し合い、植物に

よる色合いの違いや模様のすばらしさ

を確認して講座を終了しました。小野

寺さんによると、手作業でやる草木染

めは奥が深く、同じ植物でも生えてい

る場所や季節、気温、栄養分など様々

な条件の違いによって出る色が違うこ

と、デザインも千差万別で同じ模様に

なるとは限らないこと、そして媒染剤

の選別の難しさなど、経験の中から貴

重なお話しをしていただき、大変参考

になりました。

　今回の体験講座では、参加者の皆さ

んが草木染めを楽しく体験できたこと

と、また参加者どうしが交流を図れた

こと、そして身近な植物を活用して生

活に役立てるという体験ができたこと

など、自然に対して興味や関心を高め

るよい機会となりました。

環境体験講座

「森の染め物教室」
～草木染めで世界に１枚の
　　自分だけのハンカチをつくって～

●イタドリで染めると黄色になることを知って、とってもとっ

ても嬉しかった。家の周りにたくさんあって直ぐにいっぱい

出てくるものも、こうすると楽しみが増えるんだと思った。

●実際森へ出かけ、自分で採集できたので、手作り感をより実

感することができ、とてもよい思い出になりました。

●いつもの忙しい日々を忘れられた一時です。

●自然の素材で美しい布に染まる過程が楽しかったです。　他

参加者の
感想

ハンカチ模様づくり

染色
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　もりのおはなしかい－絵本の読み聞

かせ－は毎月第2日曜日の午前10時30

分と午後1時30分に開催しています。

幼児から小学校低学年を対象に絵本の

読み聞かせや手遊び、簡単なゲームな

どをとおして本や自然に親しみを持っ

てもらうことを目的に行います。1回

約30分で、対象年齢以外の方も参加で

きます。

　このおはなし会は、環境科学研究所

周辺にある森の中を中心に読み聞かせ

をします。雨の日や冬季は、屋内で行

います。自然を感じながら本を読むこ

とで、自然や環境問題についての興味

関心を持ってもらい、日常生活でこれ

らのことを意識してもらうきっかけと

なります。

　風を感じたり、木々のざわめきや鳥

の声を聞きながら絵本を読むのは、屋

内で読むのとはまた違った発見や感動

が味わえます。

　また、絵本の読み聞かせだけではな

く、オリジナルのペープサート（紙人

形劇）や、自然を扱ったクイズ、ゲー

ムなどを交えているので、子どもはも

ちろん大人の方も一緒に楽しむことが

できるようになっています。

　自然を感じられるような絵本を用意

して皆さんをお待ちしているので、お気

軽にご参加下さい。

　8月1日（日）に

研究室公開2010

を開催しました。

「研究室公開」は、

研究施設を一般の

方々に見ていただき、研究員との交流

を通じて研究成果や研究所の役割を理

解して頂く年に１度の企画です。９つ

の研究室が工夫を凝らした実験や展示

によって、子供も大人も楽しんでいた

だけます。また、講演会も実施して学

術的な話をわかりやすく解説します。

今年の研究室の企画と講演会は以下の

通りでした。

　研究室の企画：

①世界の夏＆森の香りを体験しよう！

②内臓脂肪をはかろう！　

③目で見る汗のはたらき　

④たべてみよう！見てみよう

　－スコリアと火山噴火　

⑤富士山アカマツ林エコツアー　

⑥骨が語る動物の姿　

⑦地域環境を守るゴミのリサイクル　

⑧空から見る地域環境の移り変わり　

⑨私たちの生活と身近な自然との関

　わり。

　また、今年は来訪者へのプレゼント

を充実させ、オリジナル動物写真、飛

び出す火山の絵本、森の香り、立体視

（アナグリフ）キット、風船を用意しま

した。さらに、抽選で書籍「日本一の

火山　富士山」もプレゼントしました。

スズタケ細工を体験した方々はスズタ

ケ細工のカゴをお持ち帰り頂きました。

　講演会は、「山梨の湧水」と題して

①富士山の地下水と富士五湖の水 

②水の分析から見えてくること

　－夏狩湧水群・次郎滝の秘密－ 

③泉と人々の暮らし

　－火山山麓を例にして－

の3つの講演がおこなわれました。

トピック

研究室公開
2010

もりのおはなしかい
－絵本の読み聞かせ－

おはなし会の様子

センターオリジナルのペープサート
『まちへいったハナカマキリ』
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国際シンポジウム2010

火山と植物 
―富士山の植物の保護保全に向けて―

　本シンポジウムでは、富士山はもち

ろん、国内外の火山で研究を行ってい

る研究者から、火山での植生や植物の

生態についての講演を聴くことにより、

富士山の自然について理解をより深め

ること。さらに、富士山を含め、国内

外の火山の生態系で問題となっている

事例や、植物の保護保全の現状、問題

点についての講演を聴き、富士山の植

物の保護保全について議論を深める事

を目的に開催しました。

　まず、一般の公開シンポジウムに先

立ち、富士山北斜面と南斜面で研究者

が集まり、野外討論会を行いました。

　公開シンポジウムでは、午前中、ニュ

ージーランド、ワイカポ大学教授のブ

ルース・クラークソン教授によるハワイ

とニュージーランドの火山における研究

例と、ロシア科学アカデミー極東支所、

生物土壌研究所のセルゲイ・グリシン

博士によるカムチャッカの火山における

研究例が発表されました。午後は、筑波

大学、上條隆志講師による伊豆諸島三宅

島での研究例に続き、富士山での研究例

について茨城大学、山村靖夫教授より講

演がありました。最後に火山起源の海洋

島である小笠原諸島で研究を行っている

京都大学の石田厚教授の講演がありま

した。また、当研究所中野が、公開シン

ポジウムに先立って行われた野外討論会

の概要説明を行いました。総合討論では、

講演者に加え、富士山南斜面で長年に

わたり研究を行っている静岡大学、増沢

武弘教授と小笠原諸島で研究を行って

いる首都大学東京、可知直毅教授ととも

に討論を行いました。

　国内外での火山における植物の研究

発表と野外討論会をとおして、富士山

の植生や植物の価値が高いことが改め

て明確になりました。また、富士山北

斜面と南斜面で植生が大きく異なって

いることから、富士山の自然を考える

場合、静岡県側、山梨県側という境を

なくし、ひとつの山としてとらえ、山梨・

静岡共同で研究を進めていくことが重

要であると考えました。

　富士山だけを見ていても富士山の重要

性が分からないこと、さらに富士山の自

然が非常に価値があることが、本シンポ

ジウムで明確になったと考えています。

また、富士山の保護保全に基礎的な研究

が重要であることが再認識されたと思い

ます。得られた知見をもとに、富士山の

研究をさらに進めていきたいと考えてい

ます。最後に、世界遺産にも指定されて

いるカムチャッカで研究を行っている

セルゲイ・グリシン博士が「是非、富士

山に来てみたかった」と語っていました。

この言葉が富士山の重要性を端的に示し

ていると思います。
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天気を楽しむ
環境計画学研究室　池口 　仁

いけぐち ひとし

スタッフ
ボイス

スタッフ
ボイス

s t a f f  v o i c e
　今年の夏はとても暑い夏でした。そし

て、「暑さ寒さは彼岸まで」という慣用

句とつじつまを合わせるように、秋分の

ころを境に急に寒くなってしまいました。

　私にとって今年は、野外の生き物とつ

きあいのある研究の最初の年。気象台

の近年の天気などを調べて、いつ頃何を

見よう、と予定をたてていたのに、運良

く調査できた日は気温が高くてとてもつ

らかったり、雨が続いて作業が遅れたり

という事が続きました。考えてみれば、

甲府地方気象台の前身の県立測候所の

観測開始が1894年の8月。山梨の夏を

観測して記録をつけだしてから、まだた

った116回しか観測できていないはず。

プロ野球でも116打席では規定打席数

に足りず、打率は公式記録にはなりませ

ん。記録は参考になるけれど、今年の

天候がちょっとしたスランプなのか、そ

れとも本調子をとりもどしたのかだって、

記録だけからはなんとも言えない所が

あります。

　一方で、調査地の回りの水田は、豊作

不作はあるのでしょうが、田植され、稲

が育ち、秋にはたわわに実った米が収

穫されています。みなさん、気象台の天

気予報は気にするようだけど、天候なん

かには負けてない。

　私も負けずに、とまではいかなくとも、

もう少し、天気と仲良く楽しくつきあい

たい。というわけで、暑くて大変な時に

はいつ頃、どんな雲がわいて日光を遮っ

てくれるか、雨の日にはどんな高さのど

んな色の雲が土砂降りの雨を降らすの

か、どんな時に風が吹くのか、野球の観

戦を楽しむみたいに予想しながら調査す

るようになりました。まだあまり予想は

あたりませんが。

新着図書 『絶滅危惧の昆虫事典  新版』
　チョウやトンボをはじめとする昆虫

たちは、季節の変化を知る手がかりに

なったり、ことわざや慣用句に用いら

れたりするなど、人と密接な関わりを

持ってきました。しかし近年、そんな

身近に存在してきた多くの昆虫が、絶

滅の危機に瀕しています。

　例えば田んぼやため池に生息する

タガメは、昔から人々に親しまれて

きました。しかし農薬が使用された

り、用水路がコンクリートで改修さ

れた結果、その数は激減して絶滅危

惧種に指定されてしまいました。

　本書はタガメのように、身近に存在

する昆虫から特定の地域にしか存在し

ない固有種まで、絶滅危惧種に指定さ

れている昆虫の生態と現状を記した事

典です。2007年に見直しが行われた

レッドデータブックの中から特に興味

深い100種を取り上げています。

　1種類ごとに詳細な解説がなされて

おり、特に個体数減少の原因につい

てはマスメディアに報道されがちな

乱獲ではなく、護岸工事やダム建設

による生息地の破壊、雑木林の手入

れの放棄による環境の変化など多岐

にわたることがわかります。中には

登山ブームのために登山客が増加し

た結果、生息地が踏み荒らされて生

存が危うくなっている種も取り上げ

られており、自然とのつき合い方を

考えさせられる本です。

雲がかかっ
ているうち
に作業

直射日光も
つらいけど、
照り返しも
きつい

御坂山地を越える気流の雲と斜面に沿った
上昇気流の作る雲。

川上 洋一●著

東京堂出版●刊
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編集後記

ニューズレター

日　時　平成22年12月4日（土）～
　　　　平成23年2月28日（月）
　　　　9：00～17：00
内　容　様々な富士山の姿と、火山防災について考
　　　　える写真展です。

日　時　平成22年12月18日（土） 13：00～16：00
内　容　好きな香りでキャンドルを作り、香りと健
　　　　康について考えます。
対　象　小学生以上（中学生以下は保護者同伴）    
　　　　〈定員30名〉
募　集　11月18日（木） 9：00～
　　　　電話または来所にて受け付けます。

日　時　平成23年2月6日（日） 13：00～16：00
内　容　富士山の湧水や水道水などに含まれるミネラ
　　　　ルの役割と私たちの健康について考えます。
対　象　小学生以上（中学生以下は保護者同伴）  
　　　　〈定員30名〉
募　集　1月6日（木） 9：00～
　　　　電話または来所にて受け付けます。

日　時　平成23年3月12日（土） 13：00～16：00
内　容　きのこの植菌を通して、きのこと森との関
　　　　係やきのこの植生について学びます。
対　象　小学生以上（中学生以下は保護者同伴）  
　　　　〈定員50名〉
募　集　2月12日（土） 9：00～
　　　　電話または来所にて受け付けます。

 －H23年度生募集について－（予定）　  ●参加費無料　●5講座以上受講　●受付開始は3月頃（予定）
　5月から10月までの期間、当研究所で開催する講座を受講し、環境について学ぶ機会です。2月以降
に詳細が決まり次第ホームページまたはチラシ等を配布します。
　詳細についてはお問い合わせください。　
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●2010年の夏は、近年にない記録的な

暑さでした。そんなことはすっかり忘れて

しまったかのように、短い秋が過ぎ、いま

冬を迎えています。年末になり、山梨県内

でも、各地でイルミネーションが賑やかに

なってきています。このうち私がお勧め

は、北杜市ハイジの村の「アルムの森の

星まつり」です。あわただしさを一瞬忘れ

させてくれる癒しになります。この広報誌

も年明けには、関係方面にお届けができ

そうです。イルミネーションのような輝き

ある内容を、この中に探したり、また研究

所の活用にご利用ください。　　　（S.K.）

企画展示「富士山火山写真展」

環境体験講座「木の香りのキャンドルづくり」

環境体験講座「おいしい水の秘密」

環境体験講座「きのこ植菌に挑戦」

環境科学カレッジについて

情報イ ベ ン ト

発行・平成22年12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

●参加費は無料です

●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　TEL 0555-72-6203　FAX 0555-72-6204
　※利用方法、環境学習備品の内容等については下記のホームページでご覧になれます。
　　URL  http://www.yies.pref.yamanashi.jp/edu/kasidasi.htm

　環境科学研究所の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、図書やビデオ・ＤＶＤの館外貸し出しを行っています。　
利 用 時 間････午前9時～午後5時
貸し出し冊数････図書・雑誌5冊以内（15日以内）、ビデオ・DVD2点以内（8日以内）
　　　　　　　　団体での図書・雑誌の利用は、100冊以内30日以内まで可。

　「環境学習備品」館外貸し出しは、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
「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機会にご利用ください。
〈環境学習備品〉

環境学習図書の貸し出し

環境学習備品の貸し出し

お 知 ら せ 「環境情報センター」では環境学習図書・環境学習備品
の館外貸し出しを行っています。

 エコ文庫 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 生物多様性解説パネル 地球生命誕生キット

 大気汚染測定セット 水質測定キット 水生生物観察キット

 リサイクルプロセス標本 紙漉セット 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

 携帯実態顕微鏡 撮影キット 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




