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　過疎化、少子高齢化に伴う第一次産
業の担い手の減少による耕作放棄地の
増加は、人の生活と密接にかかわるこ
とによって脈々と守られ続けてきた地
域の豊かな自然環境の荒廃を日本全国
の中山間地域で引き起こしています。
県南部に位置する早川町も、そのよう
な問題を抱える典型的な地域であり、
人口の減少と第一次産業の衰退により、
家屋や耕作地からなる集落範囲が、戦
後すぐの時期に比べ15％程度にまで減
少していることが空中写真を用いた解
析で明らかとなっています（図１）。
　そのような状況のなか、町では、町
ならではの自然環境や生活文化の素晴
らしさを住民自らが見つめなおし、守
り、残し、伝えながら地域の未来を考
え行動していく地域づくりを目指して

います。そして、それら地域の様々な
資源を都市部から訪れる人たちに提供
していく仕組みづくりとしての「フィー
ルドミュージアム構想」をたちあげ、
われわれも、その実現に向けた取り組
みを支援する目的での調査研究をすす
めています。
　フィールドミュージアム構想のなか
では、自然環境についての情報提供、
教育普及、調査研究等の諸機能を担う
自然体験活動の拠点施設として位置づ
けられる「南アルプス邑野鳥公園」（野
鳥公園）が設置されています。比較的
平坦な場所に広がる野鳥公園周辺の耕
作地は、急峻な地形が続くなかで水田
として利用できる限られた場所として、
かつては近傍の山腹部に位置する集落
からも多くの人たちが通って耕作をし
ていました。しかし、現在ではその大
部分が放棄されており、水田あるいは
畑として利用されている場所は30％程
度にまで減少しています（図２）。
　そのような耕作放棄地を活用し、さ
らには隣接する宿泊施設とも一体とな
って、来訪者に対して様々な自然体験
活動プログラムを提供していくことが、
野鳥公園がもつ役割を充実させるため
にも求められています。そこで、畦等

の境界線で区切られた区画ごとの土地
利用の違いによって、そこに生息する
昆虫類や両生類、爬虫類等の小動物類
がどのような特徴をもっているのかに
ついて調べ、それらを素材とし、生き
物の観察をとおして自然を楽しみ、興
味・関心をもってもらう、さらには、
生き物どうしのつながりや、生き物と
環境とのつながり、自然の大切さを実
感してもらうような「学習・観察型プ
ログラム」の作成に取り組んでいます。
さらに、より多様な生き物が生息でき
る場所とするためには、現在も耕作が
続けられている水田や畑、耕作が放棄
された草地をどのようにモザイク状に
配置したらいいかについて検討し、そ
の管理の一端を来訪者にも担ってもら
う「保全型プログラム」として提供し
ていこうとしています。
　さらに、このような取り組みを進め
ていくために大切なことは、地域の人
たちに、身近な自然環境の保全につな
がる取り組みであることを理解しても
らうことに加え、都市部からの来訪者は、
自分たちとのふれ合いを求めており、
生活・文化を伝えたり農作物を提供す
ることが彼らの満足感につながること
を実感してもらうことと考えています。

中山間の耕作放棄地を自然体験
活動の場として活用するために
人類生態学研究室　本郷 哲郎・渡邉 　学・半田 さおり 環境生理学研究室　永井 正則・石田 光男・松本 　清・齋藤 順子・遠藤 淳子

まつもと さいとうまさのり じゅんこ えんどう じゅんこさやかいしだながい みつお

自然環境から
発生する音が脳の活動に与える影響

ほんごう てつろう わたなべ まなぶ はんだ

　自然環境の中で発生する音には、20 
kHz以上の超高周波数成分が含まれてい
ます。20kHz以上の超高周波数音は人
には聴こえませんが、人の脳の働きに
好ましい影響を与える可能性が最近指
摘されるようになってきました。わた
したちは、超高周波数音がどのような
自然環境から発生しているのか、自然
環境から発生した超高周波数音が人の
脳波にどのような影響を与えるのかを
調べました。
　まず、100kHzまでの音を収録でき
るマイクとレコーダーを持って、さま
ざまな場所に出かけて行きました。そ
の結果、森の中で木の葉が風で擦れ
る音や滝や流水から発生する音の中に
20kHz以上の超高周波数音が多く含ま
れていることがわかりました（図１）。
森の中では、青葉の葉擦れ音よりも、
枯葉が風に吹かれる時や枯葉を踏ん
で歩く時の音に超高周波数音が強く
現れました。滝の音にも超高周波数
音が多く含まれていました。一方、駐
車場などの人工物やコンクリート製
の建物の中では、超高周波数音を記

録することができません
でした。
　次に、自然環境中で録
音した音をそのまま人に
聴かせた場合と、そこか
ら20kHz以上の超高周波
数成分をフィルターを使
って除去した音を聴かせ
た場合とで、脳の活動に
差があるかどうかを、脳
波を指標にして調べまし
た（図２）。その結果、
図３に示すように超高周
波数成分を含む音を聴い
た時の方が、脳波のアル
ファ１成分が大きくなる
ことがわかりました。アルファ１成分
は、人の気分が落ち着いた時によく現
れると言われています。このことから、
自然環境から発生する超高周波数音に
は、人の気持ちを鎮める効果が期待で
きます。
　わたしたち環境生理学研究室では、
これまでに樹木の香りを嗅いだり、森
の中で安静に過ごしたりすることで、

気分が落ち着き、心臓の働きや粘膜の
免疫機能に好ましい影響が現れること
を示してきました。今回の実験により、
森の中の音を聴いたり、滝や流水の音
を聴くことで、同様の効果が得られる
可能性が出てきました。自然環境中の
音を活用した新たなストレス軽減法の
提案に結びつくよう、さらに実験を進
めていきたいと考えています。

図2　音響実験室での脳波測定の準備

図1　集落範囲（家屋・耕作地）の変遷 図2　野鳥公園周辺の耕作地の利用状況の変化（1976年と2001年の比較）
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図1　収録した自然音の周波数スペクトル
　　  青葉より枯葉の方が20kHz以上の超高周波数音が強く発生する（左図）。
　　  滝から発生する超高周波数音は、滝から40m離れると大きく減衰する（右図）。

図3　頭皮上でのアルファ1成分の分布
　　  20kHz以上の超高周波数音を8分間聴取
　　  することによって、赤および黄色で示した部
　　  位でアルファ1成分が増加したことを示す。
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●大変充実した時期でした。講義を受けた後レポートをま

とめるのに苦労しましたが、自分自身の学習には大変役

立ちました。新しい発見と驚き、同期の仲間との交流など、

一つひとつが大変よい経験となりました。

●受講を重ねるごとに、皆さんと親交を持つことができてとても嬉しく感じま

した。講師の先生や同期の方々から教えて頂くことや学ぶことも多く、卒

業してしまうと寂しい限りです。

●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

持って人に伝えていきたいと思っています。この2年間でクラスメートと親

しくなれたので、これからも交流していきたいと思います。

　昨年の11月6日（土）、「山梨環境カ

レッジ大学院」の7期生16名は、年間

11講座を受講して無事に全課程を修了

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・森林解説演習など幅広い視点から

環境について学習を深め、インタープ

リターとしての研修を積んできまし

た。今後2年間はリカレント教育とし

て研究所から様々な情報提供を行いま

す。自然解説の講師など職場や地域で

環境リーダーとしてのご活躍を祈念致

します。

　今年も、国際的な火山研究の第一人

者である当研究所所長の荒牧重雄東京

大学名誉教授が主催する「富士山自然

ガイド・スキルアップセミナー」が開

催されました。毎年、自然の魅力や不

思議を伝える自然解説（インタープリ

テーション）に役立ててもらおうと、

自然科学の基礎的情報を提供するため

に実施しています。今年は特別企画と

して、火山の専門家を講師としてお呼

びして系統的に講義を実施してきまし

た。参加者は講師との質疑応答をとお

して様々な疑問を解決できたことで、

有意義な学習機会となったことと思い

ます。

　自然解説員だけでなく、一般の人た

ちも富士山の自然について学習できる

絶好の機会です。富士山に関するフォ

ーラムやシンポジウムも年数回実施し

ています。研究所のホームページやや

まなしまなびネットでも紹介していま

す。また各地区の図書館や役場などに

もチラシを配布していますので、是非

ご利用ください。
修了生の
声

（抜粋）

山梨環境科学カレッジ大学院
―平成22年度　全日程修了―

※ 「山梨環境科学カレッジ大学院」について
　山梨環境科学カレッジを修了した人たちの中で、希望者が翌年のカレッジ大学院
　を受講することができます（定員15名）。
　みなさんも、まずは「環境科学カレッジ」を受講してみませんか？

平成22年度　富士山スキルアップセミナー

第 1 回 12／16（木） 「惑星地球と火山活動」

第 2 回 12／24（金） 「マグマと火山」

第 3 回  1 ／15（土） 「富士山の植物の特徴」

第 4 回  1 ／22（土） 「火山の噴火」

第 5 回  2 ／ 5 （土） 「火山噴出物と火山体」

第 6 回  2 ／19（土） 「火山としての富士山－1」

第 7 回  2 ／22（火） 「キッチン火山実験で学ぶ富士山」

第 8 回  2 ／26（土） 「富士吉田剣丸尾アカマツ林の二酸化炭素吸収量」

第 9 回  3 ／ 5 （土） 「火山としての富士山－2」
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もチラシを配布していますので、是非

ご利用ください。
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知床に行きました。
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『おこじょのやま』

トピック

新着図書
　本書は北アルプスに生息している

オコジョを追った写真絵本です。オ

コジョは山岳地帯に棲むイタチの仲

間で、単独で生活しています。狩り

が得意でノネズミなどを捕獲してい

ます。ときどき、山小屋にも現れます。

毛の色が季節によって異なり、夏は

毛の色が茶色、冬は白く変わります。

この本にはオコジョの様々な写真が

載っています。山小屋の薪に隠れた

姿や、水を飲む姿など貴重な写真も

たくさんあり、オコジョの魅力を存

分に味わえます。

　また、オコジョの生態を通して、

北アルプスの自然にも触れていま

す。雷鳥やクルマユリなど貴重な自

然の残る山岳地帯は、道路の開発と

それに伴う環境破壊だけではなく、

地球温暖化や登山者増加によるオー

バーユースなど様々な問題を抱えて

います。そうしたことから、オコジョ

の棲める場所もどんどん減ってき

ています。本書を読んでオコジョと

それを取り巻く問題を考えてみませ

んか。

　富士山の低周波地震群発から10年。

10周年となった昨年11月19日に、当

時を振り返り、研究者・防災行政担当

者など関係者を当研究所に招致して、

富士山に関する最近の研究成果、今後

の火山防災対策についての講演と一般

討論を行いました。

　今から10年ほど前の平成12年の秋、

富士山頂の北東側地下15km付近を震源

とする、きわめて特徴ある地震が数多

く発生しました。地震の規模は小さく、

体に感じることはありませんでしたが、

周期が長い振動で、火山学者の多くは、

地下のマグマの動きに関係があるので

はないかと考えました。

　富士山は、約300年前の宝永4年

（1707年）に大噴火をした後はきわめ

て静穏であり、富士山が活火山である

ことさえ忘れている人が多い状態でし

た。10年前のこの事件は、マスコミを

通じて相当の関心・不安を引き起こし

ました。低周波地震が活発化し、富士

山が活火山であることがにわかにクロ

ーズアップされるようになりましたが、

これを契機に、平成13年に国（内閣府）

を中心に「富士山火山防災協議会」が

発足し、ハザードマップをはじめとし

た防災対策の策定事業が進められまし

た。その結果、火山防災面では、富士

山麓に住む者にとって、10年前に比べ

はるかに安心できる組織・体制が構築

される状況になってきています。

　一方で、この低周波地震をきっかけ

に調査研究が集中的に実施され、富士

火山についての学術的知見が急激に進

歩・増大しました。これらの成果の多

くは、当研究所が平成19年3月に発行

した「富士火山」に収録され、研究者

を中心に一般にも広く周知されること

となりました。

　このたびのシンポジウムでは、当時

の苦労話やマスコミの反応などにも話

題が及び、参加者からの質疑も活発に

なされ、日本を象徴する富士火山なら

ではの、

各方面か

らの注目

度が再認

識されま

した。

　私の趣味は旅行です。普段から町歩

きや登山・観光旅行と色々な種類の旅

行に出かけます。昨年（2010年）の夏

は北海道知床半島に出かけました。

　数年前から北海道の広大な大地を満

喫したいと思っていたので、一週間の

休みをとり、自動車にテントを積み茨

城からフェリーに乗り北海道を目指し

ました。

　茨城を夕方出航すると翌日の13：30

に北海道苫小牧港到着です。

　苫小牧では近所の市場名物「ほっき

貝」のどんぶりを食べてみました。歯ご

たえがあり、甘くておいしかったです。

　食事の後は知床を目指し東に走りま

した。途中夕張市でメロンを食べて一

休み。日の暮れる頃士幌町という酪農

の町に到着し、早速テント泊をしまし

た。士幌町は冷涼な気候で心地よく寝

られました。

※写真はキャンプ場に泊まった際のも

　のです。

　道東の夏の夜明けは早く午前4時には

明るくなります。この日も１日かけて

東にドライブを楽しみ、夕方別海とい

う町のキャンプ場に宿泊しました。

　翌朝（山梨を出て4日目）、知床半島

に到着しました。知床の景色は世界遺

産に指定されるだけあってすばらしい

景色でした。世界遺産知床の特徴は知

床半島と沿岸の海域が一体となって世

界遺産に登録されているところです。

　最初に訪れたビジターセンターでは

ヒグマの剥製を見て大きさを実感しま

した。

　その他、ルサ・フィールドハウスと

いう別のビジターセンターでは、自然

に負荷をかけないように水道も無く自

動販売機も設置しないなど、色々な配

慮がされていることに感動しました。

　さらに奥知床に車を走らすと、海の

中に温泉が湧いていたり、見たことも

ない海鳥が飛んでいたり、普段の山梨

と違った情景に心癒されました。

　帰りは知床横断道路を抜け、知床峠

から日本百名山最北端の羅臼岳と海

に浮かぶ国後島を眺めました。羅臼岳

の頂上は雲に隠れていましたが、美し

い蝦夷の霊峰に一目惚れしてしまいま

した。

　次回は羅臼岳に挑戦してみたいと思

いつつ、山梨に帰ってきました。

シンポジウム
富士山の火山防災を考える
　　　　　 …低周波地震から10年

増田戻樹●写真

深山さくら●文

チャイルド本社●刊

苫小牧名物「ほっき丼」

士幌町のキャンプ場で1泊

知床の海を背景に1枚
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●昨年の夏は猛暑で、汗っかきの私は標

高1000mにある研究所でも暑さに苦しみ

ました。冬は日中の気温も氷点下という

ことが多々あり、冬の厳しさを実感してい

ますが、太陽に照らされた富士山の美し

い雪景色や澄み切った夜空に輝く星たち

がそれを和らげてくれています。四季折々

の富士山の雄大な姿は多くの人を物理的

にも精神的にも引き寄せる莫大なパワー

を持っているということを強く感じます。

我々もこのニューズレターを通して多くの

方々に環境科学研究所のことを知ってい

ただき、研究所へ足を運んでいただける

ように努めていきたいと思います。

（S.A.）

環境学習プログラム「環境教室」

環境学習指導者支援活動

幼児から大人まで、基礎的な環境学習が体験できる
プログラムです。（団体向け）
　開催日　毎日実施（休館日以外）
　時　間　1プログラム約50分（幼児は約30分）
　内　容　・自然観察学習　・映像学習
　　　　　・環境工作　・ネイチャーゲーム　など
　　　　　その他各種プログラムあります。

「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　指定3講座、選択講座2講座以上の全5講
　　　　　座以上を受講。
　申込期間　3/7（月）～4/15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、
　　　　　研究員などの専門的な講義を受講し、自
　　　　　然解説の力を身につけます。全10講座を
　　　　　受講。

研究所敷地内のアカマツ林の中を、スタッフが解説し
ながら散策します。森の成り立ちや動植物の特徴な
ど、自然の不思議を楽しんでください。
　期　間　春期　4/23, 24, 29, 30　5/1～8
　　　　　夏期　7/16, 17, 18, 23, 24, 30, 31
　　　　　　　　8/2～ 31（月曜日は休み）
　時　間　①10：00～　②11：00～
　　　　　③13：00～　④14：00～
　　　　　⑤15：00～ （各回約50分）

　実施日　6月11日（土）　13：15～16：30
　内　容　自然の仕組みや環境問題について、長年
　　　　　の研究の成果を資料を使ってわかりやす
　　　　　く解説するシンポジウムです。
　　　　　メインテーマ：「暑さ寒さと暮らしの科学」
　　　　　講師：薩本弥生氏（横浜国大准教授）
　　　　　　　　永井正則、宇野忠（研究員）

体験と講義を通して、自然とのかかわりを考える講座
です。
子ども森を楽しむ会
　・7月24日（日）　9：00～12：00
　・小中学生
森の染め物教室
　・9月17日（土）　13：30～16：00
　・小学生以上（中学生以下は保護者同伴）
おしゃれな花炭づくり
　・11月12日（土）　13：00～16：00
　・小学生以上（中学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（日）　13：00～16：00
　・小学生以上（中学生は保護者同伴）
おいしい水の秘密
　・2月5日（日）　13：00～16：00
　・小学生以上（中学生以下は保護者同伴）
きのこ植菌に挑戦
　・3月10日（土）　13：00～16：00
　・小学生以上（中学生以下は保護者同伴）
※全て申し込みは1ヶ月前から

山梨県の自然環境と人との関わりを様々な視点から
捉える観察会です。
春の自然と山野草観察会
　・5月22日（日）　9：00～12：00
野鳥観察会
　・6月4日（土）　8：00～11：30
富士山五合目植物観察会
　・8月6日（土）　9：00～16：00
富士山溶岩流観察会
　・8月28日（日）　9：00～16：40
秋の自然ときのこ観察会
　・10月1日（土）
　　9：00～12：00、13：00～16：00 
富士北麓自然観察会
　・10月22日（土）　9：00～12：00
※全て対象は小学生以上（中学生以下は保護者同伴）
※申込みは1ヶ月前から

環境問題の現状・人々の営み・自然の持つ素晴らしさ
などを取り上げた環境映像作品を上映します。
　実施日　8/13（土）, 14（日）, 20（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、様々な生物の世界や
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　4/16（土）～6/12（日）
　第2期　動物写真展　　7/2（土）～9/4（日）
　第3期　きのこ写真展　9/10（土）～11/13（日）
　第4期　富士山・火山写真展
　　　　　　　　　　　12/3（土）～2/29（水）

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1回（日曜日実施）（4/17, 5/15, 
　　　　　6/19, 7/17, 8/21, 9/18, 10/16, 
　　　　　11/20, 12/11, 1/15, 2/19, 3/4）
　時　間　午前10：30～、午後1：30～
　　　　　各約30分
　対　象　幼児～小学校低学年

●各イベント・事業は無料です。
●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（12/29～ 1/3）
　　　　　電気点検日（1/28）
●休館日以外は、毎日無料開館
　学習室、エントランス展示、情報センター、企画
　展等、いつでも無料で見学・ご利用いただけます。

森のガイドウォーク

やまなし環境映画会

企画展示

もりのおはなしかい～絵本読み聞かせ～

環境科学講座

環境体験講座

地域自然観察会情報イ ベ ン ト
平成23年度

発行・平成23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

出張講義
山梨県内各地へ出かけて、希望するテーマで講義
を行います。（詳細はホームページで確認してくだ
さい）
　http：//www.yies.pref.yamanashi.jp/
　＊要予約
施設提供
下記施設の貸し出しを行っています。
　・大ホール（約150名）  ・第1会議室（24名）
　・第2・3会議室（約50名）
　 ・研修室（80名）　他
　＊要予約

その他の事業


