


毎年春になると中国大陸から飛来する

黄砂
こう さ

は、日本人にとって身近な風物詩に

なっています。この黄砂は、最近我々が

富士五湖湖底から採取したボーリングコ

アの中にも、長い時代にわたって記録さ

れています。富士五湖湖底ボーリングコ

アには、富士山噴火の歴史や富士五湖周

辺の環境変化などの情報が記録されてお

り、これらの研究成果の一部は既にこの

紙面でも紹介してきました。ところで、

これらのボーリングコアに含まれる黄砂

には、地球規模の気候変動の謎を解く鍵

が隠されており、湖底のボーリングコア

試料を材料にして解析することによって、

多様な環境の情報が読み取れることにな

ります（図１）。そこで今回は、地球科

学研究室がコア試料中に含まれる黄砂を

対象にして進めてきている研究を以下に

紹介します。

近年、東アジア地域における気候変動

が黄砂の発生量に反映されているとの指

摘がなされ、地球温暖化の問題に対する

一つの研究方針として、湖底や海底の

堆積
たいせき

物を用いて時代を追った黄砂量の変

動を明らかにし、過去から現在にわたる

気候の復元を試みる研究が活発になって

きています。ところが従来の研究におい

ては、黄砂粒子の識別に厳密さを欠く場

合が多く、そのために日本列島およびそ

の周辺域への黄砂飛来量の変遷を議論す

る上で、最も基本となる黄砂の定量の方

法に問題があると我々は考えました。

そこで、走査型電子顕微鏡とエネルギ

ー分散型X線分析法を組み合わせた方法

により、試料中の個々の石英粒子の不純

物組成を分析する新たな方法を試みてき

ました（写真１）。その結果、個々の石

英粒子を指標とすれば、黄砂起源の石英

を日本列島の岩石・土壌由来の粒子か

ら、ある程度明瞭に識別することが可能

になり、黄砂識別に新方法を提案できま

した。その上で、具体的な富士五湖ボー

リングコア試料について、時代を追った

黄砂飛来量の変遷を検討したところ、過

去一万年間の中で最近百年間が最大であ

ることが明らかになりました。これは、

中国大陸における人為的な開発行為が、

結果として砂漠化に拍車をかけたとみて、

大きな矛盾はなさそうです。このように、

湖底堆積物中の石英粒子について新しい

視点からの厳密な化学分析を実施するこ

とにより、これまで見えなかった気候変

動の様子が読み取れるようになってきま

した。今年の春も、中国大陸から黄砂が

飛来することは間違いありません。これ

らの黄砂についても、上記の分析方法に

よりデータの蓄積を我々は引き続き進め、

新知見を明らかにしたいと思っています。

富士五湖湖底に眠る黄砂から
気候変動を探る

■地球科学研究室
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図１　湖底堆積物の各種分析概念図

写真１



環境保護の観点から、廃棄物の分別と

リサイクル化が重要視されています。既

に、国内では、容器包装や家電、建設資

材のリサイクル法が施行されています。近

年、廃棄プラスチックのリサイクル研究が

盛んに行われるようになり、実用化も増え

てきました。しかし、どうしても、リサイ

クルが難しく、焼却や埋め立て処分され

るプラスチックも多くあります。例えば、

浴槽、ヘルメット、ラケット、配線基盤、

ボートなどに多用されている繊維強化プラ

スチックの多くは、熱しても溶け難い熱硬

化性樹脂が使われており、かつ、製品強

度を高めるため、入れられたガラス繊維や

炭素繊維を熱硬化性樹脂から分別するの

も、至難の技です。廃棄される繊維強化

プラスチックのほとんどは、埋め立て処分

されているのが実情です。

環境資源・環境計画学研究室では、平

成15年度より、新しい特定研究として、

「廃棄プラスチック材の再生処理に関す

る研究」を開始しました。本研究では、

リサイクル困難な廃棄プラスチックを植

物油中で簡単に加熱溶解して、リサイク

ルする技術を開発中です。今回、安価な

菜種油を用いて、繊維強化プラスチック

を溶解した実験結果とその溶解物のリサ

イクルの可能性について、紹介します｡

実験試料には、ヘルメットのガラス繊

維強化プラスチックを選びました。ガラ

ス繊維を３割添加した熱硬化性樹脂（不

飽和ポリエステル）を0.3jに破砕し、試

料としました。菜種油は、市販の食用油

を用いました。図１は、実験に用いた反

応装置です｡実験手順としては、ビーカ

ーに菜種油と廃プラスチックを２：１の

重量比で入れ、大気下で撹拌しながら、

340℃まで加熱、90分間保持、反応させ、

廃棄プラスチックを全て溶解させました。

廃棄ヘルメットを破砕し、菜種油で加熱

溶解し、溶解物からガラス繊維を遠心分

離するまでの様子を写真1に示します。

この方法によって、ガラス繊維を簡単に

分別することができました。図２は、各

温度条件において、反応時間に伴って、

プラスチックが溶解する重量比を表した

ものです。プラスチックの溶解は高温に

なるほど促進されることが解ります｡現

在、この廃棄プラスチックの溶解物を詳

しく分析中で、温度が高いほど、菜種油

の反応基が増え、溶けたプラスチックの

分子鎖は、細かく切断されることが解っ

てきました。溶け難い熱硬化性樹脂が簡

単に溶ける理由も、菜種油の反応基の効

果と考えます。

プラスチックの主原料は石油です。将

来、廃棄プラスチックの溶解条件を上手

に制御して、思いどおりの化学物質が得

られれば、それは、再び資源となり、新

しいプラスチックや燃料に蘇らせることが

できます。今後、「廃棄プラスチックの溶

解物を石油原料にリサイクルする研究」

や「廃食用油による廃棄プラスチックの溶

解」も検討していきたいと考えています。

菜種油で廃棄プラスチックを
溶かし、リサイクルする

■環境資源・環境計画学研究室
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写真1 廃棄プラスチックの溶解物ができる様子

記）植物油によるプラスチック
の溶解は、本研究の協力者
である金沢大学の佐藤芳樹
教授（（独）産業技術総合研
究所に兼務）が平成９年に
提唱した技術です。
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図１　廃棄プラスチックの反応装置 図２ 反応時間に対するプラスチックの溶解量
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11月30日aに、環境について学んだ

「山梨環境科学カレッジ生」24名が当研

究所長から修了証を受け取り、無事一年

間の学習を終了しました｡

山梨環境科学カレッジとは、自然や景

観の保全、エネルギーや環境問題への意

識や取組みの気運が高まっている今日、

環境について組織的・継続的に学ぶ機会

を提供しようという生涯学習支援プラン

です。具体的には、環境教育スタッフ室

で実施した、研究者や有識者による環境

科学講座、野外での自然観察を行う地域

環境観察、もの作りを通して自然の大切

さを学ぶ環境体験講座などに参加しても

らい、一定以上の単位を取得した人にカ

レッジ修了証をお渡しする環境学習プロ

グラムです。

本年度からの事業のため参加者がどの

程度集まるか不安でしたが、カレッジ生

の応募開始わずか１週間で定員の40名に

達しました。最終的には100名以上の申

込があり、このことからも環境学習への

関心や意欲の高まりを再認識させられま

した｡

山梨環境科学カレッジに学ぶカレッジ

生は、年齢も職業も地域も違いますが環

境という大きなテーマのもとに、お互い

交流を図りながら一年間学んでいきまし

た｡このことだけでも、事業を行った意義

がありました｡さらに、講座参加者から

「カレッジ生になってよかった」「とても

楽しい学習だ」「来年度もさらに学習を

深めたい」という声がとても多く、スタ

ッフとして本当にやりがいを感じました｡

修了式の日には、修了者一人ひとり

が、学んだ喜びとやり遂げた満足感に包

まれているように思えました｡これを機会

にこれからも環境学習を続けていき、地

域の環境リーダーとして活躍することを

願っています｡

山梨環境科学カレッジ修了式



季節によって
変化する大気の汚れ

調査日

1回目 平成15年6月１9日～20日

（24時間）

2回目 平成15年１1月１2日～13日

（24時間）

環境科学研究所では、昨年に引き続い

て６月と11月に大気中の二酸化窒素濃度

の測定を行い、県内の動向を調査しまし

た。

この事業は、当研究所の環境教育スタ

ッフ室と地球科学研究室、県内の小中学

校の三者が連携した事業です。具体的に

は、環境教育スタッフ室で「大気の汚れ

具合」の調査・立案を行い、調査校を募

るなど計画の中心として活動しました｡地

球科学研究室は、二酸化窒素濃度を測定

する器具（プラスチックケースにザルツ

マン試薬を入れたもの）作りと大気の分

析を担当しました。

調査校を募ったところ、表１のように、

延べ25校453名の参加がありました。児

童生徒たちは、事前に学校で先生から調

査方法を教えてもらい、各自、家に持ち

帰り家屋の壁や庭などに器具を設置し24

時間大気を採取しました。採取後、また

器具を学校に持ち寄り学校でまとめ研究

所に送ってもらいました。それを化学分

析し、地図上にまとめました。

６月の調査（図１）では、同じ日に測

定したにもかかわらず、昨年同様、二酸

化窒素の濃度に地域差があることがわか

りました。概して、甲府盆地側や交通量

の多い地域で高い傾向があります｡これ

は、バス・トラック・乗用車などの車の

排気ガスが原因だと思われます｡

11月の調査（図２）では、６月の結果

と比べると二酸化窒素濃度が低くなった

所や、少し高くなった所がありました。

これは、各地域の地形の問題、風・気

温・湿度・雨などの気象の問題、車の通

行量の問題等が複雑に絡み合った結果だ

と思います｡さらに、今後の調査が必要

です｡

最後に、調査に参加した児童・生徒の

みなさん、指導された先生方、また、調

査・分析に協力してくれた多くの方々に、

この場を借りて感謝申し上げます。

身近な環境調査（協力・県内小中学校）

「大気の汚れ具合
（二酸化窒素濃度の測定）」調査より

11月12日～
13日（24h）

6月19～20日
（24h）

ppm
（平均）

調査数
（人）

ppm
（平均）

調査数
（人）学校名

0.01521高根北
小学校

0.014330.02033泉中学校

0.015110.02711韮崎西
中学校

0.016280.02816敷　島
中学校

0.018270.02327大　明
小学校

0.017150.01717市　川
小学校

0.019150.01115市川南
中学校

0.015200.01320身延西
小学校

0.017100.02810春日居
中学校

0.01510塩山北
中学校

0.01510谷村第二
小学校

0.018350.01435梁　川
中学校

0.015120.01312明　見
小学校

0.01850.0185吉田西
小学校

0.0162210.018232

調査方法（二酸化窒素濃度の測定）
・ザルツマン試薬を用いる吸光度法
・調査参加校の学区内の各所で大気を24時間採
取、当研究所にて分析
・学校地区内の測定値平均を算出

表1 参加校と結果

二酸化窒素（NO2）
１個の窒素原子（N）と2個の酸素原子（O）が結合して生成される「窒素酸化物」（NOx）の一種。主に化石燃料の燃焼に伴って発生し、その発生源として工場
のボイラー（重油・都市ガス等）、家庭用のコンロやストーブ（都市ガス・プロパンガス・灯油等）、自動車（ガソリン・軽油等）などの発生源がある。
窒素酸化物は、酸性雨や光化学大気汚染の原因だけでなく、高濃度で呼吸器に好ましくない影響を与えることが知られている。

（PPM）

0.060  国の基準以上

0.040  国の基準

0.035
0.030
0.025
0.020
0.015

高速道路
国道

大気の汚れ具合調査
（H15.6.19～20）

結果

大気の汚れ具合調査
（H15.11.12～13）

結果

図１ 図２
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みなさんは旅行は好きですか？私は一

泊程度の簡単なものが多いですが、何度

か海外に行っています。おもに植物の調

査であり、初めての地は2000年の中華人

民共和国（以下「中国」という）内蒙古

自治区でした。

この年は数十年に一度の旱魃
かんばつ

であり、非

常に暑い夏でしたが湿度は少ないため、建

物内の日陰では快適に過ごせました。しか

し、砂漠に近い大草原では木陰になるよう

な樹木はなく、日焼けする毎日です。

草原での食事はおもに羊料理です。歓

迎のしるしにと１頭の羊を料理してもらい

ました。肉と内臓は塩ゆでかそのまま焼

いたものであり、シンプルに羊のおいしさ

が伝わるものでした。血は腸につめたもの

を茹でてソーセージにします。まさに血の

一滴ですら無駄にしない食事です。草原

に生きる人々の知恵を感じた瞬間でした。

次に行ったところは中国青海省西寧で

す。中国西部に位置し、チベット高原の

北側にあたる所です。内蒙古自治区とは

違い、ほとんど日本人観光客はいません。

ここは昔から交通の要所であり、幾度と

なく侵略を受けていたそうです。なので民

俗資料館に行くと、時代ごとの民族衣装

が飾られています。また、宗教も様々で

あり、町の中には仏教寺院とキリスト教

教会、イスラム教寺院が多数観られます。

調査で向かった先は西寧からさらに北

で、標高3000m以上の高地であり、ここ

には貴重な動植物が多数生息しています。

１日の温度差が30℃近くあり、人間の住

める環境ではないと思ってましたが、多

くの遊牧民がヤクを放牧しながら、テン

トで生活していました。たくましさを感

じます。また、ここには菜の花畑が多く、

放牧のかたわら、ミツバチを飼育し蜂蜜

も生産していました。日本で売られてい

る多くの蜂蜜は中国産ですが、ここがそ

の生産地のひとつかと思うと、蜂蜜ひと

つにも大変な苦労が感じられます。

私が行く場所はおもに調査のため、都

市から離れ、不便な生活を強いられると

ころがほとんどです。しかし、共通して

感じることはそこで生活している人達は

よく会話し、よく笑うことでした。独特

の不便さや対立はあるものの、さまざま

な知恵を生かしながら、いろんな民族や

宗教が共存し、なにより楽しく生活して

いることはとても豊かな生活と思います。

海外旅行の楽しみ

●植物生態学研究室

安田 泰輔
やすだ　たいすけ

調査風景 チベット仏教寺院の一つ、タール寺にて

冬季の燃料に使う牛糞の山



アカマツ林に囲まれている環境科学研

究所は、市街地から離れた場所にありま

す。このため、外灯やネオンなどのある

市街地よりも夜空が暗く、多くの星を見

ることができます。私は、残業を終えた

後に星空を見上げることを楽しみにして

いるのですが、本書を手にとるまで星座

についての知識がほとんどなく、夜空に

輝く星ぼしをただ眺めているだけでした。

本書は、ギリシャ神話から最新知識を

交え、全88星座を詳細に解説したシリー

ズの１冊です。このシリーズの特徴は、

星座に関する古今東西の資料が豊富に掲

載されていることです。多くの古星図を

はじめ、神話を描いた絵画や彫刻、日本

の絵巻物語など様々な資料が紹介されて

います。

「秋の星座」では、著者は「秋の星座

を見上げるときには、古代エチオピア王

家にまつわるその神話劇の展開順にたど

れば、星座めぐりがより魅力的に楽しめ

る」とし、その物語の発端となったカシ

オペヤ王妃の星座から始まり、ケフェウ

ス座、アンドロメダ座、神話を持たない

けんびきょう座などを含め、22星座を解

説しています。各星座の解説では、様々

な資料の他に、その星座に関する天文現

象なども紹介されています。

また、星座の起源と88星座になるまで

の経緯について紹介した「星座の歴史」

や、「星の美術」、「日本の天文台」など

の読み物も豊富にあり、とても興味深く

読むことができます。

気がつくと時々星空を見上げている、

そんな方に読んでいただきたい一冊です。

（渡邊智子）

星座大全・秋の星座
●藤井旭著　　●作品社

私はネパールの首都カトマンズから、昨年の11月に日本

に来ました。生まれた所は、カトマンズから約180㎞西の

ハンサプルという所で、近くにはマナスル山（約7800ｍ）

が見えます。カトマンズのトリブバン大学に進み、今から

10年ほど前から同じ大学の教官として働いています。その

後、1999年から四年間信州大学に博士論文の研究のため

に日本に来ました。長い地質時代における気候の変化に関す

る研究をテーマにし、長野県北部の湖の堆積物を研究対象に

しました。このタイプの研究はネパールでは全く新しい分野

です。博士課程での研究をきっかけにして、このような気候

変動の研究をさらに深めたいと思いました。日本でもっと研

究したいと、私の大学の先生と相談しましたところ、彼が日

本に研究に来たときからの友人である輿水達司先生の所で研

究することを勧められました。輿水先生達の現在の研究テー

マを聞いて、富士山麓の湖の堆積物を使った気候変化の仕事

を是非とも一緒にしてみたいと考えました。富士山麓の湖の

ことだけでなく、今回の研究ではネパールの昔の湖の堆積物

についても研究し、日本とヒマラヤの気候変化の比較ができ

れば面白いと思っています。

平成15年11月から、日本学術振興会外国人特別研究員
のアディカリ・ダンダ・パーニ博士が地球科学研究室で
研究に取り組んでいます。自己紹介を兼ね、抱負を話して
もらいました。



MAP

研究所は、この４月から８年目を迎えます。この間、ニ
ューズレターは研究所の行事や成果を広範な読者を意識し
て、分かり易い紙面で提供できるよう努めてきました。一
方、研究員の出入りもあり研究所発足時にはなかった新し
い研究部門が加わり、この一年の成果がこの紙面でも紹介
できるようになりました。（S.K）

暖かい日が多くなり、春が近くまでやってきているよう
です。春を待っていたはずなのに、冬が終わってしまうの
がなんだか名残惜しい今日この頃。木々の葉が枯れた景色
はもの寂しい感じがするし、凍結した道路での運転は大変
だし、雪かきで筋肉痛になったりするけれど、綺麗に雪化
粧した富士山は格別だと思うのです。（T.W）

イベント情報

編集後記

富士五湖湖底ボーリングコア
富士五湖湖底から採取したボーリング
コアには、富士山噴火の証拠や富士五湖
周辺の環境変化などの情報が記録されて
います。これらの他にも、黄砂など地球
規模の気候変動の謎を解く鍵も隠されて
います。このように、湖底ボーリングコ
ア試料からは、多様な環境情報を読みと
ることができます。
表紙の写真は、山中湖の湖底ボーリン
グコアの採取風景です。

今回の表紙

発行・平成16年3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小学生から成人まで
※予約受付は実施月の3ヶ月前から

s環境生涯学習支援プラン

環境問題や環境教育への理解をより一層深めるこ
とができます。
「山梨環境科学カレッジ」
対　象s成人・親子・学生（定員40名）
内　容s研究者や有識者による講義、野外での自

然観察、もの作りを基本とした実習等が
受講できます。規定回数の受講により、
カレッジ修了証を授与します

※登録申し込み期間　3月14日（日）～4月25日（日）

「山梨環境科学カレッジ大学院」
対　象sカレッジ修了者（定員15名程度）
内　容s富士山やその周辺の自然環境についての

基礎的な講義や研究所研究員の専門的な
講義が受講できます。また、自然観察と
その方法を学べます。全10講座の受講に
より、修了証を授与します。

※登録申し込み期間　2月14日（土）～3月6日（土）

s地域環境観察

山梨県の自然環境と人との関わりを新たな視点か
ら捉える観察会です。
日　時s8月8日（日）
テーマs「バスエコツアー －富士山5合目自然観察」
対　象s成人・親子・中・高校生

日　時s10月9日（土）
テーマs「秋の自然ときのこ観察会」
対　象s成人・親子・中・高校生

日　時s12月5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
※申し込み問い合わせは1ヶ月前から

s環境科学講座

大学教授や外部研究機関の研究員を講師にお招き
する予定です。
日　時s5月15日（土）
テーマs「地域の景観を考える」
対　象s成人
※申し込み問い合わせは1ヶ月前から

s環境体験講座

工作を通して、自然と人の生活との関わりを考え
る講座です。
日　時s6月12日（土）
テーマs「木工作に挑戦」
対　象s子ども・成人・親子

日　時s8月21日（土）
テーマs「夏休み科学工作」
対　象s小・中学生

日　時s9月23日（祝・木）
テーマs「エコ工作に取り組もう」
対　象s子ども・成人・親子
※申し込み問い合わせは1ヶ月前から

s森のガイドウォーク

研究所敷地内の生態観察園や自然観察路の動植物
や地質学的特徴などを解説します。
日　時s5月～9月の土日・祝日

（5/1～5・7/20～8/31の期間は毎日）
午前　1回
午後　2回

s環境映画会

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s7月31日（土）・8月1日（日）

8月13日（金）～16日（月）

s企画展示

多様な生物の世界と山梨県内の生き物の現状や、
私たちの生活につながる環境問題を紹介します。
第1期
日　時s4月24日（土）～6月27日（日）
内　容s植物写真中心

第2期
日　時s7月10日（土）～9月12日（日）
内　容s動物写真中心

第3期
日　時s9月25日（土）～11月21日（日）
内　容sきのこ写真中心

●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。


