


からの実質的なCO2吸収

量です。また土壌呼吸量

から根の呼吸量を差し引

いたものは微生物呼吸

（土壌中有機物の分解）に

よる土壌から大気への実

質的なCO2排出量で、こ

の吸収量と排出量のバラ

ンスによって生態系全体

でのCO2吸収能力が決定

するのです。剣丸尾アカ

マツ林での2000年の観測

データを見ると、純一次

生産量（1）は5 .4トン

（炭素量に換算した森林１

ヘクタールあたりの１年

間の量）で、土壌呼吸量

（3）は4.0トン（根の呼吸量（4）は約1.8

トン）と推定されました。剣丸尾アカマ

ツ林は同じ気候帯の落葉樹林（ブナやミ

ズナラの林）に比べて、純一次生産量が

高い上に土壌呼吸量は半分程度しかない

ため、結果的に１年間で5.4－（4.0－1.8）

=3.2トンもの炭素を吸収していることが

分かりました。

皆さんは、吸収した3.2トンの炭素は樹

木がどんどん大きくなることにより植物

体として蓄積されたと思われるかも知れ

ません。しかし植物の純一次生産は植物

体を作ると同時に、その一部は落葉や落

枝として土壌へと供給されます。例えば

剣丸尾アカマツ林においては5.4トンの純

一次生産量のうち3.9トンは枯死・脱落し

て土壌へと供給された炭素量（2）です。

微生物呼吸量（5）が4.0－1.8＝2.2トン

ですから、土壌中への炭素供給量（2）

3.9トンと土壌中の炭素分解量（5）2.2ト

ンの差が1年間に土壌中に蓄積した炭素

量となります。すなわちアカマツ林での

3.2トンの実質的な炭素吸収量のうち1.5

トンが植物体に、1.7トンが土壌中に蓄積

したことになるのです。剣丸尾アカマツ

林は火山噴火後のまだ若い生態系である

ために土壌微生物のエサとなる土壌中有

機物量が少なく、結果的に土壌呼吸量が

小さいので通常の森林生態系に比べて土

壌中への炭素蓄積量が多いことが特筆す

べき点です。

また最新の研究成果では、森林のCO2

吸収量は年によって驚くほど大きく変動

することが分かってきました。これが植

物の活性低下によるのか微生物の活性上

昇によるのか（あるいは両方か）、剣丸

尾アカマツ林でも長期的な研究が非常に

大事なのです。

2001年３月のニューズレター（Vol.4,

No.4）において、地球温暖化ガスである

二酸化炭素（CO2）の吸収量を剣丸尾ア

カマツ林で調査していることを紹介しま

した。アカマツ林のCO2吸収量について

３年分のデータが現在までに蓄積してお

り、地球温暖化防止に対する森林の役割

について今回は最新のデータに基づいて

報告します。

前回書きましたように森林生態系全体

でのCO2吸収量は以下の式で表せます。

純一次生産量とは植物全体による大気

剣丸尾アカマツ林における2000年1年間の炭素の動き。数値は1年
間での森林1ヘクタール当たりの炭素量（トン）で、この森林では
1年間に植物体中に1.5トン、土壌中に1.7トンの炭素が蓄積して、
結果的に森林全体で3.2トンの炭素を空気中から吸収している。

剣丸尾アカマツ林

森林生態系の
二酸化炭素吸収能力を調べるⅡ

■植物生態学研究室
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剣丸尾アカマツ林は
地球温暖化防止に役立っているのか？

生態系のCO2吸収量
＝

純一次生産量 －（土壌呼吸量 － 根の呼吸量）



特定研究「高原地域の環境が人の心と

体に与える効果に関する研究」から、運

動と活性酸素に関する実験を紹介しま

す。海抜1000メートル地帯の環境は、人

にやさしいと言われています。しかし、

このことを科学的に示したデーターはほ

とんどありません。そこで、高原で散策

したり運動したりすることが人の気分や

体のはたらきに与える効果を、具体的に

示すことを目指しました。

今回話題にする活性酸素とは、体内で

発生する酸化力の強い酸素のことです。

身近な例では、薬局で売っ

ているオキシフル（過酸化

水素）の消毒作用は、過酸

化水素から発生する活性酸

素の酸化力のためです。活

性酸素は、白血球が体内に

侵入した細菌などを除去す

る時にも使われますが、細

胞や遺伝子を傷害して老化

を早めたり、癌を引き起こ

したりする可能性もありま

す。運動中の筋肉は大量に

酸素を必要とします。その

ため、運動中の人が空気から摂取する酸

素は、通常の20倍以上になることもあり

ます。酸素の摂取量が増えれば、活性酸

素の発生量も多くなり、酸化ストレスが

増大した状態になります。

低地とは酸素濃度が異なる高原で運動

した時の酸化ストレスを、低地で運動し

た場合と比較しました。実験は、山梨大

学教育人間科学部の小山勝弘助教授と共

同で行いました。被験者は男子学生13名

で、山梨大学構内（海抜310m）と清里

キープ協会敷地内（海抜1300m）で、自

転車エルゴメーターを１時間こぎ続ける

という運動をしました（写真１）。実験

日の気温と湿度はほぼ同じで、平均気圧

は低地で974.7hPa、高原で868.7hPaでし

た。気圧から概算すると、高原では酸素

濃度が10％低いことになります。運動前

24時間と運動後24時間の尿をすべて採取

し、尿の中に排泄される酸化ストレスの

指標を比較しました。

8-OHdG（8-ハイドロキシ-2'-デオキシ

グアノシン）は、活性酸素が遺伝子に与

える傷害の指標です。8-OHdGは、高原

で運動した後の方が低い値を示しました

（図１）。すなわち、高原で運動した方

が、活性酸素が遺伝子へ与える傷害は少

ないということになります。一方、活性

酸素を中和するビリルビンに由来するバ

イオピリンは、高原での運動後の方が高

い値を示しました（図２）。高原での運

動では、中和作用のある物質の合成が盛

んになり、活性酸素が遺伝子に与える傷

害が軽減したと考えられます。この実験

により、高原環境のメリットのひとつが

明らかになりました。高原環境の新たな

活用法に結びつくことを期待しています。

図1 運動によるDNAへの傷害度　
高地と低地の比較
13人ずつの平均値と標準誤差を示す　
＊統計的に有意であることを示す

図2 運動による尿中バイオピリンの変化　
高地と低地の比較
13人ずつの平均値と標準誤差を示す　
＊統計的に有意であることを示す

高原での運動と活性酸素
■環境生理学研究室
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今年の開花は
平年並み

■調査期間

平成15年3月1日～5月1日

今年の調査は、県内各地の小学校96校

から報告がありました。その全てが校庭

や、学校周辺のサクラの樹の開花日を報

告してくれたものです。一番早い開花報

告は、甲府東小と石和東小の３月24日で

した。最も遅かったのは、４月19日の小

淵沢小と足和田村立大嵐小でした。日別

では、３月28日に咲いた学校が最も多く

15校から報告がありました。

ソメイヨシノは、積算気温や最高気温

によって開花することはよく知られてい

ます。昨年は、きわめて暖かな気温だっ

たため、サクラも記録的な早咲きでした。

今年の全国の気温を平年と比べると、年

明けは、寒い日が多く、２月は、高くな

り、３月中旬下旬の気温は、低めに推移

するというものでした。そのため、結果

として「平年並み」となりました。

昨年と今年の地図を見比べるとわかり

ますが、昨年の場合、３月中旬には、甲

府盆地を中心に多くの地域でサクラが咲

き始めました。さらに、３月下旬には県

内のほとんどの地域でサクラが咲き始めま

した。しかし、今年の場合、３月中旬か

ら咲き始めたという報告は、どこの学校

からもありませんでした。昨年が、「記録

的な暖かい春」だったことがわかります。

これから先、地球の温暖化が懸念され

ていますが、サクラの初咲きはどのよう

に推移していくのでしょうか。今後も開

花調査を通して、気候の変動が動植物や

私たちの生活に与える影響について注意

深く見守っていく必要があるでしょう。

3月中旬
3月下旬
4月上旬
4月中旬
4月下旬

ソメイヨシノの開花日

今年（'03）の
開花状況

今年（'02）の
開花状況

身近な環境調査「季節の訪れ調査」

ソメイヨシノの初咲き 2003年結果



「鳥たちの不思議に迫る」をテーマと

して、５月11日（日）に、第16回山梨環

境科学講座を実施しました。今回の講座

では、中村司氏（山梨大学名誉教授）と

野本茂樹氏（東京都老人総合研究所）を

招いて、渡り鳥の生態や生理的な機能に

ついてお話ししていただきました。

まず、中村氏が「鳥類の渡りの生態と

生理」と題して講演しました。多くのス

ライド写真に解説を交えながら、渡り鳥

の長距離飛行のエネルギーや渡りを引き

起こす要因、渡りの方向性などについて

触れました。渡りを引き起こす要因につ

いては、多角的に分析した資料をもとに

日照時間が深く関係していることなど詳

しく説明していただきました。

次に、野本氏が「ヒマラヤを越える渡

り鳥～低酸素と低温に耐えられる仕組み

～」と題して講演しました。鳥が持つ気

嚢（きのう）や対向流性ガス交換システ

ムなど、専門的な話題に触れましたが、

あたかもそれらのことばに専門性がない

かのような錯覚に陥るぐらいの分かりや

すい説明をしていただきました。聴講者

の皆さんが熱心に聴き入る様子から、「ヒ

マラヤを越える」という部分に多くの方々

が関心を寄せていたことが窺えました。

この日は「山梨環境科学カレッジ」の

開講式とも重なり、時間の都合上、講師

の先生方からお話ししていただく時間が

若干短くなってしまい、それを惜しむ声

も聞かれましたが、テーマのように、鳥

たちの不思議に迫ることができた講座と

なりました。

第16回山梨環境科学講座

「鳥たちの不思議に迫る」



私は大学で昆虫とその棲かとなる森林

の生態学について学び、オオムラサキと

いう日本の国蝶として知られる蝶の生態

とこの蝶の保護を目的とした森林の管理

方法について研究してきました。山梨県

にお住まいの方ならオオムラサキを御存

知の方も多いかと思います。日本の里山

を象徴する昆虫として親しまれてきたと

いうこともありますが、山梨の中西部に

はこの蝶を町おこしに使っている北巨摩

郡長坂町をはじめ、多産地がたくさんあ

るからです。しかし、オオムラサキは現

在森林開発などによって各地で減ってお

り、保護の必要が訴えられています。こ

のような理由から、私は里山におけるオ

オムラサキの数の決まり方について調べ

るようになりました。

オオムラサキの生息地である雑木林は

自然の森林ではありません。農家の人が

炭や肥料を得るために作った人工の林で

す。従って、人間がどんな場所に雑木林

を作り、どのように管理してきたのか、

など人間による雑木林の造成・管理のし

かたにこそ、オオムラサキの数を左右し

ている要因が隠されていると私は予想し

ています。全国一といわれるオオムラサ

キの多産地、北巨摩郡でこの問題を明ら

かにすれば、保護を目的とした森林管理

方法も検討できるはずです。このように、

里山の生物の生息数を人間による里山の

使い方と関連させて明らかにすることに

より、現在話題となっている「里山の生

物多様性」を保全することが可能にな

り、ひいては山梨県の森林経営にも貢献

できるような資料を提供できると考えて

います。

私は現在ドイツはフランクフルトの北

30kmにあるこじんまりとした町バ－ド・

ナウハイム（人口２万人）のマックス・

プランク研究所・生理学及び臨床研究部

門で、教授として研究に励んでいます。

３年前にも生気象学研究室で３ヶ月間研

究していますから、この研究所の研究員

の方々をよく覚えていますし、富士吉田

や河口湖の街にもとても親しみがありま

す。今回、私は一つの記憶実験を自分自

身で行いました。それは成田空港から東

京の新宿駅経由で富士吉田市まで一人で

来ることです。私は日本語はぜんぜん出

来ませんから、友人である生気象学研究

室の柴田政章博士は成田空港での出迎え

の準備を完璧にしてくれたのですが、私

はどうしても一人で富士吉田市に到着し

てみたかったのです。新宿駅構内で昼御

飯を食べてゆっくりと旅行をして無事た

どりつきました。もちろん、何回も人に

身ぶり手ぶりで方角を聞いたことは言う

までもありません。

私の専門は温熱生理学で発熱のメカニ

ズムを探ることです。発熱とは中枢神経

系の反応の一つで、細菌に由来する内毒

素が人や他の恒温動物の血流に入り込ん

で起きます。発熱のメカニズムに対して

は様々な仮説が提唱されていますが、私

は内毒素が免疫系組織（例：大食細胞）

と反応した時に起きる酸素代謝の急激な

増大が、結果として引き起こす活性酸素

の増加が原因であろうと考えています。

この私の仮説を実証するための実験を生

気象学研究室で行います。

私たちの研究所の仲間として、平成15年４月から、日本学術振興会特別研究員の小
林隆人さんが動物生態学研究室で研究に取り組んでいます。日本学術振興会特別研究
員は、日本学術振興会が、創造性豊かで活力ある若手研究員を一定の期間委嘱し、大
学及び国公立試験研究機関等に派遣するものです。
また、４月30日から２ヶ月の間、日本学術振興会の外国人招へい研究者事業の支援
を受けて、生気象学研究室にドイツのウォルター・リーデル博士が来日しました。
この２人に自己紹介を兼ねて、その抱負等を話してもらいました。

●動物生態学研究室

小林 隆人
こばやし　たかと

●生気象学研究室

Walter Riedel
ウォルタ－・リ－デル

研究員紹介



日本三奇祭の一つ、吉田の火祭りで有

名な北口本宮富士浅間神社の社殿の前東

側には、幹の周囲にしめなわが張られた

大きな杉の木が、どっしりと立派な姿で

立っています。この杉の木は、樹高30メ

ートル、目通り幹囲が８メートルを超え、

山梨県の天然記念物に指定されている巨

樹です。「富士太郎杉」と呼ばれるこの

巨樹の周りでは、手を合わせたり、感嘆

してじっと見上げる参拝者も多く、人々

に大切にされていることが感じられます。

本書では、「富士太郎杉」と同様に神

としてまつられ、何百、何千年もの間保

護されてきた巨樹を含め、世界中から著

者が選んだすばらしい60本の樹木が紹介

されています。その中には、世界最大の

木とされるジャイアントセコイア「シャ

ーマン将軍」や科学者が測定した樹齢の

中で最長寿のブリッスルコーン・パイン

など世に広く知られた樹木とともに、今

まで取り上げられたことのない樹木も登

場します。

著者はこれら60本の樹木を「熱心な愛

好者でもない妻がその樹木の前に一緒に

立ったとき、思わず感嘆の声を上げてし

まうほど強烈な個性をもっていること。

そして、美しいたたずまい－つまりカメ

ラを向けたときに絵になる表情をもって

いること。」という原則をもって、世界

中の木々の中から選び出したそうです。

本書のページをめくるたびに、「わぁー」

とか「おーっ」という声を出さずにいら

れない理由は、きっとここにあるのでし

ょう。中でも、著者が全てのページを埋

め尽くしたくなる衝動があったというバ

オバブの写真はとても印象深いです。

本書で紹介されている樹木の分類は、

図鑑として樹木の判別に役立つような植

物学的な分類ではなく、巨人、小人、長

寿者、夢語り、滅びゆく樹木たちなどそ

れぞれの個性によって決められ、魅力的

な構成になっています。著者が願ってい

るとおり、私たち読者が新しい木と出会

うための道しるべとなる一冊です。

（渡邊智子）

地球のすばらしい樹木たち
●トマス・パケナム　写真・文　　●早川書房

第3回世界水フォーラムで受賞

2003年3月に、大阪・京都・滋賀を会場に第3回世界水フ

ォーラムが開催され、そのフォーラムに向けたプレフォーラム

が2002年12月に山梨県環境科学研究所で開催されました。

そこでのテーマは「富士山の地下水の現状と今後の問題」とい

うものであり、地球科学研究室で進めている成果も話題提供し

ました。このプレフ

ォーラムの内容を総

括したものが、実際

の世界水フォーラムの

会場で発表され、フォ

ーラム事務局より賞が

与えられました。この

賞状は現在研究棟に飾

ってあります。

（輿水 達司）

環境生理学久野寧記念賞
受賞に関して

今年の3月24日に福岡で行われた第80回日本生理学会大
会にて環境生理学分野での権威ある久野寧記念賞を受賞する
ことができました。これは私ども生気象学研究室で行ってき
た「気温上昇による健康影響に関する研究」の成果が学術論
文として American Journal of Physiology に掲載された

ものに対していただき
ました。これまで努力
してきた成果が高く評
価されたことを非常に
うれしく思い、これか
らもよりよい成果をあ
げるためにより一層が
んばっていこうと考え
ております。

（宇野 忠）



MAP

富士北麓にもまた夏がやってきました。冬の雪の量には
本当に閉口させられますが、その分、夏の快適さは最高と
いえます。環境研一帯も一年で最も良い季節を迎えまし
た。付近では野鳥の囀りが絶えまなく聞こえ、美しい草花
が咲き乱れ、アサギマダラ蝶が優雅に舞っています。皆さ
ん、是非避暑を兼ねて夏の環境研にお越し下さい。（M.K）

異動早々、大雪に見舞われ、また、慣れない仕事に追わ
れ、この先どうなることやらと思っていたら、あっという
間に３月が過ぎてしまいました。これから、研究所のまわ
りは、良い季節となります。ぜひ、足を運んでください。
忙しさにかまけ、日頃の運動不足を解消するため、自然の
中を散策している私の姿に会えるかも。（T.W）

イベント情報

編集後記

高原の環境と人
高原の環境は、多くの人々を引きつけ
る魅力を持っています。運動によって体
内に発生する活性酸素によってもたらさ
れる酸化ストレスを低地と高原で比較し
ました。高原での運動では、活性酸素を
中和する物質が多く作られ、過酸化脂質
の生成や遺伝子が受ける傷害が少ないこ
とがわかりました。高原の環境は運動に
よる酸化ストレスという面で、人にやさ
しいと考えられます。

今回の表紙

発行・平成15年7月

本冊子は再生紙を使用しています。

s環境学習プログラム「環境教室」

学校その他の団体向け初歩的（導入的）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。
日　時s月曜日・祝日の翌日以外の毎日

午前の部　9：30～12：00
午後の部　13：00～15：30

対　象s小・中学生・学生・成人
※予約受付は実施月の3ヶ月前から

s地域環境観察

富士山麓のきのこを中心とした自然観察と採集
を行います。
日　時s10月11日（土）
テーマs「きのこ採集と秋の自然観察」
対　象s成人・親子・中・高校生
定　員s40名
講　師s県内きのこの第一人者　柴田 尚氏

初冬の富士山麓で野鳥観察の醍醐味を味わうエ
コツアーです。
日　時s11月30日（日）
テーマs「富士山麓 野鳥観察の楽しみ」
対　象s成人・親子・中・高校生
定　員s40名
講　師s日本野鳥の会富士山麓支部
※申し込み問い合わせは1ヶ月前から

s環境体験講座

夏休み小中学生向き企画。簡単に出来る科学工
作です。
日　時s8月24日（日）
テーマs「夏休み科学工作」
対　象s小学生（3年生以上）・中学生　
定　員s40名

牛乳パックを利用した紙粘土作りを行います。
日　時s9月23日（火・祝）
テーマs「エコ工作－紙粘土作り」
対　象s子供・成人（小学生以下は保護者と）
定　員s20名
※申し込み問い合わせは1ヶ月前から

s環境映画会

パート2
環境問題の現状・人々の取り組み・自然のもつ
素晴らしさなどを取り上げた映像作品を上映し
ます。
日　時s8月16日（土）・17日（日）
上映作品s「雪豹」（16日上映）

「科学者として－笑顔と告発－」
（16日・17日上映）
「神の子たち」（17日上映）
「忘れられた子供たちスカベンジャー」
（17日上映）

共　催sアース・ビジョン組織委員会
※上映作品はフィルム提供者の都合などにより、
予告なく変更することもあります。

s企画展示

第２期
自然の中で多様な生活を展開している動物の姿
や暮らしぶりを紹介します。
日　時s7月19日（土）～8月31日（日）
テーマs「動物写真展」

第３期
陸の生態系の代表である森にスポットをあて、
「きのこ」と「森」の関係を、写真やパネルで紹
介します。
日　時s9月27日（土）～10月26日（日）
テーマs「きのこ写真展」

●各イベントの参加費は無料です。 ●日時内容などを予告無く変更することがあります。

日　時s9月27日（土）13：00～
場　所s富士五湖文化センター
テーマs「火山災害の軽減を探る」
対　象s成人・中・高校生　

講　師s岡田 弘（北海道大学）
Newhall C.G.（米国地質調査所）
輿水 達司（県環境科学研究所）
鵜川 元雄（防災科学技術研究所）
小林 哲夫（鹿児島大学）
荒牧 重雄（東京大学）

s山梨県環境科学研究所国際講演会2003
富士山を含む内外の活火山における防災対策を紹介し、パネルディスカッションを行います。


