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　自然が豊かであると言われる本県に
おいても、里地里山の荒廃が叫ばれる
ようになって久しいのですが、それに
伴い、そこに生息し普通に見られた生
き物達が著しく数を減らし、現在絶滅
危惧種になってしまった種類が少なく
ありません。今回、紹介するゴマシジミ
（写真１）というチョウも正にその代表
的な例と言えるでしょう。
　ゴマシジミは、日本では北海道、本
州、九州に局地的に分布していますが、
各地で個体数の減少が著しく、環境省
では絶滅危惧Ⅱ類に指定しています。
本県では、表紙のような富士山麓の広
大な半自然草原にも生息していますが、
我々は個体数が急減している県北西部
の里山の雑木林周辺に生息する本種を

調査してみました。調査は2004年から
開始し、2009年まで６年間継続しまし
た。その結果、本種成虫の発生消長や
生息場所の特性等が明らかになりまし
た。また、本種の幼虫の食草はワレモ
コウで、この草本の動態が本種生息の
鍵であることも分りました。
　先ず、調査を実施した生息域では、
調査した６年間に計10カ所の生息場所
を発見することができました（表１、
写真２）。その内、最も多かったのが「里
山林（二次林）の伐採地」（５カ所）で
した。次に多かったのは「高圧鉄塔沿
いの草刈・伐採地」（２カ所）でした。
残りは１カ所ずつで「伐採後の植林地」、
「林道沿いの空地」、「防火帯」でした。
これらの内、2009年の時点で、まだ成
虫の発生が確認できたのは「高圧鉄塔
沿いの草刈・伐採地」の１カ所のみで
あり、その他の生息場所は全て成虫の
発生が見られなくなってしまいました
（すなわち、生息集団の消滅）。
　表１の１番目の生息場所では、2003
年初期に里山林の一部が伐採され、
2004年そこに食草のワレモコウが自生
し、それにゴマシジミの雌成虫が産卵
しました（新たなゴマシジミの侵入）。
そして2005年には成虫が発生し、全部
で９個体が確認されましたが、2006年
には成虫の発生が急減し、１個体のみ
が確認され、2007年には全く成虫が確

認できませんでした（生息集団の消滅）。
すなわち、里山林の伐採地の生息場所
は、ゴマシジミにとって僅か数年の寿
命しか持ち合わせていないことが判明
したのです。
　これはいったいどういう理由による
のでしょうか？ゴマシジミの生息場所
が短命な理由は、伐採地の植生遷移の
進行に伴う薮化、低木林化にあると考
えられます。伐採地の場合、伐採した
翌年にはワレモコウが自生し、そこに
他地域から侵入したと考えられる雌成
虫が産卵するのが確認できましたが、
２年目にはススキ等他の植物の勢いが
増し、３年目には早くもワレモコウが
（他の植物との競争に負けて）消滅した
場所も確認できました。唯一、2009年
の時点でまだ成虫発生の見られた「高
圧鉄塔沿いの草刈・伐採地」は、毎年
鉄塔管理者による鉄塔沿いの草刈り、
伐採が実施されており、それがワレモ
コウの生育、引いては本種の生息継続
の理由になっていると考えられました。
　山梨県北西地域の本種の主要な生息
場所は里山林の伐採地です。しかし上
述のように、そこはゴマシジミにとっ
て非常に短命な生息場所となっていま
す。この調査を通じて、ゴマシジミが
生き延びていくためには、里山林の人
的管理（定期的な伐採と下刈り等）が
必須であることがよく分りました。
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きたはら まさひこ くらさわ え　り　こ とがわ まさこう　のあかつか えんどう じゅんこしん ただし

　生気象学研究室では2007年より甲府
盆地地域の夏季暑熱環境の実態を明ら
かにすることを目的とし、甲府盆地地
域の小学校約40校の百葉箱をお借りし
て気温および湿度の測定を行っていま
す （図１）。 測定期間は７月中旬から９
月中旬までの約２ヶ月間で、毎日10分
間隔で気温および湿度の自動測定を行
いました。
　近年、夏になると熱中症が大きな問
題となっていますが、 熱中症の発症に
は昼間の高温が大きく影響し, 山梨県に
おいては最高気温がおよそ33℃を超え
ると熱中症が急増することが明らかに
なっています。 2010年の県内における
熱中症による救急搬送者数は367人、
2011年は314人（5/30～10/2の合計速報
値）に上りました。一方、夜間に気温
が高くなるほど睡眠中に目が覚めてし
まう人の割合が増加し, 熱帯夜（最低気
温が25℃以上の夜）の増加が夏季の睡
眠環境を悪化させ, それによる睡眠障害
が熱中症の発症に影響しているという
報告もあります。そこで、甲府盆地地
域の気温データを用いて、夏季夜間の
暑熱環境の実態について検討しました。
　2008年から2010年の３年間測定を行
った小学校38校の気温データを用いて、
降水現象が観測されなかった日の午後
６時と午前５時の平均気温の分布図を
作成しました（図２）。午後６時
の分布図（図２（a））では甲府
市街地中心部と甲府盆地の中心
部（小瀬スポーツ公園周辺）に
高温域が確認できますが、午前
５時の分布図 （図２（b））では甲
府市街地中心部にのみ高温域が
残っています。「都市の中心部の
気温が郊外に比べて高い現象」
をヒートアイランド現象と呼び
ますが、この図から甲府盆地地

域において夜間のヒートアイ
ランド現象が確認できること
がわかります。
　さらに、甲府市街地中心部
にある新紺屋小学校と郊外に
ある石和西小学校での猛暑日
（最高気温が35℃以上の日）を
記録した日数と熱帯夜を記録
した日数を比較してみると、
猛暑日日数はそれぞれ34日、
42日なのに対して、熱帯夜日
数はそれぞれ31日、21日とな
りました。このことから、郊
外でも甲府市街地中心部と同
等かそれ以上に昼間は暑くな
りますが、夜になると甲府市街地中心
部では熱帯夜が多く、郊外では熱帯夜
が比較的少ないことがわかります。
　甲府市街地中心部に朝方まで高温域
が残り、夜間のヒートアイランド現象
が形成される要因は、以下のように考
えられます。市街地中心部の地表面状
態はアスファルト舗装やコンクリート
の建物が多いため、日中は太陽からの
エネルギーを蓄えやすく、夜間はその
エネルギーを放出しにくくなっていま
す。従って、夜間になっても気温が下
がりにくいため朝方まで市街地中心部
に高温域が維持されると考えられます。
一方、郊外（小瀬スポーツ公園周辺）

の地表面状態はアスファルト舗装やコ
ンクリートの建物が比較的少ないため、
夜になると放射冷却等により気温が下
がり、朝方にははっきりとした高温域
が消滅すると考えられます。
　最後に、甲府盆地地域における気温
測定データの解析から、甲府市街地中
心部には朝方まで島状の高温域が存在
し、甲府盆地において夜間のヒートアイ
ランド現象が発生していることを確認
することができました。今後も甲府盆
地地域の暑熱環境の実態を明らかにす
るとともに、その成果を熱中症の予防
対策やヒートアイランド現象の緩和対
策に役立てていきたいと考えています。

 生息場所タイプ 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 合  計
1. 里山林伐採地a 食草初確認 9 1 0（消滅）   10
2. 里山林伐採地b 伐採 食草初確認 7 3 0（消滅）  10
3. 里山林伐採地c 伐採 食草初確認 12 25 1 0（消滅） 38
4. 里山林伐採地d 3 6 2 0（消滅）   11
5. 里山林伐採地e 1 1 2 0（消滅）   4
6. 高圧鉄塔付近
 草刈・伐採地a 5 10 18 8 13 3 57

7. 高圧鉄塔付近
 草刈・伐採地b 未調査 未調査 未調査 2 1 未調査 3

8. 林道沿い空地 2 1 0（消滅）    3
9. 防火帯 未調査 1 0（消滅）    1
10. 伐採後植林地 11 3 0（消滅）    14

表1 調査した6年間に発見できた生息場所のタイプとそこにおけるゴマシジミの発生消長。
　   数字は確認できた成虫の個体数を示す。

図2 降水現象が観測されなかった日の平均気温分布図

写真1 確認できたゴマシジミの成虫
　　 （環境省指定レッドリスト種）

写真2 ゴマシジミの生息場所
　　 （里山林の伐採地）

図1 百葉箱を利用した気温測定点

（a）午後6時 （b）午前5時
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3. 里山林伐採地c 伐採 食草初確認 12 25 1 0（消滅） 38
4. 里山林伐採地d 3 6 2 0（消滅）   11
5. 里山林伐採地e 1 1 2 0（消滅）   4
6. 高圧鉄塔付近
 草刈・伐採地a 5 10 18 8 13 3 57

7. 高圧鉄塔付近
 草刈・伐採地b 未調査 未調査 未調査 2 1 未調査 3

8. 林道沿い空地 2 1 0（消滅）    3
9. 防火帯 未調査 1 0（消滅）    1
10. 伐採後植林地 11 3 0（消滅）    14

表1 調査した6年間に発見できた生息場所のタイプとそこにおけるゴマシジミの発生消長。
　   数字は確認できた成虫の個体数を示す。

図2 降水現象が観測されなかった日の平均気温分布図

写真1 確認できたゴマシジミの成虫
　　 （環境省指定レッドリスト種）

写真2 ゴマシジミの生息場所
　　 （里山林の伐採地）

図1 百葉箱を利用した気温測定点

（a）午後6時 （b）午前5時
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県内の生ごみ処理方法の
適正化について

ともかずもり りょうへいう え の

　現在、生ごみや食品加工廃棄物、農
産廃棄物などのいわゆる「廃棄物系バ
イオマス」のリサイクルや適正な処理
が、廃棄物排出量を減らすことだけで
なく、地球温暖化の抑制にもつながる
として、本県でも廃棄物系バイオマス
の利活用に関する施策や事業の展開が
検討されています。
　本研究室では、これまで山梨県内に
おいて発生する生ごみや家畜の糞、ブ
ドウかすなどの廃棄物系バイオマスを、
その特性を活かしたリサイクルや適正
な処理を行うことで環境への影響がど
うなるのかということを検討してきま
した。その結果、多くの場合、廃棄物
系バイオマスを焼却処理するよりも、
堆肥化やメタン化などのリサイクル処
理を行ったほうが、環境への影響が小
さくなることがわかってきました。
　しかし、地域によって廃棄物系バイ
オマスの排出量や処理方法、収集運搬
の状況が異なるので、一概に堆肥化や

メタン化などのリサイクル処理を行え
ば環境への影響が抑えられるとは限り
ません。リサイクルをするために新た
なエネルギーを費やしたり、新たなリ
サイクル施設を建設するなどして環境
への影響が大きくなってしまうことも
考えられます。
　そこで、環境への影響を低減できる
かどうかを判断するために、環境影響
を具体的な数値として表し、比較評価
することができるLCA手法などを用い
て、廃棄物系バイオマスの様々な処理
方法をモデル化し、環境影響を評価す
る研究を行っています。
　本研究では、県内各地において現在稼
働しているごみ処理施設について、現状
の処理方法をモデル化するために、処理
方法や使用資源・物質、排出物などにつ
いてアンケートによる調査を行いまし
た。調査内容の一部を表１に示します。
　これらの調査データを基に、LCA手
法を用いた環境影響評価に適用するた

めのインベントリデータ（ごみ処理施
設を１年間稼働した時の資源・エネル
ギー消費量や排出環境負荷物質量（大
気汚染物質量、水質汚染物質量、廃棄
物量など））を作成し、さらに影響の大
きさの異なる環境負荷物質に、その効
果に応じた重みを与えて、環境影響領
域ごとに環境負荷の量を集計します。
評価する環境影響領域は、地球温暖化・
酸性化・光化学オキシダント・廃棄物
排出量・エネルギー消費量としました。
表２は、あるごみ焼却処理施設の環境
負荷の量です。ごみを焼却するため
CO₂排出量が多いですが、一方でごみ
発電や余熱の有効利用などでエネルギ
ーを生み出すことで環境への負荷を軽
減している面もあります。
　このような環境影響データの収集と、
モデル化したごみ処理プロセスによる
環境影響シミュレーションを行うこと
で、人や環境への影響を数値として算
出することができるようになります。
本研究ではこのような手法を用いて、
これから県内のごみ処理施設の集約化、
収集の広域化が進む中で、どのような
ごみの処理方法を行えばより環境影響
が少なくなるかということを環境面か
ら評価し、県の施策に役立てていきた
いと考えています（図１）。

　年に１回、当研究所の研究内容や成

果を発表する山梨県環境科学研究所研

究発表会2011が、「山梨の人と自然の

共生をめざして：開所から15年目を

むかえて」をテーマにして、10月29日

（土）に県立文学館研修室で開催されま

した。発表会は多くの県民の方々のご来

場を頂く中、口頭発表3題、ポスター発

表13題の計16題の研究テーマについて

発表し、活発な討論が行われました。

　前段で行われた口頭発表では、比較

的県民生活に直結するような研究課題

を集め、県内地下水の循環システムの

解明（地球科学研究室）、甲府盆地の

夏季暑熱環境とヒートアイランド現象

（生気象学研究室）、県内の生ごみ処理

方法の適正化（環境資源学研究室）の

3題について講演しました。講演終了

後の質疑のコーナーでは、会場から活

発な質問が寄せられ、環境問題に対す

る県民の方々の関心の高さを伺い知る

ことができました。

　後段では、当所の全9研究室で実施

している研究内容について、ポスター

発表を行いました。ポスター発表は、

研究者と聴講者の間で、直接質疑等を

やりとりしながら内容について理解で

きる利点があり、各ポスターの前では、

研究者と聴講頂いた方々との間で活発

な討論が繰り返されておりました。

　研究発表会は県民の皆様に当所の研

究内容・成果を知って頂く大切な機会

なので、次年度以降も継続して実施し

ていきたいと考えております。

国際シンポジウム2011

バナジウムと健康
　薬としてバナジウムを研究している米

国のGail Willsky博士と中国のWenjun 

Ding博士、並びにバナジウムを含む

富士山の地下水飲用の効果を人で研究

している日本薬科大学の渡邉泰雄教授

と（株）大塚製薬の今田拓磨研究員の

合計4名の研究者をお招きし、2011

年11月26， 27日の両日、「バナジウム

と健康」をテーマに国際シンポジウム

を開催しました。

　１日目は、Willsky博士、Ding博士、

渡邉教授、並びに環境科学研究所の長

谷川主任研究員が講演を行いました。

日本、中国、米国、インドネシアの4カ

国の研究者が、英語で研究発表と密度

の濃い議論を行いました。バナジウム

の影響は、大量投与、少量投与のいず

れの場合も、血糖値よりはむしろ脂質

代謝に現れやすいことが見えてきまし

た。また、人の個人差や実験動物の個

体差・系統差に着目することの重要性

も認識されました。

　2日目は一般向け講演会で、環境科学

研究所の瀬子研究管理幹が、富士山の

地下水のバナジウムに関する説明と研

究者会議の報告をした後、渡邉教授、

今田研究員、長谷川主任研究員がそれ

ぞれ講演を行いました。富士山の地下

水の飲用が人の健康に何らかの影響を

及ぼす可能性が示唆されましたが、いず

れの講演者も研究成果の解釈や一般化

には慎重でした。また、健康の維持・

増進には、まずはバランスの良い食生

活と適度な運動が重要であることも言

及されました。参加者からの質問も多

く、活発な議論が行われました。

　人の健康に対するバナジウムの影響

については、まだまだ未知の部分があ

ります。さらなる研究の必要性が認識

されました。2日間とも和気藹々とした

雰囲気の中にも活発で厳しい議論が行

われ、実りあるシンポジウムでした。

※本シンポジウムのプログラムは、以下のURLを
　ご覧下さい。
　http://www.yies.pref.yamanashi.jp/is/is2011/
　is2011.html

山梨県環境科学研究所
研究発表会2011

しょねつか　き

たいひ

表1 ごみ処理施設の調査項目

基本情報

●施設の稼動量（処理量の上限・下限） 

●施設の耐用年数 

●稼働時間（年間稼動日数、日稼働時間）

物質収支データ

●資源・エネルギー・資材

●処理物（可燃ごみ、生ごみなど）

●中間製品・主要製品

●副産物・廃棄物

環境負荷データ

●枯渇性資源

●大気圏への排出物（CO₂、NOx、SOxなど） 

●水圏への排出物（COD、T-Nなど） 

●陸圏への排出物（処理済み廃棄物など）

コストデータ 

●固定費（施設、設備機器などの導入費） 

●変動費（電力料、燃料費、輸送費など） 

●収益（販売価格） 

 インパクトカテゴリ 影響物質量 単　位 評価する内容

地球温暖化 13,400,000 kg-CO₂ 赤外線放射強制力

酸性化 -17,900 kg-SO₂ 沈着を考慮したプロトン量

光化学オキシダント 41.7457 kg-C₂H₄ 気象条件を考慮した発生量

廃棄物 2,730.0000 ㎥ 処分場に占める容積

エネルギー消費 -135,000,000 MJ 発熱量

研究者会議（1日目）

一般向け講演会（2日目）
表2 環境影響領域ごとの環境負荷の集計

図1 これからのごみ処理の変化と適正処理シナリオの検討

人口、ごみ排出量の変化

施設稼働状況の変化
広域化による

ごみ搬送状況の変化

ごみ処理広域化が進むなかで、将来的に
●生ごみも一般廃棄物と同様に焼却するシナリオ
●生ごみを分別してリサイクルするシナリオ
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県内の生ごみ処理方法の
適正化について

ともかずもり りょうへいう え の

　現在、生ごみや食品加工廃棄物、農
産廃棄物などのいわゆる「廃棄物系バ
イオマス」のリサイクルや適正な処理
が、廃棄物排出量を減らすことだけで
なく、地球温暖化の抑制にもつながる
として、本県でも廃棄物系バイオマス
の利活用に関する施策や事業の展開が
検討されています。
　本研究室では、これまで山梨県内に
おいて発生する生ごみや家畜の糞、ブ
ドウかすなどの廃棄物系バイオマスを、
その特性を活かしたリサイクルや適正
な処理を行うことで環境への影響がど
うなるのかということを検討してきま
した。その結果、多くの場合、廃棄物
系バイオマスを焼却処理するよりも、
堆肥化やメタン化などのリサイクル処
理を行ったほうが、環境への影響が小
さくなることがわかってきました。
　しかし、地域によって廃棄物系バイ
オマスの排出量や処理方法、収集運搬
の状況が異なるので、一概に堆肥化や

メタン化などのリサイクル処理を行え
ば環境への影響が抑えられるとは限り
ません。リサイクルをするために新た
なエネルギーを費やしたり、新たなリ
サイクル施設を建設するなどして環境
への影響が大きくなってしまうことも
考えられます。
　そこで、環境への影響を低減できる
かどうかを判断するために、環境影響
を具体的な数値として表し、比較評価
することができるLCA手法などを用い
て、廃棄物系バイオマスの様々な処理
方法をモデル化し、環境影響を評価す
る研究を行っています。
　本研究では、県内各地において現在稼
働しているごみ処理施設について、現状
の処理方法をモデル化するために、処理
方法や使用資源・物質、排出物などにつ
いてアンケートによる調査を行いまし
た。調査内容の一部を表１に示します。
　これらの調査データを基に、LCA手
法を用いた環境影響評価に適用するた

めのインベントリデータ（ごみ処理施
設を１年間稼働した時の資源・エネル
ギー消費量や排出環境負荷物質量（大
気汚染物質量、水質汚染物質量、廃棄
物量など））を作成し、さらに影響の大
きさの異なる環境負荷物質に、その効
果に応じた重みを与えて、環境影響領
域ごとに環境負荷の量を集計します。
評価する環境影響領域は、地球温暖化・
酸性化・光化学オキシダント・廃棄物
排出量・エネルギー消費量としました。
表２は、あるごみ焼却処理施設の環境
負荷の量です。ごみを焼却するため
CO₂排出量が多いですが、一方でごみ
発電や余熱の有効利用などでエネルギ
ーを生み出すことで環境への負荷を軽
減している面もあります。
　このような環境影響データの収集と、
モデル化したごみ処理プロセスによる
環境影響シミュレーションを行うこと
で、人や環境への影響を数値として算
出することができるようになります。
本研究ではこのような手法を用いて、
これから県内のごみ処理施設の集約化、
収集の広域化が進む中で、どのような
ごみの処理方法を行えばより環境影響
が少なくなるかということを環境面か
ら評価し、県の施策に役立てていきた
いと考えています（図１）。

　年に１回、当研究所の研究内容や成

果を発表する山梨県環境科学研究所研

究発表会2011が、「山梨の人と自然の

共生をめざして：開所から15年目を

むかえて」をテーマにして、10月29日

（土）に県立文学館研修室で開催されま

した。発表会は多くの県民の方々のご来

場を頂く中、口頭発表3題、ポスター発

表13題の計16題の研究テーマについて

発表し、活発な討論が行われました。

　前段で行われた口頭発表では、比較

的県民生活に直結するような研究課題

を集め、県内地下水の循環システムの

解明（地球科学研究室）、甲府盆地の

夏季暑熱環境とヒートアイランド現象

（生気象学研究室）、県内の生ごみ処理

方法の適正化（環境資源学研究室）の

3題について講演しました。講演終了

後の質疑のコーナーでは、会場から活

発な質問が寄せられ、環境問題に対す

る県民の方々の関心の高さを伺い知る

ことができました。

　後段では、当所の全9研究室で実施

している研究内容について、ポスター

発表を行いました。ポスター発表は、

研究者と聴講者の間で、直接質疑等を

やりとりしながら内容について理解で

きる利点があり、各ポスターの前では、

研究者と聴講頂いた方々との間で活発

な討論が繰り返されておりました。

　研究発表会は県民の皆様に当所の研

究内容・成果を知って頂く大切な機会

なので、次年度以降も継続して実施し

ていきたいと考えております。

国際シンポジウム2011

バナジウムと健康
　薬としてバナジウムを研究している米

国のGail Willsky博士と中国のWenjun 

Ding博士、並びにバナジウムを含む

富士山の地下水飲用の効果を人で研究

している日本薬科大学の渡邉泰雄教授

と（株）大塚製薬の今田拓磨研究員の

合計4名の研究者をお招きし、2011

年11月26， 27日の両日、「バナジウム

と健康」をテーマに国際シンポジウム

を開催しました。

　１日目は、Willsky博士、Ding博士、

渡邉教授、並びに環境科学研究所の長

谷川主任研究員が講演を行いました。

日本、中国、米国、インドネシアの4カ

国の研究者が、英語で研究発表と密度

の濃い議論を行いました。バナジウム

の影響は、大量投与、少量投与のいず

れの場合も、血糖値よりはむしろ脂質

代謝に現れやすいことが見えてきまし

た。また、人の個人差や実験動物の個

体差・系統差に着目することの重要性

も認識されました。

　2日目は一般向け講演会で、環境科学

研究所の瀬子研究管理幹が、富士山の

地下水のバナジウムに関する説明と研

究者会議の報告をした後、渡邉教授、

今田研究員、長谷川主任研究員がそれ

ぞれ講演を行いました。富士山の地下

水の飲用が人の健康に何らかの影響を

及ぼす可能性が示唆されましたが、いず

れの講演者も研究成果の解釈や一般化

には慎重でした。また、健康の維持・

増進には、まずはバランスの良い食生

活と適度な運動が重要であることも言

及されました。参加者からの質問も多

く、活発な議論が行われました。

　人の健康に対するバナジウムの影響

については、まだまだ未知の部分があ

ります。さらなる研究の必要性が認識

されました。2日間とも和気藹々とした

雰囲気の中にも活発で厳しい議論が行

われ、実りあるシンポジウムでした。

※本シンポジウムのプログラムは、以下のURLを
　ご覧下さい。
　http://www.yies.pref.yamanashi.jp/is/is2011/
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山梨県環境科学研究所
研究発表会2011

しょねつか　き

たいひ

表1 ごみ処理施設の調査項目

基本情報

●施設の稼動量（処理量の上限・下限） 

●施設の耐用年数 

●稼働時間（年間稼動日数、日稼働時間）

物質収支データ

●資源・エネルギー・資材

●処理物（可燃ごみ、生ごみなど）

●中間製品・主要製品

●副産物・廃棄物

環境負荷データ

●枯渇性資源

●大気圏への排出物（CO₂、NOx、SOxなど） 

●水圏への排出物（COD、T-Nなど） 

●陸圏への排出物（処理済み廃棄物など）

コストデータ 

●固定費（施設、設備機器などの導入費） 

●変動費（電力料、燃料費、輸送費など） 

●収益（販売価格） 

 インパクトカテゴリ 影響物質量 単　位 評価する内容

地球温暖化 13,400,000 kg-CO₂ 赤外線放射強制力

酸性化 -17,900 kg-SO₂ 沈着を考慮したプロトン量

光化学オキシダント 41.7457 kg-C₂H₄ 気象条件を考慮した発生量

廃棄物 2,730.0000 ㎥ 処分場に占める容積

エネルギー消費 -135,000,000 MJ 発熱量

研究者会議（1日目）

一般向け講演会（2日目）
表2 環境影響領域ごとの環境負荷の集計

図1 これからのごみ処理の変化と適正処理シナリオの検討

人口、ごみ排出量の変化

施設稼働状況の変化
広域化による

ごみ搬送状況の変化

ごみ処理広域化が進むなかで、将来的に
●生ごみも一般廃棄物と同様に焼却するシナリオ
●生ごみを分別してリサイクルするシナリオ
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なぜ「烏」という漢字は
「鳥」より一本足りないの？
生き物の漢字がすぐ覚えられ、生き物の神秘も発見できるオススメ本

環境情報センターの

　皆さんはもし「生き物の名前を漢字で思いつく限り書け」

という問題が出たらいくつ思いつくでしょうか。日本では

松などの樹木から昆虫類、鳥類や哺乳類までありとあらゆ

る生き物に漢字が当てられています。

　生き物に当てた漢字にはそれぞれの生態に基づいた字

が使われています。その漢字から生き物と人間の関係や

生態を解説しているのが本書です。

　「どうして松はめでたい」のか、「カラスに当てられた

漢字『烏』が『鳥』より一本線が足りないわけ」とは

なにか、「カツオが『鰹』と表現されている理由」など、

興味深い話がたくさん載っています。

　本書を読んで漢字の成り立ちから、生き物の意外な一面

を学んでみてはいかがでしょうか。

　8月7日（日）に研究室公開を行ない

ました。昨年度までは、研究室単位で

イベントを企画していましたが、本年

度は、3～4研究室が総合的なテーマ

で体験型のイベントを企画しました。

　「水の不思議　その性質とはたらき」

では、雨水の行方、地下水が流れる環

境によって味が違ってくること、体内

に入った水のはたらきなどについて、

利き水体験なども含めて紹介しまし

た。「様々なスケールで見る自然　顕

微鏡から人工衛星」では、宇宙から見

た地球の姿を展示する一方で、植物の

茎の構造をその場で作成した顕微鏡標

本を用いて観察できるようにしまし

た。これらの企画は、比較的大きなス

ペースを必要とするため、本館棟ホー

ルで行ないました。研究棟では、人工

気象室を使った体験型イベントなど4

件を行ないました。

　本館棟ホールと研究棟とを連携させ

るため、9研究室が普段から研究棟に

展示している研究成果紹介のポスター

の内容をヒントとしてクイズラリーを

行ない、9問すべてに正解した参加者

には研究室で作成した記念品を差し上

げました。来訪者は、180名を超えま

した。研究所を訪れるのは初めてとい

う人も多かったですが、研究員と直接

話をするのを楽しみに、毎回研究室公

開に来ているという人も見られました。

研究室公開2011
環境研まつり

蓮実 香佑●著　　主婦の友社●出版

通信

マツ
ボックリ

　環境学習の一環として、本年度も

様々な講座やイベントを実施しまし

た。専門のスタッフが解説しながら

参加者と一緒に自然観察や体験活動

を行うので、今まで気づかなかった

神秘的な自然の営みやその雄大さと

美しさ等、数多くの発見や感動があ

りました。

　次年度もいろいろイベントを計画し

ています。皆さんも是非一度、体験し

てみてください。きっと新しい発見と

感動が待っています。

自然との触れ合い・
新たな発見と感動の瞬間
－大盛況！盛りだくさんのイベント－

※平成24年度の事業予定は、イベント情報欄をご覧ください。・各講座とも参加費は無料です。詳細についてはお問い合わせください。

●写真がとても鮮明でした。また、資料の中

の解説がとても役立ちました。（写真展）

●外を歩くことは気持ちがいい。知らなかっ

たことや、間違っていた草花を知ることが

できてよかった。（春の自然と山野草観察会）

●自然を使ったら楽しく遊べるということがわかった。今度

木の名前のことが知りたい。（子ども森を楽しむ会）

●鳥たちの声を聞き自然っていいなと思い、よい時間を作っ

ていただいた。(野鳥観察会)

●まだまだ貴重な植物をたくさん見られたのでよい観察

会に参加できた。この植物を次世代に長く伝えるため、

人災がないように心して努めたいと思う。（富士山五合目

植物観察会）

●標高、場所の違いで様々な溶岩があ

ることを実感できた。（富士山溶岩流

観察会）

●きのこの種類があまりわかっていな

いことに驚いた。自然を大事にして、

きのこが生えるような豊かな森をつ

くらなければならないのだと改めて

感じた。（秋の自然ときのこ観察会）

●様々な動物や鳥たちが森の中にたくさんいるのに、気づ

かないことが多いので、意識して自然を観察したいと思

う。（富士北麓自然観察会）

●白いハンカチが、自分だけの色と模様にできたことが嬉

しかった。（森の染め物教室）

参加者の
感 想

富士山溶岩流観察会

木の香りのキャンドルづくり

子ども森を楽しむ会

研究棟でのイベント風景

本館棟でのイベント風景

富士山五合目植物観察会

おしゃれな花炭づくり

秋の自然ときのこ観察会

きのこ写真展

森の染め物教室
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　先日ベネチアングラスの展覧会を見

てきました。ガラス製品展示の美麗さ

はもちろん、その発祥の地ムラーノ島

を起点にした発展、技術流出、衰退と

復活の歴史がよくわかる構成でした。

展示の中には持ち手を中空にして軽

量化し、当時のガラス税を節税する工

夫が垣間見える品も。税金と言えば、

国で被災地復興の増税が検討される

中、山梨県では来年度から森林環境

税が導入されます。地域の森林保全に

活用されることを期待しましょう。

（S.M）
発行・平成24年3月

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　午前　9：30～ 12：00
　　　　　午後　1：00～ 3：30
　　　　　＊1プログラム約50分、幼児は約30分
　　　　　　（実施時間は要相談）
　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　県内の高校生以上（定員40名程度）
　内　容　環境に関して興味や関心を高めるために
　　　　　全5講座を受講します。
　申込期間　3/1（木）～4/10（火）
「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。
「出張講義」
　研究員や環境教育スタッフが出張講義を行います
　（無料）。研究所のホームページに講義テーマ一覧
　があります。（他のテーマも可）
　http：//www.yies.pref.yamanashi.jp/

　研究所敷地内の森の中を歩きながら、溶岩の上に
出来た森の成り立ちや動植物の特徴などを観察し
ます。スタッフが解説します。
　期　間　春期　4/21, 22, 28, 29, 30　5/1～6
　　　　　夏期　7/14, 15, 16, 21, 22, 28, 29
　　　　　　　　8/2～31 （水曜日は休み）
　時　間　①10：00～　②11：00～　③13：00～
　　　　　④14：00～　⑤15：00～（各回約50分）

　実施日　5月26日（土）　13：15～ 16：30
　内　容　自然環境や環境問題について資料を基に
　　　　　考え、日々の生活に役立てるためのシン
　　　　　ポジウムです。
　テーマ　「利用者がのぞむことから
　　　　　　　　　　　自然公園の管理を考える」
　講　師　番匠克二氏（環境省）　山本清龍氏（岩手
　　　　　大学）　本郷哲郎（環境科学研究所）

　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20日（日）　9：00～12：00
野鳥観察会
　・6月9日（土）　8：00～11：30
富士山五合目植物観察会
　・8月4日（土） ・8月8日（水）　9：00～16：00
富士山溶岩流観察会
　・8月25日（土）　9：00～16：40
秋の自然ときのこ観察会
　・10月6日（土） 9：00～12：00、13：00～16：00
富士北麓自然観察会
　・10月20日（土）　9：00～11：40
※対象は全て県内の小学生以上（中学生以下は保護
　者同伴）
※申込みは1ヶ月前から

　体験と講義を通して、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
　・7月29日（日）　9：00～ 12：00
　・県内の小中学生
森の染め物教室
　・9月15日（土）　13：30～ 16：00
　・県内の小学生以上（中学生以下は保護者同伴）
おしゃれな花炭づくり
　・11月10日（土）　13：00～ 16：00
　・県内の小学生以上（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16日（日）　13：00～ 16：00
　・県内の小学生以上（中学生以下は保護者同伴）
おいしい水の秘密
　・2月3日（日）　13：00～ 16：00
　・県内の小学生以上（中学生以下は保護者同伴）
きのこ植菌に挑戦
　・3月9日（土）　13：00～ 16：00
　・県内の小学生以上（中学生以下は保護者同伴）
※申し込みは全て1ヶ月前から

　環境問題や動植物の特徴など、自然と私たちの関
係をテーマとした映像を上映します。
　実施日　5/20（13：30～）　7/29（13：30～）
　　　　　9/9（9：30～･13：30～）
　　　　　12/2（9：30～･13：30～）
　　　　　1/13（9：30～･13：30～）
　　　　　2/17（9：30～･13：30～）

　「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。
Ⅰ　山野草写真展　　　 　4/14（土）～6/10（日）
Ⅱ　動物写真展　　　　 　7/7（土）～9/2（日）
Ⅲ　きのこ写真展　　 　　9/8（土）～11/11（日）
Ⅳ　剣丸尾の自然写真展　12/1（土）～1/14（月）
Ⅴ　富士山・火山写真展　1/17（木）～3/17（日）

　絵本の読み聞かせや森の観察などを通して自然と
触れ合いながら興味や関心を伸ばします。
　実施日　毎月1回（日曜日実施）（4/15, 5/13, 
　　　　　6/24, 7/15, 8/19, 9/23, 10/14, 
　　　　　11/18, 12/9, 1/20, 2/10, 3/3）
　時　間　午前10：30～、午後2：00～
　　　　　各約30分
　対　象　幼児～小学校低学年
＊その他に折り紙教室や上映会も行います。

●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、いつでも無料でご利用いただけます。）

森のガイドウォーク
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施設提供　＊要予約
　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40名） ・研修室（80名）  他
情報センター貸し出し
　環境関係の書籍、視聴覚資料が約2万点。
　・個人　書籍：2週間　視聴覚：1週間
　・団体　1ヶ月間
備品貸出：1ヶ月間
　・紙漉セット、炭焼き窯、顕微鏡、他

その他


