


現在、環境との共生をめざす循環型

社会へ移行することが求められています。

その必要性については、ほとんどの人が

認めていることと思います。循環型社会

の実現に向けて、いくつかのシナリオが

想定されています（循環型社会白書、環

境省）。どのシナリオを選ぶにしろ、社

会システムが変ることで、わたしたちの

ライフスタイルも変わらざるを得ません。

ライフスタイルの変更は、それによる達

成感や満足感が伴わない限り容易なこと

ではありません。そこで、循環型社会に

おける生活の質（QOL: Quality of Life）

をどのように維持し、向上させるかとい

うことが大きな課題となってきます。こ

の課題に応えるひとつの方策として、身

近な自然資源を新たな価値観のもとに活

用していくことが挙げられます。このよ

うな目的で行ったプロジェクト研究の中

から、温熱の利用についての実験結果を

紹介します。

湯治には胃腸の働きを整える効用があ

ると、古くから言われています。また、

長期臥床患者や開腹手術後の患者の便秘

が、腹部や腰部を温めることで軽減する

ことが経験的に知られています。しかし、

腹部や腰部の加温が、実際に胃や腸の運

動にどのような作用を及ぼすのかを、具

体的に示したデータはありませんでした。

そこでわたしたちは、 最近開発された胃

電計を用いて、胃の動きを電気的に記録

しながら腰部を温める実験を行いました。

わたしたちは、毎分2.5～３回の頻度で

起こる胃の運動に注目しました。この運

動は、胃に食物が入っている時にはぜん

動運動と呼ばれ、消化吸収に役立ってい

ます。同じ運動が空腹時に起こると伝播

性収縮運動と呼ばれ、古くなった胃壁の

上皮細胞をはぎ取り、新しい細胞との交

代を促すことで、胃壁の掃除をする働き

があります。

わたしたちは、まず、立ったり座った

りしていた人が、仰向けに寝てしばらく

すると伝播性収縮運動が出現することを

見つけました（図１）。これは、仰向け

になることで、それまで下方に牽引され

ていた胃が、横隔膜の方向に移動したた

めと考えています。ただ、このようにし

て出現した伝播性収縮運動は大きいもの

ではありません。そこに腰部の加温が加

わると、伝播性収縮運動が促進されて大

きな運動がみられました（図１）。これ

らの結果から、腰部加温による胃運動の

促進は、胃にかかる牽引圧の低下と皮膚

の加温の加算効果であることがわかりま

した（図２）。

このように胃電図を分析することで、

わたしたちは腰部の加温が規則的な胃運

動を促進することを実際に示すことがで

きました。現在は、この反応がどのよう

なメカニズムで起こるかを調べています。

ストレスを受けると胃の不調を訴える人

が少なくありません。このような時、胃

の運動は不規則になっていると予想され

ます。腰部の加温などの温熱の利用が、

ストレスにより乱れた胃運動を整える可

能性について、今後さらに研究を進めて

いきたいと考えています。

温熱の利用
－腰部の加温と胃の運動－

■環境生理学研究室
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樹木はその成長過程で二酸化炭素を体

内に取り入れるため、地球温暖化防止の

手段として、森林の利用に高い関心が集

まっています。その観点から見ると、山

梨県は森林が県土の78％を占める全国有

数の森林県であり、二酸化炭素吸収量確

保の上で重要な地域と言えます。

1997年に採択され、今年２月に発効と

なった京都議定書においても、吸収源と

しての植林や森林管理などの活動が認め

られており、排出権取引をにらんだ植林

活動が世界各地で始まっています。しか

し、森林の生態系は非常に複雑であり、

実際に森林が吸収する二酸化炭素量は樹

種、林齢、地域ごとに異なります。ま

た、吸収源に関する科学的知見は十分で

はなく、吸収量推定の不確実性が大きい

のが実状です。本県で地域スケールの正

確な吸収量が得られれば、国、大陸とい

うように、より大きなスケールの吸収量

把握に有効な科学的知見を与えることに

なります。

森林による二酸化炭素吸収量の正確な

評価については、手法のひとつとして客

観性、広域性、反復性といった特長をあ

わせもつリモートセンシングの利用が期待

されています。このような背景から、衛

星搭載センサが観測したデータを使って、

リモートセンシングによる炭素吸収量の

モニタリング手法の研究を行っています。

衛星画像から計量可能なものに、純一

次生産量（NPP）があります。NPPから

土の中の微生物などによる呼吸量を差し

引いたものが、森林生態系の炭素吸収量

に相当するため、NPP分布の把握は森林

の吸収量把握の上で重要なものです（図

１）。森林の二酸化炭素吸収量の算定の

前段階として、富士北麓を対象に、衛星

画像の解析によって森林のNPP分布の推

定を行いました。まず、森林生態系をア

カマツ林、ヒノキ・ツガ林、落葉広葉樹

林、カラマツ林、針葉樹林（アカマツ、

ヒノキ・ツガ、カラマツを除く）に分類

して、それぞれの生態系の単位面積あた

りの年間NPPを推定しました。その結

果、表１に示した通り、1haあたり年間

4.8～5.8トンの炭素を森林が生産している

ことがわかりました。この結果を衛星画

像の分析から作成した樹種分類図に適用

することで、富士北麓地域でのNPP分布

図を作成しました（図２）。この図から

対象地域全体のNPPを集計したところ、

年間約16万トンという結果になりました。

上で述べたとおり、NPPから土壌呼吸量

を差し引くことで、森林による二酸化炭素

吸収量を求めることができます。しかし、

土壌呼吸量をNPPと同様にリモートセンシ

ングデータから推定するためには困難な問

題が多く、現在研究に取り組んでいるとこ

ろです。また、今回得られたNPP推定値

は予備的な結果であり、地上での計測成果

を用いた検証が不十分です。今後地上計測

成果をさらに集積し、GIS（地理情報シス

テム）の活用や二酸化炭素循環数値モデル

と組み合わせることを通して、正確な吸収

量推定を目指していきます。

リモートセンシングを使った
森林の炭素吸収量推定

■環境資源・環境計画学研究室
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純一次生産量（NPP）から土壌微生物の呼吸量などを差し引くことで、
森林生態系の正味の炭素収支を見積もることができる。
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光合成量と呼吸量の差
純一次生産量（NPP）

森林生態系 単位面積当たりのNPP 面積 NPP
（トン/ha/年） （ha） （千トン/年）

アカマツ林 5.2 6,650 35
ヒノキ・ツガ林 5.8 4,678 27
落葉広葉樹林 4.8 12,176 59
カラマツ林 5.1 4,671 24
針葉樹林（＊） 5.3 2,702 14
合　　計 30,877 159

（＊）アカマツ、ヒノキ・ツガ、カラマツを除く

表1 富士北麓の森林樹種と純一次生産量



本年度、自然と人間の共生をテーマに、

当研究所本館１階ホールにおいて環境写

真展を開催しました。

第1期　植物写真展

４月24日（土）～６月27日（日）

撮影者：田邉裕美氏（都留文科大学非

常勤講師）

第2期　動物写真展

７月10日（土）～９月12日（日）

撮影者：中川雄三氏（動物写真家　県

環境アドバイザー）

早見正一氏（大月市立上和田

小学校教頭）

小口尚良氏（都留市立谷村第

二小学校教諭）

当研究所職員

第3期　きのこ写真展

９月25日（土）～11月21日（日）

撮影者：柴田尚氏（山梨県森林総合研

究所主任研究員）

いずれも富士山麓や山梨県内に生息

する植物・動物・菌類（きのこ）など

を撮影したもので、合計250枚以上を展

示しました。どの作品も自然と人間と

の共生を感じさせる素晴らしい写真ばか

りです。また、写真だけでなく多くのパ

ネルを同時に展示し写真の解説も行い

ました。

来年度も今年度同様、年間を通じて環

境写真展を行う予定です。今話題になっ

ている富士山や火山の写真展も計画して

います。自然や生物の多様性、環境保全

などについて写真を見ながら考えてみま

せんか。

■植物写真展の感想
・植物の特徴をとらえた良い写真ばかり

だと思いました。あまり知られていな

い植物を通して、環境の大切さを考え

る機会を与えられました。

（社会人　男性）

・きれいな花をあらためて見ました。山道

で見てもこんなにきれいだったとは…。

未来の子どもにも見せてやりたいもの

です。 （社会人　女性）

・ひとつひとつの写真に名前、その花の

特徴などが書いてあったのでとてもわ

かりやすく良かったです。 （小学生）

■平成17年度の予定
第1期　動物写真展

４月23日（土）～６月26日（日）

第2期　富士山・火山写真展

７月９日（土）～９月11日（日）

第3期　きのこ写真展

９月24日（土）～11月20日（日）

いずれも、当研究所本館１階ホール

にて展示します。

「環境写真展」



12月５日（日）富士河口湖町の大石公

園を中心に、地域環境観察「富士山麓

野鳥観察の楽しみ」を開催しました。季

節はずれの台風の影響により当日の朝ま

で開催が危ぶまれましたが、実施時間の

午前９時には、太陽が照りつけ暖かい風

が吹くほどの陽気になりました。

講師として日本野鳥の会富士山麓支部

より中川雄三さん、水越文孝さん、大和

政明さんに来ていただき、野鳥観察の方

法や富士山麓に渡ってくるガン・カモ類

について説明をしていただきました。

次に、参加者42名が３つのグループに

分かれ、講師の先生を中心に湖畔に出か

け水鳥の観察を行いました。初冬という

ことでまだまだ水鳥の種類は少ないという

ことでしたが、マガモ、ヨシガモ、キン

クロハジロ、カイツブリ、オオバンなどが

観察され、水鳥の種類による、鳴き声、

体の大きさ、羽毛の色などの違いについ

て具体的に教えていただきました。また、

深い水の中にまで潜れる体型や尾脂腺か

ら分泌した油を羽毛にぬる行動などにつ

いても説明していただきました。

講座の最後に、湖畔に散乱しているビ

ニール袋や釣り糸などを、水鳥がエサと

間違えて食べてしまうこと、体や足に釣

り糸が巻き付いてしまう事故があること

など人間と水鳥との生活のかかわりにつ

いてもお話しいただきました。環境保全

の大切さを参加者が改めて認識すること

ができた２時間半でした。

第25回地域環境観察

「富士山麓野鳥観察の楽しみ」



西暦1994年は平成６年です。今をさる

こと11年前の４月に私は研究と教育に従

事していたアメリカ合衆国テネシ－州メ

ンフィス市にあるテネシ－大学から環境

科学研究所設置準備室の一員として、ま

た最初の研究員として甲府市に引っ越し

ました。８年間住み慣れたメンフィス市

は、かの有名なロックンロ－ルの王様エ

ルビス・プレスリ－が住んでいた邸宅

「グレイス・ランド」があることで有名で

す。邸宅とはいっても彼の収入に比べる

とかなり質素で、敷地もいれてただ大き

いというだけの事でしたが、今では一大

観光産業に発展しアメリカ大統領が住ん

でいるホワイト・ハウスに次いで２番目

に訪問者の多いことで有名です。彼の死

後28年にもかかわらず世界中に今なお多

くのファンがいます。その知名度は甲府

市の湯田にもファンクラブ山梨県支部が

あることからもよくわかります。私にと

っては今なお懐かしく思い出されるメン

フィス市です。

さて、当時の環境科学研究所設置準備

室は県民会館の最上階東角の一室にあっ

て初代の富田重利室長以下12～13名の職

員が勤めていました。最初の研究員でし

かもアメリカ帰りということもあって

（と、私は感じていたのですが、どうも得

体が知れないと思われていたようです）、

当時は下にも置かない丁重な扱いをうけ

たのです。赴任直後は近くの舞鶴公園の

桜の花見にも弁当付きで連れていってい

ただいたのを懐かしく思い出します。そ

の時いただいた昼ご飯は今から思い起こ

せばコンビニで買える簡単な容器入りの

寿司であったのですが、長い間寿司には

縁の無い生活をしていただけに、しかも

うつくしい桜の花の相乗効果もあってと

ても美味しくいただいたことを憶えてい

ます。最初の３ヶ月は毎日準備室に出勤

し県の組織などをイロハのイから学んだ

ものです。やがて、毎週１日は準備室へ

出勤するという条件で、当時の山梨医科

大学医学部生理学教室に研究生として通

いつつ、研究所設立に向けての準備に３

年間参画しました。

実地検分と称した富士吉田出張で、研

究所予定地は美しい赤松林の中にあるこ

とを知りました。路肩に打たれた１本の

赤いクイを頼りに「えっと、ここらあた

りが入り口のはずで、、。」と言いつつ道

より入ると、木々の間に何本ものロ－プ

が入り組んで張られていたのです。「えっ

と、ここら辺が本館棟で、ここら辺が研

究棟で、、、。」などと説明を聞きつつ私は

想像力をたくましくしたのです。やがて、

室長となる研究員の採用が始まり、同類

の人達が準備室に増えるに比例して私の

「雰囲気的な」希少価値は低下してしま

ったのです。

以来、８年が経過しましたが、今の環

境科学研究所に対する期待には大きなも

のがあると思います。それは、目ではっ

きりと、しかも、すばやく見ることので

きない現在の環境問題は、それを科学の

目で客観的に把握し分析する必要がある

からです。いま起きているそのような環

境問題はもちろん、近い将来確実に起き

る環境問題にも取り組む必要があるから

です。そのようにして、環境科学研究所

は県民に貢献してきましたし、それを今

後も続けていかねばならないのです。

以来、８年、、、。今年の３月末で私は

定年退職いたします。

以来、８年、、、。

●生気象学研究室

柴田 政章
しばた まさあき

エルビス・プレスリーが住んでいた邸宅「グレイス・ランド」にて



国内外のニュースを聞くと、「生きる

こと」が大変困難になっているようです。

国外では泥沼化したイラク情勢、インド

洋での津波による災害、また国内では、

子どもに対する犯罪の増加、台風や地震

による自然災害等があります。「どうして

こうなってしまったのか」と悩んでいた

時に本書と出会いました。

旅を続ける主人公のてんとう虫の「マ

ルメロ」が、森に住む人間のパシュラル

先生と出会い、戦争をする人間の愚かさ

と平和の素晴らしさを語り合いながら、

未来に希望をもつことがいかに大事であ

るかを教えてくれます。最終ページの

「朝がきた、ひかりあふれるまぶしい朝」

はそのことを再認識させてくれます。

本書は、50ページにも満たない小さな

絵本です。幻想的な絵と癒される文章に

触発され、一心不乱に読むことができま

す。読み終えた後に、心の中に、希望の

灯火がともります。その瞬間、自分がパ

シュラル先生になり「マルメロ」と親友

になります。

皆さんも、私と同様の体験をしてみま

せんか。本書は未来に希望をもたせてく

れる一冊です。

（河口　修）

マルメロ
●はらだ たけひで　　●岩波書店

山梨科学アカデミー奨励賞受賞に関して

社団法人山梨科学アカデミーの平成16年度第1回通常

総会・交流大会が、平成16年5月24日に甲府市の紫玉苑

で開催され、その席上で第9回山梨科学アカデミー奨励賞

を受賞いたしました。これは動物生態学研究室が参画し

ている富士山の自然生態系に関するプロジェクト研究の

一環として、私が開所以来取り組んできました「富士山

及びその周辺における蝶類の群集生態と保護・保全に関

する研究」に対して頂戴したものです。本賞の受賞は、

当研究所では初めてということと、蝶を用いた富士山の

自然診断とその保護・保全に関する研究が評価されたこ

とで大変光栄に思っており、これを契機に今後の研究に

より一層努力していきたいと考えております。

（北原正彦）



MAP

冬が過ぎ春が近づいてくると毎日気にしているのが研究室
の窓越しから見える森の中です。冬の間に森の中に降り積
もった雪が解けていくようすは、春を知らせるバロメータ
といえ、私はこの時期、その様子に春の到来を感じるのが
とても好きです。 （M.K.）

研究所に転勤して、はや２年が過ぎようとしています。
「人間は、時間の経過が年取るごとに早く感じる」と言わ
れますが、私もそう思います。今後は、「時は金なり」の
諺にならい、時間を大切にしていきたいと思います。

（T.W.）

イベント情報

編集後記

リモートセンシングを使った
森林の炭素吸収量推定
私たちは生活のあらゆる場面で二酸化
炭素を大気中に放出しています。山梨県
の森林は二酸化炭素をどれだけ吸収して
いるのでしょうか。衛星画像などを使っ
たモニタリングの道を探っています。
（ランドサット衛星画像：米国政府所有、
SpaceImaging／宇宙開発事業団提供）

今回の表紙

発行・平成17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
ラムで、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～成人
※予約受付は、山梨県内の学校は実施月の１年前
から、他は3ヶ月前からです。

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県内在住・在勤者の成人（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

※申し込み受付期間　4月2日（土）～4月17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。10講座の受講によ
り、修了証を授与します。

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7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小学生～成人（高校生以下は保護者同伴）

日　時s10月8日（土）
テーマs「秋の自然ときのこ観察会」
対　象s小学生～成人（高校生以下は保護者同伴）

日　時s11月27日（日）
テーマs「剣丸尾自然探検」
対　象s小学生～成人（高校生以下は保護者同伴）
※申し込み、問い合わせはそれぞれ1ヶ月前からお
こないます

s環境科学講座

日　時s5月14日（土）
テーマs「地球のエネルギー問題と環境保全を考える」
対　象s高校生～成人
内　容s講演

「バイオマス・エネルギーと燃料電池に
ついて」
小宮山　政晴（山梨大学大学院教授）
「地球環境の保全とライフ・サイクル・ア
セスメント」
田原　聖隆（産業技術総合研究所チーム長）

※申し込み、問い合わせは1ヶ月前からおこないます。

s環境体験講座

工作を通して、自然と人間の生活とのかかわりを
考える講座です。
日　時s6月11日（土）
テーマ「ネイチャークラフトに挑戦」
対　象s子ども～成人

日　時s7月30日（土）
テーマs「夏休み子ども自然探検隊」
対　象s小学生・中学生

日　時s9月23日（祝・金）
テーマs「エコ工作に取り組もう」
対　象s子ども～成人
※申し込み、問い合わせは「ネイチャークラフトに
挑戦（予約受付５月15日）」以外は、それぞれ1ヶ
月前からおこないます。

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・7/23～8/31の期間は毎日）
午前：1回　　午後：2回

※予約不要です。

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s8月13日（土）～14日（日）

s企画展示

「自然と人との共生」をテーマに、多様な生物の世
界と山梨県内での生き物の現状や、火山としての
富士山を写真やパネルによって紹介します。
第1期
日　時s4月23日（土）～6月26日（日）
内　容s動物写真

第2期
日　時s7月9日（土）～9月11日（日）
内　容s富士山・火山写真

第3期
日　時s9月24日（土）～11月20日（日）
内　容sきのこ写真

sパネル展

富士山の自然・火山防災パネル展
日　時s6月30日（木）～7月7日（木）

※対象欄の「子ども」とは、幼稚園・保育園の年
長程度です。講座によっては保護者同伴が必要
な場合もあります。

●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。


