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人 を々取り巻くさまざまな環境要因が私達

のからだにどのような影響を与えるのかを解

明していくことは、健康で快適な生活を営め

る環境を模索していくために非常に重要な

ことです。いくつかの環境要因のなかで、当

研究室は特に「環境温度」に着目して研究

を進めてきています。今回は環境温度やそ

の変化によって受けるストレスの強さの違いや、

それに起因するストレスが、生命維持活動に

重要な生体内の反応にあたえる影響を探る

べく、行った研究成果を紹介します。 

実験は動物モデルとしてラットを使い、環

境温度を調節できる装置に入れ、次の5つ

の環境温度条件下で動物を温度刺激しまし

た： a通常の中温環境（飼育温度と同じ25℃）、

b低温環境（4℃）、c低温域繰り返し変化環

境（4℃と27℃を1時間づつ繰り返し）、d高温

環境（34℃）、e高温域繰り返し変化環境（18

℃と34℃を1時間づつ繰り返し）。このとき、

からだが強いストレスを受けると、より多く分

泌されることが知られているコルチコステロン

ホルモンの血液中の濃度を測定することに

より、各環境温度条件によって受けるストレス

強度の違いを測定しました。図1で示した結

果をみると低温環境b、低温域繰り返し変化

環境cとも中温環境aよりも10日間にわたり有

意に高いコルチコステロン濃度、つまり強い

ストレスを受けており、さらに4日目までは低温

環境bより低温域で繰り返し温度が変化す

る環境cの方が強いストレス受けている状況

であることがわかりました。対して高温環境d、

高温域繰り返し変化環境eでは1日目では中

温環境aに比べ強いストレスを受けていますが、

それ以後コルチコステロン濃度は低くなり、

高温域環境は低温域環境よりもストレスに対

しての馴れが早期に起こることがわかりました。 

次に温度刺激開始後2日目のストレス強度

に顕著な差がみられる3グループ：低温域繰

り返し変化環境（cストレス大）、低温環境（b

ストレス中）と中温環境（aストレス小）を使い、

環境温度変化によって引き起こされるストレ

ス状況が生体防御反応を司る免疫機構へ

与える影響を「発熱反応」を指標とすること

により調べました。図2のように私達のからだ

は体内に侵入してきた病原菌などの外敵か

ら身を守るためのさまざまな防御反応を引き

起こします。この反応では侵入してきた外敵

に由来する外因性発熱物質に対し白血球、

マクロファージが反応し、防御反応を引き起

こすための信号伝達物質であるサイトカイン

の合成、分泌がおこなわれます。この信号が

脳へ伝えられ、体温が上昇した状態が発熱

です。結果は図3で示すようにラットの腹腔

へ外因性発熱物質を投与することによって

実験的に引き起こした発熱反応は、中温環

境でさらされたグループaよりも低温環境にさ

らされたグループb、そしてさらに低温域繰り

返し温度変化環境にさらされたグループcの

順にストレスを強く受けたグループほど増強さ

れる結果が得られました。この結果は環境

温度やその変化によるストレス状況が発熱を

引き起こす免疫機構へ何らかの影響を与え

ていることを示唆しており、このとき合成分泌

されるサイトカインの種類や量が変化してい

れば発熱反応だけではなく、生体内の恒常

性維持のためのその他の反応にも影響を与

えている可能性が考えられます。今後、この

環境温度により受けるストレスが生体内恒常

性のバランスを崩しえるメカニズムを解明す

ることにより、夏場の冷房病といった原因が

はっきりしない体調不良（不定愁訴）などの

問題解決につながる研究をおこなっていき

たいと思っています。 
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図1. a：25。Cの中温環境、b：4。C低温環境、c：4。Cと27。C
環境を1時間づつ繰返し変化する環境、d：34。C高温環境、
e：18。Cと34。Cを1時間づつ繰返し変化する環境に10
日間さらした時のラット血液中コルチコステロン濃度の変

図2. 発熱のしくみ 

図3. 外因発熱物質をラット腹腔内に投与することによりおこ
る発熱反応と発熱量の中温環境、低温域繰返し変化環境
で2日間さらしたグループでの比較 
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現在、資源・国土面積共に少ない我が国

では、石油資源の枯渇、廃棄物埋立地の不

足が深刻化しており、廃棄物リサイクルの普及、

推進が重要な課題となっています。 

しかし、なんでもリサイクルしてしまえば良

いのでしょうか。リサイクルすることによって

余計な工程(プロセス)が増え、かえって環境

に悪影響を及ぼしてしまうこともあるかもしれ

ません。新たな廃棄物処理手法を開発した

からといって、安易に採用することはできな

いのです。 

そこで、LCA(ライフサイクルアセスメント)と

いう手法によって環境への影響を評価する

ことで、新規処理方法の影響を予測したり、

現在の処理方法の問題点を指摘したりする

ことができるようになります。 

今回は、このLCA手法を用いて、本研究

所で開発されたFRP(繊維強化プラスチック)

リサイクルシステムの評価事例を紹介します。 

この新規リサイクルシステムは、植物油の

中でFRPを熱分解し、熱硬化性樹脂と強化

繊維を容易に分離できる新たな手法を用い

ています。この手法によって分別した樹脂を

ディーゼル燃料として再利用できるだけでなく、

埋め立てや焼却する量を減少できると考え

られます。 

現行のFRP処理システム(現行システム)

では、廃FRP(1t)は処理センターへ輸送され、

埋め立て処理されます。廃植物油(3t)は処

理センターへ集められた後、銭湯等へ輸送さ

れ、燃料として焼却され119.1GJ(ギガジュール)

の熱を発生します。 

新システムでは、廃FRP(1t)は処理センタ

ーへ輸送され、廃植物油(3t)を用いて熱分

解されます。その後、油化物(3.7t)とガラス繊

維(0.3t)に分離され、ガラス繊維は埋め立て

処理されます。油化物は軽油を添加した後、

ディーゼル発電燃料として使用され、

54.1MWh(メガワットアワー)の電力を発生し

ます。 

比較するシステム間では同機能を持たな

くてはならないので、現行システムには発電

プロセスを、新システムには発熱プロセスを追

加し、それぞれをFRP処理システムとし、図1、

図2に示しました。破線に囲まれた内部で消

費される資源と排出される環境影響物質を

評価対象としました。 

図3にFRP 1tを処理した時の現行、新シス

テムそれぞれのケースにおける影響評価の

統合指数を示しました。プロセス上では現行

システムの方がシンプルに見えますが、新シ

ステムでリサイクルを取り入れることで、総合

的な環境への負荷が減少していることがわ

かります。しかし、冬のスモッグの発生のように、

環境影響負荷が増大している影響領域もあ

り、これらを減少させるための更なる技術開

発が必要であることも示しています。 

 

 

このように、環境への影響を具体的な数値

によって計算し、問題点や改善点を探る

LCA手法を用いて、山梨県に適した廃棄物

のリサイクル手法を提案していきたいと考え

ています。 
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11月27日（日）に、地域環境観察「剣丸尾自然探検」を実施しました。観察会に

は、日本野鳥の会富士山麓支部から、中川雄三氏、宮下義夫氏、水越文孝氏の３名を

講師としてお招きしました。参加者52名は、剣丸尾の森を歩きながら、初冬の森の木々・

鳥・動物・溶岩などの観察を行いました。 

まず、当研究所のホールにおいて３名の講師から、剣丸尾の森の成り立ち、動植物

の概要、観察の方法などについて、それぞれ話をしていただきました。次に、参加者

は3つのグループに分かれ観察に出発しました。 

コースの途中では、冬鳥の渡りについて、森で暮らすトガリネズミについて、溶岩

流やスコリアについて、溶岩樹型のでき方などについての説明がありました。参加者

のだれもが興味深く説明に聞き入り、写真を撮ったりメモをとったりしていました。

特に、「外来種の鳥ガビチョウが、日本の野鳥の鳴き声をまねてさえずること」や、

「現在、このガビチョウが都市部を中心に増えてきており、やがて富士山麓にも進出

してくる恐れがある」という話には、参加者のだれもが驚きの声をあげていました。 

天気にも恵まれ、自然を満喫した楽しい観察会でした。 

〈参加者の感想〉 

・剣丸尾溶岩流の境を知ることができました。木の名前や外来種の鳥など、初めて知

　ったことが多かったです。森の中で耳を澄ますといろいろな音が聞こえてきました。 

・シラカバの樹皮の燃えやすさ、キツツキの飛び方などを学ぶことができました。フ

　ジザクラの群生地も素晴らしかったです。 

・自然の中で鳥の声を静かに聞き、ホオジロなどの声も聞き分けることもできるよう

　になりました。ゆっくり、鳥や植物の観察などしたこともなく、とても充実した時

　間を過ごすことができました。 

吉田胎内 

講師の先生方　　左から　水越先生　　宮下先生　　中川先生 

第２８回地域環境観察 

－剣丸尾自然探検－ 

まとめの会 動物の足跡をみつけて 



研究所に入り、そのまま奥へ。メダカ

と目が合う手前で右折、扉のないオープ

ンな空間が環境情報センターです。それ

ではセンター内をご案内しましょう。 

まずは入り口付近。右手には次々に入

荷する新刊や話題の本を展示する展示ケ

ースがあります。ほとんど週単位で入れ

替わるので、来所される都度チｪックさ

れると良い本に出会えるかもしれません。 

次に正面に目を向けると高さの違う書

棚が並んでいます。自然や動植物、地球

科学、そして環境問題の本がとても充実

しています。その数約１万冊。しかし、

センター最奥の書庫には、まだ２万冊以

上の本・雑誌が収められています。本を

探しに来たときにはスタッフに声をかけ

て下さい。きっとまだまだたくさんの本

が出てきますから。 

日当たりの良い窓際には学習・読書エ

リアがあります。学習するにはうってつ

けの場所も天気の良い日には睡魔に身を

ゆだねてしまう危険が潜んでいます。こ

のエリアには富士山に関係する資料を集

めたコーナーもあります。富士山の麓標

高1,040ｍに位置する研究所としまし

ては不可欠な資料です。 

さらに奥へ。雑誌架に囲まれたバード

ウォッチングコーナーがあります。窓の

外の水場に訪れるきままな鳥たちの姿を

双眼鏡で見ることができます。またこの

コーナーには野鳥の会の資料や鳥類図鑑、

そして県内外のさまざまな自然環境関連

施設の広報誌を読むことができます。鳥

たちの声に耳を傾けながら、自然に思い

を巡らせてみるのもなかなか優雅です。 

センターにあるのは図書資料だけでは

ありません。AVブースでは約550点を

超えるビデオの視聴を、そしてセンター

中央のとても存在感のあるパソコンでＣ

Ｄ-ROM教材を利用することが出来ます。

このパソコンでは「山梨県環境情報提供

システム」「身近な自然クイズ」もご利

用頂けます。大人にも難しいクイズにチ

ャレンジして下さい。 

以上で環境情報センター内を一周しま

したが、いかがでしたか。次回は是非実

際に研究所に来所頂き、情報センターを

利用して下さい。お待ちしております。 

 

※情報センターの資料は来所された方はどなた  

　でも閲覧可能です。また県内に住所をもつ方

　であれば貸出サービスも行っております。資

　料の検索や調べ物の際には、カウンターの専

　門職員がお手伝いします。いつでも声をかけ

　て下さい。 

「ようこそ！  
　環境情報センターへ」 



富士山麓は本当に寒いところですね。

九州育ちの私には氷点下の日が続くこと

が信じられず、あまつさえ仕事から帰っ

てきて部屋の中で洗濯物が凍っていた時

など我が目を疑ったものでした。山梨に

来てから約10ヶ月、大分この環境にも

慣れることができてきました。自然が多

く富士山も毎日見られるし、うどんもお

いしいし安い。買い物はちょっと不便だ

けど面白い店は結構あるし。でも、九州

人としては物足りないものが2つあるの

です。 

それの一つはラーメン。九州で特に福

岡と言えば博多ラーメンでとんこつです。

この味で育ってきた私には他のラーメン

が薄味で物足りないのです。しかし無い

ものは無い！これは涙を飲んであきらめ

るしかなかったのです。 

そしてもう一つはタイトルでもう書い

てしまっていますが焼酎！これも九州人

には欠かせないものです。九州人の血は

とんこつスープと焼酎でできているとい

っても過言ではありません。いや言い過

ぎましたすいません。ともかく、焼酎、

特に私の場合は芋焼酎なのですが、昨今

の芋ブームのおかげか最近ではインター

ネットショッピングでお取り寄せなんて

ことができますし、さらに幸運なことに

富士吉田にはとても優良な酒屋さんがあ

ったこともあって、私は山梨に来てから

焼酎をあきらめるなんてことにならずに

済んだのです。 

前口上が長くなったのであとは私の好

きな焼酎をさっさと紹介してしまいます。

今は寒い冬なのでやっぱりお湯割りでい

きたいところですね。鹿児島あたりでは

前日に焼酎と水を5:5もしくは6:4ぐら

いで割っておいて(割水)、次の日ぬる燗

程度で飲んだりします。これをやると大

概の焼酎はおいしくなりますんで是非一

度お試しください。黒ぢょかでやったり

すると気分も盛り上がって絶品です。 

また話が大幅にそれましたが、お湯割

にしておいしい芋焼酎といえばやはり「三

岳」。屋久島でつくられており、その甘

みと香りは正に唯一無二です。ロックで

もいけますよ。たまにプレミアがついて

高値になっていますが、正規取引してい

るお店ではきちんとした価格で扱ってい

ますのでちゃんと探しましょう。 

次に「天狗櫻」。お湯割りにすると香

りがすごく華やかで、飲んだ後にも尾を

引きます。味もきちんとした芋の甘さと

コクが感じられるけれども、後口は爽や

かという独特の焼酎。ただ、味の強い焼

酎の後に飲むと印象が薄くなりがちです。 

最後は「やきいも黒瀬」。これはその

名の通り焼き芋を焼酎にしたもので、お

湯割りにしてみると正に焼き芋。ほっこ

りとした甘さと独特の苦味がうまく絡み

合います。香りもやさしく冬にはぴった

り。ロックで飲むと少し苦味が立つ気が

します。 

とりあえず3つほど挙げましたがもう

紙面が尽るので、第2弾「夏はロックで！

爽やかに飲む焼酎」はまだ未定ですが、

いつかまたこのコーナーで書きたいと思

います。それではまた！ 

環境資源学研究室　　森　智和 
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「富士山貞観噴火と青木ヶ原溶岩」と

題するシンポジウムを、1月15日（日）

に、富士河口湖町の勝山ふれあいセンタ

ーを会場に実施しました。富士山の北麓

地域に貞観時代の864年～866年にわ

たり噴火した溶岩流は、一般には青木ヶ

原溶岩と呼ばれています。この溶岩に関

する最近の科学的新知見が、アジア航測

総合研究所などの研究者により紹介され

ました。富士山噴火の中で有史以来では

最大規模の噴火と考えられている青木ヶ

原溶岩の活動の姿が、2002年に国土交

通省富士砂防事務所が行った上空からの

レーザー測量やボーリング調査を基に、

わかりやすく説明されました。また青木

ヶ原溶岩をはじめ、富士山の火山活動に

伴い形成された溶岩には多数の溶岩洞窟

が形成されていますが、これらの形成過

程についても、豊富な映像を駆使して紹

介されました。 

地元の自然保護団体関係者など約

130人の参加者があり、関心の高さが

あらためて示されました。 

シンポジウム 
「富士山貞観噴火と 
青木ヶ原溶岩」 

『こちらいそがし動物病院』 
●垣内磯子・作　マツバラリエ・絵 

●（株）フレーベル館 

トピック トピック 

幼い頃「動物とおしゃべりすることが

できたらどんなに楽しいだろう」と思っ

たことが何回もありました。動物の目を

見るといまにもしゃべりそうな感じがし

てどきどきしたことを思い出します。動

物と人間が共生することが難しいといわ

れる現在ですが、そのことを解決するヒ

ントがきっとあるはずです。 

本書は、そのヒントを教えてくれます。

街のちいさな動物病院を営む八木先生が

主人公です。彼は、怪我や病気になった

動物を診察するだけでなく、飼い主の悩

みを真剣に聞きます。また、川でおぼれ

ている身寄りのない猫の世話や死んでし

まったリスの御葬式もします。このよう

な彼の動物や人間に対する献身的な態度

が、彼を動物と会話をできる世界に導き

ます。 

本書は、100ページに満たない小さ

な絵本です。見るだけで心温まる絵や癒

される文章に導かれ夢中になって読むこ

とができます。読み終えた後に、幼い頃

にもどり動物に話しかける自分を発見し

ます。 

本書は、「動物と人間の共生」を深く

考えさせてくれる一冊です。どうか読ん

でみてください。 

　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　（河口　修） 



立春も過ぎ、研究所のまわりに積もっ
た雪もだんだん溶けてきて、春が一歩
一歩近づいてくるのが感じられる季節
になりました。冬の間、研究所から足
が遠のいていた皆さんも、ちょっと足
を伸ばして研究所においでください。 

 
（T.I.）　 

 
ニューズレターの編集に携わり既に

２年が経過しました。毎回悩み苦しみ
ながら作業をしておりますので、完成
した時の喜びは言葉には言い表せない
程です。今後、ニューズレターが当研
究所の広報誌としてたくさんの人々に
親しまれるよう内容の充実に努めてい
きたいと思います。 

 
（O.K.）　 

編集発行 

山梨県環境科学研究所 
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この印刷物は古紙配合率100％の再生紙と環境にやさしいVOC（揮発性
有機化合物）成分フリーの大豆油を主体とした植物油型インキを使用して印 この印刷物は色覚障害の方に配慮し制作しています。 

色覚UD

●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。 

編集後記 

　▼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 月曜日・祝日の翌日以外の毎日（年
　　　　末年始は休館） 
　　　　午前の部　  9:30～12:00 
　　　　午後の部　13:00～15:30 
対　象  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。 
 
　▼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  県内在住・在勤者の成人（定員40名） 
内　容  研究者・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4日（火）～4月17日（月） 
 
「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。 
 
　▼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  8月６日（日） 
テーマ 「富士山5合目自然観察」 
対　象  小学生～成人 
　　　 （高校生以下は保護者同伴） 
 
日　時  10月7日（土） 
テーマ 「秋の自然ときのこ観察会」 
対　象  小学生～成人 
          （高校生以下は保護者同伴） 
 
日　時  11月11日（土） 
テーマ 「剣丸尾自然探検」 
対　象  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
　　月前から行ないます。 
 
　▼環境科学講座 
 
日　時  5月20日（土） 
テーマ 「火山としての富士山」 
対　象  高校生～成人 
内　容  講演 
　　　　高橋 正樹（日本大学文理学部教授）
　　　　小山 眞人（静岡大学教育学部教授）
　※申し込み、問い合わせは1ヶ月前から
　　行ないます。 

　▼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  6月10日（土） 
テーマ 「ネイチャークラフトに挑戦」 
対　象  子ども～成人 
 
日　時  7月29日（土） 
テーマ 「夏休み子ども自然探検」 
対　象  小学生・中学生 
 
日　時  9月23日（祝・土） 
テーマ 「エコ工作に取り組もう」 
対　象  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14日）」
　　以外は、それぞれ1ヶ月前から行ない
　　ます。 
 
　▼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 5/1～5・7/22～8/31の期間は
　　　　　毎日実施 
　　　　午前1回　　午後2回 
　※予約不要です。 
 
　▼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  8月11日（金）～13日（日） 
 
　▼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  4月22日（土）～6月25日（日） 
内　容  富士山・火山写真 
 
第２期 
日　時  7月8日（土）～9月10日（日） 
内　容  動物写真 
 
第３期 
日　時  9月23日（土）～11月26日（日） 
内　容  きのこ写真 
 
第４期 
日　時  1月7日（土）～3月31日（土） 
内　容  環境教育この一年 
 
　※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。 


