


平成９年４月富士山の麓に開設された

本研究所では、「研究」「教育」「情報」

「交流」という四つの機能を通じて、「自

然と人との共生」をテーマとし、健康で

安全、快適な県土の実現を目指してまい

りました。

「自然と人との共生」とは一体どのよ

うなことなのか、どうすれば共生が可能

となるのかにつき、科学的な根拠を追求

するのが、研究機能の主たる役割です。

地域の特徴を踏まえた研究成果を礎にし、

環境問題の本質や対策などを県民の皆さ

んに知ってもらうのが教育機能の役割で

す。環境問題について学習や行動したい

方々に対し、環境情報を提供することを

通じて支援をするのが、情報機能の役割

です。そして交流機能は、研究者と研究

者のみならず、県民と研究者、あるいは

県民と県民などの様々な関係を結びつけ、

内容の濃い交流の実現を図ることが期待

されています。

このようにして開設以来着実な歩みを

進めているところですが、富士山火山に

関しましては、平成12年秋に富士山の直

下を震源とする低周波地震が頻発したの

をきっかけに、富士山の火山噴火に対す

る県民の皆さんの関心が高まったことか

ら、本研究所では、平成14年度から「富

士山の火山活動に関する研究」に取りか

かり、低周波地震計等を設置し火山活動

観測体制の強化を図ってまいりました。

また、昨年秋には、「火山災害の軽減を

探る」と題する国際講演会を通じて情報

の共有を図ってきました。

今後さらに、火山情報の収集発信、火

山知識の普及啓発を図る必要があること

から、本年４月、東京大学名誉教授であ

り富士山ハザードマップ検討委員会委員

長でもある荒牧重雄氏を所長に迎えると

ともに、「自然環境研究部」を「自然環

境･富士山火山研究部」に改称し、富士

山火山防災情報センター機能も併せもつ

ことになりました。

新所長を迎え、県民ニーズに対応でき

る開かれた研究所として「環境日本一や

まなしの確立」を目指し一層努力してま

いります。
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生気象学研究室では、人をとりまく

様々な環境要因がどのような影響を健康

に与えるか、という視点で研究を行って

います。人を含む哺乳類は刻々と変化す

る環境に対して体内の環境を調節する能

力を持っています。暑い環境下では上昇

する体温を下げ、寒いと体温を上げるた

めの様々な自律性の反応を起こし、自身

の体温（36℃前後）を保ちます。それに

よって生命維持のために重要な様々な生

体内反応を円滑に行うことができます。

では、夏場の暑い屋外と冷房の効いた室

内間の移動といった、暑いところと寒い

ところを交互に行き来した場合にはどう

でしょうか。現在、このような状況にお

いての体調不良の訴えや冬場での血液循

環系への負担が問題となっています。

今回、このような状況下での体への影

響について調べるために、動物モデルを

使用した実験を行いました。ラットを気

温調節できる装置の中に入れ、いくつか

の気温条件下での体温と行動量を観察し

ます（図１）。気温を４℃と27℃の間で１

時間周期に繰り返し変化させ続けた時と、

４℃の一定な寒冷環境下での実験結果

（図２）をみると、４℃の寒冷環境下では

行動量が２日目以降減少しましたが、繰

り返し温度変化環境では６日目でも低下

は見られませんでした。行動量は体を動

かすことによって体温の下降を防ぐ反応

の現れだと考えられ、これにより繰り返

し温度変化環境下のラットの体温は高い

レベルに保たれています。4℃環境のラッ

トは寒い環境へ適応しようとしているの

に対し、繰り返し気温が変

化する環境では適応するこ

とができず、体温調節反応

を繰り返し起こし続けてい

るからだと考えられます。

では、どちらの環境が体

にとって負担が大きいので

しょうか。それぞれの環境

条件の体への負担を見るた

めに血液中コルチコステロ

ン濃度の比較を行いました。

コルチコステロンとはラットをはじめ、人

を含む哺乳類において、なんらかのストレ

ス刺激を受けると抗ストレス反応のために

血液中に放出されるホルモンの一種で、

ストレス強度の指標として用いられている

ものです。図３に示した結果では、血液

中のコルチコステロン濃度は４℃環境下よ

りも繰り返し環境にさらされたほうが高い

値を示しました。本来、一定の間隔で温

暖な27℃環境にさらされる繰り返し環境

の方が、非常に寒い４℃環境にさらされ

続けるより体への負担は小さいように思わ

れますが、今回の実験から、繰り返しの

温度変化にさらされたほうが、より大きい

ストレスを受けているという非常に興味深

い結果が得られました。

先の実験結果と合わせて考えると、繰

り返し環境温度が変化する状況では体温

を調節する反応を頻繁に行い続けなけれ

ばならず、それによって体温を高いレベル

で維持することに成功しているのですが、

この状況は生体にとって多大なストレスと

なっているのではないか、と思われます。

このストレスが健康を維持するために重要

な様々な生体機能へ影響を与えて、「不定

愁訴」などの体の不調につながっている

のではないかと現在考えており、今後さ

らに詳しい研究を進めていく予定です。

温度差の大きい環境の往復が
健康に与える影響

■生気象学研究室
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図１　動物モデルのラットを用いた実験風景と腹内に埋め込み無線で自由行動時の体温と行動量データを得ることができるセンサー
図２　27℃と4℃の繰り返し温度変化環境と持続する4℃の温度環境時のラット深部体温と行動量の変化
図３　27℃と4℃の繰り返し温度変化環境と持続する4℃の温度環境時の血液中コルチコステロン濃度の変化



近年、山梨県ではニホンザル、イノシ

シ、ツキノワグマなどの野生動物による

被害が、社会問題化しています。とくに

ニホンザルによる被害は、人間を威嚇し

たり咬みついたりする人身被害、農作物

の食害、屋根や雨樋など家屋の破損、家

屋への進入、糞尿による悪臭、干してあ

る洗濯物を汚す、生ゴミを散乱させる、

飼犬への攻撃や餌の横取りと多岐にわた

り、その被害は深刻化しています（写真

１）。現在、これらの被害に対して、電

気柵の設置や、網による囲い込みなどが

行われていますが、効果がないことも多

いようです。

有効な被害対策を行うためには、被害

の実態を正確に把握するとともに、ニホ

ンザルのことをよく知ることが重要です。

そこで、富士吉田市上暮地から都留市十

日市場を行動圏にしている西桂群を対象

に、ニホンザルによる農作物被害が、い

つどこで発生しているのかを調べました。

調査はまず、ニホンザルを捕まえて発信

器をつけ、放獣しました。そして、発信

器の電波を頼りにニホンザルを見つけ、

行動を観察するとともに、加害した作物

とその位置を調べました。

■ 被害の季節変化
農地には、人間などニホンザルにとっ

ての危険が数多くあり、彼らにとって安

全な場所である森林から離れれば離れる

ほど、その危険度は大きくなります。調

査の結果、冬期（12～２月）には、森林

から遠く離れた農地にまで被害が発生し、

逆に夏期（７～８月）と秋期（９～11月）

には、森林から近い農地に被害が集中し

ていることがわかりました（図１）。また

被害作物は、夏期にはナスやトマトなど

の果菜類、秋期には柿など「実」に被害

が集中していましたが、冬期にはアブラ

ナやナガネギなど葉茎菜類も加害されてい

ました。これらのことから、冬期にニホ

ンザルは、危険を冒して森林から遠く離

れた農地に現れ、農地にある作物を片っ

端から食べていましたが、夏期と秋期に

は比較的安全な農地で、好きな作物を選

択的に食べていたといえます。このような

季節による違いは、森林内の食物量の季

節変化により生じたと推測しています。

■ 被害防除に向けて
ニホンザルは、収穫しなかった柿や、

田畑に捨てられた生ゴミ、収穫のときに

切り落とした残滓を食べていました（写

真２、３）。これら食物の残滓は、ニホ

ンザルを集落に誘引しています。ニホン

ザルによる被害を防止するためには、誘

引物の除去が必要です。

また、ニホンザルは、林縁から遠く離

れた農地に移動するときに、丈の高い草

が生い茂っている遊休農地を好んで通っ

ていました。さらにニホンザルは、遊休

農地に生えているタンポポや芝を食べて

いました。これらのことからニホンザル

は、遊休農地を「食物が多く、姿を隠す

ことができる比較的安全な場所」として

認識している可能性があります。被害を

防止するためには、草を刈るなど遊休農

地の管理が重要と考えています。

ニホンザルによる農作物被害
■動物生態学研究室
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図１　西桂群が加害した圃場から林縁までの距離（2003年７月～2004年２月）
写真１　イヌと向き合うニホンザル。このニホンザルはイヌと仲がよく、毛づくろいをしたり、一緒に犬小屋で寝たりしていました（2003年10月　富士吉田市

新倉地区）
写真２　カキを摂食するニホンザル。収穫されずに、集落内で放置された柿の木に登り、実を食べています（2003年12月　富士吉田市上暮地）
写真３　放棄されたハクサイを摂食するニホンザルの群れ。畑に捨てた残滓や放棄野菜は、ニホンザルを誘引する（2004年１月　西桂町下暮地地区）
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県内のサクラ
今年は早咲き傾向

研究所では毎年サクラの初咲き調査を行

っています。今年の調査では、県内各地の

小学校91校が参加し、校庭や学校周辺に

あるソメイヨシノの開花日を報告していた

だきました。一番早い開花報告は、３月16

日の上野原町立大鶴小学校でした。最も

遅かったのは、増穂町立増穂西小学校で４

月12日でした。３月26日に咲いた学校が最

も多く12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

によって開花する時期が左右されること

はよく知られています。昨年は、比較的

寒い日が多かったため平年並みの開花で

したが、今年の冬は比較的暖かく、特に

３月下旬の気温が高かったため表の最も

早い報告日（過去５年間）の通り、今年

のサクラは2002年に次ぐ早咲きでした。

昨年と今年の開花地図を見比べるとわか

りますが、今年は、盆地を中心に多くの

地域で３月中に開花しました。

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。

「身近な環境調査」季節の訪れ調査より

ソメイヨシノの初咲き 2004年結果

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

昨年（'03）の
開花状況

今年（'04）の
開花状況■ 最も早い報告日（過去5年）

報告日 年 学　校　名 市町村名
3月13日 2002年 石和東小学校 石和町

甲府東小学校 甲府市
上野小学校 三珠町

3月16日 2004年 大鶴小学校 上野原町
3月22日 2001年 新紺屋小学校 甲府市

千塚小学校 甲府市
3月24日 2003年 石和東小学校 石和町

甲府東小学校 甲府市
3月27日 2000年 石和東小学校 石和町



「地域の景観を考える」をテーマとし

て、５月15日（土）に第17回山梨環境科

学講座を実施しました。今回の講座は、

北村眞一氏（山梨大学大学院教授）と石

川重人氏（伝匠舎㈱石川工務所代表）を

招いて、山梨の景観の特長や古民家の再

生についてお話をしていただきました。

まず、北村氏（写真左上）による「山

梨の景観づくり」と題する講演では、多

くのグラフやスライド写真に解説を交え

ながら、景観とは自然と人間の活動の結

果の実態であり人間から見た環境の眺め

が景観であるという観点から、県内を富

士山麓・八ヶ岳山麓・桂川流域・南アル

プスと富士川流域・峡東・甲府などと分

けて、各地の景観の特長について具体的

に解説していただきました。

次に、石川氏（写真左下）の「山梨県

の古民家の特長とその再生」と題する講

演では、日本の伝統的家屋についての説

明、忍野村忍草集落・芦川村鶯宿集落・

塩山市上条集落などの古民家集落の特

長、ご自身が手がけた古民家再生につい

て多くの実践例をお話いただきました。

参加者から、講師の先生方のお話が興

味深いものであり、さらに詳しくお話を

伺いたいという声もあがり楽しく充実し

た講座でした。

第17回山梨環境科学講座

「地域の景観を考える」



ダイエットのすすめ

環境科学研究所に異動して、３ヶ月が

過ぎました。以前の勤務地が甲府の中心

街でしたので、自然豊かな環境に最初は

とまどいました。だが「慣れ」というも

のは恐ろしいもので、「風でゆれるアカマ

ツの音」「鳥のさえずり」を聞かないと、

１日が始まりません。

近年、地球・環境問題がクローズアッ

プされ、一つに「ゴミ問題」が挙げらて

います。これを解決するために、家庭・

職場でのゴミは分別収集などに対して注

意がはらわれ、不法投棄を厳しく取り締

まるようになりました。

本書は、ゴミを取り扱った100ページ

に満たない小さな本で、そのうち９割に

わたりゴミの写真が掲載されています。

驚くことに、そのひとつひとつの写真に

は人間や動物に負けない豊かな表情があ

ふれています。

これは、ゴミは人間がつくるものに起

因しているから、人間が生活することに

よりつくり出される表情が、ゴミに、知

らず知らずのうちに伝わっていくからで

はないでしょうか。

また、この本全体から、「悲しさ、は

かなさ」が感じられます。それは、ゴミ

が「捨てられる運命」をもっているから

でしょうか。

この本は、とにかくゴミについていろ

いろ考えさせられます。環境問題を、一

般と異なる方面から考える方に、見てい

ただきたい一冊です。 （河口　修）

ゴミの本 ●写真　窪 健一　　●南方新社

私はダイエットが好きです。

私が初めてダイエットを試みたのは中学

生の頃でした。仕事でも趣味でも何でも

10年続ければ一人前だと言われているよ

うなので、私はダイエットのプロだと言っ

ても許されるのではないでしょうか。長い

ダイエット歴において、それはそれは数々

のダイエットを行ってきました。もちろん

リンゴだけを食べ続けるという、かの有名

なリンゴダイエットもしましたし、断食ダ

イエットも試みました。国立病院ダイエ

ットなる「冷えた焼き鳥を食べる」なん

てのもしましたし、高いダイエット食品も

買いました。大学院に入ってからは、す

ぐに文献を調べられる環境になりましたの

で、○○医学博士提案！！なんてのは、学

術論文を調べてグラフの変移とにらめっこ

し、納得してから行うようになりました。

はじめてダイエットに運動を取り入れたの

はこの時期です。それまで行ってきた食

事制限とは違い、運動ではかなりの努力

をしても、それまでのように週３㎏減な

どと体重が急激に減るということはありま

せんでした。そのころはスポーツジムに通

っていましたので、お金を出して嫌いな運

動を行い、全く結果が伴わないことに苛

立ち、帰り道に居酒屋によって生ビール

をむさぼり飲んでいたものです。痩せるわ

けがありませんね。

そのような紆余曲折ダイエット生活を

続けてきた私が現在行っているのは「黄

金ダイエット」。バランス良く栄養のとれ

る食事を規則正しく摂取し、適度な運動

を行うというものです。目標は月に0.5～

１㎏減。もちろん黄金ダイエットが一番

良いやり方だということは、ダイエット

を始めた頃から知識として知っていまし

た。しかし、一攫千金的思考をしていた

その頃には、月に１㎏痩せるために毎日

努力する、などという面倒くさい方法を

選択することはできませんでした。何度

も失敗を繰り返してきたからこそ、たど

り着くことができたのだと思っています。

努力が必ず結果として現れる。ダイエ

ットはそういうものだと思います。だか

らダイエットは楽しい。だから私はダイ

エットが大好きです。

●環境生理学研究室

大野　洋美
おおの　ひろみ
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今年の夏は冷夏だった昨年にくらべ、非常に暑い日々が
続いています。私はやはり夏は多少暑い方が好きです。日
本の特徴的なそれぞれの四季を感じてたいからです。体調
管理には気をつけて、めぐる季節を楽しみましょう。（T.U）

研究所に転勤して４ヶ月が経ちました。以前の職場と仕
事の内容が違いますので、毎日悩み、戸惑いながら過ごし
ております。しかし、このことが「研究所での経験は自分
にとって貴重なものであった」と数年後に懐かしく振り返
ることができるように、今後とも精進していきたいと思い
ます。（O.K）

イベント情報

編集後記

生活・作業空間での温熱環境
実際の生活・作業を行う空間での温

度、湿度の変化やそこで作業を行う人々
の温熱感、温熱的快適感などを温度湿度
センサーや赤外線ビューアーの使用、ア
ンケートによる意識調査を行って把握し
ます。

今回の表紙

発行・平成16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

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地球環境観察

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
定　員s40名
講　師s県内きのこの第一人者　柴田尚氏

初冬の富士北麓で野鳥観察の醍醐味を味わうエコ
ツアーです。
日　時s12月5日（日）
テーマs「富士北麓野鳥観察の楽しみ」
対　象s成人・親子・中・高校生
定　員s40名
※申し込み問い合わせは1ヶ月前から

s環境体験講座

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（木・祝）
テーマs「エコ工作―紙粘土作り」
対　象s子ども・成人・親子
定　員s20名
※ 申し込み問い合わせは1ヶ月前から

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10日（土）～9月12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」の関係を紹介します。
日　時s9月25日（土）～11月21日（日）
テーマs「きのこ写真展」

s国際シンポジウム

日　時s10月23日（土）13:00～17:00
場　所s山梨県環境科学研究所　ホール
テーマs環境要因の変化と人の健康
講　師sピーター・ヘッペ（ドイツ、ミュンヘン

大学）ほか3名

日　時s10月30日（土）13:00～17:00（予定）
場　所s鳴沢フジエポックホール

（「道の駅なるさわ」敷地内）
テーマs溶岩流制御と防災
講　師s荒牧重雄（山梨県環境科学研究所）

ほか数名

●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。

s情報提供のお願い

1 地球科学研究室では、富士山の火山活動を把握
するために、地下水位・水温変動の連続観測を
行っており、昨年度その観測点を忍野村と富士
河口湖町に設けました。今年度もこの観測点を
富士北西麓上九一色村本栖地区または富士ヶ嶺
地区への増設を予定しています。現在この両地
区で観測用にお借りできる深井戸を探していま
す。御協力いただける方は下記の担当までご連
絡いただければ幸いです。
連絡先：自然環境・富士山火山研究部 地球科学

研究室（担当：内山）
TEL 0555-72-6195
FAX 0555-72-6206

2 当研究所では、自然と共存する地域社会づく
りを目指し、身近な自然環境の変化とその要因
を探る研究を行っています。そこで、地域内で
自給自足の生活を行っていたとされる伝統的な
土地利用を解明するために、富士北麓地域（と
くに富士山や青木ヶ原樹海）に関する古い写真
（明治時代から戦前頃まで）や絵図・古文書など
歴史資料に、歴史資料に関する情報の提供をお
願いします。
連絡先：地域環境政策研究部 緑地計画学研究室

（担当：後藤）
TEL 0555-72-6189
FAX 0555-72-6205


