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まえがき 
 
 平成29年度（2017年）は、森林総合研究所の第４期中長期計画（平成28～32年）の2年目にあた

ることから、昨年度に引き続き、東北支所が３本柱に掲げる、１）震災後の海岸林再生、２）人工林の

主伐―再造林の低コスト化技術、３）松くい虫被害など病虫獣害の防除対策、の３つの重点課題を中

心に研究を進めました。 
 まず海岸林再生の関係では、交付金プロジェクトにおいて、生育基盤の盛土に植栽したクロマツの

苗木に見られる生育不良の原因を、現地調査や室内実験等から、土壌硬度など物理的特性と苗木の根

系発達の関係を解析することで明らかにしました。この成果は、今後、盛土の改良方法の提案につな

げていければと考えています。また、生物多様性に配慮し、防風機能も高い海岸林の造成に向けて、

広葉樹の根系調査や、強風や飛砂緩和に効果的な静砂垣の設計仕様に関する研究なども行いました。 
 次に、再造林の低コスト化のための技術開発では、地域戦略プロジェクト（革新的技術展開事業）

において、とくに植栽後の下刈り省力手法に関する実証研究を、東北の参画県の試験研究機関や民間

団体と共同で進めました。成果については、国有林や整備センターとも連携しながら、コンテナ苗や

低密度植栽の現地検討会などを通じて行いました。 
 最後の病虫獣害関連の課題では、松くい虫被害の拡大防止を目指した研究プロジェクト（農食研事

業）が本年度で終了しましたが、「おとり木」による拡大防止技術など多くの成果が得られ、薬剤使

用が制限される中での新たな松くい虫被害対策（総合防除体系）を提案することができました。また、

その被害が北上しつつあるナラ枯れ被害の対策については、現場で速やかな感染木検知に役立つ新し

い早期診断技術を、リアルタイムPCRを用いて開発することに成功しました。 
 これら以外の課題では、シカ被害対策に関連する研究が、支所においても大型プロジェクト（農林

水産省技術会議委託プロ）のもと本格的にスタートしました。自動撮影カメラや糞・食痕等を利用し

て、シカの生息状況に関する広域調査に取り組んでいますが、糞や食痕の調査には、民間企業と共同

で開発した「ニホンジカ・カモシカ識別キット」を活用しています。シカ被害については、今後とく

に北東北へ拡大することが懸念されており、これらの研究をベースに、まだ低密度な生息状況下での

有効な防除対策技術の開発を目指したいと考えています。また、上述したマツ枯れ被害に関しては、

被害林分における猛禽類の生息状況や営巣木に関する広域調査も行っており、生物多様性の保全とい

う観点も含めた被害林分の取り扱いを考える上で重要な情報が得られつつあります。 
 その他、鳥獣害対策に関連したクマや野ネズミの生態研究、国産漆の増産・利用のための技術開発

研究、そして東北の広葉樹資源の有効利用に向けた広葉樹の萌芽や更新特性、資源量把握のための航

空機レーザーによる計測手法、さらに森林経営モデルに関する研究なども着実に進められています。 
 東北支所では、こうした研究の推進とともに、成果の普及活動にも積極的に取り組んでいるところ

です。例えば、わかり易い解説を心がけた冊子「フォレストウインズ」の発行や、毎年秋に行ってい

る一般公開・公開講演会をはじめ、様々な講演会やシンポジウム、現地検討会の開催にも、国有林や

東北各県・市町村関係の皆さまと連携しながら参画してきました。今後も、引き続き東北の森林研究

のハブ機関としてこうした成果の「橋渡し」活動にもさらに力を入れて取り組みたいと考えておりま

すので、皆さまの一層のご理解とご支援をよろしくお願いいたします。 
 

                     国立研究開発法人森林研究・整備機構  
                     森林総合研究所東北支所長 梶本卓也 
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Ⅰ 研究の概要



*



１ 平成２９年度に東北支所で分担した研究課題

　１－１）実行課題一覧

　　　　注：氏名太字は、課題責任者　

課　　　題　　　名 責任者/担当者 予算区分 研究期間

ア 重点課題 森林の多面的機能の高度発揮に向けた森林管理技術の開発 28 ～ 32

アア 戦略課題 森林生態系を活用した治山技術の高度化と防災・減災技術の開発 28 ～ 32

アアａ 基幹課題 山地災害発生リスクの予測と森林の防災機能の変動評価 28 ～ 32

アアａ１ 実施課題 森林の災害防止機能高度利用技術の開発
齋藤武史、中村克典、阿
部俊夫、小野賢二、野口
宏典

交付金 28 ～ 32

アアａＰＦ１２ 外部プロ課題 20mを超える津波に対する海岸林の減勢効果の検証と予測 野口宏典 科研費(分担） 29 ～ 31

アアａＰＦ１４ 外部プロ課題 海岸防災林の根系成長を確保する生育基盤盛土の土
小野賢二、野口宏典、萩
野裕章

政府等外受託 29 ～ 29

アアａＰＳ３ 交プロ課題
根系成長確保による高い津波耐性を特長とする盛土を伴う海岸林造
成の技術的指針の策定

野口宏典、太田敬之、小
野賢二、野口享太郎、萩
野裕章

交付金プロ 29 ～ 31

アアｂ 基幹課題 森林の水源涵（かん）養機能を高度に発揮させる技術の開発 28 ～ 32

アアｂ１ 実施課題 多様な管理手法下にある森林の水保全機能評価技術の開発
大貫靖浩、阿部俊夫、萩
野裕章

交付金 28 ～ 32

アアｂＰＦ６ 外部プロ課題 森林流域からの水資源供給量に関わる気候変動の影響評価 阿部俊夫 政府等外受託 25 ～ 29

アアｂＰＦ１２ 外部プロ課題 機械学習の応用による土層厚推定の精緻化と広域マッピング 大貫靖浩 科研費(分担） 29 ～ 31

アアｄ 基幹課題 森林における放射性物質の動態把握と予測モデルの開発 28 ～ 32

アアｄ１ 実施課題 森林における放射性セシウム動態の解明 大貫靖浩、直江将司 交付金 28 ～ 32

アアｄＰＦ１ 外部プロ課題 森林内における放射性物質実態把握調査事業 齋藤智之、島田卓哉 政府等受託 24 ～ 29

アアｄＰＦ９ 外部プロ課題
安定セシウム循環の組み込みによる森林生態系内の放射性セシウム
移行予測の高度化

大貫靖浩 科研費(分担） 27 ～ 29

アアｄＰＳ２ 交プロ課題 森林の放射性セシウム動態解明による将来予測マップの提示 野口享太郎、小野賢二 交付金プロ 28 ～ 30

アイ 戦略課題 気候変動の影響評価技術の高度化と適応・緩和技術の開発 28 ～ 32

アイａ 基幹課題 長期観測による森林・林業への気候変動影響評価技術の高度化 28 ～ 32

アイａ１ 実施課題
森林における物質・エネルギーの蓄積・輸送パラメタリゼーションの高
度化と精緻化

小野賢二、野口宏典、森
下智陽、萩野裕章

交付金 28 ～ 32

アイａ２ 実施課題 様々な気候帯に成立する森林生態系研究情報の統合
小野賢二、森下智陽、野
口享太郎

交付金 28 ～ 32

アイａＰＦ３ 外部プロ課題 森林土壌の炭素蓄積量報告のための情報整備 大貫靖浩、野口享太郎 政府等受託 15 ～ 32

アイａＰＦ１２ 外部プロ課題
東アジアにおける森林動態観測ネットワークを用いた森林炭素収支の
長期変動観測

大貫靖浩、野口享太郎、
八木橋勉、齋藤智之、森
下智陽

政府等受託 26 ～ 29

アイａＰＦ１７ 外部プロ課題
周極域森林生態系において蘚苔地衣類が炭素窒素循環に果たす役
割と地域間差の評価

森下智陽 科研費 27 ～ 31

アイａＰＦ２２ 外部プロ課題
凍土融解深の異なる永久凍土林における地下部炭素動態の定量評
価と制御要因の解明

野口享太郎、森下智陽 科研費 28 ～ 32

アイａＰＦ３１ 外部プロ課題
湿地土壌からの樹木を介したメタン放出：中高緯度３地域での変動要
因と放出機構の解明

森下智陽 科研費(分担） 29 ～ 31

アイａＰＦ３３ 外部プロ課題
マングローブ林における群落レベルでの海面上昇影響の実態解明と
近未来予測

小野賢二 科研費(分担） 29 ～ 32

アイｂ 基幹課題 生態系機能を活用した気候変動適応及び緩和技術の開発 28 ～ 32

アイｂ１ 実施課題
熱帯林の生態系機能を活用した気候変動適応および緩和技術の開
発

大貫靖浩 交付金 28 ～ 32

アイｂＰＦ３ 外部プロ課題 緩和策と適応策に資する森林生態系機能とサービスの評価 中村克典 政府等外受託 27 ～ 31

アイｂＰＦ１０ 外部プロ課題 適応策評価のための森林生態系適域推計モデル開発 中村克典 政府等外受託 27 ～ 31

アイｂＰＦ１１ 外部プロ課題
森林と農地間の土地利用変化に伴う土壌炭素変動量評価とＧＨＧイ
ンベントリーへの適用研究

野口享太郎、森下智陽 政府等外受託 28 ～ 30

アイｂＰＦ１２ 外部プロ課題
アマゾン熱帯林における低インパクト型択伐施業の可能性：樹種の成
長特性に基づく検証

梶本卓也 科研費 28 ～ 30

アウ 戦略課題 生物多様性の保全等に配慮した森林管理技術の開発 28 ～ 32

アウａ 基幹課題
生物多様性保全等の森林の多面的機能の評価および管理技術の
開発

28 ～ 32

課題記号番号・区分
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課　　　題　　　名 責任者/担当者 予算区分 研究期間課題記号番号・区分

アウａ１ 実施課題 生態系サービスの定量的評価技術の開発
磯野昌弘、髙橋裕史、直
江将司、大西尚樹、

交付金 28 ～ 32

アウａＰＦ１７ 外部プロ課題
ナキウサギのメタ個体群構造とその存続性に関与する環境要因の解
明

大西尚樹 科研費 25 ～ 29

アウａＰＦ２４ 外部プロ課題 絶滅危惧樹木と共生微生物の生態的相互作用の解明 中村克典 科研費(分担） 27 ～ 29

アウａＰＦ２８ 外部プロ課題
一斉更新過程における陣取りの役割ータケササ類のクローン特性の
進化と適応的意義ー

齋藤智之 科研費（分担） 27 ～ 30

アウａＰＦ２９ 外部プロ課題
エコロジカル・ビッグデータの森林群集理論への利用可能性－種間競
争の生活史通算評価

野口麻穂子 科研費（分担） 27 ～ 31

アウａＰＦ３０ 外部プロ課題
野ネズミと種子食昆虫との相互作用がコナラ堅果の生存過程に与える
影響の解明

島田卓哉 科研費 28 ～ 30

アウａＰＦ３５ 外部プロ課題
タイ低地熱帯季節林の森林タイプの成立要因と降水量シフトによる森
林機能への影響評価

齋藤智之 科研費(分担） 28 ～ 32

アウａＰＦ４０ 外部プロ課題
日本の樹木の多様性は山岳地形により地史的に高く保たれてきたの
ではないか？

直江将司 科研費(分担） 29 ～ 32

アウａＰＦ４２ 外部プロ課題 「形質アプローチ」でせまる森林群集の植物-土壌フィードバック 直江将司 科研費(分担） 29 ～ 32

アウａＰＦ４３ 外部プロ課題
炭素・窒素資源を巡る植物－土壌微生物の共生関係から読み解く結
実豊凶現象

野口享太郎 科研費(分担） 29 ～ 32

アウａＰＦ４４ 外部プロ課題 植物は温暖化から逃れられるのか：標高方向の種子散布による評価 直江将司 科研費 29 ～ 32

アウａＰＦ４８ 外部プロ課題 植食哺乳類に対する植物二次代謝物質の毒性の気温依存性の解明 島田卓哉 科研費 29 ～ 31

アウｂ 基幹課題 環境低負荷型の総合防除技術の高度化 28 ～ 32

アウｂ１ 実施課題 環境に配慮した樹木病害制御技術の高度化
升屋勇人、中村克典、前
原紀敏、相川拓也

交付金 28 ～ 32

アウｂ３ 実施課題 野生動物管理技術の高度化 工藤琢磨 交付金 28 ～ 32

アウｂＰＦ２０ 外部プロ課題 オス卵をたくさん産ませてハバチ個体群の増殖を抑え込む 磯野昌弘 科研費 27 ～ 29

アウｂＰＦ２４ 外部プロ課題
侵入地と原産地のマツノザイセンチュウの比較ゲノムと生態的特性の
解明

前原紀敏 科研費 27 ～ 29

アウｂＰＦ２６ 外部プロ課題 薬剤使用の制約に対応する松くい虫対策技術の刷新
中村克典、前原紀敏、相
川拓也、大塚生美

政府等受託 27 ～ 29

アウｂＰＦ３１ 外部プロ課題
寄生細菌"ボルバキア"によって引き起こされるビロウドカミキリの生殖
撹乱現象の解明

相川拓也、升屋勇人、中
村克典、前原紀敏

科研費 28 ～ 30

アウｂＰＦ３７ 外部プロ課題 野生鳥獣拡大に係る気候変動等の影響評価 髙橋裕史、相川拓也 政府等受託 28 ～ 32

アウｂＰＦ３９ 外部プロ課題
生態学・遺伝学的手法を用いたツキノワグマの個体群構造と分散行動
の影響の解明

大西尚樹 科研費（分担） 28 ～ 30

アウｂＰＦ４０ 外部プロ課題
変動する気象要因はいかにしてマツ材線虫病の流行過程に影響する
のか

中村克典、 科研費 29 ～ 31

アウｂＰＦ４１ 外部プロ課題
マツ枯れの病原線虫はどのように進化してマツノマダラカミキリと結び
付いたのか

前原紀敏 科研費 29 ～ 31

アウｂＰＳ２ 交プロ課題 高齢化したサクラの管理指針の策定 升屋勇人 交付金プロ 28 ～ 30

アウｂＰＳ３ 交プロ課題 ヒバ漏脂病の抵抗性検定法と施業的回避法の確立 升屋勇人、相川拓也 交付金プロ 28 ～ 30

イ 重点課題 国産材の安定供給に向けた持続的林業システムの開発 28 ～ 32

イア 戦略課題 持続的かつ効率的な森林施業及び林業生産技術の開発 28 ～ 32

イアａ 基幹課題 地域特性と多様な生産目標に対応した森林施業技術の開発 28 ～ 32

イアａ１ 実施課題 多様な森林の育成と修復・回復技術の開発 野口享太郎、太田敬之 交付金 28 ～ 32

イアａ２ 実施課題 地域特性に応じた天然林の更新管理技術の開発
太田敬之、八木橋勉、齋
藤智之、野口麻穂子

交付金 28 ～ 32

イアａＰＦ１３ 外部プロ課題 伐採前のササ抑制とヒノキの前生稚樹による確実な天然更新 齋藤智之 科研費 27 ～ 30

イアａＰＦ１５ 外部プロ課題
優良苗の安定供給と下刈り省力化による一貫作業システム体系の開
発

梶本卓也、八木橋勉、野
口麻穂子、天野智将、駒
木貴彰

政府等外受託 28 ～ 30

イアａＰＦ２２ 外部プロ課題
カメムシ類による種子の吸汁は温暖な地域のヒノキの更新を制限して
いるか？

野口麻穂子、相川拓也 科研費 29 ～ 31

イアａＰＳ２ 交プロ課題
広葉樹も多い中山間地で未利用資源をむだなく循環利用する方策の
提案

髙橋裕史 交付金プロ 28 ～ 30

イアａＰＳ７ 交プロ課題
中部地方におけるスズタケ一斉開花・枯死の把握と温帯性針葉樹林
に及ぼす影響の緊急調査

齋藤智之 交付金プロ 29 ～ 30

イアｂ 基幹課題 効率的な森林管理技術及び先導的な林業生産システムの開発 28 ～ 32

イアｂ１ 実施課題 効率的な木材生産技術及び先導的な林業生産システムの開発 交付金 28 ～ 32

イアｂ２ 実施課題 森林情報の計測評価技術と森林空間の持続的利用手法の高度化 小谷英司、天野智将 交付金 28 ～ 32
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イアｂＰＦ２ 外部プロ課題 低コストな森林情報把握技術の開発 小谷英司 政府等受託 25 ～ 29

イアｂＰＳ３ 交プロ課題 本州以南におけるカラマツの安定供給と持続的利用方策の提案 小谷英司 交付金プロ 28 ～ 30

イアｂTF１ 事業・助成課題
地上型レーザースキャナーによる効率的な収穫調査と素材生産現場
への活用方法の提案

小谷英司 政府等外受託 29 ～ 30

イイ 戦略課題 多様な森林資源の活用に対応した木材供給システムの開発 28 ～ 32

イイａ 基幹課題
持続的林業経営と合理的、効率的流通・加工体制の構築に向けた
社会的・政策的対策の提示

28 ～ 32

イイａ１ 実施課題 持続可能な林業経営と木材安定供給体制構築のための対策の提示 大塚生美 交付金 28 ～ 32

イイａＰＦ４ 外部プロ課題
林業経営の信託化を実現させる諸条件の解明：日本の特殊性と一般
性

大塚生美 科研費 27 ～ 29

イイａＰＳ１ 交プロ課題
マテリアル用国内広葉樹資源の需給実態の解明と需要拡大に向けた
対応方策の提案

天野智将 交付金プロ 27 ～ 29

イイｂ 基幹課題 地域特性に応じた木質エネルギー等の効率的利用システムの開発 28 ～ 32

イイｂ１ 実施課題 効率的な木質バイオマスエネルギー利用システムの提示
小谷英司、天野智将、大
塚生美、駒木貴彰

交付金 28 ～ 32

イイｂＰＳ１ 交プロ課題 木質バイオマス発電事業の安定的な拡大手法の開発 天野智将 交付金プロ 27 ～ 29

エ 重点課題
森林生物の利用技術の高度化と林木育種による多様な品種開発及
び育種基盤技術の強化 28 ～ 32

エア 戦略課題 生物機能の解明による森林資源の新たな有効活用技術の高度化 28 ～ 32

エアａ 基幹課題 樹木の生物機能の解明とその機能性の新たな有効活用 28 ～ 32

エアａ１ 実施課題
ゲノム情報を利用した適応等に関係する遺伝子の特定及びその多様
性解明 と有効活用

交付金 28 ～ 32

エアａ２ 実施課題
樹木のストレス耐性等に関する分子基盤の解明とその機能を利用した
環境保全技術の開発

交付金 28 ～ 32

エアａＰＦ３ 外部プロ課題 漆生成メカニズムに基づく高品質漆の開発 田端雅進、升屋勇人 科研費 26 ～ 29

エアａＰＦ１０ 外部プロ課題 歴史的な輸出漆器の科学分析評価と漆器産地の解明に関する研究 田端雅進 科研費（分担） 27 ～ 30

エアａＰＦ２０ 外部プロ課題 日本の漆文化を継承する国産漆の増産、改質・利用技術の開発
田端雅進、升屋勇人、相
川拓也、小野賢二

政府等受託 28 ～ 30

エアｂ 基幹課題 きのこ及び微生物が有する生物機能の解明と新たな有効活用 28 ～ 32

エアｂ１ 実施課題 きのこ及び微生物が有する生物機能の解明と新たな有効活用 交付金 28 ～ 32

エアｂＰＦ１ 外部プロ課題 高級菌根性きのこ栽培技術の開発 野口享太郎 政府等受託 27 ～ 31

基盤事業

キ１０２ 基盤事業課題 森林気象モニタリング 野口宏典 交付金 28 ～ 32

キ１０４ 基盤事業課題 収穫試験地における森林成長データの収集 小谷英司 交付金 28 ～ 32

キ１０５ 基盤事業課題 森林水文モニタリング 阿部俊夫 交付金 28 ～ 32

キ１０８ 基盤事業課題 森林における降雨・渓流水質モニタリング 野口享太郎 交付金 28 ～ 32

キ１０９ 基盤事業課題
気候変動下における広葉樹林、温帯性針葉樹林および森林被害跡
地の生態情報の収集と公開

野口麻穂子、八木橋勉、
齋藤智之、太田敬之、直
江将司

交付金 28 ～ 32

キＴＳ１ 基盤事業課題 森林生態系の長期モニタリング
野口麻穂子、八木橋勉、
齋藤智之、太田敬之、直
江将司

政府外受託 21 ～ 30

キＴＳ１ 基盤事業課題 森林生態系の長期モニタリング（炭素循環変動）
野口麻穂子、八木橋勉、
齋藤智之、太田敬之、直
江将司

政府外受託 21 ～ 30
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１－２）平成２９年度研究概要 

 
１－２）－（１）チーム長（昆虫多様性保全担当） 

磯野昌弘 

 

「オス卵をたくさん産ませてハバチ個体群の増殖を抑え込む」 

 

 トネリコの葉を加害するトネリコクロハバチが産む卵の性別は、母バチが産下卵を受精させるかどう

かにより決まっており、未受精のまま産下された卵は単為発生してオスになる。オスは子を産めないの

で、未受精卵が多産されると個体群サイズは縮小に向かう。本種はオスだけが黄色に強く誘引されるこ

とがわかっており、この特性を利用して黄色水盤による誘殺を行い、この林分から羽化したほとんどの

オスを誘殺した。ところが、誘殺を実施した後に、野外で捕獲したメスのほとんどが精子を保持してお

り、野外の葉に産み込まれていた卵も、ほとんどが受精卵であった。以上から、黄色水盤による誘殺は、

メスの交尾率低減や保持精子の枯渇に結びつかなかったと結論づけられた。この原因を特定するため、

雌雄の配偶行動と精子の使われ方を調べた。その結果、メスは、２回目以降の交尾を激しく拒絶し、当

初想定していた多数回交尾は行わないことが分かった。また、メスは、１回の交尾で十分な量の精子を

受け取っており、繁殖の途中で精子の枯渇も起こらないと考えられた。他方、オスは、積極的に多数回

の交尾を行ったが、保有する精子は数回の交尾で枯渇した。精子は羽化後数日のうちに作られ、その後、

追加生産されることはなかった。これらのことから、オスの数を、繁殖メスの数分の１以下のレベルに

間引くことができれば、精子の枯渇したオスとの交尾が起こり、間引き程度に応じたオス卵の産下率上

昇が起こると考えられた。黄色水盤による誘殺はこの要件を満たしていたにも拘らず、未受精卵が多産

されなかったことは、林床から羽化したオスは極めて速やかにメスと遭遇し交尾していることを示唆し

ており、防除への応用は難しいと考えられた。 
 

 

１－２）－（２）チーム長（光環境変動担当） 

                                         齋藤武史  

 

「津波被災海岸林に残存した樹林地による環境改善効果の解明」 

 

 東日本大震災の津波で被災した大船渡市吉浜地区の海岸林で、被災程度の異なる５地点で全天空写真

の定点撮影を行い、樹冠層の季節変化、経年変化を観測するとともに、地温、地熱流束等の観測を行っ

て、津波被災後に残存した樹林地による地表面付近の温度環境の改善効果（地温の季節変化の緩和）が、

被災５年後の時点で発揮されていることを明らかにした。無立木の激害地では、2016年度の夏には日最

高地温が 30℃を超えた日が 36 日、冬に日平均地温が氷点下（土壌凍結）となった日が 19日観測された。

一方、津波被災後も生立木が残っていた地点では、日最高地温が 30℃を超えた日、日平均地温が氷点下

となった日がともに無く、温度環境が緩和されていた。そのうち、クロマツ、アカマツの大部分が被災

後も生存していた微害林分では、高木層の樹冠による被覆効果があったものと考えられた。一方、中程

度の被災により疎林となって樹冠が疎らであった林分では、被災後に残存したササ類等を主とする林床

植生が明るい林床に繁茂し、これらの植被による被覆効果があったものと考えられた。 
 

 

１－２）－（３）チーム長（地域資源利用担当） 

小谷英司 

                                               

「航空機 LiDARのレーザ計測密度に対する費用対効果の分析」 

 

 航空機 LiDARは、広域の森林資源量を正確に把握する手法として研究や行政分野で広く利用されてい
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る。しかし、森林資源把握を目的として、レーザ密度について費用対効果の点から最適な設定方法に関

する検討がこれまで行われてこなかった。このため、レーザ計測密度を極端に低い設定(1/300 点/m2)

から、通常用いられる密度設定(5 点/m2)まで、10 段階に変化させた場合の航空機 LiDAR の計測コスト

(費用)と材積推定精度(効果)を求め、費用対効果の点から最適なレーザ密度を分析した。レーザ密度が

0.1 点/m2 以下になると材積推定精度が低下するが、0.1 点/m2 以上となっても精度は向上せずほぼ一定

となった。一方で、計測コストはレーザ密度に比例して大きくなった。このため費用対効果の点から、

森林資源推定で最適なレーザ密度は 0.1-1 点/m2 程度であり、通常の精密地形計測で広く利用される

0.25-1点/m2で十分であることがわかった。 

 

 

１－２）－（４）チーム長（森林微生物管理担当） 

升屋勇人 

 

「リアルタイムＰＣＲを用いたナラ枯れの早期診断技術の開発」 

 

近年より日本国内で大きな森林被害の一つとなっているナラ枯れは、カシノナガキクイムシ（Platypus 

quercivorus）とその随伴菌である Raffaelea quercivoraにより引き起こされるナラ類の枯死被害である。過去

に、新潟・山形県で猛威を振るい、西日本においてもコナラ、ミズナラで大量の枯死を引き起こしてきた。現在

では、日本海側は青森県、太平洋側では岩手県沿岸部を北上し、その被害エリアを急速に拡大させている。被害

の北上を食い止めるため、被害が少ない段階での早急な対応が必要である。高密度にカシノナガキクイムシによ

る穿入がある場合はその診断は容易であるが、被害先端地では密度が低いためキクイムシの確認が難しい場合

や、ナラ枯れと判断できない枯死も多くみられる。実際にはならたけ病やその他根腐れによる枯死木も、ナラ枯

れ被害木と見なされている可能性がある。また、カシノナガキクイムシ以外のキクイムシも多く生息しており、

丸太に穿入している場合に、カシノナガキクイムシと混同されることも多い。こうした状況は、被害の早期診断

における弊害になるため、これらを踏まえたナラ枯れ被害の迅速で正確な診断が求められる。そこで本研究では、

カシノナガキクイムシ幼虫と主要随伴菌 Raffaelea quercivora の分子同定に基づくナラ枯れの早期診断技術を

開発した。この方法では R. quercivoraおよびカシノナガキクイムシに特異的なプライマーを設計し、リアルタ

イムPCRで検出する方法である。培養した菌糸体であれば 1時間以内での同定が可能である。また、成虫が見ら

れないキクイムシ孔道サンプルであっても幼虫からの直接 PCRと HRM（High Resolution Melt）解析 により、

カシノナガキクイムシを同定できる方法を併せて開発した。本成果は今なお北上を続けているナラ枯れ被害の早

期対応に大きく貢献する。 
 

 

１－２）－（５）チーム長（根系動態研究担当）  

野口享太郎 

 

「炭素・窒素資源を巡る植物－土壌微生物の共生関係から読み解く結実豊凶現象－」 

 

ブナ林における同化産物分配を明らかにするために、新潟県（苗場山）の約 90年生ブナ林において、

イングロースコア法により細根生産量調査を行った。イングロースコア法は、根を除いた土を詰めて土

壌に埋設したメッシュ円筒に侵入してきた細根の量から細根生産量を求める方法であるが、本研究では、

2016 年 11 月に現地の土壌を詰めた直径 3.2 cm、長さ 20 cm、穴径 2 mm のイングロースコアを 15 地点

に埋設し、1年後の 2017年 11 月に回収した。その結果、本調査地の 2017年の細根生産量は約 260 g m-2 

y-1と推定され、これはブナの落葉量に匹敵する量であった。また、ミニライゾトロン法（地中に埋設し

た透明管の表面に出現する根を観察する方法）により同じ調査地内の 3地点の細根生産の季節変動につ

いて解析した結果、細根生産が夏季に大きいことが明らかになった。 
 

 

平成30年版　森林総合研究所東北支所年報

5



 １－２）－（６）チーム長（野生鳥獣類管理担当） 

高橋裕史 

 

「野生鳥獣拡大に係る気候変動等の影響評価」 

 

全国的にニホンジカ（以下、シカ）の生息密度が増加し、分布は拡大している。20世紀以前に絶滅し

たとされる東北地方においても、各地で目撃情報が増加し、分布回復過程にある。定着後の過増加にと

もなって農林業被害や生態系への影響が懸念され、対策を進めるうえで生息の確証が求められている。

極めて低密度な生息を検出するための方法として、形状が互いによく似たシカとカモシカの糞を分子生

物学的に簡易に識別する「ニホンジカ・カモシカ識別キット」が開発されており、糞よりも発見が容易

な食痕をキットに適用して、シカの生息検出の効率化を検討した。その結果、糞と同様の反応が得られ、

シカとカモシカの食痕を識別できることがわかった。ただし反応が表れない場合もあり、その原因とし

て、植物の種や部位による唾液の付着しにくさや反応阻害成分の存在の可能性、DNA の経時劣化や降水

などにともなう流失、他の植食動物による食痕の誤認・混入などが考えられた。効率的に検出するため

にはどのような食痕を供試体とするのが適当なのか、さらに検討が必要である。 

 

「広葉樹も多い中山間地で未利用資源をむだなく循環利用する方策の提案」 

 

広葉樹林を再生するうえで、ニホンジカ（以下、シカ）による食害が重大な阻害要因となっている。

ヨーロッパには、草食獣による萌芽への食害を軽減するため、伐採高を高くして萌芽枝の発生位置を高

めるポラード（pollard）とよばれる更新方法がある。そこで、その更新方法を参考に高伐りによる萌芽

食害の軽減効果について検討した。調査地は、京都府南丹市の日吉町森林組合により 2014年に更新伐と

して様々な高さで伐採された、クヌギ・アベマキ林分を対象とし、2016年 8月時点で生きている萌芽枝

（伐採前に生じていた側枝を含む）をもつ 51株について、伐採高、萌芽枝梢端までの地上高、シカによ

る食痕の有無を記録した。高さ 200cm 未満の萌芽枝の 80%（432/540）は梢端に食痕が認められ、200cm

未満の萌芽枝は食われやすいか、または食われた結果として 200cm未満に抑えられていた。また伐採高

が高い株ほど萌芽枝は高くなる傾向が認められ、高さ 200cmを越えた萌芽枝は伐採高 80cm以上の株に多

くみられた。以上から、クヌギ・アベマキの萌芽更新には、伐採高 80cm以上の高伐りが一定の効果をも

つ可能性が示唆された。ただし地形やシカの生息密度なども採食圧に影響すると考えられ、高伐りだけ

でシカの影響を完全に排除できるわけではないことに注意が必要である。 

 
 

１−２）−（７）森林生態研究グループ 
                   太田敬之（研究グループ長）、直江将司 

 
 本研究グループでは、森林の保全と利用の調和をめざして、様々な樹木の生態的特性や森林の成り立

ちについて研究している。25年前から調査を行っているスギ天然林では5年に1度の定期調査を行った。

海岸林に植栽された広葉樹の生育状況を調査するとともに標高と種子の酸素同位体との関係についての

研究計画について報告する。 
 

「秋田佐渡スギ天然林の定期調査」 
 
秋田県の佐渡スギ群落保護林で調査区（1.05ha）全体の胸高直径 5 ㎝以上の個体すべてのサイズ測定

を行った。調査開始から 25 年間で立木密度は 353 本 ha-1から 901 本 ha-1と 2.5 倍に増加し、樹種数

は 12 種から 18 種に増加した。主要樹種であるスギは 25 年間で本数が 11％増加、胸高断面積は 27%増

加したのに対し、ブナは本数が 114％増加したが胸高断面積は 5%の増加にとどまった。スギは新規加

入が少ないが大径木の生存率が高いのに対し、ブナは多くの新規加入があったが大径木の枯死率が高か

ったためで、ブナが上層を占めることができない一因と考えられた。 
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「海岸林に導入可能な広葉樹の選定」 

 
松枯れ被害に備え、生態的多様性を保った海岸林を造成する上で植栽するのに適した広葉樹種を探す

ため、秋田県の海岸林で広葉樹、クロマツの掘り取り調査を行った。広葉樹でケヤキ、イタヤカエデは

地下部と地上部の乾重比がほぼ 1：1 であったのに対し、クロマツは 1：4 となりクロマツは地下部が貧

弱でも地上部を成長させることができていた。土壌の硬度と根系の発達にも一定の関係は見られず、来

年度はさらに大きな個体を掘り上げて検討を行うこととした。 
 

「長距離の種子散布を評価する手法の開発」 

 

植物は自ら動くことができないため、種子散布によって移動する。長距離の種子散布は植物の分布

拡大や人間活動によって分断された森林間の移動、温暖化などの気候変動からの避難に大きな役割を果

たしている。これまでに開発してきた長距離散布の評価手法を広域で適用できるかを明らかにしていく

ため、全国でバラ科植物 286本から種子を収集し、種子の酸素安定同位体比を熱分解型元素分析計およ

び同位体比質量分析計によって測定した。その結果、種子の酸素安定同位体比は、高緯度ほど、また高

標高ほど小さいことが明らかになった。さらに、一般化線形混合モデル（GLMM）で推定したパラメータ

値から、地理的要因と種子の酸素安定同位体比の対応は、親木の生育場所の気温を反映している可能性

が示された。すなわち、高緯度や高標高では親木の生育場所の気温が低かったことが種子の酸素安定同

位体比が小さかった原因として考えられた。今後は、地理的要因と種子の酸素安定同位体比の関係に年

変動がみられるか、種子の酸素安定同位体比に影響を及ぼしている直接的な要因の特定、バラ科以外の

植物でも同様な傾向がみられるかを調べていく必要がある。 
 

 

１−２）—（８）育林技術研究グループ 

八木橋勉（研究グループ長）、齋藤智之、野口麻穂子 

 

本研究グループでは、施業や自然撹乱に対する樹木の反応を、樹木生理や生態の観点から明らかにし、

森林の育成に応用していくための研究を行っている。本年度の主な研究成果は、以下に示す通りである。 

 

「異なる下刈りスケジュールで育成したカラマツの5年目までの生存と成長」 

 

下刈り回数の削減は育林初期コストを低減する手段として期待されている。しかし、カラマツは初期

成長が速い一方、耐陰性が低いことから、下刈りの省略による負の影響が大きいことが予想される。本

研究では、4通りの下刈りスケジュール（4年間毎年下刈り、隔年下刈り（1・3年目および2・4年目）、無

下刈り）を設けた岩手県内の国有林で、カラマツの成長・生存を調べた。植栽後5生育期間が経過した時

点で、カラマツ植栽木の樹高および地際直径は、2種類の隔年下刈り区および無下刈り区では、毎年下刈

り区と比較して有意に小さかった。また、カラマツ植栽木の生存率は、いずれの隔年下刈り区でも60％

台にとどまった。さらに、カラマツ植栽木と周囲の競合植生の高さの推移を比較したところ、カラマツ

の樹高の平均値は、毎年下刈り区では下刈り終了時に競合植生の最大高を1m以上上回っており、5生育期

間経過後もその状態が保たれた。一方、無下刈り区では競合植生の平均高未満であり、隔年下刈り区で

も競合植生の最大高とほぼ同等で、競合植生を抜け出せていなかった。本試験地の事例では、隔年方式

の下刈り省略はカラマツの顕著な成長・生存の低下をもたらしており、通常の成林は困難と考えられた。

本研究の内容は、第129回日本森林学会大会において発表した。 

 

「一斉開花したスズタケの繁殖特性」 

 

ササ類は長寿命一回繁殖の植物であり、しばしば広域に同調して一斉開花する特異な生活史をもつ。
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スズタケは 2005年に秩父で開花したが、結実率が極めて低く繁殖失敗となったことが報告されている。

近年スズタケの開花が続々と報告され、2016年までに関東などで一斉開花し、全国的な広がりを見せて

いる。本研究では、大規模に一斉開花したスズタケの繁殖特性を明らかにするため、2017年に愛知県東

部を中心に一斉開花したスズタケの開花時期や開花量、結実率、種子量などを調べ、過去の開花記録と

比較した。 

 2017年の開花は 5月中旬から群落全体の 80％が開花し、26％程度の結実率で過少に推定しても約２千

個/㎡の種子が落下した。前年に狂い咲きする前咲きでは開花率は群落の 10％程度だったが、種子量は

本開花の 1％にも満たなかった。今回の開花は、秩父の事例と比べると結実率が高く健全な種子が多量

に生産されたため、十分更新が可能と予想される。2018年には一斉に発芽し、更新が開始されると考え

られるため、今後は更新調査を行う必要がある。本研究の内容は、第 129回日本森林学会大会において

発表した。 

 

「マレーシアにおけるセラヤの更新適地」 

 

マレーシアのフタバガキ科樹木は、日本にラワン材として大量に輸入されてきた歴史があり、その持

続的管理には日本にも責任があるため、これまでに森林総合研究所では、国際農林水産業研究センター

やForest Research Institute Malaysia (FRIM:マレーシア森林研究所)と共同で研究を行ってきた。本

研究では、マレーシアの丘陵フタバガキ林で多く見られるセラヤ（Shorea curtisii）の稚樹の更新適地

を明らかにするため、首都クアラルンプールのおよそ60km北に位置する地域の天然林と、択伐後の森林

において、母樹と稚樹の空間分布やサイズ分布を調査し、稚樹数が多くなる要因を解析した。セラヤ稚

樹の更新適地は、天然林においても択伐後の森林においても、地形と母樹からの距離によって限定され

ていた。具体的には、稚樹の分布は、多くの場合に尾根上の、母樹からの距離が30m以内に限られていた。

このため、現行の択伐においてよく見られ、林内にパッチ状に母樹をまとめて残す方法では、林内全域

に稚樹を発生させることはできず、次世代の森林において樹種の構成や伐採木の分布に著しい偏りを生

じることが予想される。林内から最寄りの2個体の母樹を任意の組み合わせで選んだ場合に、全て60m以

内になるように配置できれば、林内の全ての場所は母樹から30m以内に位置することになるが、伐採後の

環境変化で衰弱する個体が出る場合があることから、伐採段階では種子の供給が複数の母樹から行われ

るように考慮する場合には、保残木の間隔は30m程度に抑える必要があることが明らかになった。本研究

の内容は、海外の森林と林業99巻に掲載された。 

 

 

１−２）—（９）森林環境研究グループ 

 

阿部俊夫（研究グループ長）、萩野裕章、野口宏典、小野賢二、森下智陽 

 

本研究グループでは、森林流域の水源かん養機能や森林生態系の炭素動態などに関する研究を行って

いる。さらに東日本大震災で被災した海岸林の再生についても植栽基盤の適性評価の視点から研究に取

り組んでいる。本年度の主な研究成果は以下に示す通りである。 

 

「間伐施業後に作業道から流出する濁水量」 

 

森林施業による撹乱は水源地の山地から濁水が流出する一因であり、特に作業道の影響が大きいこと

が知られている。濁りの正体は主に粒径 0.1mm以下の微細土で、土砂受け箱の網目をすり抜けるため斜

面や作業道からの発生量はあまり調べられていない。本研究では、間伐後に作業道から流出する濁水量

を明らかにするため、前冬にスギ林を間伐した秋田県長坂試験地上の沢流域の作業道に長さ 21 mの調査

プロット（路床幅 2.9 m、勾配 10.1°）を設け、調査を開始した。本作業道は 10年前の作設で草本や

低木がまばらに生えており、山側法面からの湧水の流出が 1箇所あった。 
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調査期間（9～11月）中の表面流出量は降雨量の 6.1倍多く、山側斜面に降った雨が湧水として作業

道に流出したためと考えられる。微細土流出量は、表面流量と直前 10分間の降雨量を説明変量とする重

回帰式を用いて推定したところ、1日あたり 4.24 g/m2、降雨量 1 mmあたり 0.49 g/m2と算定された。

これは北海道のカラマツ林における間伐翌年の作業道からの微細土流出量よりやや少なかった。本調査

区は植生が回復してきており、間伐も積雪期に行われたため大きな撹乱はなかったと推察されるが、一

方、湧水で表面流が多く、微細土が運搬されやすい状況だったと考えられる。今後、隣の流域で新規に

作設した作業道でも同様の調査をおこなう予定である。 

 

「静砂垣の防風効果が地形勾配および垣間距離によって受ける影響の解明」 

 

秋田県では、海岸クロマツ林の枯損跡地を速やかに再生するため苗木植栽を実施する場所が多い。そ

れらの場所は多くが冬季の季節風の影響を受けやすいため、植栽地には静砂垣を築設して植栽木に対す

る強風や飛砂の影響を弱めることが行われている。秋田県における静砂垣の設計仕様は高さ 1m、垣の長

さが 10m×5m と 10m×10m の 2 通りがあるが、その使い分けに垣内の防風効果を根拠とした設計基準は

なかった。本研究では秋田県と共に設計基準の基礎的資料を得る目的で静砂垣の模型を用いた風洞実験

を実施し、垣内の風速分布を①垣間の距離 5mおよび 10mの 2パターンと、②地形勾配 0°、10°、20°

の 3パターンの組み合わせで合計 6通りの実験を行った。 

実験の結果、勾配 0°では垣間距離によらず垣内の高さ 1m 相当以下で風速が大きく低下した。また、

垣内のうち風下側の垣付近で風速がより低下した。勾配 10°では垣間距離が 5m、10mいずれの場合も垣

の背後で風速の低下が確認された。風速の低下範囲は勾配 0°に比較してどちらの垣間距離においても

小さく、5m と 10m で比較すると 10m の垣で鉛直方向への広がりが大きかった。勾配 20°の垣内では風

上側の垣付近で風速低下範囲が見られた。ただし、その範囲は勾配 0°に比べて大きく減少し、勾配 10°

と比較してもやや小さかった。勾配 20°において 5m と 10m で比較すると風上側の垣付近の風速低下範

囲は類似しているが、風下側の垣背後で垣間距離 10mのとき加速する範囲が確認された。しかし、垣間

距離 5mではそれが見られなかった。 

 

「クロマツ根の成長と土壌の硬さの関係の土壌カラム実験による検討」 

 

東日本大震災で多くの海岸林で根返り等の被害が発生したことを受け、地下水位が地表に接近した箇

所での海岸林造成の際には、根系成長の範囲を確保するために、生育基盤として盛土をして嵩上げが図

られる事例が多くなった。しかし、盛土により造成される土壌は海岸砂丘の砂質土壌に比べて硬くなり

やすく、この土壌の硬さが生育基盤盛土に植栽した樹木の根系成長を阻害する可能性が懸念されている。

しかしながら、盛土を伴う海岸林造成の事例は震災以前には少なく、硬い土壌での根系成長についての

知見は少ない。そこで、日本の海岸林の主要樹種であるクロマツの根系成長が土壌の硬さから受ける影

響を調べることを目的として、硬い層を設けた土壌カラムを作成して実験を行った。 

土壌カラムの容器には、直径 15 cm、高さ 50 cm 程度の塩化ビニル製パイプを用い、パイプの中ほど

に厚さ 4 cm の「土壌硬度設定層（以下，設定層）」を設け、その層の上下には砂を充填して土壌カラム

を作成した。設定層の上には砂を 5 cm程度充填し、その上にクロマツの 2年生コンテナ苗を置き、苗と

パイプの間に砂を充填して植栽した。設定層には、盛土が施工された海岸林造成地から直径 11 cm2、高

さ 4 cmの採土円筒で採取した不攪乱土壌試料、もしくは、採土円筒と同じサイズの円筒に砂を充填した

ものを用いた。設定層の円筒とパイプの間には根が通り抜けないようにシリコンを充填した。不攪乱土

壌試料は，日本造園学会緑化環境工学研究委員会（2000）が「固結、根の多くが侵入困難」とした硬さ

の上限値である S値 0.7程度の硬さと、それよりさらに硬い S値 0.5程度の硬さのものを用いた。不攪

乱土壌の他に設定層として用いた円筒に充填した砂の S値は 2.0程度であった。 

設定層の土壌硬度が S 値 2.0 の土壌カラムでは 5 個体全ての根が、S 値 0.7 では 4 個体の内の 3 個体

の根が設定層を通過した。S 値 0.5 では全ての個体の根が設定層を通過できず、設定層にわずかに侵入

しただけであった。設定層の上での根の断面積合計を比較すると、総量には設定層の硬さの影響は見ら

れなかったが、直径を区分した場合には、1.0 mm 以上の根の断面積の割合は設定層が硬くなると少なく
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なった。設定層の上と下での断面積合計を比較すると、S 値 2.0 では総量と直径で区分した値ともに差

が少なかったのに対し、S 値 0.7では上に比べて下では総量は半分以下となり、全ての直径区分の値が

減少し、割合は 1 mm以上のものが大きくなった。根元直径、樹高の 1成長期での成長率には、S値 0.5

で小さく、S値 2.0で大きいなどといった設定層の硬さの違いによる差は見られなかった。 

 

「冷温帯性落葉広葉樹林における土壌呼吸の長期連続観測による土壌呼吸規定要因の検討」 

 

森林における土壌呼吸プロセスは、葉群呼吸、幹呼吸とともに、主要な温暖化ガスである二酸化炭素

の大気中への放出プロセスを構成する主要な要素の一つである。森林生態系における炭素動態を正確か

つ詳細に把握して、森林生態系が有する地球温暖化・気候変動緩和機能を効果的に発揮させていく上で

は、土壌呼吸による炭素放出プロセスの定量評価は不可欠である。  

 東北支所では、岩手県八幡平市安比高原にある冷温帯性ブナ林（約 85 年生）に、2004 年、4 基の

自動開閉型チャンバーシステムを設置し、これまで約 14 年間にわたり土壌呼吸量測定を行ってきた。

2017 年までの 14 年間の調査・観測の結果から、安比高原ブナ林における年間土壌呼吸量を算出し、そ

の規定要因について検討した。 

その結果、土壌呼吸量 Rs は、純一次生産量 NPP とのみ、有意な相関（p=0.0001）を示した。また、

Rsは、リター生産量、純生態系生産量 NEPとの間で、有意傾向（p<0.10）を示した。これは、土壌呼吸

由来 CO2 の材料（エサ）となる直接的な供給源、すなわち、森林による有機物の生産力が土壌呼吸の主

な規定要因となっていることを示唆するものである。一方、総一次生産量 GPPや生態系呼吸量 REは、Rs

の変動と相関関係を認められなかった。RE の構成要素の一つである Rsが、REや REを構成要素として含

む GPP との相関性を認めなかったのは、大変興味深い結果である。この結果は、RE を構成する Rs 以外

の要素は、生態系生産量や Rs の変動とは時間的な乖離があることに起因している可能性が考えられた。

今後も継続するモニタリングデータを活用しながら、この点については更に検討を進める。 

 

「アラスカ内陸部クロトウヒ林土壌におけるモノテルペン動態の解明」 

 

揮発性有機化合物（VOC）は、IPCC 報告書（2013）において、地球温暖化を助長するガスで、不確実

性が高いことが報告されている。亜寒帯林は VOCの大きな放出源で、モノテルペン（C10H16）は主要な

VOC である。そこで、アラスカ内陸部の同一斜面上のクロトウヒ林において、土壌中のモノテルペン動

態を解明するために、本年度は、土壌中モノテルペン濃度について斜面位置による違いを明らかにする

ことを目的として研究を行った。林況および林床植生が異なる斜面上部、中部、下部で、林内および土

壌から大気を採取して、試料中のモノテルペン濃度を分析した。林内大気の総モノテルペン濃度は数 ng 

L-1 だったが、土壌中では数十倍から数百倍高い濃度が見られた。また、モノテルペン濃度は、斜面下

部よりも斜面上部で高い傾向が見られた。さらに、林床植生に着目すると、土壌中のモノテルペン濃度

は、林床がコケ（feather moss）の地点の方が高く、林床植生の違いが、斜面位置によるモノテルペン

濃度の違いに影響を及ぼしていると考えられた。 
 

 

１−２）−（１０）生物多様性研究グループ 
                   島田卓哉（研究グループ長）、工藤琢磨、大西尚樹 

 
 本研究グループでは、森林に生息する野生動物（主に哺乳類と鳥類）に関する研究を行っている。29
年度に実施した研究の主な内容は以下の通りであるが、長期継続的な研究については前年度以前の結果

も含んでいる。 
 

「野ネズミと種子食昆虫との相互作用がコナラ堅果の生存過程に与える影響の解明」 
 

堅果の主要捕食者であるシギゾウムシ類などの種子食昆虫と森林性野ネズミとの相互作用がコナラ
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堅果の生存過程に及ぼす影響を解明することを目的として、岩手大学滝沢演習林（岩手県滝沢市）のコ

ナラ林固定調査地で調査を行った。種子食昆虫の散布前加害が間接的に野ネズミの堅果捕食、そして堅

果の生存に影響するかを明らかにするために、コナラ母樹ごとの虫害率と実生発生数との関係を解析し

た。その結果、虫害率の高い母樹ほど実生発生数は多くなるという逆説的な関係が認められた。これは、

虫害によって堅果の利用可能量や餌としての質が低下するため、結果的に虫害率の高いコナラの樹冠下

は採餌パッチとしての質が低下し、野ネズミの堅果への捕食強度が低下したためであると考えられた。 
 

「植食哺乳類に対する植物二次代謝物質の毒性の気温依存性の解明」 
 
植物二次代謝物質の毒性の気温依存性を解明することは、植食性哺乳類の餌選択の季節性や地域性を

理解する上で重要な課題である。本研究では、アカネズミと堅果類を対象として、タンニンの毒性の気

温依存性を解明することを目的として、飼育下での実験を実施した。アカネズミを2つの設定温度（10℃、

20℃）で飼育し、コナラ堅果のみを供餌することによって、タンニンの毒性の気温依存性を検証した。

その結果、体重変化には設定温度間で差が認められなかったが、摂食量および消化率は 10℃飼育個体の

方が高いことが判明した。また、解毒酵素活性は 10℃飼育個体の方が高く、全個体を通じて解毒酵素活

性が高い個体ほど摂食量および消化率は良い値を示す傾向があった。この結果から、10℃飼育個体は

20℃飼育個体よりも高いタンニン耐性を発現しており、それには解毒酵素活性の違いが関与していると

考えられた。 
 

「マツ材線虫病被害地におけるノスリの営巣実態」 
 

岩手県のマツ材線虫病被害地域で、中型猛禽類ノスリの巣を探索し、その営巣木と営巣林の状態を

記録した。その結果、営巣木は合計 19本見つかった。その内訳は、アカマツ枯死木が 63％（12本）、

枯死後倒伏したアカマツが 11％（２本）、アカマツ生木が 11％（２本）、その他の針葉樹生木が 16％

（３本）であった。営巣林のアカマツの平均枯死率は 63％に達した。枯死後倒伏した営巣木を中心とし

て半径 500m の範囲で、巣の探索を行ったが、新たな巣を発見することはできなかった。これらの結果

から、マツ材線虫病によりアカマツの枯死が進行すると、現在、営巣木となっているアカマツは、すべ

て枯死、倒伏し、それらで営巣するノスリは繁殖を中止すると予測される。 

 

「生態学・遺伝学的手法を用いたツキノワグマの個体群構造と分散行動の影響の解明」 
 

本研究は、長期にわたり学術捕獲されてきたツキノワグマ個体と周辺で駆除されてきた個体の遺伝

情報とを比較解析することで、分散行動の規模を把握することを目的としている。今年度は、群馬県立

自然史博物館から提供を受けた約 300個体分の遺伝解析を行った。マイクロサテライト DNA領域 14遺伝

子座の解析を行ったところ、群馬県東部では大きく 2つの遺伝的クラスターに分かれることが明らかに

なった。また、共同研究者が足尾山地で捕獲している個体の血液から家系解析を行ったところ、群馬県

東部と足尾地区とで個体の交流があることが確認された。 

 

「ナキウサギのメタ個体群構造とその存続性に関与する環境要因の解明」 

 

10月に固定調査地における生息調査を行った。生息可能パッチ 16カ所の内、14カ所で生息が確認で

きた。内訳は自動撮影カメラによる目撃 2カ所、鳴き声の確認 2カ所であり、また全 14カ所で貯食が確

認された。2013年には生息が確認されたのは最少の 15カ所だったが、2015年に全 16カ所で確認され、

2016 年、2017年と 14カ所で確認された。このことから、ナキウサギの生息数は年ごとの変動があり、

2015 年は個体数がピークだったことが示唆された。また、カゴワナを４個×３晩設置し、捕獲用の誘

因餌として、バナナ、サツマイモ、周辺の草本を用いたが捕獲には至らなかった。カゴワナの横に自動

撮影カメラを設置し、ナキウサギの動きを観察したが、ナキウサギはワナや誘因餌に興味を示す様子は

無かった。過去に回収した糞を用いて DNA を抽出し、次世代シーケンサーを用いてゲノム解析を行った。
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その結果、約 1000 のマイクロサテライト DNA 領域を確認した。この内、30 遺伝子座を選んで PCR 用の

プライマーを設計し、およそ半数で PCRに成功した。 

 

 

１−２）−（１１）生物被害研究グループ 

中村克典（研究グループ長）、前原紀敏､相川拓也 

 

 当研究グループでは、森林昆虫や微生物がもたらす生物被害の発生メカニズムの解明やその管理技術

に関する研究を担当している。中でも、東北地方で被害拡大が著しい松くい虫（マツ材線虫病）被害へ

の研究対応には重点を置いており、鑑定依頼や行政による防除事業への助言、評価等の活動にも積極的

に対応している。また、専門分野で培った技術の他分野への応用にも取り組んでいる。29年度に実施し

た研究の主な内容は以下の通りである。 

 

「おとり木設置による被害地からの媒介昆虫拡散抑制効果の検証」 

 

 マツ材線虫病の被害拡大を抑制するために、マツ伐倒丸太を誘引源として（おとり木）マツノマダラ

カミキリ成虫を被害地内に封じ込める手法について検討した。岩手県花巻市内のアカマツ林におとり木

を設置して成虫に対する誘引効果や誘引された成虫の停留率を定量的に把握することを試みたが、0.2

～1m3程度の小規模な丸太の集積では大量の成虫を誘引することはできなかった。おとり木の設置時期と

その後の成虫誘引数の推移、および作業の効率性から、その地域のマツノマダラカミキリの羽化脱出期

間の初期～盛期に伐倒丸太を設置し、羽化脱出盛期に予防散布薬剤を施用した枝葉で集積丸太を覆って

おくことで成虫を誘殺する、という作業手順を考案した。被害木の駆除事業に連動する形で、上記手順

に従って大量のおとり木設置を行うことができれば、おとり木誘殺は現実的な松くい虫被害拡大防止策

となりうる。 

 

「ヒゲナガカミキリによってマツ材線虫病が広がる可能性」 

 

 マツ材線虫病の病原体マツノザイセンチュウ（以下線虫）は、マツノマダラカミキリ（以下マダラ）

によってマツ類枯死木から健全木へと運ばれ、その木を枯らしてしまう。マダラと同属（ヒゲナガカミ

キリ属）で北国や高標高地域に生息しているヒゲナガカミキリ（以下ヒゲナガ）は、餌および産卵場所

として主にモミ類を利用している。ヒゲナガは時にはマツ類を利用することもあるが、野外で線虫を運

ぶかどうかの情報はほとんどない。一方、線虫は耐久型という特別なステージになってマダラに運ばれ

るが、このステージはマダラが近くにいる場合に出現することが知られている。今回、室内実験条件下

でヒゲナガと線虫を共存させたところ、マダラの場合と同程度に耐久型が出現し、ヒゲナガに運ばれる

ことが分かった。ヒゲナガはマツ類よりモミ類を好むため、通常は線虫と出会う機会がなく、マダラの

ような運び屋にはなりえない。ただし、ヒゲナガの生息地周辺でマツ材線虫病によって大量のマツ類が

枯死した結果、このマツ類を産卵場所としてヒゲナガが利用する場合には線虫の運び屋として加担する

可能性があり、注意が必要である。 

 

「当所開発技術を民間企業とともに農業総合展“農業ワールド”に共同出展」 

 

 当研究グループではこれまで、マツ材線虫病をいち早く診断できる「マツ材線虫病診断キット」と、

糞や食痕などの痕跡からニホンジカとカモシカを識別できる「ニホンジカ・カモシカ識別キット」の 2

つの技術を開発し製品化している。今年度は、これらの検査技術をより広く関係者の方々に知ってもら

うため、日本最大の農業総合展示会である“農業ワールド”に、これら製品の販売元である（株）ニッ

ポンジーンとともに共同出展を行った。展示会は 10月 11日（水）から 13日（金）までの 3日間で行わ

れ、総来場者数は 40,000人を超える盛況振りであった。当ブースには 200名以上の方が訪れ、両キット

の具体的な使用方法や、現場での最も効果的な検査試料の採取方法に関する質問を多く受けた。一方、
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行政が行っているシカ対策や補助金政策に対して改善を求める意見もあったことから、今後の参考とし

て関係各機関と連携していく必要がある。 
 
 

１−２）—（１２）森林資源管理研究グループ 

天野智将（研究グループ長）、大塚生美、駒木貴彰(研究専門員) 

 

本研究グループでは、持続的な林業生産及び森林資源の安定的な維持管理の実現を目的に経営及び経

済的な側面から研究している。平成 29 年度は７課題を担当した。主要な成果は以下の通りである。 

 

「木材利用の合理化に関する研究」 

 

再造林の低コスト化を目指して、コンテナ苗生産における近赤外線を用いた種子選別技術の実証試験

を、秋田県産種子（27年度産、発芽率 37.5％）を用いて実施した。選別種子（一粒播種）は 10週間後

には 82.5％の出芽であった。未選別種子区（五粒播種）は 93.5％のセルで出芽を得た。秋田県林業研究

研修センターでも同様の結果であった。また、コンテナへの一粒播種直播きのコスト低減効果を明らか

にするため、一粒及び多粒（五粒）の播種作業時間について作業時間分析を行った。結果、一粒播種は

多粒播種に比べて 1セル当たり 60%の作業時間となった。 

東北地域の特徴的な森林資源である広葉樹に関して、その主要な消費地区である関西地区において国

産広葉樹材の利用可能性を調査した。現在輸入材を使っているが、合法性等資源の先行きと仕様の継続

性に強く不安を感じていた。そのためトラック荷台板ではごく少数であるが、国産材の使用が試験され

ている。一方、民生部門では、消費者の価値観の変化によって、節、変色などの従来欠点とされた物が

より自然性の高いマークとして評価されるようになっており、国産材への需要が高まっている。 

 

「林業経営の世代間信託と林業のビジネス化に関する研究」 

 

金融機関の評価における我が国で森林信託の商品化にあたっての課題は、①林業のキャッシュフロー

確保が不透明、②協同する専門家・機関の不足、③不動産の物的状況、権利態様が不安定の 3つであっ

た。これらに対応する動きとして、1万 haを越える林地集積、林業生産・流通の技術革新を起こし、経

営を行う新たな林業経営組織の登場、森林経営計画促進のための公的関与による林地流動化、が見られ

た。こうした新たな動きの要因として、①川下における木材産業の規模拡大、②植林・保育資金の預け

金制度にみる伐採からはじめる林業理解、③過疎山村の森林所有者は家産保持から生計維持が前面に現

れ、林業の再生産を不可能にしていることが明らかになった。すなわち、育林経営再編の動力は、大規

模化する川下の動きの影響と同時に、川上の内発的な要因も大きいことが見てとれた。中でも、人口減

少の著しい地方において林業再生産の体力が失われつつあることが浮き彫りになった。それは、資源の

持続ある再生を損ねることを意味しており、国産資源による林業・木材産業の持続性への影響も懸念さ

れる結果でもあった。人工林育成林業下の林業経営では、現場に即した優れた企画力を持つ経営者、卓

越した林業技術者が必要なことが注目された。 
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１－３）研究発表業績一覧（支所職員は太字）

著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号頁 発行年月

1

MATSUURA Yojiro(松浦陽次郎)、OSAWA
Akira(大澤晃・京都大学)、KAJIMOTO
Takuya(梶本卓也)、MORISHITA
Tomoaki(森下智陽)、NOGUCHI
Kyotaro(野口亨太郎)、ONO Kenji(小
野賢二)、FUJII Kazumichi(藤井一
至)、MAKITA Naoki(牧田直樹・信州大
学)

Permafrost conditions affect forest stand
structure in circumpolar region.(永久凍土の条件
は周極域の森林構造に影響している)

第2回アジア永久凍土学会
(ACOP2017)口頭発表#06-1(大
会HP上で要旨公開)

2017.07.

2

壁谷大介、宇都木玄、梶本卓也 日本国内におけるコンテナ苗植栽試験地に関するデー
タベース

森林総合研究所研究報告、
16(3):147-153

2017.09.

3

田中憲蔵、齊藤哲、三浦覚、梶本卓
也、小林奈通子(東大院)、田野井慶太
朗(東大院)

福島第一原発事故で汚染された様々な樹木種の葉内
137CsとK濃度の関係

第7回関東森林学会大会講演要
旨集、34

2017.10.

4

今村直広(森林総研PD)、小松雅史、大
橋伸太、橋本昌司、梶本卓也、金子真
司、高野勉

Temporal changes in the radiocesium distribution
in forests over the five years after the
Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant
accident(福島第一原発事故後5年間における森林内の
放射性セシウム分布の経年変化)

Scientific Reports、7:8179 2017.08.

5

杉田久志(雪森研究所)、梶本卓也、福
島成樹(千葉県農林総合研究センター
森林研究所)、高橋利彦(木工舎「ゆ
い」)、吉田茂二郎(九州大学)

強度間伐が行われたスギ高齢人工林における林分およ
び個体の成長

森林総合研究所研究報告、
16(4):225-238

2017.12.

6

大谷達也、Adriano Lima(国立アマゾ
ン研究所)、諏訪錬平、大橋伸太、梶
本卓也、Niro Higuchi(国立アマゾン
研究所)

アマゾン熱帯雨林における択伐後のバイオマス回復過
程

第65回日本生態学会大会要旨
集、65:P2-262

2018.03.

7

岩本宏二郎、齊藤哲、壁谷大介、鵜川
信(鹿大農)、石塚森吉(国際緑化推進
センター)、梶本卓也

北八ヶ岳縞枯れ林における卓越風の特徴 第129回日本森林学会大会学術
講演集,

2018.03.

8

山下直子、奥田史郎、中尾勝洋、藤井
栄(徳島県立農林水産総合技術支援セ
ンター)、渡邉仁志(岐阜県森林研究
所)、飛田博順、宇都木玄、梶本卓也

スギ・ヒノキコンテナ苗における主軸切断の影響－萌
芽枝の成長と樹形変化－

第129回日本森林学会大会学術
講演集 p258.

2018.03.

9
田端雅進 マツ類枯死を起こす外来重要害虫ノクチリオキバチの

土着天敵
秋田の森づくり、No.731、6-7 2017.06.

10 田端雅進 国産漆増産に向けての課題と未来について 林野、No.129、7 2017.12.

11
田端雅進、保坂路人(元東京農工大)、
山岸祐介(北大)、半智史(東京農工
大)、船田良(東京農工大)

異なるクローン内での樹皮組織、樹脂生産量及び植物
ホルモンの関係

第129回日本森林学会学術講演
集、94

2018.03.

12
田端雅進、室瀬和美(目白漆芸文化財
研究所)

生活工芸双書 漆1 農山漁村文化協会、141頁 2018.03.

13

田中功二(地方独立行政法人青森県産
業技術センター林業研究所)、飯田昭
光(青森県東青地域県民局地域農林水
産部)、土屋慧(地方独立行政法人青森
県産業技術センター林業研究所)、小
岩俊行(岩手県沿岸広域振興局農林
部)、松本則行(新潟県森林研究所)、
中村弘一(茨城県林業技術センター)、
高田守男(茨城県林業技術センター)、
平井敬三、平岡裕一郎、田端雅進

植栽適地の評価に向けたウルシの成長への立地環境お
よび林分状況の影響の解明

日本森林学会誌、99(3):136-
139

2017.06.

14
石井智朗(岩手大)、小谷二郎(石川県
林試)、田端雅進

ウルシ萌芽木の成長に与える密度効果 日本漆アカデミー報告書
2017、19

2018.01.

15

岡田健汰(東京農工大)、塚田健太郎
(東京農工大)、吉田裕子(東京農工
大)、Md Hasnat Rahman(東京農工
大)、田端雅進、半智史(東京農工
大)、船田良(東京農工大)

ウルシの種子からのカルス誘導と有用物質の解析 第68回日本木材学大会講演要
旨集、A15-P-40

2018.03.

16

塚田健太郎(東京農工大)、岡田健汰
(東京農工大)、山岸祐介(北大)、田端
雅進、半智史(東京農工大)、船田良
(東京農工大)

ウルシの種子を用いた組織培養による植物体再生に関
する研究

第68回日本木材学大会講演要
旨集、A15-P-35

2018.03.

17
石井智朗(岩手大)、小谷二郎(石川県
林試)、白旗学(岩手大)、井城泰一、
田端雅進

ウルシ萌芽木の成長に与える胴枯病の影響 第129回日本森林学会学術講演
集、95

2018.03.

18
泉湧一郎(九州大)、田村美帆(九州
大)、田端雅進、井城泰一、渡辺敦史
(九州大)

優良ウルシ選抜に向けた遺伝資源評価 第129回日本森林学会学術講演
集、140

2018.03
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19
大貫靖浩、生沢均(元沖縄県庁)、古堅
公(元一般財団法人沖縄県環境科学セ
ンター)

沖縄本島最北部における森林伐採後の土砂移動量と林
床環境との関係

日本地理学会発表要旨集、
93:78

2018.03.

20

大貫靖浩、古堅　公（元(財)沖縄県環
境科学センター）、生沢　均（元沖縄
県庁）、後藤秀章、新垣拓也（沖縄県
森林資源研究センター）

沖縄本島最北部における森林伐採後の土壌含水率・地
温分布と微地形・土層厚との関係

季刊地理学、70-1：33 2018.03.

21

SHINOMIYA Yoshiki(篠宮佳樹)、
KOBAYASHI Masahiro(小林政広)、
TSUBOYAMA Yoshio(坪山良夫)、SAWANO
Shinji(澤野真治)、SHICHI Koji(志知
幸治)、TSURITA Tatsuya(釣田竜也)、
OHNUKI Yasuhiro(大貫靖浩)、ITOH
Yuko(伊藤優子)

Discharge of suspended solids and radiocesium
from a forested watershed before and after line
thinning(列状間伐前後の森林流域からの懸濁態物質
および放射性セシウムの流出)

Proceeding of JPGU-AGU
joint meeting 2017、AHW-28

2017.05.

22

ITO Eriko(伊藤江利子)、FURUYA
Naoyuki(古家直行)、TORIYAMA
Jumpei(鳥山淳平)、OHNUKI
Yasuhiro(大貫靖浩)、KIYONO
Yoshiyuki(清野嘉之)、ARAKI
Makoto(荒木誠)、Heng Sokh(カンボジ
ア森林局)、Sophal CHANN(カンボジア
森林局)、Saret Khorn(カンボジア森
林局)、Vanna Samreth(カンボジア森
林局)、Thea So(カンボジア森林局)、
Bora TITH(カンボジア森林局)、
Samkol KETH(カンボジア森林局)、
Chandararity LY(カンボジア森林
局)、Phallaphearaoth OP(カンボジア
森林局)、MONDA Yukako(門田有佳子・
京都大)、KANZAKI Mamoru(神崎護・京
都大)

Stand carbon dynamics in a dry Cambodian
dipterocarp forest with seasonally flooded sandy
soils .(季節的に冠水する砂地土壌に生育するカンボ
ジア乾燥フタバガキ林における林分炭素動態)

Cambodian Journal of
Natural history、
2017(１):109-127

2017.06.

23

ITO Eriko(伊藤江利子)、Sophal
Chann(カンボジア森林局)、Bora
Tith(カンボジア森林局)、Samkol
Keth(カンボジア森林局)、
Chandararity Ly(カンボジア森林
局)、Phallaphearaoth Op(カンボジア
森林局)、FURUYA Naoyuki(古家直
行)、OHNUKI Yasuhiro(大貫靖浩)、
IIDA Shin’ichi(飯田真一)、SHIMIZU
Takanori(清水貴範)、TAMAI Koji(玉
井幸治)、KABEYA Naoki(壁谷直記)、
YAGI Takanobu(八木貴信)、SHIMIZU
Akira(清水晃)

Two phenological variants of Terminalia alata
coexist in a dry dipterocarp forest(落葉フタバガ
キ林で共存するTerminalia alataの2つのフェノロ
ジー異型)

Plant Species Biology、
10.1111/1442-1984.12180

2017.08.

24
田中憲蔵、大貫靖浩、佐藤保、Chann
Sophal(チャンソファール・カンボジ
ア野生生物開発研究所)

カンボジアの乾燥落葉林における林床植生の地上部と
地下部のバイオマス

第129回日本森林学会大会学術
講演集、281

2018.03.

25
篠宮佳樹、小林政広、釣田竜也、坪山
良夫、澤野真治、志知幸治、大貫靖
浩、伊藤優子

作業道作設を伴う列状間伐前後の森林流域からの放射
性セシウムの流出

第129回日本森林学会学術講演
集、158

2018.03

26

稲冨素子(森林総研PD)、今矢明宏(国
際農林水産業研究センター)、志知幸
治、小林政広、池田重人、大曽根陽子
(森林総研PD)、南光一樹、三浦覚、篠
宮佳樹、大貫靖浩、金子真司、田中永
晴

森林土壌炭素インベントリにおける断面石礫率を考慮
した土壌炭素蓄積量評価

第129回日本森林学会学術講演
集、283

2018.03.

27
小林政広、蛭田利秀(福島県相双農林
事務所)、伊藤優子、篠宮佳樹、大貫
靖浩

森林内を移動する水に含まれる放射性セシウムと主要
溶存成分の関係

日本土壌肥料学会講演要旨
集、63:15

2017.09.

28
山下尚之、大貫靖浩 日本の山地小流域における土層厚マッピング手法の開

発
第129回日本森林学会大会学術
講演集、167

2018.03.

29

伊藤江利子、Chann Sophal(カンボジ
ア森林局)、Tith Bora(カンボジア森
林局)、古家直行、大貫靖浩、飯田真
一、清水貴範、玉井幸治、壁谷直記、
八木貴信、清水晃

落葉フタバガキ林で共存するTerminalia alataのフェノ日本生態学会大会要旨集、66:P2018.03.

30
太田敬之、八木橋勉、野口麻穂子、齋
藤智之、直江将司

宮城県牧の崎スギ天然林の樹種構成とサイズ構成 東北森林科学会第22回大会講
演要旨集、11

2017.08.

31
太田敬之、野口麻穂子、齋藤智之、直
江将司、八木橋勉

秋田佐渡スギ天然林の26年間の林分構造の動態 第129回日本森林学会大会学術
講演集、277

2018.03.

32

宮本和樹、正木隆、太田敬之、倉本惠
生、五十嵐哲也、酒井武、柴田銃江、
阿部真、田口忠久(関東森林管理局)、
安藤博之(関東森林管理局)、仲田昭一
(関東森林管理局)、須崎智応(関東森
林管理局)

列状間伐後のヒノキ人工林における個体レベルの形状比第129回日本森林学会大会学術
講演集、113

2018.03.

33 直江将司 花咲かクマさん温暖化から野生のサクラを守る 季刊森林総研、37:10-11 2017.06.
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34
直江将司、陀安一郎(総合地球環境学
研究所)

酸素安定同位体を用いた標高方向の種子散布評価 第7回同位体環境学シンポジウ
ム講演要旨集、P-41

2017.12.

35
直江将司 登山家クマたちの種まきは樹木を温暖化の危機から救

うのか？
日本生態学会大会講演要旨
集、65:W04-3

2018.03.

36

直江将司、小池伸介(東京農工大学)、
陀安一郎(総合地球環境学研究所)、加
藤珠理、菊地賢、永光輝義、綱本良啓
(東北大学)、長沼知子(東京農工大
学)、正木隆

標高方向の種子散布は山系によって異なるか：動物散
布樹木サクラ類での検証

日本生態学会大会講演要旨
集、65:P3-013

2018.03.

37

吉川徹朗(学振PD)、原澤翔太(京都
大)、井鷺裕司(京都大)、新倉夏美(東
京農工大)、小池伸介(東京農工大)、
滝久智、直江将司、正木隆

Relative importance of landscape features，stand
structural attributes，and fruit availability on
fruit-eating birds in Japanese forests
fragmented by coniferous plantations(針葉樹植林
地によって断片化した広葉樹林パッチにおける果実食
鳥の種数・個体数の規定要因:景観構造・林分特性・
餌資源量の相対的重要性)

Biological Conservation、
209:356-365

2017.05.

38

NAGAOKA Nobuyuki(長岡信幸・山形県
立自然博物園)、NAOE Shoji(直江将
司)、TAKANO Yu(高野優・山形県立自
然博物園)、SAKAI Shoko(酒井章子・
京都大学)

Green greenhouse for fruit development of an
annual androdioecious liana Schizopepon
bryoniifolius and its relationship with sex
ratio(緑の温室が一年草ミヤマニガウリの果実成熟と
性比に与える影響)

日本生態学会大会講演要旨
集、65:E02-1

2018.03.

39 八木橋勉 コンテナ苗の普及拡大に向けて みどりの東北、160:5 2017.07.

40

八木橋勉、大谷達也、中谷友樹(立命
館大)、谷尚樹(国際農研)、佐藤保、
アヴドゥルラーマンカシム(FRIM、マ
レーシア)、新山馨

マレーシアにおけるセラヤ(Shorea curtisii)の 更新
適地

海外の森林と林業、99:29-33 2017.07.

41

MATSUI Tetsuya(松井哲哉)、
YAGIHASHI Tsutomu(八木橋勉)、NAKAO
Katsuhiro(中尾勝洋)、TSUYAMA
Ikutarou(津山幾太郎)、HIGA
Motoki(比嘉基紀・高知大学)、TANAKA
Nobuyuki(田中信行・東京農業大学)

Climate change impact on Fagus crenata forests
and adaptation measures. (ブナ林への温暖化影響と
適応策の手法)

北京大学公開セミナー、2 2017.09.

42

佐藤保、八木橋勉、新山馨、Azizi
Ripin(Green Forest Resources)、
Abd. Rahman Kassim(マレーシア森林
研究所)

マレーシア・低地フタバガキ林の林冠ギャップの変動 日本熱帯生態学会年次大会講
演要旨集、27:37

2017.06.

43

MATSUI Tetsuya(松井哲哉)、NAKAO
Katsuhiro(中尾勝洋)、HIGA
Motoki(比嘉基紀・高知大学)、
TSUYAMA Ikutaro(津山幾太郎)、
KOMINAMI Yuji(小南裕志)、YAGIHASHI
Tsutomu(八木橋勉)、KOIDE Dai(小出
大・森林総研PD)、TANAKA
Nobuyuki(田中信行・東京農大)

Potential impact of climate change on canopy
tree species composition of cool-temperate
forests in Japan using a multivariate
classification tree model(多変量分類樹モデルを用
いた日本の冷温帯林の種構成への温暖化影響評価)

Ecological Research、DOI:
10.1007/s11284-018-1576-2

2018.02.

44
齋藤智之 中部地方におけるスズタケの一斉開花 平成29年度中部森林技術交流

発表集、189-193
2018.01.

45

齋藤智之、中川弥智子(名古屋大学)、
星野大介、酒井武、岡本透、依田浩輝
(名古屋大学)、栗田悟(愛知県)、鈴木
智晴(林野庁中部森林管理局)、野口和
幸(林野庁中部森林管理局)

中部地方で一斉開花したスズタケの繁殖特性 第129回日本森林学会大会学術
講演集、278

2018.03.

46
野口和幸(林野庁中部森林管理局愛知
森林管理事務所)、齋藤智之

ササの一斉開花に伴う森林への影響について 平成29年度中部森林技術交流
発表集、63-66

2018.01.

47
早川幸治(木曽森林管理署)、酒井武、
星野大介、齋藤智之、黒田誠(木曽森
林ふれあい推進センター)

木曽ヒノキ天然更新補助にかかる取り組み－ササ処理
方法からみえてきたもの－

平成29年度中部森林技術交流
発表集、26-33

2018.01.

48
木村恵、川村遼馬(日本大学)、井上み
ずき(日本大学)、齋藤智之

120年ぶりに開花したスズタケ種子の形態的・生理的
特性

日本生態学会第65回大会、P3-
062

2018.03.

49
岡本透、齋藤智之、星野大介 中部地方におけるスズタケの2017年一斉開花の範囲 第129回日本森林学会大会学術

講演集、279(P2-174)
2018.03.

50

星野大介、早川幸治(林野庁中部森林
管理局森林技術・支援センター)、久
保喬之(林野庁中部森林管理局木曽森
林管理署)、黒田誠(林野庁中部森林管
理局木曽森林ふれあいセンター)、勝
野幸男(林野庁中部森林管理局木曽森
林管理署)、齋藤智之、酒井武、九島
宏道、杉田久志(元森林総研)

木曽ヒノキ林の天然更新施業後の実生発生量－伐採率、第129回日本森林学会大会学術
講演集、266(P2-117)

2018.03.

51

酒井武、齋藤智之、杉田久志(元森林
総研)、九島宏道、星野大介、早川幸
治(木曽森林管理署)、久保喬之(木曽
森林管理署)

林冠下のササ制御とリター処理で木曽ヒノキ天然林の実第129回日本森林学会大会学術
講演集、219(E12)

2018.03.

52
野口麻穂子、八木橋勉、天野智将、齋
藤智之、梶本卓也

一貫作業を実施した造林地における植栽木と雑草木の
競合状態

東北森林科学会講演要旨集、
22:44

2017.08.
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53

野口麻穂子、松尾亨(盛岡森林管理
署)、小西光次(三陸中部森林管理
署)、櫻昭二(岩手北部森林管理署)、
八木貴信、櫃間岳(国際農林水産業研
究センター)、新井隆介(岩手県林業技
術センター)、八木橋勉

異なる下刈りスケジュールで育成したカラマツの5年
目までの生存と成長

第129回日本森林学会大会学術
講演集、259(P2-088)

2018.03.

54
稲垣善之、宮本和樹、奥田史郎、野口
麻穂子、伊藤武治

高知県の地形の異なるヒノキ林における樹冠葉量の推
定

地球惑星科学連合大会2017
年大会、MIS19-16

2017.05.

55

INAGAKI Yoshiyuki(稲垣善之)、
MIYAMOTO Kazuki(宮本和樹)、OKUDA
Shiro(奥田史郎)、NOGUCHI Mahoko(野
口麻穂子)、ITOU Takeharu(伊藤武治)

Leaf life span and mean residence time of
nitrogen in hinoki cypress forests in Japan(日本
のヒノキ林における葉寿命と窒素滞留時間)

BIOGEOMON ABSTRACT、
2017:142

2017.08.

56

中尾勝洋、藤井栄(徳島県立農林水産
総合技術支援センター)、内村慶彦(鹿
児島県森林技術総合センター)、野口
麻穂子、諏訪錬平、山下直子、奥田史
郎

下刈り省力化に向けたUAV/ドローン活用の可能性と限
界

第129回日本森林学会大会学術
講演集、106(講演番号S1-10)

2018.03.

57

板橋朋洋(秋田県大)、松下通也、森英
樹(筑波大)、野口麻穂子、直江将司、
中川弥智子(名古屋大)、岡田美憲(名
古屋大)、太田和秀(秋田県大)、太田
敬之、齊藤哲、齋藤智之、高橋和規、
上山芝穂(秋田県大)、八木橋勉、星崎
和彦(秋田県大)

渓畔林における水平・垂直方向のニッチ分割：大規模
稚樹群集データの解析

第129回日本森林学会大会学術
講演集、150(P1-120)

2018.03.

58

太田和秀(秋田県立大学)、野口麻穂
子、松下通也、八木橋勉、齋藤智之、
太田敬之、柴田銃江、星野大介、高橋
和規、大住克博(鳥取大学)、正木隆、
鈴木和次郎(元森林総研)、佐藤孝(秋
田県立大学)、星崎和彦(秋田県立大
学)

結実の豊凶は冷温帯落葉樹混交林の年間リター供給量
をどう変化させるか

第129回日本森林学会大会学術
講演集、187(P1-267)

2018.03.

59
伊藤武治、酒井敦、野口麻穂子、奥田
史郎

高知県の放置竹林における帯状皆伐後の植生の変化 第129回森林学会大会学術講演
集、219

2018.03.

60
齋藤武史、村井宏(森と緑の研究所) 津波で被災した海岸林に残存する樹林地内で観測した

地温、地熱流束の季節変化
東北森林科学会第22回大会講
演要旨集、51

2017.08.

61
齋藤武史 全天空写真の定点撮影により計測した津波被災後の海

岸林樹冠層の季節変化
平成29年度日本海岸林学会大
会研究発表会要旨集、14-15

2017.11.

62
齋藤武史 ブナ林内で観測した微気象要素と全天空写真画像の季

節変化
第129回日本森林学会大会学術
講演集、229

2018.03.

63

NOGUCHI Kyotaro(野口享太郎)、
TANIKAWA Toko(谷川東子)、INAGAKI
Yoshiyuki(稲垣善之)、ISHIZUKA
Shigehiro(石塚成宏)

A new approach to estimate fine root production
rates in forests using the net sheet method(ネッ
トシート法による森林の細根生産量を推定するための
新たなアプローチ)

7th International Symposium
on Physiological Processes
in Roots of Woody Plants、
Abstract book、p.76

2017.06.

64

NOGUCHI Kyotaro(野口享太郎)、
TANIKAWA Toko(谷川東子)、INAGAKI
Yoshiyuki(稲垣善之)、ISHIZUKA
Shigehiro(石塚成宏)

Calculation procedures to estimate fine root
production rates in forests using two-
dimensional fine root data obtained by the net
sheet method(ネットシート法により得られた二次元
細根データを利用して森林における細根生産量を推定
するための計算方法)

Tree Physiology、37(6):697-
705

2017.06.

65

NOGUCHI Kyotaro(野口享太郎)、
MATSUURA Yojiro(松浦陽次郎)、
MORISHITA Tomoaki(森下智陽)、KIM
Yongwon(キムヨンウォン・アラスカ大
学)、TORIYAMA Jumpei(鳥山淳平)

Fine root production rates in a black spruce
stand in interior Alaska underlain with
permafrost(アラスカ内陸部の永久凍土上のクロトウ
ヒ林の細根生産速度)

7th International Symposium
on Physiological Processes
in Roots of Woody Plants、
Abstract book、p.77

2017.06.

66
野口享太郎、小野賢二 安比高原ブナ林における細根生産量の推定 東北森林科学会第22回大会講

演要旨集、50
2017.08.

67
野口享太郎、松浦陽次郎、森下智陽、
鳥山淳平、KIM Yongwon(アラスカ大
学)

アラスカ内陸部の永久凍土林におけるクロトウヒおよ
び下層植生の細根生産量

第129回日本森林学会大会学術
講演集、111

2018.03.

68

TANAKA-ODA Ayumi(田中(小田)あゆ
み・森林総研PD)、NOGUCHI
Kyotaro(野口享太郎)、FURUSAWA
Hitomi(古澤仁美)、KINOSHITA
Akihiko(木下晃彦)、NAKANO Shota(仲
野翔太)、OBASE Keisuke(小長谷啓
介)、YAMANAKA Takashi(山中高史)、
SHIBATA Hisashi(柴田尚・山梨県森林
総合研究所)

Effects of Plowing and liming on fine roots
production and ectomycorrhizal colonization in
two broad-leaved woody species in Japan.(広葉樹2
樹種の細根生産と菌根化に対する耕耘と石灰施肥の影
響)

7th International Symposium
on Physiological Processes
in Roots of Woody Plants、
Abstract book、p.83

2017.06.

69

HAN Qingmin(韓慶民)、INAGAKI
Yoshiyuki(稲垣善之)、KABEYA
Daisuke(壁谷大介)、NOGUCHI
Kyotaro(野口享太郎)

Effect of reproduction on nitrogen uptake and
allocation to shoots in Fagus crenata(結実がブナ
シュートへの窒素配分に及ぼす影響について)

IUFRO Tkyo 2017要旨集、p.37 2017.10.
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70

KINOSHITA Akihiko(木下晃彦)、
FURUSAWA Hitomi(古澤仁美)、OBASE
Keisuke(小長谷啓介)、NOGUCHI
Kyotaro(野口亨太郎)、NAKANO
Shota(仲野翔太・森林総研PD)、
YAMANAKA Takashi(山中高史)

Morphology，mycorrhizal symbiosis of Japanese
truffles and soil conditions of the site of
these truffles(日本産トリュフの形態、菌根共生と
これらトリュフの発生土壌環境)

Abstracts of Asian
Mycological Congress 2017、
p.66

2017.10.

71

KABEYA Daisuke(壁谷大介)、INAGAKI
Yoshiyuki(稲垣善之)、NOGUCHI
Kyotaro(野口享太郎)、HAN
Qingmin(韓慶民)

Growth rate reduction causes a decline in the
annual incremental trunk growth in masting Fagus
crenata trees.(成長速度の低下が豊作年のブナにお
ける年輪成長の抑制を引き起こす)

Tree Physiology、
37(10):1444-1452

2017.11.

72

小松雅史、平井敬三、長倉淳子、野口
享太郎

Potassium fertilisation reduces radiocesium
uptake by Japanese cypress seedlings grown in a
stand contaminated by the Fukushima Daiichi
nuclear accident(カリウム施用は福島第一原発事故
後に植栽したヒノキ苗木の放射性セシウム吸収を抑制
する)

Scientific Reports、7:15612 2017.11.

73

HAN Qingmin(韓慶民)、KABEYA
Daisuke(壁谷大介)、INAGAKi
Yoshiyuki(稲垣善之)、NOGUCHI
Kyotaro(野口享太郎)、FUJII
Kazumichi(藤井一至)

Trade-off between vegetative and reproductive
growth at shoot，branch and individual levels in
masting Fagus crenata trees(ブナ結実による繁殖成
長と栄養成長のトレドオフ－シュート、枝および個体
スケール－)

イギリス生態学会大会要旨
集、M2.0

2017.12.

74
古澤仁美、木下晃彦(森林総研PD)、仲
野翔太(森林総研PD)、野口享太郎、小
長谷啓介、山中高史

日本国内におけるトリュフ発生地の土壌環境条件 環境微生物系学会合同大会
2017要旨集、P-061

2017.08.

75
稲垣善之、酒井寿夫、野口享太郎、森
下智陽、藤井一至

四万十川流域モミ天然林生態系におけるプロトン収支 応用森林学会大会研究発表要
旨集、68:30

2017.11.

76
稲垣善之、深田英久(高知県庁)、野口
享太郎、倉本惠生、中西麻美(京都大)

高知県のヒノキ人工林における間伐後の樹冠葉量の変
化

森林応用研究、27:1-9 2018.02.

77
韓慶民、壁谷大介、野口享太郎、稲垣
善之、佐竹暁子(九州大学)

樹木のマスディング現象の解明に着目した土壌栄養量
の経年変化

第65回日本生態学会大会要旨
集、P3-051

2018.03.

78

稲垣善之、深田英久(高知県庁)、倉本
惠生、野口享太郎、渡辺直史(高知森
林技セ)、中西麻美(京都大)、鵜川信
(鹿児島大)

間伐後のヒノキ人工林における葉寿命の推定 第65回日本生態学会大会要旨
集、P3-084

2018.03.

79
稲垣善之、酒井寿夫、野口享太郎、森
下智陽、藤井一至

四万十川流域モミ天然林生態系におけるカルシウムの
循環

第129回日本森林学会大会学術
講演集、228

2018.03.

80
水谷和人(岐阜県森林研究所)、上辻久
敏(岐阜県森林研究所)、野口享太郎、
山中高史

断根および石灰施与がクヌギとコナラの細根生産量に
及ぼす影響

第129回日本森林学会大会学術
講演集、112

2018.03.

81

小松雅史、平井敬三、長倉淳子、野口
享太郎、今村直広(森林総研PD)、眞中
卓也、金指努(森林総研PD)、大橋伸
太、橋本昌司、齊藤哲、山田毅、池田
重人、荒木眞岳、矢崎健一、川崎達
郎、金子真司、竹中篤史(森林整備セ
ンター)、荒家武(森林整備センター)

ヒノキ植栽木の放射性セシウム吸収におよぼす成長の
影響

第129回日本森林学会大会学術
講演集、105

2018.03.

82

田中(小田)あゆみ(森林総研PD)、野口
享太郎、古澤仁美、木下晃彦、仲野翔
太(森林総研PD)、小長谷啓介、山中高
史、水谷和人(岐阜県森林研究所)、柴
田尚(山梨県森林総合研究所)

耕耘と石灰施肥が樹木の細根動態と菌根形成に与える
影響

第129回日本森林学会大会学術
講演集、112

2018.03.

83
木下晃彦、山中高史、小長谷啓介、仲
野翔太(森林総研PD)、野口享太郎、古
澤仁美

日本産白トリュフの発生・非発生地における土壌微生
物群集の比較メタゲノム

第129回日本森林学会大会学術
講演集、295

2018.03.

84

石塚成宏、金子真司、鶴田健二(森林
総研PD)、橋本昌司、相澤州平、橋本
徹、伊藤江利子、篠宮佳樹、野口享太
郎、森下智陽、小野賢二、岡本透、酒
井寿夫、鳥山淳平、酒井佳美、稲垣昌
宏、片柳薫子(農研機構)、白戸康人
(農研機構)、小原洋(農研機構)、神山
和則(農研機構)、神田隆志(国際農研
セ)、井上美那(農研機構)、草場敬(農
研機構)

農地から森林への土地利用変化が土壌炭素量に与える
影響－観測結果－

第129回日本森林学会大会学術
講演集、282

2018.03.

85
阿部俊夫、岡本隆、篠宮佳樹 浸透能に与える人工物設置と懸濁物質の影響 東北森林科学会大会講演要旨

集、22:28
2017.08.

86
阿部俊夫、岡本隆、篠宮佳樹 落葉広葉樹林とスギ林における林床リター堆積量と浸

透能に与える人工物設置の影響
東北森林科学会誌、22(2):37-42017.10.

87
阿部俊夫、野口正二 間伐で再利用された作業道からの濁水流出量 第129回森林学会大会学術講演

集、162
2018.03.

88
岡本隆、阿部俊夫、大丸裕武、岡田康
彦

平成28年台風第10号豪雨により岩手県内で発生した土
砂災害の要因に関する検討

東北森林科学会誌、22(2):43-
48

2017.10.

89
岡本隆、阿部俊夫、大丸裕武、岡田康
彦

平成28年台風10号豪雨によって北上山地で発生した土
砂災害と流木災害

第129回森林学会大会学術講演
集、168（P1-193）

2018.03.

90 萩野裕章 防風林を通過する風の流れを予測する Forest Winds No.70 2017.09

91
萩野裕章 静電容量でクロマツ根量の推定を目指して

―　静電容量と地際径および根長との関係　―
平成29年度日本海岸林学会浜
松大会講演要旨集、42-43

2017.11.
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92

中原優祐(香川大学)、石塚正秀(香川
大学)、黒崎泰典(鳥取大学)、中村公
一(鳥取大学)、GANTSETSEG Batdelger
(モンゴル水文気象環境情報研究所)、
萩野裕章、南光一樹、鈴木覚

風洞装置を用いた飛砂粒子の運動解析 平成29年度土木学会四国支部
第23回技術研究発表会講演概
要集、jsce7-150

2017.05.

93
新田響平（秋田県林業研究研修セン
ター）、和田覚（秋田県林業研究研修
センター）、萩野裕章

広葉樹林帯の落葉期における防風効果 東北森林科学会第22回大会講
演要旨集、29

2017.08.

94
北村兼三、萩野裕章、山野井克己、黒
川潮、壁谷直記

鹿北フラックス観測サイトにおけるスギの生物季節の
把握

森林総合研究所九州支所年
報、29:12-13

2017.12.

95
清水貴範、熊谷朝臣(東京大学)、萩野
裕章

風洞実験に基づく超音波風速温度計CSAT3の風速誤差
補正と野外観測への適用

日本農業気象学会75周年記念
大会 2018年全国大会講演要旨
集、67

2018.03.

96

ONO Kenji(小野賢二)、IMAYA
Akihiro(今矢明宏・国際農研)

4. Constructed soils for replanting trees in the
coastal forests damaged by the mega-tsunami.(4.
津波被災海岸林再生のために造成した土壌)

Anthropic soils in Asia((ア
ジアにおける人工改変土)、渡
邊眞紀子、川東正幸編、Sato
Publisher Inc.)、pp. 28-44.

2018.03.

97

ONO Kenji(小野賢二)、IMAYA
Akihiro(今矢明宏・国際農研)

5. Soils filling in swamplands behind coastal
sand dunes to prevent the coastal disaster.(5.
海岸砂丘後背地の低湿地に海岸防災林を造成するため
に盛土した土壌)

Anthropic soils in Asia((ア
ジアにおける人工改変土)、渡
邊眞紀子、川東正幸編、Sato
Publisher Inc.)、pp. 45-55.

2018.03.

98

ONO Kenji(小野賢二)、FUJIMOTO
Kiyoshi(藤本潔・南山大)、TABUCHI
Ryuichi(田淵隆一)、TANIGUCHI
Shingo(谷口真吾・琉球大)、WATANABE
Shin(渡辺信・琉球大)、Saimon
LIHPAI(ミクロネシア連邦ポンペイ州
政府)

Estimation of fine root production and
decomposition rates in tropical and subtropical
mangrove forests.(熱帯・亜熱帯域マングローブ林に
おける細根生産・分解速度の推定)

JpGU-AGU Joint Meeting 2017
Meeting 2017 Abstract PDF
Download(日本地形学連合・米
国地球物理学連合2017年大会
要旨PDFダウンロードサイ
ト)、HCG36-P03

2017.05.

99

ONO Kenji(小野賢二)、KOMORIYA
Akane(小森谷あかね・千葉県森林研究
所)、TACHIBANA Ryuichi(橘隆一・東
農大)、IMAYA Akihiro(今矢明宏・
JIRCAS)、SUZUKI Satoru(鈴木覚)、
NOGUCHI Hironori(野口宏典)

Effects of row deep tillage for the growth base
formed by piling up soil in damp lowlands behind
coastal sand dunes to construct coastal disaster
prevention forest belts on the Kujukuri
coastline，Japan(九十九里海岸海岸防災林造成にお
ける海岸砂丘地後背低湿地対策としての生育基盤盛土
に対する列状深耕の効果)

Soil Science and Plant
Nutrition、
doi.org/10.1080/00380768.20
18.1444422

2018.03.

100
小野賢二 高田松原の再生に向けた取り組み～津波に対して粘り

強い海岸林造成のために～
岩手の林業、714:6-7 2017.05.

101
小野賢二、野口宏典、八木橋勉、安田
幸生、橋本徹

土壌呼吸の長期連続観測による安比高原落葉広葉樹林
における年間土壌呼吸量の動向

東北森林科学会第22回大会講
演要旨集、45

2017.08.

102
小野賢二 大津波に堪えた樹々が枯れたわけ 農業日誌 平成30年、268-269 2017.10.

103
小野賢二、野口宏典 人工造成基盤上への森林造成の取り組み：趣旨説明 第129回森林学会大会学術講演

集、90（S11-1）
2018.03.

104

FUJIMOTO Kiyoshi(藤本潔・南山大)、
ONO Kenji(小野賢二)、WATANABE
Shin(渡辺信・琉球大)、TANIGUCHI
Shingo(谷口真吾・琉球大)、Saimon
LIHPAI(ミクロネシア連邦ポンペイ州
政府)

Preliminary report on progressing influences of
rapid sea-level rise corresponding to mangrove
communities in the mangrove peat depositional
area and near future prediction.(マングローブ泥
炭堆積域における群落レベルでの海面上昇影響の実態
と近未来予測(予報))

JpGU-AGU Joint Meeting 2017
Meeting 2017 Abstract PDF
Download(日本地形学連合・米
国地球物理学連合2017年大会
要旨PDFダウンロードサイ
ト)、HCG36-P02

2017.05.

105

MATSUURA Yojiro(松浦陽次郎)、ONO
Kenji(小野賢二)、TORIYAMA
Jumpei(鳥山淳平)、FUJII
Kazumichi(藤井一至)、MAKITA
Naoki(牧田直樹・信州大学)、
MORISHITA Tomoaki(森下智陽)

Soil organic carbon storage regime in
circumpolar forest ecosystems.(周極域の森林生態
系にける有機炭素蓄積量レジム)

第5回国際北極研究シンポジウ
ム(ISAR-5)ポスター発表(大会
HP上で要旨公開)

2018.01

106

藤本潔(南山大)、小野賢二、渡辺信
(琉球大)、谷口真吾(琉球大)、サイモ
ンリパイ(Pohnpei State Government)

マングローブ主要構成種の細根生産・分解速度－熱帯
中核域と亜熱帯域の比較研究－

2017年度日本地理学会要旨
集、2017a:606

2017.10.

107

藤本潔(南山大)、小野賢二、渡辺信
(琉球大)、谷口真吾(琉球大)、古川恵
太(海洋政策研)、平田泰雅、羽佐田紘
大(法政大)、サイモンリパイ(Pohnpei
State Government)

マングローブ林における群落レベルでの海面上昇影響
の実態把握－ミクロネシア連邦ポンペイ島における表
層侵食域の林分構造と立地環境－

第23回日本マングローブ学会
講演要旨集、7

2017.12.

108
安田幸生、小野賢二、野口宏典 冷温帯ブナ林におけるCO2吸収量の変動傾向 JapanFlux10周年記念集会、ポ

スター発表:2
2018.02.

109

橘隆一(東京農大)、熊崎慎(東京農
大)、林悠太(東京農大)、小森谷あか
ね(千葉県農林総合研究センター森林
研究所)、小野賢二、福永健司(東京農
大)

千葉県有海岸林におけるクロマツの根系伸長特性 第129回森林学会大会学術講演
集、92（S11-7）

2018.03.

110
小森谷あかね(千葉県農林総合研究セ
ンター森林研究所)、小野賢二、村井
弘好(千葉県北部林業事務所)

低湿地対策としての盛土工を伴う海岸林造成－千葉県
九十九里浜の事例－

第129回森林学会大会学術講演
集、92（S11-6）

2018.03.
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111 野口宏典 引き抜き抵抗力と根の量の関係 みどりの東北、158:6 2017.05.

112
野口宏典 海岸林が津波を弱める効果は林の構成によってどう変

わるのか？
季刊森林総研、37:4-5 2017.06.

113
野口宏典、小野賢二、萩野裕章、鈴木
覚

生育基盤盛土の土壌物理性への深耕の効果 平成29年度日本海岸林学会大
会浜松大会講演要旨集、32-33

2017.11.

114
野口宏典、小野賢二、萩野裕章、鈴木
覚、多田賢二(林野庁)

生育基盤盛土を伴う海岸林での根系到達深度と固結層
出現深度の関係

第129回森林学会大会学術講演
集、91（S11-4）

2018.03

115
鈴木覚、野口宏典、小野賢二、萩野裕
章、坂本知己、多田賢二(林野庁)

根系成長を制限する土壌硬度を土壌貫入計で検出する
方法の提案

第129回森林学会大会学術講演
集、91（S11-5）

2018.03.

116

MORISHITA Tomoaki(森下智陽)、
MIYAMA Takafumi(深山貴文)、ONO
Kenji(小野賢二)、KIM Yongwonm(アラ
スカ大)、OSAWA Akira(大澤晃・京都
大)、NOGUCHI Kyotaro(野口享太郎)、
MATSUURA Yojiro(松浦陽次郎)

Seasonal and Spatial Changes of BVOC
concentration in forest soils(森林土壌における
BVOC濃度の季節変化および地点間差)

BIOGEOMON Abstracts 2017、
74

2017.08.

117

MORISHITA Tomoaki(森下智陽)、
MIYAMA Takafumi(深山貴文)、NOGUCHI
Kyotaro(野口享太郎)、MATSUURA
Yojiro(松浦陽次郎)、KIM Yongwon(ア
ラスカ大)

Seasonal and Spatial Pattern of Monoterpene in a
forest soil in a black spruce stand in interior
Alaska(アラスカ内陸部クロトウヒ林土壌におけるモ
ノテルペン濃度の時空間変動)

ISAR5(International
Symposium of Arctic
Research)、G05-O03

2018.01.

118

森下智陽、篠宮佳樹、白戸康人(農研
機構)、小原洋(農研機構)、神山和則
(農研機構)、井上美那(農研機構)、神
田隆志(農研機構)、石塚成宏、金子真
司、片柳薫子(農研機構)、野口享太郎

東北地方における土地利用変化による土壌炭素蓄積量
の変化(速報)－秋田県における調査事例と今後の研究
展開－

2017年度日本土壌肥料学会東
北支部大会、1-1-16

2017.07.

119
森下智陽、深山貴文、野口享太郎、松
浦陽次郎、KIM Yongwon(アラスカ大)

アラスカ内陸部クロトウヒ林土壌におけるモノテルペ
ン濃度

日本土壌肥料学会2017年度大
会、5

2017.09.

120
長谷川元洋、森下智陽 森のはかり方の知識を一般の方々に－森林土壌につい

ての一例－
四国の森を知る、28:6-7 2017.08.

121
高橋裕史、松浦友紀子、伊吾田宏正
（酪農大）、池田敬（国総研）、東谷
宗光（エゾシカ協会）

ニホンジカ低密度実現・維持に向けた課題 その２ 哺乳類科学、57(1): 159-160 2017.06.

122

高橋裕史 ニホンジカ高密度生息下における広葉樹循環利用に向
けて

奥田史郎、山下直子、藤井栄
（ 編著）「広葉樹の利用と再
生を考える　～中山間地にお
ける広葉樹林の取り扱いにつ
いて～」: 29-30

2018.01.

123
高橋裕史、諏訪錬平、中尾勝洋、山下
直子、奥田史郎

ニホンジカによる萌芽食害は高伐りによって軽減でき
るか

第129回日本森林学会大会学術
講演集、 106（講演番号T3-
3）

2018.03.

124
池田敬（国総研）、松浦友紀子、伊吾
田宏正（酪農大）東谷宗光（エゾシカ
協会）、高橋裕史

ニホンジカの捕獲誘引地点への出没状況 哺乳類科学、57(1): 45-52 2017.06.

125

松浦友紀子、池田敬（国総研）、東谷
宗光（エゾシカ協会）、高橋裕史、伊
吾田宏正（酪農大）、浦田剛（占冠
町）

銃器を用いたシカの捕獲への赤外線サーモグラフィー
の適用

哺乳類科学、57(1): 77-83 2017.06.

126

竹下和貴（農工大）、上野真由美（道
総研）、高橋裕史、池田敬（岐阜
大）、三ツ矢綾子（農工大）、吉田剛
司（酪農大）、伊吾田宏正（酪農
大）、山村光司（農環研）、梶光一
（農工大）

冬季の餌資源の変化を伴うニホンジカの爆発的増加と
崩壊後の動態の人口統計学的解析

日本哺乳類学会2017年度大会
講演要旨集: 104（講演番号
OA-37）

2017.09.

127

SHIMADA Takuya(島田卓哉)、SAITOH
Takashi(齊藤隆・北海道大学)

Interspecific differences in tannin tolerance
cause different population responses of three
sympatric rodent species to acorn masting(同所的
に生息する3種の野ネズミの堅果生産量に対する反応
の違いはタンニン耐性の違いに由来する)

12th International
Mammalogical Congress，
abstract、12:680

2017.07.

128 島田卓哉 創刊20年を迎えたMammal Study－軌跡と展望 哺乳類科学、57(1):139-143 2017.06.

129
島田卓哉、佐藤淳(福山大学)、齊藤隆
(北海道大学)、小野寺緑也(北海道大
学)、秋元佑香(北海道大学)

野ネズミにおける野ネズミが摂取するタンニンの由来：日本生態学会大会講演要旨
集、65:I02-05

2018.03.

130

山田文雄(森林総研非常勤職員)、島田
卓哉、亘悠哉、中下留美子、菊地文一
(元多摩動物園)、奥田圭(東京農工大
学)、堀野眞一

福島県のアカネズミと生息環境における放射性セシウ
ム濃度の事故後6年間の変化

日本哺乳類学会2017年度大会
要旨集、P-033

2017.09.

131
Windley Hannah(JSPS外国人特別研究
員)、島田卓哉

Temperature，tannins and the Japanese wood
mouse(外気温とタンニンとアカネズミ)

日本生態学会大会講演要旨
集、65:I02-06

2018.03.

132
岡部貴美子、島田卓哉、牧野俊一 森のネズミと共生するオオヤドリカニムシの生活史 第65回日本生態学会講演要

旨、P2-189
2018.03.

133
工藤琢磨 侵略的外来種は一次生産者と上位捕食者の2つの栄養

段階に影響する
第129回日本森林学会大会学術
講演集、241

2018.03.
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134

OHNISHI Naoki(大西尚樹)、KOBAYASHI
Soh(小林聡・電力中央研究所)、
NAGATA Junco(永田純子)、YAMADA
Fumio(山田文雄・森林総研非常勤職
員)

The influence of invasive mongoose on the
genetic structure of the endangered Amami rabbit
populations. (希少種アマミノクロウサギ個体群の遺
伝構造に与える移入種マングースの影響)

Ecological Research、DOI:
10.1007/s11284-017-1489-5

2017.08.

135

OHNISHI Naoki(大西尚樹)、KOBAYASHI
Soh(小林聡・電力中央研究所)、
NAGATA Junco(永田純子)、YAMADA
Fumio(山田文雄・森林総研非常勤職
員)

The influence of invasive mongoose on the
genetic structure of the endangered Amami rabbit
populations. (絶滅危惧種アマミノクロウサギ個体群
の遺伝構造に与える移入種マングースの影響)

12th International
Mammalogical Congress、460

2017.07.

136
OHNISHI Naoki(大西尚樹)、OSAWA
Takeshi(大澤剛士・農研機構)

What influences gene flow among bears，and
how?(何がどれくらいクマの移動を妨げてる？)

3rd Annual Meeting in
Conservation Genetics、p.66

2018.02.

137
大西尚樹、大澤剛士(農研機構) 何がどれくらいクマの移動を妨げてる？ 第65回日本生態学会大会講演

要旨集、P3-121
2017.08.

138

KOZAKAI Chinatsu(小坂井千夏・農研
機構)、NEMOTO Yui(根本唯・東京農工
大学)、NAKAJIMA Ami(中島亜美・東京
農工大学)、KOIKE Shinsuke(小池伸
介・東京農工大学)、OHNISHI
Naoki(大西尚樹)、YAMAZAKI Koji(山
崎晃司・東京農業大学)

Influence of food availability on matrilineal
site fidelity of female Asian black bears.(ツキ
ノワグマのメスにおける母系の地域固執性に与えるエ
サ量の影響)

Mammal Study、42(4):219-230 2017.12.

139 磯野昌弘
アオダモを加害するトネリコクロハバチの生態と黄色
トラップによる誘殺

東北森林科学会第22回大会講
演要旨集、25

2017.08.

140 磯野昌弘 磯野昌弘 害虫の数を制御する天敵の働き 岩手の林業、723:6-7 2018.02.

141 磯野昌弘
アオダモを加害するトネリコクロハバチの配偶特性と
雄の交尾能力

第62回日本応用動物昆虫学会
大会講演要旨集、PG216

2018.03.

142
升屋勇人、菊地泰生(宮崎大)、市原
優、相川拓也

スギ黒点病菌散布の土壌菌類群集への影響 環境微生物系合同大会2017要
旨、P059

2017.08.

143
升屋勇人、安藤裕萌(森林総研PD)、田
端雅進

ウルシ胴枯病菌Diaporthe toxicodendriのゲノム解析 第129回日本森林学会大会学術
講演集、94

2018.03.

144

LI Jiu(筑波大)、MASUYA Hayato(升屋
勇人)、OKANE Izumi(岡根泉・筑波
大)、YAMAOKA Yuichi(山岡裕一・筑波
大)

Ophiostoma sugadairense，a new species in the
Ophiostoma piceae complex associated with bark
beetles infesting Japanese larch in Japan(日本カ
ラマツで繁殖していたキクイムシと関係する
Ophiostoma piceae集合種の1新種、Ophiostoma
sugadairae)

Mycoscience、58:154-168 2017.05.

145

HARUMA Toshikatsu(春間俊克・筑波
大)、YAMAJI Keiko(山路恵子・筑波
大)、MASUYA Hayato(升屋勇人)、
SEKINE Yurina(関根由莉奈・筑波
大)、KOZAI Naofumi(香西直文・原研)

Root endophytic Chaetomium cupreum enhanced
tolerance of aluminum in Miscanthus sinensis and
produced a siderophore(根内生Chaetomium cupreum
はススキのアルミニウム耐性を高め、シデロフォアを
産生する)

ISCE/APACE Kyoto 2017、S4-
P-045

2017.08.

146

STOUTHAMER Richard(カリフォルニア
大学)、RUGMAN-JONES Paul(カリフォ
ルニア大学)、THU Pham Q(ベトナム森
林科学アカデミー)、ESKALEN Akif(カ
リフォルニア大学)、THIBAULT Tim(ア
メリカ)、HULCR Jiri(フロリダ大
学)、WANG Liang-Jong(台湾森林研究
所)、JORDAL Bjarte(ベルゲン大学)、
CHEN Chi-Yu(台湾中興大学)、
COOPERBAND Miriam(USDA-APHIS)、LIN
Ching-Shan(台湾国立大学)、KAMATA
Naoto(鎌田直人・東大)、LU Sheng-
Shan(台湾森林研究所)、MASUYA
Hayato(升屋勇人)、MENDEL Zvi(イス
ラエルボルカニセンター)、RABAGLIA
Robert(USDA)、SANGUANSUB Sunisa(カ
セサート大)、SHIH Hsin-Hui(台湾森
林研究所)、SITTICHAYA Wisut(タイ、
ソンクラ大)、ZONG Shixiang(北京森
林大学)

Tracing the origin of a cryptic invader:
phylogeography of the Euwallacea fornicatus
(Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) species
complex: E. fornicatus species complex
phylogeography(クリプティックな侵入者の起源を追
う：Euwallacea fornicatus複合種の系統地理)

Agricultural and Forest
Entomology、DOI:
10.1111/afe.12215

2017.11.

147
岡部貴美子、升屋勇人、神崎菜摘 Unintentional introductions of microscopic

organisms associated with forest insects(微小生
物の森林昆虫に伴う非意図的侵入)

Biological Invasion、
19:3229-3242

2017.11.

148

HARUMA Toshikatsu(春間俊克・筑波
大)、YAMAJI Keiko(山路恵子・筑波
大)、MASUYA Hayato(升屋勇人)、
HANYU Kazuyo(羽生和代・筑波大)

Root endophytic Chaetomium cupreum promotes
plant growth and detoxifies aluminum in
Miscanthus sinensis Andersson growing at the
acidic mine site: ENHANCEMENT OF AL TOLERANCE BY
ROOT ENDOPHYTE(根内生Chaetomium cupreumは酸性鉱
山地に生育するススキの生育を促進しアルミニウムを
解毒する)

Plant Species Biology、DOI:
10.1111/1442-1984.12197

2017.12.

149
梶村恒(名古屋大)、山岡裕一(筑波
大)、升屋勇人

トベラ生立木に穿孔するビロウジマコキクイムシの随
伴菌Fusarium solaniの病原性

森林防疫、66:10-18 2017.04.
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150
春間俊克(筑波大)、升屋勇人、山路恵
子(筑波大)

機能解析から迫る根部内生菌の正体 環境微生物系合同大会2017要
旨、S056

2017.08.

151

若菜大悟(星薬大)、武田尚(星薬大)、
細江智夫(星薬大)、山岡裕一(筑波
大)、岡根泉(筑波大)、出川洋介(筑波
大)、阿部淳一(筑波大)、細矢剛(科
博)、升屋勇人

国内ヤチダモ落枝葉から単離されたHymenoscyphus
fraxineusのviridiol産生能

環境微生物系合同大会2017要
旨、P065

2017.08.

152

山岡裕一(筑波大)、岡根泉(筑波大)、
小野義隆(茨城大学)、升屋勇人、細矢
剛(科博)、安藤裕萌(森林総研PD)、藤
森祥平(筑波大)、鈴木浩之(筑波大)、
糸澤千尋(筑波大)

内生型生活環を有するさび菌3種の系統分類学的所属
の検討

環境微生物系合同大会2017要
旨、P258

2017.08.

153
山路恵子(筑波大)、春間俊克(筑波
大)、升屋勇人

内生菌との相互作用を利用した植物の重金属耐性と緑
化利用への可能性

平成29年度資源・素材関係学
協会合同秋季大会、1201-08-
02

2017.09.

154

JIANG Ziru(名古屋大)、KINOSHITA
Shun-ichi(木下俊一・名古屋大)、
SASAKI Osamu(佐々木修・東北大)、
MASUYA Hayato(升屋勇人)、KAJIMURA
Hisashi(梶村恒・名古屋大)

Micro-CT scan of adult female Euwallacea
interjectus (Coleoptera: Scolytinae) and its
mycangial fungi(アイノキクイムシ雌成虫と共生菌の
マイクロCTスキャン)

第129回日本森林学会大会学術
講演集、176

2018.03.

155
尾関俊亮(名古屋大)、升屋勇人、梶村
恒(名古屋大)

イヌツゲ枝枯病の発生・拡大様式と罹病部周辺の菌相 第129回日本森林学会大会学術
講演集、184

2018.03.

156
春間俊克(筑波大)、山路恵子(筑波
大)、升屋勇人、小川和義(筑波大)

ススキの内生菌Chaetomium cupreumが産生する
siderophoreのAl解毒能力の評価

第65回日本生態学会大会要
旨、P3-101

2018.03.

157

ANDO Yuho(安藤裕萌・森林総研PD)、
MASUYA Hayato(升屋勇人)、AIKAWA
Takuya(相川拓也)、ICHIHARA Yu(市原
優)、TABATA Masanobu(田端雅進)

Diaporthe toxicodendri sp. nov.，a causal fungus
of the canker disease on Toxicodendron
vernicifluum in Japan(日本のウルシ胴枯病菌、
Diaporthe toxicodendri sp. nov.)

Mycosphere、8(5):1157-1167 2018.01.

158
安藤裕萌(森林総研PD)、升屋勇人、田
端雅進

ウルシ胴枯病罹病部から得られたDiaporthe属2種につ
いて

環境微生物系合同大会要旨、
P251

2017.08.

159
安藤裕萌(森林総研PD)、升屋勇人、相
川拓也、田端雅進

Diaporthe toxicodendriによるウルシ胴枯病 第129回日本森林学会大会学術
講演集、94

2018.03.

160 中村克典 マツ枯れ被害の最前線 森林技術、902:2-6 2017.05.

161
中村克典 マツ材線虫病に関する国際シンポジウムSeoul2016開

催報告
IUFRO-J NEWS、121:7-9 2017.08.

162
中村克典 松枯れに関する最近の知見 松枯れ対策シンポジウム2016

講演集、34-45
2017.05.

163
中村克典、田中功二(青森県林業研究
所)、木村公樹(青森県林業研究所)

青森県三沢市の津波被害跡地に植栽されたクロマツコ
ンテナ苗の生育状況

平成29年度日本海岸林学会大
会研究発表会要旨集、4-5

2017.11.

164
中村克典 伐って、使って、マツ枯れ防除 フォレストウインズ、72:1-2 2018.02.

165
中村克典 マツノマダラカミキリの駆除をさらにすすめるために

何ができるのか？
第129回日本森林学会大会学術
講演集、93

2018.03.

166

金谷整一、秋庭満輝、中村克典、池亀
寛治(種子島・ヤクタネゴヨウ保全の
会)、手塚賢至(屋久島・ヤクタネゴヨ
ウ調査隊)

絶滅危惧種ヤクタネゴヨウ枯死木に対するマツノザイ
センチュウ検出キットを用いた遡及的解析

樹木医学研究、21:65-70 2017.04.

167
杉本博之(山口県農林総合技術セン
ター)、宗野俊平(山口県農林総合技術
センター)、浦野忠久、中村克典

被覆・粘着資材によるマツノマダラカミキリ脱出抑制
法における材毎の集積高と脱出成功率の関係

樹木医学会第22回大会講演要
旨集、20

2017.11.

168

HIRATA Akiko(平田晶子・森林総研非
常勤職員)、NAKAMURA Katsunori(中村
克典)、NAKAO Katsuhiro(中尾勝洋)、
KOMINAMI Yuji(小南裕志)、TANAKA
Nobuyuki(田中信行・東京農業大学)、
OHASHI Haruka(大橋春香・森林総研
PD)、TAKANO(TAKENAKA) Kohei(高野
(竹中)宏平・長野県環境保全研究
所)、TAKEUCHI Wataru(竹内渉・東京
大学生産技術研究所)、MATSUI
Tetsuya(松井哲哉)

Potential distributions of pine wilt disease
under future climate change scenarios.(マツ材線
虫病の温暖化影響シナリオ下での潜在分布)

PLoS ONE、12(8):e0182837 2017.08.

169
杉本博之(山口県農林総合技術セン
ター)、浦野忠久、中村克典

マツノマダラカミキリ逸出抑制法の設置環境による材
内死亡率の比較

第68回応用森林学会大会研究
発表要旨集、33

2017.11.

170

松橋彩衣子(森林総研PD)、平田晶子
(森林総研非常勤職員)、秋庭満輝、中
村克典、高野(竹中)宏平(長野県環境
保全研究所)、小黒芳生(森林総研
PD)、中尾勝洋、松井哲哉

外来病マツ枯れの危険域を推定する：種分布モデルを
用いた予測と気候変動の影響評価

第65回日本生態学会大会講演
要旨集、T07-4

2018.03.

171
杉本博之(山口県農林総合技術セン
ター)、浦野忠久、中村克典

粘着・被覆資材によるマツノマダラカミキリ逸出抑制
法の寒冷地への適用

第129回日本森林学会大会学術
講演集、236（L3）

2018.03.

172
浦野忠久、杉本博之(山口県農林総合
技術センター)、中村克典

マツノマダラカミキリ逸出抑制法へのサビマダラオオ
ホソカタムシの適用試験

第129回日本森林学会大会学術
講演集、237（L4）

2018.03.
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173

松橋彩衣子(森林総研PD)、平田晶子
(森林総研非常勤職員)、秋庭満輝、中
村克典、高野(竹中)宏平(長野県環境
保全研究所)、小黒芳生(森林総研
PD)、中尾勝洋、松井哲哉

種分布モデルを用いた国内におけるマツ枯れ潜在発生
域の予測

第129回日本森林学会大会学術
講演集、288（P2-212）

2018.03.

174

MAEHARA Noritoshi(前原紀敏)、
KANZAKI Natsumi(神崎菜摘)、AIKAWA
Takuya(相川拓也)、NAKAMURA
Katsunori(中村克典)

Effect of Monochamus grandis (Coleoptera:
Cerambycidae) on phoretic stage formation of
Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda:
Aphelenchoididae) and the transfer of nematodes
to the beetle(マツノザイセンチュウの便乗ステージ
形成に及ぼすヒゲナガカミキリの影響とマツノザイセ
ンチュウのヒゲナガカミキリへの乗り移り)

Nematology、20(1):43-48 2018.01.

175
前原紀敏、神崎菜摘、相川拓也、中村
克典

ヒゲナガカミキリのマツノザイセンチュウ保持能力 日本線虫学会大会講演予稿
集、25:25

2017.09.

176
前原紀敏、相川拓也、神崎菜摘、中村
克典

Bursaphelenchus doui  4アイソレイトのマツノマダラ
カミキリへの乗り移り

第129回日本森林学会大会学術
講演集、237

2018.03.

177
神崎菜摘、前原紀敏、秋庭満輝、田中
克(東大院農)、井手竜也(科博)

マツノザイセンチュウとその近縁種の耐久型幼虫形態 森林防疫、66:80-85 2017.05.

178
佐藤大樹、浦野忠久、前原紀敏、中村
克典

天敵微生物製剤バイオリサマダラを事業的に施用した
際の防除効果

第129回日本森林学会大会学術
講演集、237

2018.03.

179
相川拓也、升屋勇人 カラフトヒゲナガカミキリから検出された

Bursaphelenchus doui
日本線虫学会第25回大会講演
予稿集、24

2017.09.

180
相川拓也 ニホンジカの分布を糞で把握する－ニホンジカ・カモ

シカ識別キットの開発－
みどりの東北、162:6 2017.09.

181
相川拓也、堀野眞一、市原優、高橋裕
史

“ニホンジカ・カモシカ識別キット”－その使い方と
使用例－

森林防疫、67:15-24 2018.01.

182 相川拓也 シカの存在を痕跡で知る 第10回LAMP研究会抄録集、3 2018.02.

183
相川拓也、前原紀敏、升屋勇人、中村
克典、安佛尚志(産総研)

抗生物質処理によるビロウドカミキリ体内のボルバキ
アの除去

第129回日本森林学会大会学術
講演集、238

2018.03.

184

TANAKA Suguru E.(田中克・東京大
学)、AIKAWA Takuya(相川拓也)、
TAKEUCHI-KANEKO Yuko(竹内祐子・京
都大学)、FUKUDA Kenji(福田健二・東
京大学)、KANZAKI Natsumi(神崎菜摘)

Artificial induction of third-stage dispersal
juveniles of Bursaphelenchus xylophilus using
newly established inbred lines.(新規に確立した近
交系を用いたマツノザイセンチュウ分散型第三期幼虫
の人工的誘導)

PLoS ONE、12: e0179465. 2017.10.

185

NAKABAYASHI Yuuki(中林優季・秋田県
立大学)、AIKAWA Takuya(相川拓也)、
MATSUSHITA Michinari(松下通也)、
HOSHIZAKI Kazuhiko(星崎和彦・秋田
県立大学)

Sampling design for efficient detection of pine
wood nematode，Bursaphelenchus xylophilus，in
diseased trees using a DNA detection kit:
variation across branch，trunk and tree.(DNA検出
キットを用いた効率的なマツノザイセンチュウ検出の
ためのサンプリングデザイン－枝、幹、樹木間の変動
－)

Nematology、DOI
10.1163/15685411-00003166

2018.03.

186
中島剛(青森県産業技術センター林業
研究所)、井城泰一、山野辺太郎、相
川拓也、中村克典

未被害地域におけるクロマツ抵抗性品種の先行的増殖 第22回東北森林科学会大会講
演要旨集、3

2017.08.

187
田中克(東大院農)、相川拓也、竹内祐
子(京大院農)、福田健二(東大院農)、
神崎菜摘

マツノザイセンチュウ分泌物の分散型III期誘導活性 日本線虫学会第25回大会講演
予稿集、26

2017.09.

188

小泉透、荒木良太(自然環境研究セン
ター)、岡輝樹、相川拓也、青木正成
(自然環境研究センター)、石田朗(愛
知県森林・林業技術センター)、江口
則和(新城森林総合センター)、釜田淳
志(愛知県森林・林業技術センター)、
川本朋慶(自然環境研究センター)、小
林喬子(自然環境研究センター)、近藤
洋史、佐藤那美(自然環境研究セン
ター)、島田卓哉、高橋裕史、中下留
美子、中田靖彦(自然環境研究セン
ター)、永田純子、中西敬宏(マップク
エスト)、松浦友紀子、三浦貴弘(自然
環境研究センター)、諸澤崇裕(自然環
境研究センター)、八代田千鶴

戦後のシカ・イノシシの分布拡大 日本哺乳類学会2017年度大会
講演要旨集: 100（講演番号
OA-29）

2017.09.

189
田中克(東大院農)、相川拓也、竹内祐
子(京大院農)、福田健二(東大院農)、
神崎菜摘

マツ枯れの発病から蔓延への移行時の病原体線虫の戦
略転換

樹木医学会第22回大会講演要
旨集、19

2017.11.

190
小池悠斗(中部大応用生物)、新屋良治
(明治大農)、相川拓也、長谷川浩一
(中部大応用生物)

糞虫便乗線虫の生殖様式と宿主嗜好性との関係 第62回日本応用動物昆虫学会
大会講演要旨集、

2018.03.
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191

小泉透、荒木良太(自然環境研究セン
ター)、岡輝樹、相川拓也、青木正成
(自然環境研究センター)、石田朗(愛
知県森林・林業技術センター)、江口
則和(新城森林総合センター)、釜田淳
志(愛知県森林・林業技術センター)、
川本朋慶(自然環境研究センター)、小
林喬子(自然環境研究センター)、近藤
洋史、佐藤那美(自然環境研究セン
ター)、島田卓哉、高橋裕史、中下留
美子、中田靖彦(自然環境研究セン
ター)、永田純子、中西敬宏(マップク
エスト)、松浦友紀子、三浦貴弘(自然
環境研究センター)、諸澤崇裕(自然環
境研究センター)、八代田千鶴

拡大するシカ－戦後70年の分布変化－ 第129回日本森林学会大会学術
講演集、107

2018.03.

192
田中克(東大院農)、相川拓也、竹内祐
子(京大院農)、福田健二(東大院農)、
菊地泰生(宮崎大学)、神崎菜摘

マツノザイセンチュウ分散型III期幼虫の人為的誘導
とその遺伝子発現解析

第129回日本森林学会大会学術
講演集、182

2018.03.

193
伊藤昌明(青森県産業技術センター林
業研究所)、相川拓也、蝦名雄三(青森
県林政課)

青森県南西部におけるマツノマダラカミキリ幼虫の罹
病木穿入密度－被害発生3年間の動態－

第129回日本森林学会大会学術
講演集、236

2018.03.

194
小谷英司、天野智将、大塚生美、駒木
貴彰、吉田貴紘、柳田高志、久保山裕
史

中小規模木質バイオマス発電施設に対する燃料供給と
熱電併給事業の可能性の検討

東北森林管理局 森林・林業技
術交流発表集、189-194

2017.06.

195
小谷英司、田中真哉 高密度と低密度での航空機LiDAR計測のコスト分析 東北森林科学会第22回大会講

演要旨、22
2017.08.

196 小谷英司 ドローンで森林を撮影し測量してみよう 岩手の林業、720:6-7 2017.11.

197
小谷英司、天野智将、細田和男、西園
朋広、山田祐亮

三ツ沢ブナ林と男鹿山スギ林収穫試験地における定期
調査の概要

森林総研東北支所年報、
58:25-26

2017.12.

198

小谷英司、佐野真琴(佐野真)、細田和
男、西園朋広、田中真哉、古田朝子
(日林協)

低コストな森林資源把握技術の開発 H29岩手県林業技術センター
森林総合研究所東北支所 林木
育種センター東北育種場 合同
成果報告会、発表番号07

2018.02.

199
西園朋広、細田和男、富村洋一(元森
林総研職員)、佐野真琴(佐野真)、北
原文章、小谷英司

関東・四国地域のスギにおける樹高を用いた一変数材
積式の検討

関東森林研究、68(1):57-58 2017.03.

200
北原文章、細田和男、西園朋広、小谷
英司

植栽密度試験地における地上型レーザースキャナーの
計測密度の比較

第129回日本森林学会大会学術
講演集、246

2018.03.

201 天野智将 岩手県の林業と広葉樹 岩手の林業、717:6-7 2017.08.

202
天野智将、駒木貴彰、佐藤博文(秋田
県林業研究研修センター)、飛田博
順、松田修(九州大学理学研究院)

近赤外線選別種子によるコンテナ苗生産の低コスト化
への取り組み(第一報)－秋田県産スギ種子の出芽率と
播種作業への効果－

東北森林科学会大会講演要旨
集、22:47

2017.08.

203
横田康裕、天野智将、山本伸幸、垂水
亜紀、志賀薫

発電用木材の安定供給体制の構築・運営における要点 林業経済学会2017秋季大会、
B9

2017.11.

204 大塚生美
「緑の雇用」と県庁所在地周辺地域の労働力確保事情
－山形県の事例－

森林組合，pp.13-16 2017.06.

205
大塚生美 育林経営の再編要因 わが国における育林経営の新

たな担い手に関する研究報告
書，pp.48-57

2017.08.

206
大塚生美、中村克典、林雅秀（山形大
学）

松くい虫被害木の木質バイオマス利用の可能性と課題
－FIT32円材の供給実態に注目して－

第22回東北森林科学会要旨
集，p.19

2017.08.

207
大塚生美、中村克典 マツ被害木燃料利用の可能性と課題－岩手県を事例と

して－
第7回関東森林学会要旨集、36 2017.10.

208
大塚生美、堀靖人、餅田治之（林業経
済研究所）

わが国における森林信託の可能性－伊万里木材市場の
取組み－

林業経済学会2017年秋季大会
要旨集，C13

2017.11.

209
大塚生美 ESG投資と林業経営の新たな潮流 森林総研東北支所　Forest

Winds、71:1-2
2017.12.

210 大塚生美
「緑の雇用」と林業生産力－宮崎県の事例－ 平成29年度「緑の雇用」事業

の評価に関する調査報告書，
pp.209-226

2018.02.

211
大塚生美 アメリカにおけるTIMO/REITの活動 海外植林事業の新たな経営手

法の開発調査報告書，pp.42-
73

2018.03.

212
大塚生美・中村克典 マツ被害木燃料利用の可能性と課題 関東森林研究、69(1):ページ

未定， 2018.03.
2018.03.

213
大塚生美 北東北の原木需給と産地形成 第129回日本森林学会大会学術

講演集、81
2018.03.

214
堀靖人、大塚生美、餅田治之(林業経
済研究所)

ヨーロッパにおける短伐期造林 林業経済学会2017年秋季大会
要旨、C12

2017.11.

215 駒木貴彰 積雪地域での再造林作業コスト削減は可能か 山林、1603:2-11 2017.12.
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２ 平成２９年度の広報活動の記録 

２－１）地域再生シンポジウム２０１７in 新潟「持続的な広葉樹利用による地域再生 

～川上と川下の連携で未利用資源を活かす～」 （東北支所、東北大学大学院農学

研究科 主催、新潟県、長岡市、魚沼市 共催、新潟大学 後援） 

[シンポジウム] 

○開催期日：平成２９年９月１９日（火曜日）１３：００～１７：００ 
○開催場所：新潟県長岡市「アオーレ長岡」 
○講演（東北支所分）：「人の生活における広葉樹材－これまでと今後に向けて－」 

                      森林資源管理研究グループ長 天野智将 
○来場者数 １０５名 

[現地検討会] 

○開催期日：平成２９年９月２０日（水曜日）８：３０～１５：００ 
○開催場所 新潟県長岡市、魚沼市 
○参加者数 ５４名 

 

 

２－２）一般公開 （東北支所、東北育種場、森林整備センター東北北海道整備局盛岡水源林

整備事務所 共催） 
○開催期日：平成２９年１０月１４日（土曜日）９：３０～１５：３０ 
○開催場所：東北支所構内 

[体験イベント]： 
   ・野外自然観察会 

・木工教室（東北育種場） 
・木でペンを作ってみよう（エコペン） 
・竜巻をまぢかで見てみよう 

・ドローンで空から森を見てみよう（フライトシミュレーション体験） 

・マツノマダラカミキリの一生 
・クイズラリー 

・緑の相談コーナー 
   [展示イベント] 

・マツノザイセンチュウ抵抗性品種[抵抗性苗]（東北育種場） 

・北上する野生動物 

[相談コーナー] 
・林木遺伝子銀行１１０番（東北育種場） 
[プレゼント] 
・苗木プレゼント 
・木の実ストラッププレゼント 
[協賛] 東北農研消費者協同組合、環境学習センターエコカーゴ 

○来場者 ３８５名 
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２－３）公開講演会 （東北支所、東北育種場、森林整備センター東北北海道整備局 共催） 

（一般公開同時開催） 

○開催期日：平成２９年１０月１４日（土曜日）１０：００～１３：５０ 
○開催場所 森林総合研究所東北支所会議室 
○来場者数 延人数１３５名 
○研究発表課題（東北支所分） 

・「撹乱が促す森林の世代交代」   

育林技術研究グループ主任研究員 野口麻穂子 

 

・「どうして？クマが各地で出没中！」  

生物多様性研究グループ主任研究員 大西尚樹 

 
 [東北支所職員 発表要旨] 

 

攪乱（かくらん）が促す森林の世代交代  

育林技術研究グループ主任研究員 野口麻穂子 

 

 森林の世代交代においては、風倒、火山活動、山火事など、一見すると森林を「破壊」

しているように見える自然現象が、実は大きな役割を果たしていることが知られていま

す。これらの現象は「自然攪乱」と呼ばれ、次の世代の樹木が生育できる空間や、樹木

の芽生えが生き残りやすい条件をもたらすことによって、森林全体の世代交代のチャン

スをつくっているのです。 

 降水量が多く地形が急峻な日本の森林では、斜面崩壊などの「地表変動」が、重要な

自然攪乱のひとつとなっています。しかし、地表変動による攪乱がもたらす森林の世代

交代の様子を実際に調べた例は殆どありません。本日の講演では、岩手県雫石町の森林

で 2013 年 8月の豪雨によって発生した小規模な斜面崩壊の跡地に、どのような樹種がど

れくらい生えてくるのかを調べた事例をご紹介します。翌 2014年の春、斜面崩壊跡地で

は、崩壊が生じていない林内に比べて、より高い密度で樹木の芽生えがみられました。

なかでも、渓流沿いに生育するサワグルミが特に多く生き残り、その後も良好な成長を

示しました。また、斜面崩壊跡地の中でも、土砂が削り去られた場所と堆積した場所で

比べてみると、植生の回復の仕方が大きく異なることも分かってきました。 

 気候変動に伴い、日本では、豪雨や大型台風などが発生する頻度や強度が増える可能

性も指摘されています。そのときに森林が受ける影響を予測するためにも、こうした自

然攪乱に伴う森林の世代交代や維持される仕組みを、さらに明らかにしていく必要があ

ります。 

   

どうして？クマが各地で出没中！ 

生物多様性研究グループ主任研究員 大西尚樹 
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近年、ツキノワグマの出没のニュースを目にする機会が増えています。昨年は、秋田県

鹿角市でツキノワグマによって４名が犠牲になるという痛ましい事故が起きたことは、記

憶に新しいところです。では、なぜこうしたクマの被害が近年増えているのでしょうか？  

 １９７０年代頃、西日本を中心にツキノワグマは絶滅が危惧されていました。東北は絶

滅の可能性は低かったものの、現在よりは個体数が少なく、分布域も狭くなっていました。

そのため、全国的に狩猟の自粛などの保護策がとられ、その結果、個体数が増加し、2000

年代に入ると全国で出没が相次ぐようになりました。こうした個体数の増加と同時に、分

布域も拡大したため、クマと人間の生息圏が隣接するようになり、容易に出没できる状況

ができたと考えられます。 

 このようにクマが出没する環境ができてしまいましたが、昨年のように出没が相次いだ

年と、一昨年のようにそれほど出没が多くなかった年があります。この理由として、東北

では前年秋のブナの実なり（豊凶）が関係していると考えられています。下図は、各年の

岩手県におけるクマの有害駆除数とブナの豊作指数を示したものです。ブナが凶作の年に

はクマの駆除数が増えています。これは、クマは秋の冬眠前にたくさんブナの実を食べて

脂肪を付けようとしますが、ブナが凶作で実を十分に確保出来ないと、人里までエサを求

めて出没するためと考えられます。 

 

 

２－４）平成２９年度岩手県林業技術センター・森林総合研究所東北支所・東北育種場合同成

果報告会 

○開催期日：平成３０年２月２日（金曜日）９：１５～１６：００ 
○開催場所：盛岡プラザおでって 

○研究発表課題（東北支所分） 
・「松くい虫対策の刷新に向けて」 

                   生物被害研究グループ長 中村克典 

  （ポスター発表） 

  ・「低コストな森林資源把握技術の開発－航空レーザー測量、小型無人機－」 

                      チーム長（地域資源利用担当）小谷英司 

○来場者 １２１名 
 

[東北支所職員 発表要旨] 

 

「松くい虫対策の刷新に向けて」 

                   生物被害研究グループ長 中村克典 

 

松くい虫被害に対しては、駆除、予防、抵抗性マツの植栽を３本柱とする防除体系が

すでに確立されています。しかし、農薬等薬剤の使用に対する制約が強まる中、特に予

防のための殺虫剤散布が困難となり、被害の拡大を抑えられない事態が各地で発生して

います。こうした状況下で松くい虫被害対策を着実に進めるには、使える技術を総動員
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する取り組みが必要です。そこで本研究では、①薬剤散布に代わる予防手法として、お

とり木を使って媒介昆虫を被害地に封じ込める手法の検討や予防伐採推進に向けたアカ

マツ CLT 製造技術開発をすすめ、②媒介昆虫の駆除技術高度化を実現すべく、省労力で

環境への負荷の少ない駆除技術の効果を検証するとともに、被害材の燃料利用促進に向

けた現状分析・問題点抽出に取り組み、③被害地、未被害地のそれぞれで求められる抵

抗性クロマツ苗生産技術を確立し、アカマツ林業の維持・発展に有効なアカマツ品種検

索システムを開発しました。これらの技術を採用し、薬剤の使用が制約される中でも有

効な松くい虫被害対策を実現しようとするならば、これまでの対症療法的な防除体系か

ら、松林を「伐って使う」 新たな防除体系へと切り替えてゆくことが必要となるでしょ

う。 
 本研究は農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業 27020C「薬剤使用の制約に対

応する松くい虫対策技術の刷新」（平成 27～29 年度）により、青森県産業技術センター

林業研究所、岩手県林業技術センター、山形県森林研究研修センター、山口県農林総合

技術センターとの共同で実施されました。 
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３ 平成２９年度の会議等の記録 

３－１）研究業務報告会 

平成２９年度東北支所業務報告会は、平成２９年１２月４日（月）～５日（火）に森林総合研究

所東北支所大会議室において実施した。 
 
３－２）東北地域評議会 

外部有識者に評議員を委嘱し、東北支所及び東北育種場の平成２９年度研究運営全般について概

要を説明し、広い視野と専門的立場から意見、助言をいただいた。 
○日時・場所 

   平成３０年２月２０日（火）１３：３０～１６：００ 

   東北支所 大会議室 
○評議委員 

小林 重善 東北森林管理局森林整備部長 

清和 研二 東北大学大学院農学研究科・農学部 教授 

川村 冬子 株式会社イワリン経営企画部 次長 
○説明者 

   ＜東北支所＞ 

梶本卓也（支所長）             田端雅進（産学官民連携推進調整監） 

大貫靖浩（地域研究監）           福田智数（庶務課長） 
山下正起（庶務課課長補佐）         磯野昌弘（昆虫多様性保全担当チーム長） 
齋藤武史（光環境変動担当チーム長）     小谷英司（地域資源利用担当チーム長） 
升屋勇人（森林微生物管理担当チーム長）   野口享太郎（根系動態研究担当チーム長） 
髙橋裕史（野生鳥獣類管理担当チーム長）   八木橋勉（育林技術研究グループ長） 
野口宏典（森林環境研究グループ主任研究員） 大貫靖浩（生物多様性研究グループ長事務取扱） 
前原紀敏（生物被害研究グループ主任研究員） 天野智将（森林資源管理研究グループ長） 
大塚生美（森林資源管理研究グループ主任研究員） 
米沢茂信（研究情報専門職） 

＜東北育種場＞ 

関 充利（場長）              織部雄一朗（育種課長） 

園部近守（遺伝資源管理課長） 

＜森林整備センター東北北海道整備局＞ 

  落合正之（局長） 

  船城保明（盛岡水源林整備事務所長） 

○評議会の概要 

１）東北支所における研究運営状況の報告 

     以下の資料を基に平成２９年度の研究運営状況について概要説明を行った。 
[配布資料]：平成２９年度東北支所活動一覧 

平成２９年度東北支所産学官民連携 
平成２９年版支所年報 
フォレストウィンズ(No.68～70) 
一般公開・公開講演会パンフレット 
公開講演会講演要旨 
岩手県林業技術センター合同成果報告会プログラム及び講演要旨 

 
２）平成２９年度地域研究について 

     以下の研究内容について、概要説明を行った。 
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     海岸林関係：交付金プロジェクト 

「根系成長確保による高い津波耐性を特長とする盛土を伴う海岸林造成の技術的

指針の策定」 
    低コスト再造林関係：農林水産技術会議 地域戦略プロジェクト  

     「優良苗の安定供給と下刈り省力化による一貫作業システム体系の開発」 

獣害関係：農林水産技術会議委託プロジェクト 

     「野生鳥獣拡大に係る気候変動等の影響評価」 

漆対策関係：農林水産技術会議 農食研プロジェクト  

         「日本の漆文化を継承する国産漆の増産、改質・利用技術の開発」     

  [配布資料]：研究成果選集  

       冊子（Q＆A森林・林業と放射性物質の現状と今後）  
３）林木育種センター東北育種場における活動の概要 

     以下の資料を基に平成２９年度の活動概要について説明を行った。 
[配布資料]：平成２９年度東北育種場活動概要 

         東北の林木育種（No.215～217） 
  ４）平成２８年度評議員講評に対するその後の取り組み 
     前年度評議員講評に対するその後の支所及び林木育種センター東北育種場の取り組みについ

て説明を行った。 
５）研究成果紹介 

以下３課題の研究成果について発表を行った。 
  ・薬剤使用の制約に対応する松くい虫対策技術の刷新－３年間の研究プロジェクトの成果概要－ 

（東北支所生物被害研究グループ主任研究員 前原紀敏） 
・マツ被害材燃料利用の拡大可能性と課題  

（東北支所森林資源管理研究グループ主任研究員 大塚生美） 
・スギ心材色変色と遺伝の影響 
                           （東北育種場育種課長 織部雄一郎） 
６）評議員講評 

小林 重善 氏 

清和 研二 氏 
川村 冬子 氏 
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Ⅱ 業 務 運 営 資 料



*



１ 組 織・職 員

１－１）組織・職員

（平成30年3月31日現在，太字は所属の長）

梶本 卓也東北支所長

田端 雅進産学官民連携推進調整監

関 充利育種調整監（併）

金野 勇 米沢 茂信地域連携推進室 研究情報専門職

瀧川 英久業 務 係

都筑 俊夫庶 務 係

櫻 玲子会 計 係

福田 智数庶 務 課 長

課長補佐 用 度 係 ，清水 章宏山下 正起 今野 敏彦

専 門 職 小澤 茂樹，鈴木 裕子

大貫 靖浩地域研究監

磯野 昌弘チーム長（昆虫多様性保全担当)

齋藤 武史チーム長（光環境変動担当)

小谷 英司チーム長（地域資源利用担当)

升屋（白土）勇人チーム長（森林微生物管理担当)

野口 享太郎チーム長（根系動態研究担当)

高橋 裕史チーム長（野生鳥獣類管理担当)

森 林 生 態 研 究 グ ル ー プ ，直江 将司太田 敬之

育 林 技 術 研 究 グ ル ー プ ，齋藤 智之，野口 麻穂子八木橋 勉

森 林 環 境 研 究 グ ル ー プ ，萩野 裕章，小野 賢二，野口 宏典，森下 智陽阿部 俊夫

生物多様性研究グループ 工藤 琢磨，大西 尚樹

生 物 被 害 研 究 グ ル ー プ ，前原 紀敏，相川 拓也中村（真鳥）克典

森林資源管理研究グループ ，大塚（内田）生美，駒木 貴彰（再雇用研究専門員）天野 智将
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１－２）異動一覧（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）

　転　入

発令日 氏　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

29.  4. 1 清水　章宏 庶務課用度係 本所企画部研究管理科

29.  4. 1 梶本　卓也 支所長 本所林業研究部門植物生態研究領域長

29.  4. 1 大貫　靖浩 地域研究監
本所森林研究部門立地環境研究領域
土壌特性研究室長

29.  4. 1 野口享太郎 根系動態研究担当チーム長
本所森林研究部門立地環境研究領域主任研究員
（養分動態研究室）

29.  4. 1 高橋　裕史 野生鳥獣類管理担当チーム長 関西支所野生鳥獣類管理担当チーム長

29.  4. 1 森下　智陽 森林環境研究グループ主任研究員 四国支所森林生態系変動研究グループ主任研究員

30. 1. 1 小澤　茂樹 庶務課専門職
(国研)農業・食品産業技術総合研究機構
東北農業研究センター総務部会計課会計チーム主査

　転　出

発令日 氏　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

29.  4. 1 久保田多余子
本所企画部研究企画科企画室長
森林研究部門森林防災研究領域水保全研究室併任

森林環境研究グループ主任研究員

29.  4. 1 岡本  　隆
本所森林研究部門森林防災研究領域チーム長
（リスク評価担当）

山地保全担当チーム長

29.  4. 1 篠宮　佳樹
本所戦略研究部門震災復興・放射性物質研究拠点チーム長
（環境影響評価担当）
森林研究部門立地環境研究領域土壌特性研究室併任

森林環境研究グループ長

30. 1. 1 島田　卓哉
本所森林研究部門野生動物研究領域
鳥獣生態研究室長

生物多様性研究グループ長

30.3.31 福田　智数 定年退職 庶務課長

30.3.31 山下　正起 定年退職 庶務課課長補佐

30.3.31 齋藤　武史 定年退職 光環境変動担当チーム長

30.3.31 瀧川　英久
退職((国研)農業・食品産業技術総合研究機構東北農業
研究センター総務部会計課会計チーム主査(資産管理担当))

地域連携推進室業務係長

30.3.31 鈴木　裕子
退職((国研)農業・食品産業技術総合研究機構東北農業
研究センター総務部総務課総務チーム主査)

庶務課専門職
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２ 施設・試験地等

２－１）土地・施設

(単位：㎡)建物・土地面積

建 物 土 地
区 分

庁舎等 宿舎 庁舎等 宿 舎 試験施設 実 験 林 樹木園 苗 畑 他 計

5,326 16,305 2,932 49,513 12,531 37,581 14,538 133,400東北支所 0 0

295 0 3,593 0 4,457 176,092 0 0 211,890山形実験林 27,748

(553) (553)森林理水試験地(※１)

（ ）書きは借地。 山形森林管理署最上支署国有林。※１

主な施設

名 称 面 積 所 属

育林実験棟 ㎡ 共 通495
ブナ帯環境変動解析棟 〃351
粗試料調整測定室 〃142
共同実験室 〃101
雪害特殊実験棟 森林生態研究グループ・育林技術研究グループ339
鳥獣実験室 生物多様性研究グループ323
森林防疫実験棟 生物被害研究グループ222
林地保全実験室 森林環境研究グループ64
ガラス室 森林生態研究グループ111
温 室 〃68
隔離温室 生物被害研究グループ76
共同実験室（山形実験林） 共 通295
安比二酸化炭素動態観測施設
（観測小屋） 共 通21

２－２）共同研究に利用できる機器

○ シーケンサーDNA

310-2［性能概要］パーキンエルマー社
の塩基配列の決定及びマイクロサテライト分析に用いる。DNA

共同研究に利用できる機器として登録している。

［担 当］チーム長(森林微生物管理担当)、生物被害研究グループ
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○ 軟 線発生装置X

［性能概要］ソフテックス製 2CMBW-
樹木種子・木材等の非破壊検査に用いる。
共同研究に利用できる機器として登録している。

［担 当］育林技術研究グループ

○ 走査型電子顕微鏡

JSM- LV［性能概要］日本電子製 5310
生物等の微細表面構造の観察に用いる。
共同研究に利用できる機器として登録している。

［担 当］生物被害研究グループ

○ 全窒素・全炭素測定装置

NC- F［性能概要］住化分析センター製スミグラフ 22
植物体・土壌の窒素炭素分析に用いる。
共同研究に利用できる機器として登録している。

［担 当］森林環境研究グループ

（平成 年度における共用利用の実績は無かった。）29
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　　（１）東北森林管理局管内

整理
番号

試　　験　　地　　名 森林管理署 林　小　班
面　積

ha
樹　種

設 定
年 度

終了予
定年度

担当研究室

秋 1 相内沢人工林択伐試験地 米代東部 ３０１２は 0.72 スギ 昭３２ 平６７ 森林資源管理研究Ｇ

秋 5 下内沢人工林収穫試験地 米代東部 １５６に，に1-3 4.20 スギ 昭９ 平４０ 森林資源管理研究Ｇ

秋12 上大内沢人工林収穫試験地 上小阿仁支署 １３４い1-4 0.48 スギ 昭１４ 平７４ 森林資源管理研究Ｇ

秋21 添畑沢スギ間伐試験地 米代西部 １２５は
17.05
の内

スギ 昭２８ 平６９ 育林技術研究Ｇ

秋22 添畑沢人工林択伐試験地 米代西部 １２５は
17.05
の内

スギ 昭３１ 平６９ 育林技術研究Ｇ

秋27 岩川人工林収穫試験地 米代西部
９９と，ち
１００は

0.45 スギ 昭１５ 平６７ 森林資源管理研究Ｇ

秋32 馬場目人工林成績調査地 米代西部 ２０２４と，ち，り 1.84 スギ 昭１２ 平7９ 森林資源管理研究Ｇ

秋33 男鹿山人工林収穫試験地 米代西部 ８９ほ 1.25 スギ 昭１３ 平６９ 森林資源管理研究Ｇ

秋35 務沢天然林施業試験地 秋　田 １８ぬ 1.00 スギ 昭３ 平5７ 育林技術研究Ｇ

秋39 大又赤倉カラマツ間伐試験地 秋　田 ２１８２ち 2.17 カラマツ 大６ 平６９ 育林技術研究Ｇ

秋41 大沢人工林収穫試験地 秋　田 １１６４と，と1-2 1.37 スギ 昭１３ 平６８ 森林資源管理研究Ｇ

秋42 土倉沢人工林収穫試験地 秋　田 １０８９わ，わ1-3 2.44 カラマツ 昭２３ 平7９ 森林資源管理研究Ｇ

秋51 三ツ沢天然林収穫試験地 最上支署 ２０９た 2.35 ブナ 昭３４ 平７７ 森林資源管理研究Ｇ

秋52 深沢人工林成績調査地 最上支署 ２５り，ぬ，る 0.60 スギ 昭９ 平３１ 森林資源管理研究Ｇ

秋54 大明神人工林成績調査地 最上支署 １０５２に，ほ，へ 1.42 スギ 昭１２ 平３２ 森林資源管理研究Ｇ

秋55 朝日沢人工林収穫試験地 最上支署 １０５７に 0.61 カラマツ 昭３４ 平６２ 森林資源管理研究Ｇ

秋56 戸沢山人工林収穫試験地 山　形 ２１８ら，ら1 2.14 スギ 昭１３ 平６５ 森林資源管理研究Ｇ

秋61 釜淵森林理水試験地 最上支署
８１り，ぬ，る，わ，
か

14.15 スギ 昭１３ 平６７ 森林環境研究Ｇ

秋62 秋田佐渡スギ林試験地 上小阿仁支署 ２０２５ろ 2.09 スギ 平１０ 平５９ 森林生態研究Ｇ

秋63 スギ人工林強度収穫間伐実施地動態観測試験地 秋　田 １１００ほ，へ 5.43 スギ 平２２ 平７２ 森林資源管理研究Ｇ

秋64 森吉山麓針広混交林動態試験地 上小阿仁支署

１００６と１，１００７
ち１，１０１２は，り，
ぬ１，１０１５の，の
１，
１０３６ほ１，ほ２，
１０３７い，は，
１０４１ふ，
１０５０は２，ね，
き，
１０５１ぬ

10.40 スギ 平２２ 平４１ 森林生態研究Ｇ

  ２－３）固定試験地
　平成30年3月現在
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　　（２）東北森林管理局旧青森分局管内

整理
番号

試　　験　　地　　名 森林管理署 林　小　班
面　積

ha
樹　種

設 定
年 度

終了予
定年度

担当研究室

青 2 穴川沢第１ヒバ林成長量試験地 青　森 １３ほ 1.10 ヒバ 大３ 平5７ 育林技術研究Ｇ

青 3 穴川沢第２ヒバ林成長量試験地 青　森 １３へ 8.15 ヒバ 大１４ 平5７ 育林技術研究Ｇ

青11 津刈沢スギ種子産地試験地 津　軽 ３９ほ，へ 4.71 スギ 昭１２ 平5９ 育林技術研究Ｇ

青13 冷水沢ヒバ林成長量試験地 下　北 ３９は 1.33 ヒバ 昭２ 平７７ 育林技術研究Ｇ

青18 乙供アカマツ本数間伐試験地 三八上北 ８０い 1.90 アカマツ 昭２６ 平６２ 育林技術研究Ｇ

青19 三本木ブナ林総合試験地 三八上北

５３へ，と，ち，り，
ぬ，る，を，わ，
か，
４７り

88.14 ブナ，スギ他 昭１８ 平６９ 森林生態研究Ｇ

青21 岩手アカマツ立木度比較試験地 盛　岡 ５１２へ，と，ち 3.90 アカマツ 昭１８ 平5７ 育林技術研究Ｇ

青35 黒沢尻ブナ林総合試験地 岩手南部

1+６１６ほ1-2，へ，
と1-2，ち，り，ぬ，
る，る54-68，
を1-28，わ1-22，
か1-6，よ1-14

101.03
ブナ，スギ，

他
昭１９ 平３１ 森林生態研究Ｇ

青39 アカマツ一関総合試験地 岩手南部
2+６０い-さ
６３ろ，ほ

30.11 アカマツ 昭１０ 平４７ 育林技術研究Ｇ

青48 栓ノ木沢ヒバ林成長量試験地 三陸北部 ２２３る 1.38 ヒバ他 昭４ 平６７ 育林技術研究Ｇ

青51 小桝沢カラマツ人工林収穫試験地 遠野支署 ４２り1-2 2.36 カラマツ 昭３６ 平６３
森林資源管理研究
Ｇ

青54 狼の巣スギ人工林収穫試験地 宮城北部 ５１わ 1.42 スギ 昭３９ 平６０
森林資源管理研究
Ｇ

青66 中居村ミズナラ天然更新試験地 三陸北部 ９４ぬ1-2 2.60 ミズナラ 昭５６ 平６９ 森林生態研究Ｇ

青69 冠雪害の育林的防除技術開発試験地 仙　台 ２１７ね 1.89 スギ 昭５９ 平３１ 森林生態研究Ｇ

青73 カヌマ沢渓畔林試験地 岩手南部 １１６い2内 10.34
トチ，サワグル

ミ，カツラ
平１ 平３０ 育林技術研究Ｇ

青75 ブナ天然更新施業地動態試験地 盛　岡 １０５い４－５ 3.81 ブナ 平１１ 平６０ 森林生態研究Ｇ

青79
朝比奈岳ヒバ漏脂病抑制のための密度管理実証試験
地

下　北 １０４４に内 0.20 ヒバ 平２５ 平３９ 育林技術研究Ｇ

青80 海岸防災林復旧事業区における土壌環境観測試験地 仙　台 ８７る－２内 7.85 クロマツ 平２６ 平31 森林環境研究Ｇ

青81
海岸防災林復旧事業区における植栽木根系発達深度
解析試験地

仙　台 ８８内 0.07 クロマツ 平２９ 平３１ 森林環境研究Ｇ

青82
海岸防災林復旧事業区における植栽木根系動態解析
試験地

三八上北 １５５内 0.16 クロマツ 平２９ 平３１ 森林環境研究Ｇ

　　　　平成30年3月現在
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３ 研究の連携・協力
  科学研究費助成事業研究課題

職員が代表者

研究課題 研究代表者 　 年度 備考

ナキウサギのメタ固体群構造とその存続性に
関与する環境要因の解明

東北支所
大西尚樹

基金 25～29 基盤研究C

漆生成メカニズムに基づく高品質漆の開発
東北支所
田端雅進

補助金 26～29 基盤研究A

オス卵をたくさん産ませてハバチ個体群の増
殖を抑え込む

東北支所
磯野昌弘

基金 27～29 挑戦的萌芽

林業経営の信託化を実現させる諸条件の解
明：日本の特殊性と一般性

東北支所
大塚生美

基金 27～29 基盤研究C

伐採前のササ抑制とヒノキの前生稚樹による
確実な天然更新

東北支所
齋藤智之

基金 27～30 基盤研究C

アマゾン熱帯林における低インパクト型択伐
施業の可能性：樹種の成長特性に基づく検証

東北支所
梶本卓也

補助金 28～30
基盤研究B

海外

凍土融解深の異なる永久凍土林における地下
部炭素動態の定量評価と制御要因の解明

東北支所
野口享太郎

補助金 28～32
基盤研究B

海外

野ネズミと種子食昆虫との相互作用がコナラ
堅果の生存過程に与える影響の解明

東北支所
島田卓哉

基金 28～30 基盤研究C

寄生細菌“ボルバキア”によって引き起こさ
れるビロウドカミキリの生殖撹乱現象の解明

東北支所
相川拓也

補助金 28～30 基盤研究B

植物は温暖化から逃れられるのか：標高方向
の種子散布による評価

東北支所
直江将司

基金 29～32 若手研究A

カメムシ類による種子の吸汁は温暖な地域の
ヒノキの更新を制限しているか？

東北支所
野口麻穂子

基金 29～31 基盤研究C

周極域森林生態系において蘇苔地衣類が炭素
窒素循環に果たす役割と地域間差の評価

東北支所
森下智陽

補助金 27～31
基盤研究B

海外

変動する気象要因はいかにしてマツ材線虫病
の流行過程に影響するのか

東北支所
中村克典

基金 29～31 基盤研究C

マツ枯れの病原線虫はどのようにして進化し
てマツノマダラカミキリと結び付いたのか

東北支所
前原紀敏

基金 29～31 基盤研究C
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職員が分担者

研究課題 研究代表者 研究分担者 年度 備考

漆生成メカニズムに基づく高品質漆の開発
東北支所
田端雅進

東北支所　升屋　勇人 26～29 基盤研究A

歴史的な輸出漆器の科学分析評価と漆器産地
の解明に関する研究

明治大学
宮腰哲雄

東北支所　田端　雅進 27～30 基盤研究A

一斉更新過程における陣取りの役割ータケサ
サ類のクローン特性の進化と適応的意義ー

秋田県立大学
蒔田明史

東北支所　齋藤　智之 27～30 基盤研究B

エコロジカル・ビッグデータの森林群集理論
への利用可能性－種間競争の生活史通算評価

秋田県立大学
星崎和彦

東北支所　野口麻穂子 27～31 基盤研究B

安定セシウム循環の組み込みによる森林生態
系内の放射性セシウム移行予測の高度化

立地環境
小林政広

東北支所　大貫　靖浩 28～30 基盤研究B

寄生細菌“ボルバキア”によって引き起こさ
れるビロウドカミキリの生殖撹乱現象の解明

東北支所
相川拓也

東北支所　升屋　勇人 28～30 基盤研究B

タイ低地熱帯季節林の森林タイプの成立要因
と降水量シフトによる森林機能への影響評価

京都大学
石田　厚

東北支所　齋藤　智之 28～32 基盤研究A

凍土融解深の異なる永久凍土林における地下
部炭素動態の定量評価と制御要因の解明

東北支所
野口享太郎

東北支所　森下 智陽 28～32
基盤研究B

海外

生態学・遺伝学的手法を用いたツキノワグマ
の個体群構造と分散行動の影響の解明

東京農工大学
小池伸介

東北支所　大西　尚樹 28～30 基盤研究B

寄生細菌“ボルバキア”によって引き起こさ
れるビロウドカミキリの生殖撹乱現象の解明

東北支所
相川拓也

東北支所　中村　克典 28～30 基盤研究B

寄生細菌“ボルバキア”によって引き起こさ
れるビロウドカミキリの生殖撹乱現象の解明

東北支所
相川拓也

東北支所　前原　紀敏 28～30 基盤研究B

機械学習の応用による土層厚推定の精緻化と
広域マッピング

立地環境
山下尚之

東北支所　大貫　靖浩 29～31 基盤研究C

湿地土壌からの樹木を介したメタン放出：中
高緯度３地域での変動要因と放出機構の解明

東京農業大学
寺澤和彦

東北支所　森下　智陽 29～31 基盤研究B

炭素・窒素資源を巡る植物－土壌微生物の共
生関係から読み解く結実豊凶現象

植物生態
韓　慶民

東北支所　野口享太郎 29～32 基盤研究B

日本の樹木の多様性は山岳地形により地史的
に高く保たれてきたのではないか？

企画部企画科
正木　隆

東北支所　直江　将司 29～32 基盤研究A

「形質アプローチ」でせまる森林群集の植物-
土壌フィードバック

森林植生
黒川紘子

東北支所　直江　将司 29～32 基盤研究B

マングローブ林における群落レベルでの海面
上昇影響の実態解明と近未来予測

南山大学
藤本　潔

東北支所　小野　賢二 29～32 基盤研究B

炭素・窒素資源を巡る植物－土壌微生物の共
生関係から読み解く結実豊凶現象

植物生態
韓　慶民

東北支所　小野　賢二 29～32 基盤研究B

20mを超える津波に対する海岸林の減勢効果の
検証と予測

森林植生
星野大介

東北支所　野口　宏典 29～31 基盤研究C

カメムシ類による種子の吸汁は温暖な地域の
ヒノキの更新を制限しているか？

東北支所
野口麻穂子

東北支所　相川　拓也 29～31 基盤研究C
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４ 地域連携のための会議等記録

４－１ ）平成２９年度東北林業試験研究機関連絡協議会総会

（１）開催期日：平成２９年８月９日～１０日

（２）開催場所：山形県新庄市、最上町

（３）出 席 者：森林総合研究所東北支所、林木育種センター東北育種場、青森県産業技術セン

ター林業研究所、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、

秋田県林業研究研修センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究

センター

事務局：山形県森林研究研修センター

（４）議事概要

ア 各専門部会の報告について

イ 各専門部会における地域重要課題について

ウ 各専門部会からの提案事項について

エ 企画調整専門部会の検討結果について

カ その他 ①次期開催県について ②その他

（５）現地検討会

協和木材(株 )新庄工場・最上町

４－２ ）平成２９年度東北林業試験研究機関連絡協議会 専門部会

１ ）企画調整専門部会

（１）開催期日：平成２９年７月２７日

（２）開催場所：山形県山形市

（３）出 席 者：森林総合研究所東北支所、林木育種センター東北育種場、青森産業技術センタ

ー林業研究所、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、

秋田県林業研究研修センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究

センター

事務局：山形県森林研究研修センター

（４）議事概要

ア 各専門部会の開催状況について

イ 各専門部会における地域重要課題について

ウ 各専門部会からの提案事項（共同研究・連携事業）について

エ 各専門部会からの提案事項（その他協議・提案等）について

オ その他

①総会について

②各専門部会の次期開催県について

③その他

２ ）木材利用専門部会

（１）開催期日：平成２９年７月１１日

（２）開催場所：秋田県秋田市

（３）出 席 者：森林総合研究所東北支所、林木育種センター東北育種場、青森県産業技術セン

ター林業研究所、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、

秋田県林業研究研修センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究

センター

事務局：秋田県林業研究研修センター
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（４）議事概要

ア 木材利用に関する重要な研究課題や最新技術等について、国立研究開発法人森林総合研

究所から情報提供

イ 各県における主要な研究課題とその対応状況、最近の研究成果について情報交換

、 （ 、ウ 上記イを踏まえ 東北林業試験研究機関連絡協議会への提案事項 共同研究・連携事業

その他）を協議

（５）現地検討会

テーマ「大規模木質バイオマス発電の施設や稼働状況等について」

「木質内装化の取組事例について」

）森林保全専門部会３

（１）開催期日：平成２９年７月６日～７日

（２）開催場所：宮城県石巻市

（３）出 席 者：森林総合研究所東北支所、林木育種センター東北育種場、青森県産業技術セン

ター林業研究所、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、

秋田県林業研究研修センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究

センター

事務局：宮城県林業技術総合センター

（４）議事概要

ア 今後の研究推進上、緊急に取り組む必要のある研究（平成３０年度以降）について

イ 次期開催県の決定

ウ 情報交換（室内協議）

・病虫獣害発生情報

・最近の保護上の話題及び研究成果の予報

エ 現地検討会

テーマ「治山事業におけるニホンジカ被害防止対策について」

「森林更新阻害状況と治山事業 年経過した施行地の状況について」6

４ ）資源 ・環境専門部会

（１）開催期日：平成２９年７月１３日～１４日

（２）開催場所：岩手県盛岡市、矢巾町・花巻市

（３）出 席 者：森林総合研究所東北支所、林木育種センター東北育種場、青森県産業技術セン

ター林業研究所、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、

秋田県林業研究研修センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究

センター

事務局：岩手県林業技術センター

（４）議事概要

ア 最近の研究課題と成果及び情報提供について

イ 地域の重要課題として共同研究を推進する必要のある研究課題について

ウ 次期開催県について

エ 現地検討会

テーマ「植栽密度別のスギの成長について」

「コンテナ苗の生産について」

）特用林産部会５

（１）開催期日：平成２９年６月１日～２日

（２）開催場所：福島県大沼郡三島町

（３）出 席 者：森林総合研究所東北支所、林木育種センター東北育種場、青森県産業技術セン
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ター林業研究所、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、

秋田県林業研究研修センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究

センター、新潟県森林研究所

事務局：福島県林業研究センター

（４）議事概要

ア 地域重要課題の検討について

イ 共同研究に関する検討について

エ 各県の特用林産関係研究課題について

（５）現地研修

・キリ植栽地と苗畑、加工場研修

・山菜研修

６ ）林木育種部会

（１）開催期日：平成２９年６月２１日～２２日

（２）開催場所：青森県十和田市

（３）出 席 者：森林総合研究所東北支所、林木育種センター東北育種場、青森県産業技術セン

ター林業研究所、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、

秋田県林業研究研修センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究

センター、新潟県森林研究所

事務局：林木育種センター東北育種場

（４）議事概要

ア 研究開発推進ブロック会議に向けた共通研究課題の検討 地域において重要な課題

イ 各機関における採種園管理・運営に関する研究的な取り組み

エ 競争的資金の獲得状況及び応募状況

・現在実行している課題

・平成２８年度と平成２９年４月に応募した課題

オ 最近の研究成果と情報提供

ア 現地検討会

テーマ「採種園運営と管理技術について」

４－ ３ ） 平成 ２ ９年度 林業 研究 ・技術 開発 推進東 北ブロッ ク会議全体会議及び研究

分科会

（１）開催期日：平成２９年９月１２日

（２）開催場所：森林総合研究所東北支所

（３）出 席 者：林野庁研究指導課、森林総合研究所、森林総合研究所東北支所、林木育種セン

ター東北育種場、東北森林管理局、東北森林管理局森林技術・支援センター、

青森県農林水産部林政課、青森県産業技術センター林業研究所、岩手県農林水

産部森林整備課、岩手県林業技術センター、宮城県農林水産部林業振興課、

宮城県林業技術総合センター、秋田県林業研究研修センター、山形県森林研究

研修センター、福島県農林水産部農業振興課、福島県林業研究センター

事務局：森林総合研究所東北支所地域連携推進室

（４）議事概要

（全体会議）

ア 森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発に係る最近の研究情勢及び林野庁のニー

ズ等の紹介
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イ 森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発に関する地域のニーズ等の紹介

ウ 農林水産省の科学技術振興予算に関する情報提供

エ その他質問・意見等

（研究分科会）

オ 平成２９年度競争的研究資金への対応状況

カ 各機関から最近の主要な研究成果の紹介等

キ 各機関からの提案・要望事項

ク その他

４－４ ）産学官民連携の取り組み

１．いわて林業アカデミー開講式

11:00 12:00日時：平成２９年４月１１日（火） －

場所：岩手県林業技術センター

参加者：１００名（岩手県、林野庁、森林総合研究所東北支所、東北森林管理局など）

２ ．いわて漆振興実務者連携会議

13:30 15:30日時：平成２９年５月１１日（木） －

場所：盛岡市「エスポワールいわて」

参加者：３６名（岩手県、林野庁、文化庁、森林総合研究所東北支所、盛岡市など）

３ ．岩手県森林・林業林政連絡協議会

13:00 16:00日時：平成２９年６月５日（月） －

場所：盛岡市「サンセール盛岡」

参加者：３０名（東北森林管理局、岩手県内全森林管理署、森林総合研究所東北支所など）

４ ．韓国山林局視察

14:00 16:00日時：平成２９年６月２１日（水） －

場所：東北支所、青森県松くい虫被害地

講演：生物被害研究グループ 中村克典「松くい虫について」

チーム長（森林微生物管理担当）升屋勇人「ナラ枯れについて」

参加者：１９名

５ ．岩手生態学ネッ トワーク市民講座 第１ ６回 「大きな森を枯らす小さな虫の話 」

14:00 16:30日時：平成２９年７月２日（日） －

場所：盛岡市「アイーナ会議室８０４」

講演：チーム長（昆虫多様性保全管理担当）磯野昌弘「樹氷の森から－木々を枯らした蛾の大

発生と被害を鎮めた天敵達－」

チーム長（森林微生物管理担当）升屋勇人「変わりゆく世界と岩手の森林被害－キクイ

ムシ被害を中心に－」

参加者：６０名

６ ．韓国山林技術士協会視察

10:00 10:40日時：平成２９年７月２５日（火） －

場所：東北支所
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講演：生物被害研究グループ 前原紀敏「岩手町横断松くい虫防除帯について」

参加者：１５名

７ ．松くい虫被害の講演及び現地検討会

10:45 14:30日時：平成２９年７月２７日（木） －

場所：奥州市

主催：森林整備センター東北北海道整備局

講演：生物被害研究グループ 中村克典「松くい虫被害の現状と対策について」

参加者：３２名

８ ． 「地域材の外構的利用の拡大に向けて」シンポジウム

14:30 17:00日時：平成２９年９月６日（水） －

場所：盛岡市「ホテルルイズ」

共催：木材保存協会

参加者：５０名

９ ．地域再生シンポジウム2017 in 新潟 「持続的な広葉樹利用による地域再生

～ 川上と川下の連携で未利用資源を活かす～」

13:00 15:00日時：平成２９年９月１９日（火） －２０日（水）

場所：新潟県「アオーレ長岡 、長岡市、魚沼市」

主催：森林総合研究所東北支所、東北大学大学院農学研究科

共催：新潟県、長岡市、魚沼市

講演：新潟大学

参加者：シンポジウム１０５名、現地検討会５４名

１ ０ ．低コスト再造林の講演及び現地検討会

10:30 15:00日時：平成２９年１０月５日（木） －

場所：雫石町

主催：東北森林管理局森林技術・支援センター

講演：育林技術研究グループ 野口麻穂子「再造林コストの低減に向けた低密度試験とコンテ

ナ苗の利用」

参加者：６０名

１ １ ．第 7回農業ワールド出展

10:00 16:00日時：平成２９年１０月１１日（水） ～１３日（金）

場所：千葉県「幕張メッセ」

出展：ニホンジカ・カモシカ識別キット、マツ材線虫診断キット

出展者：生物被害研究グループ 相川拓也

参加者：４２，７６１名

１２．平成２９年度盛岡まちかど森林教室

13:00 15:00日時：平成２９年１０月１９日（木） －

場所：盛岡森林管理署
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講演：チーム長（昆虫多様性保全担当）磯野昌弘「樹氷の森を護った天敵たち」

森林生態研究グループ 太田敬之「秋田スギ天然林の成立過程と更新様式」

参加者：２５名

１ ３ ．岩手生態学ネットワーク市民講座 第１７回 「沿岸の震災復興と生き物たち

－人と自然のつながりを考える－ 」

14:00 16:30日時：平成２９年１２月２３日（土） －

場所：盛岡市「アイーナ会議室８０４」

参加者：９５名

１ ４ ．漆サミッ ト ２ ０ １ ７ in鎌倉

10:00 14:00日時：平成２９年１１月２４日（金） ～２６日（日）

場所：神奈川県鶴岡八幡宮、鎌倉彫会館、東慶寺

主催：日本漆アカデミー

共催：森林総合研究所、鎌倉彫協同組合、 法人壱木呂の会NPO

参加者：２８６名

１ ５ ．平成２９年度森林・林業技術交流発表会

10:15 15:30日時：平成３０年１月３０日（火） ～３１日（水）

場所：秋田市「秋田アトリオン」

特別発表：チーム長（野生鳥獣類管理担当）髙橋裕史「ニホンジカの過増加とその影響」

１ ６ ．第４回高田松原再生講座

13:00 17:00日時：平成３０年２月１７日（土） －

場所：陸前高田市コミュニティーホール大会議室

主催： 法人高田松原を守る会・ 一財）ベターリビング・ 一財）日本緑化センターNPO （ （

後援：岩手県、陸前高田市、日本海岸林学会、日本造園建設業協会岩手県支部 （一財）日本、

樹木医会岩手県支部、松保護士会、陸前高田ロータリークラブ

講演：森林環境研究グループ 野口宏典「盛土に植栽したクロマツの根系成長と土の硬さの関

係」

４－５ ）東北国有林森林・林業技術協議会

14:00 16:30（１）開催期日：平成３０年３月１６日(金 ) －

（２）開催場所：東北森林管理局

（３）参 加 者：森林総合研究所東北支所、森林総合研究所育種センター東北育種場、森林総合

研究所森林整備センター東北北海道整備局、東北森林管理局 ３０名

（４）協 議 等：

今年度の活動及び次年度予定

＜東北支所＞

１．低コスト再造林の技術開発研究の紹介

２．根系成長確保による高い津波耐性を特長とする盛土を伴う海岸林造成の技術指針の

策定研究紹介

３．松くい虫被害等被害拡大防止技術の開発及び国産漆増産技術の開発研究等の紹介

＜林木育種センター東北育種場＞
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１．平成２９年度の結果報告

２．平成３０年度の協議内容

３．その他（トピックス）

＜森林整備センター東北北海道整備局＞

１．平成２９年度東北北海道整備局事業実績

２．平成２９年度取組実施状況

３．平成３０年度東北北海道整備局事業計画

４．民国連携の推移

５．水源林造成事業地の試験地等フィールド提供

＜東北森林管理局＞

１．調査に係る平成２９年度の結果及び平成３０年度の予定について

２．技術開発課題について

３．低コストに係る取組について

４．森林技術・支援センターの活動について

５．フィールドの提供について

６．ニホンジカ対策について

７．その他

＜その他協議事項＞

１．釜淵森林理水試験地における試験研究の継続実施について
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５ 海外派遣

　技術協力・調査・研究
氏　　名 行　　先 用　　　　　務 期　　間 経費負担先

野口享太郎
エストニア

共和国

「凍土融解深度の異なる永久凍土林に
おける地下部炭素動態の定量評価と制
御要因の解明」の成果を第7回国際樹木
根会議において研究発表

H29. 6.24～
              7. 1

科学研究費補助
金／凍土融解深

大西　尚樹
オーストラ
リア連邦

第12回国際哺乳類会議における研究発
表

H29. 7. 6 ～
            　7.21

運営費交付金／
連携推進費

島田　卓哉
オーストラ
リア連邦

「野ネズミと種子食昆虫との相互作用
がコナラ堅果の生存過程に与える影響
の解明」の研究成果を第12回国際哺乳
類学会において研究発表

H29. 7. 8～
              7.16

科学研究費補助
金／ネズミ昆虫

森下　智陽
アメリカ合

衆国

「周極域森林生態系において蘇苔地衣
類が炭素窒素循環に果たす役割と地域
間差の評価」に関してクロトウヒ林現
地調査

H29. 7.17～
              7.26

科学研究費補助
金／周極域森林

大塚　生美
アメリカ合

衆国

「林業経営の信託化を実現させる諸条
件の解明：日本の特殊性と一般性」に
おける現地調査及び現地研究協力者打
合せ

H29. 7.24～
              7.30

科学研究費補助
金／信託化実現

森下　智陽
チェコ共和

国

「周極域森林生態系において蘇苔地衣
類が炭素窒素循環に果たす役割と地域
間差の評価」に関する研究成果を
BIOGEOMON2017にてポスター発表

H29. 8.19～
              8.26

科学研究費補助
金／周極域森林

小野　賢二
ミクロネシ

ア連邦

「マングローブ林における群落レベル
での海面上昇影響の実態解明と近未来
予測」における実態調査

H29. 8.31～
              9.11

科学研究費補助
金／マングロー
ブ

大塚　生美

ドイツ連邦
共和国

ハンガリー
共和国

「林業経営の信託化を実現させる諸条
件の解明：日本の特殊性と一般性」に
おける現地調査及び現地研究協力者打
合せ

H29. 9. 3～
              9.10

科学研究費補助
金／信託化実現

森下　智陽
アメリカ合

衆国
カナダ

「湿地土壌から樹木を介したメタン放
出：中高緯度3地域での変動要因と放出
機構の解明」に関して、クロトウヒ、
ジャックパイン幹から発生するメタン
観測

H29. 9. 7～
              9.21

科学研究費補助
金／メタン放出

中村　克典
ドイツ連邦

共和国

「変動する気象要因はいかにしてマツ
材線虫病の流行過程に影響するのか」
に係るマツ材線虫病流行過程のモデル
化に関する最新情報収集

H29. 9.16～
              9.24

科学研究費補助
金／流行過程

野口享太郎
アメリカ合

衆国

「凍土融解深度の異なる永久凍土林に
おける地下部炭素動態の定量評価と制
御要因の解明」における現地調査

H29. 9.18～
              9.30

科学研究費補助
金／凍土融解深
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氏　　名 行　　先 用　　　　　務 期　　間 経費負担先

梶本　卓也
ブラジル連
邦共和国

「アマゾン熱帯林における低インパク
ト型択伐施業の可能性：樹種の成長特
性に基づく検証」の現地調査及びC/P打
合せ

H29. 9.22～
             10. 4

科学研究費補助
金／アマゾン

森下　智陽
エストニア

共和国

「湿地土壌から樹木を介したメタン放
出：中高緯度3地域での変動要因と放出
機構の解明」に関して研究協力者打合
せ、及び現地調査

H29.10. 9～
 
10.13

科学研究費補助
金／メタン放出

大貫　靖浩
カンボジア

王国

「東アジアにおける森林動態観測ネッ
トワークを用いた森林炭素収支の長期
変動観測」における現地調査及び研究
打合せ

H29.11.12～
 
11.23

環境省受託事業
費／森林炭素収
支

田端　雅進
ベトナム社
会主義共和

国

「歴史的な輸出漆器の科学分析評価と
漆芸解明に関する研究」における現地
調査及び研究打合せ

H29.12.13～
 
12.21

科学研究費補助
金／輸出漆器

直江　将司 タイ王国
「東アジアにおける森林動態観測ネッ
トワークを用いた森林炭素収支の長期
変動観測」における現地調査

H29.12.14～
 
12.21

環境省受託事業
費／森林炭素収
支

齋藤　智之 タイ王国

「タイ低地熱帯季節林の森林タイプの
成立要因と降水量シフトによる森林機
能への影響評価」における現地調査及
び研究打合せ

H29. 12.14～
 
12.22

科学研究費補助
金／タイ低地熱
帯

八木橋　勉 マレーシア

「東アジアにおける森林動態観測ネッ
トワークを用いた森林炭素収支の長期
変動観測」における現地調査及び研究
打合せ

H30. 1.28～
              2. 9

環境省受託事業
費／森林炭素収
支

齋藤　智之 マレーシア

「東アジアにおける森林動態観測ネッ
トワークを用いた森林炭素収支の長期
変動観測」における現地調査及び研究
打合せ

H30. 2. 2～
              2. 9

環境省受託事業
費／森林炭素収
支

大西　尚樹
オーストリ

ア連邦

「生態学・遺伝学的手法を用いたツキ
ノワグマの個体群構造と分散行動の影
響の解明」による第3回保全遺伝学年次
集会大会参加及び研究発表

H30. 2.23～
              3. 2

科学研究費補助
金／クマ遺伝

小野　賢二
フィリピン

共和国

「コーラル・トライアングルにおける
ブルーカーボン生態系とその多面的
サービスの包括的評価と保全戦略」の
一環としてマングローブ炭素動態調査

H30. 2.25～
              3. 3

海外受託出張／
JST/JICA地球規
模課題対応国際
技術協力
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６ 研修・講習

  ６－１）派遣

氏  名 始 期 終 期 実   施   機   関

鈴木　裕子 29.5.23 29.5.25 人事院東北事務局

清水　章宏 29.6.20 29.6.23 人事院東北事務局

清水　章宏 29.9.19 29.9.20 盛岡地区危険物安全協会

  ６－２）受け入れ

氏  名 所　　属 研    修    内   容 受     入     先

石井　智朗 岩手大学農学部
ウルシに発生する重要な葉枯・胴枯
性病害の診断・調査法

29. 4.10 30. 3.31 チーム長（森林微生物管理担当）
産学官民連携推進調整監

佐々木暁仁
秋田県立大学生
物資源学部生物
環境科学科

森林保護研究業務 29. 8.28 29. 8.31 生物被害研究グループ

及川　歩美
秋田県立大学生
物資源学部生物
環境科学科

森林性野ネズミの個体群研究手法
の習得

29. 8.28 29. 9. 1 生物多様性研究グループ

佐々木暁仁
秋田県立大学生
物資源学部生物
環境科学科

小型無人機による森林調査 29. 8.31 29. 9. 1 チーム長（地域資源利用担当）

辻　　盛杜
日本大学生物資
源科学部森林資
源科学科

植物個体サイズの測定法および
データ解析法

29. 9. 4 29. 9.15 育林技術研究グループ

皆川　　拓
岩手県林業技術
センター

カシノナガキクイムシの生態と防除、
ナラ菌の検出・同定手法、マツ材線
虫病媒介昆虫の生態と防除

29. 9. 4 29. 9. 8 生物被害研究グループ

北村　芽唯
秋田県立大学生
物資源科学部生
物環境科学科

森林群落の調査方法の習得 29. 9.11 29. 9.15 育林技術研究グループ

福山　文子
福島県林業研究
センター

土壌特性の測定・分析技術及び海
岸防災林に関する知見の習得

29.10.30 29.12.8 森林環境研究グループ

伊藤　昌明
青森県産業技術
センター林業研究
所

ヒゲナガカミキリ属幼虫を用いた
PCR-RFLP法の実習

29.11.27 29.12.1 生物被害研究グループ

第4回東北地区女性職員キャリアアップ研修

研       修       名

期　　間

第65回東北地区中堅係員研修

危険物取扱者試験準備講習（乙4類及び丙種受験者対象
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７ 講師・委員等の派遣

７－１）講師派遣

依　頼　者 内　　　　　容 用　務　先 実施月日 チーム長・研究グループ 氏　　名

岩手県林業技術センター所長 いわて林業アカデミーの講師 岩手県 H29.5.30,31 育林技術研究グループ長 八木橋勉

岩手県林業技術センター所長 いわて林業アカデミーの講師 岩手県矢巾町 H29.4.20,5.1
1

森林資源管理研究グループ長 天野智将

岩手県林業技術センター所長 いわて林業アカデミーの講師 岩手県矢巾町 H29.5.11 森林資源管理研究グループ（研究
専門員）

駒木貴彰

林野庁森林整備部研究指導課
長

平成２９年度森林病虫獣害対策打合せ会
議講師

東京都千代田区 H29.7.20 生物被害研究グループ長 中村克典

福島県農林水産部長佐竹浩 漆の掻き子（漆掻き職人）育成研修講師 福島県喜多方
市、会津若松市

H29.6.27 産学官民連携推進調整監 田端雅進

一般社団法人ひろしま芸秀漆
文化保存会代表理事秀浦美枝
子

ウルシ植栽予定地での現地検討会講師：
ウルシ林植栽保育管理に関する研究会講
師

島根県益田市
広島県広島市

H29.7.3-5 産学官民連携推進調整監 田端雅進

岩手県県北広域振興局農政部
二戸農林振興センター林務室

「木材のカスケード利用に関する学習
会」講師

岩手県二戸市
他

H29.8.1-3 森林資源管理研究グループ長 天野智将

一般社団法人日本樹木医会会
長椎名豊勝

平成２９年度第１回樹木医実践技術講座
講師

岩手県盛岡市 H29.10.7 育林技術研究グループ 齋藤智之

一般社団法人日本樹木医会会
長椎名豊勝

平成２９年度第１回樹木医実践技術講座
講師

岩手県盛岡市 H29.10.7 生物被害研究グループ 相川拓也

国立大学法人高知大学長脇口
宏

講義「樹病学」講師 高知県高知市 H29.9.26-
10.1

産学官民連携推進調整監 田端雅進

秋田県立大学長小林淳一 講義「植物医科学」講師 秋田県秋田市 H29.7.30-31 チーム長（森林微生物管理担当） 升屋勇人

林野庁森林技術総合研修所所
長赤堀聡之

平成２９年度森林立地研修講師 東京都八王子市 H29.8.1 支所長 梶本卓也

岩手県農林水産部長 平成２９年度岩手県松くい虫防除技術講
習会講師

岩手県矢巾町 H29.8.28_29 生物被害研究グループ 前原紀敏

東北森林管理局長 平成２９年度一貫作業システム現地検討
会講師

青森県七戸町 H29.10.12 森林資源管理研究グループ長 天野智将

ＮＰＯ法人麗潤館理事長矢崎
孝子

ウルシ林植栽保育・管理に関する研修会
講師

茨城県大子町 H29.9.21-22 産学官民連携推進調整監 田端雅進

東北森林管理局長 平成２９年度コンテナ苗低密度植栽試験
現地検討会講師

岩手県雫石町 H29.10.5 育林技術研究グループ 野口麻穂子

北緯４０°ナニャトヤラ連邦
会議座長八戸市長小林眞

平成２９年度地域材活用セミナー講師 青森県八戸市 H29.10.22 産学官民連携推進調整監 田端雅進

日本特用林産振興会会長小渕
優子

特用林産物産地再生対策事業の竹林除染
試験にかかる指導講師

栃木県宇都宮
市、那須町

H29.9.14 育林技術研究グループ 齋藤智之

盛岡森林管理署長 盛岡まちかど森林教室講師 岩手県盛岡市 H29.10.19 チーム長（昆虫多様性保全担当） 磯野昌弘

盛岡森林管理署長 盛岡まちかど森林教室講師 岩手県盛岡市 H29.10.19 森林生態研究グループ長 太田敬之

林野庁森林技術総合研修所長
赤堀聡之

平成２９年度森林調査研修講師 東京都八王子市 H29.10.17 チーム長（地域資源利用担当） 小谷英司

青森県森林組合連合会（青森
県森林病害虫等防除セン
ター）代表理事会長本間家大

『森林病害虫等被害対策研修会』講師 青森県青森市 H29.11.17 生物被害研究グループ長 中村克典

北緯４０°ナニャトヤラ連邦
会議座長八戸市長小林眞

ウルシ林適正管理現地研修会講師 青森県三戸町 H29.11.2 産学官民連携推進調整監 田端雅進

一般財団法人日本緑化セン
ター会長進藤清貴

「平成２９年度松保護士講習会」講師 茨城県つくば市 H29.11.21-22 生物被害研究グループ長 中村克典

秋田県平鹿地域振興局農林水
産部長

森林・林業分野におけるドローン活用研
修会講師

秋田県横手市 H29.11.9 チーム長（地域資源利用担当） 小谷英司

秋田県立大学生物資源科学部
森林科学研究室助教坂田ゆず

第１４０回森林科学セミナー講演 秋田県秋田市 H29.12.12 森林生態研究グループ長 直江将司

京都大学農学部長縄田英治 森林科学特別科目Ⅳ非常勤講師 京都府京都市 H29.12.20-22 支所長 梶本卓也

東北森林管理局長 平成２９年度森林・林業技術交流発表会
講師

秋田県秋田市 H30.1.31 チーム長（野生鳥獣類管理担当） 高橋裕史

秋田県山林種苗協同組合理事
長小林富義

平成２９年度秋田県山林種苗協同組合研
修会講師

秋田県秋田市 H30.2.8 森林資源管理研究グループ長 天野智将

山形森林管理署長 平成２９年度山形県フォレスター連絡会
議講師

山形県寒河江市 H30.2.27 森林資源管理研究グループ長 天野智将

一般財団法人日本木材総合情
報センター理事長松本有幸

原木安定供給シンポジウム基調講演 東京都千代田区 H30.2.22 森林資源管理研究グループ長 天野智将

盛岡広域振興局林務部長 伐採・造林一貫作業事例発表会講師 岩手県盛岡市 H30.3.7 森林資源管理研究グループ長 天野智将

平成30年版　森林総合研究所東北支所年報

49



７－２）専門委員派遣

依　頼　者 内　　　　　容 用　務　先 実施月日 チーム長・研究グループ 氏　　名

宮城県環境生活部長 宮城県環境影響評価技術審査会委員 宮城県仙台市 H29.4.14 育林技術研究グループ 野口麻穂子

岩手県環境影響評価技術審査
会事務局
岩手県環境生活部環境保全課
総括課長

岩手県環境影響評価技術審査会 岩手県盛岡市 H29.4.17 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

秋田県立大学生物資源科学部
教授蒔田明史

科学研究費「一斉更新過程おける”陣取
り”の役割－タケササ類のクローン特性
の進化と適応的意義」に係る研究計画打

秋田県秋田市 H29.4.7-8 育林技術研究グループ 齋藤智之

盛岡広域振興局土木部長 盛岡広域振興局公共事業等に係る希少野
生動植物調査検討委員会現地調査会

岩手県盛岡市 H29.6.1 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

盛岡広域振興局土木部岩手土
木センター所長

岩手土木センター管内の公共事業等に係
る希少野生動植物調査検討委員会現地調

H29.5.31 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

盛岡広域振興局林務部長 盛岡広域振興局公共事業等に係る希少野
生動植物調査検討委員会現地調査会

岩手県盛岡市、
八幡平市、紫波

H29.4.20 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

岩手県農林水産部森林整備課
総括課長

平成２９年度「いわて森のゼミナール推
進事業」企画提案選考委員会

岩手県盛岡市 H29.4.24 森林資源管理研究グループ長 天野智将

岩手県商工労働観光部産業経
済交流課総括課長

いわて漆振興実務者連携会議 岩手県盛岡市 H29.5.11 産学官民連携推進調整監 田端雅進

日本特用林産振興会会長織田
沢俊幸

特用林産物産地再生対策事業に係る第１
回検討委員会

東京都千代田区 H29.5.19 育林技術研究グループ 齋藤智之

国立研究開発法人農業・食品
産業技術総合研究機構生物系
特定産業技術研究支援セン
ター所長平野統三

「革新的技術開発・緊急展開事業（うち
経営体強化プロジェクト）」採択課題の
試験研究計画のヒアリング

東京都台東区 H29.5.15-16 森林資源管理研究グループ 駒木貴彰

森林ＧＩＳフォーラム会長粟
屋善雄

平成２９年度森林ＧＩＳフォーラム総会
出席

東京中央区 H29.5.15 チーム長（地域資源利用担当） 小谷英司

宮城県環境生活部長 宮城県環境影響評価技術審査会委員 宮城県仙台市 H29.6.5 育林技術研究グループ 野口麻穂子

株式会社一成代表取締役木下
一成

大杉谷国有林におけるニホンジカによる
森林被害対策指針実施検討委員会

三重県紀北町 H29.15-17 チーム長（野生鳥獣類管理担当） 高橋裕史

山形県環境審議会自然環境部
会長幸丸政明

平成２９年度山形県環境審議会第１回自
然環境部会

山形県山形市 H29.6.19 支所長 梶本卓也

宇都宮大学農学部長夏秋知英 ササ群落の放射能測定 栃木県塩屋町、
宇都宮市

H29.6.29-30 育林技術研究グループ 齋藤智之

富士大学付属地域経済文化研
究所所長（副学長）中村良則

富士大学国際学術交流シンポジウム「地
域再構築の展望－日中の事例検討－」コ
メンテーター

岩手県花巻市 H29.7.17 森林資源管理研究グループ 大塚生美

合同会社東北野生動物保護管
理センター代表社員宇野壮春

第１回平成２９年度早池峰山周辺地域の
ニホンジカの生育状況等に係る検討委員

岩手県遠野市 H29.7.25 チーム長（野生鳥獣類管理担当） 高橋裕史

岩手県環境影響評価技術審査
会事務局
岩手県環境生活部環境保全課
総括課長

第７１回岩手県環境影響評価技術審査会 岩手県盛岡市 H29.8.10 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

青森県農林水産部林政課長 平成２９年度第１回青森県松くい虫被害
対策検討会

青森県深浦町 H29.7.24-25 生物被害研究グループ長 中村克典

青森県農林水産部林政課長 平成２９年度第１回青森県松くい虫被害
対策検討会

青森県深浦町 H29.7.24-25 生物被害研究グループ 相川拓也

福島県南会津建設事務所長磯
松教彦

会津縦貫南道路（４工区・５工区）猛禽
類調査についての現地調査

福島県下郷町
他

H29.7.20-23 生物多様性研究グループ 工藤琢磨

宮城県環境生活部長 宮城県環境影響評価技術審査会 宮城県仙台市 H29.7.24 育林技術研究グループ 野口麻穂子

東北森林管理局長 ニホンジカ被害防除事業（誘引捕獲）に
関する現地指導

岩手県宮古市、
遠野市、釜石
市、大船渡市、
宮城県女川町

H29.7.26-28 チーム長（野生鳥獣類管理担当） 高橋裕史

岩手県商工労働観光部産業経
済交流課総括課長

第２回いわて漆振興実務者連携会議 岩手県盛岡市 H29.9.11 産学官民連携推進調整監 田端雅進

岩手県環境影響評価技術審査
会事務局
岩手県環境生活部環境保全課
総括課長

第７２回岩手県環境影響評価技術審査会 岩手県盛岡市 H29.9.14 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

一般社団法人日本森林技術協
会理事長福田隆政

「平成２９年度低コスト造林技術実証・
導入促進事業」第１回検討委員会

東京都千代田区 H29.8.30 支所長 梶本卓也

一般社団法人日本森林技術協
会理事長福田隆政

「平成２９年度低コスト造林技術実証・
導入促進事業」第１回検討委員会

東京都千代田区 H29.8.30 森林資源管理研究グループ 駒木貴彰

岩手県林業技術センター所長 いわて林業アカデミー運営協議会 岩手県矢巾町 H29.9.7 支所長 梶本卓也

国立大学法人筑波大学生命環
境科学研究科准教授山路恵子

鉱山跡地での緑化促進及び重金属除去対
策の勉強会での講演、研究打ち合わせ

東京都千代田区 H29.9.1-2 チーム長（森林微生物管理担当） 升屋勇人

合同会社東北野生動物保護管
理センター代表社員宇野壮春

第一回平成２９年度森林鳥獣被害対策技
術高度化実証事業に係る検討委員会

宮城県仙台市 H29.9.25 チーム長（野生鳥獣類管理担当） 高橋裕史

仙台森林管理署長 蔵王アオモリトドマツ枯損に関する現地
調査

宮城県蔵王町 H29.9.22 チーム長（森林微生物管理担当） 升屋勇人

岩手県環境保健研究センター
所長

岩手県環境保健研究センター機関評価委
員会及び研究評価委員会

岩手県盛岡市 H29.10.2 産学官民連携推進調整監 田端雅進

岩手県林業技術センター所長 平成２９年度岩手県林業技術センター機
関評価及び試験研究評価に係る外部評価

岩手県矢巾町 H29.9.21 支所長 梶本卓也

秋田県生活環境部長田中昌子 第２回秋田県版レッドデータブック改訂
検討委員会（哺乳類）

秋田県秋田市 H29.9.29 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

東北森林管理局長 平成２９年度第１回東北森林管理局保護
林等設定管理員会

秋田県秋田市 H29.9.25 育林技術研究グループ長 八木橋勉

青森県農林水産部林政課長 平成２９年度第２回青森県松くい虫被害
対策検討会

青森県青森市 H29.10.25 生物被害研究グループ長 中村克典

青森県農林水産部林政課長 平成２９年度第２回青森県松くい虫被害
対策検討会

青森県青森市 H29.10.25 生物被害研究グループ 相川拓也
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依　頼　者 内　　　　　容 用　務　先 実施月日 チーム長・研究グループ 氏　　名

岩手県環境影響評価技術審査
会事務局
岩手県環境生活部環境保全課
総括課長

第７３回岩手県環境影響評価技術審査会 岩手県盛岡市 H29.11.8 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

岩手県沿岸広域振興局農林部
宮古林業振興センター林務室

宮古・下閉伊地区ナラ枯れ被害対策連絡
会議

岩手県宮古市 H29.10.12 チーム長（森林微生物管理担当） 升屋勇人

気仙地区森林病害虫被害対策
連絡会議会長大船渡農林振興
センター林業振興課長

平成２９年度第２回気仙地区森林病害虫
被害対策連絡会議

岩手県住田町 H29.11.1 生物被害研究グループ長 中村克典

一般社団法人日本森林技術協
会理事長福田隆政

平成２９年度「世界自然遺産の森林生態
系における気候変動の影響への適応策の
検討」事業第二回検討会

東京都千代田区 H29.11.22 支所長 梶本卓也

東北地区広域原木流通協議会
会長鈴木信哉

平成２９年度第２回東北地区需給情報連
絡協議会

岩手県盛岡市 H29.12.5 森林資源管理研究グループ長 天野智将

仙台森林管理署長 蔵王アオモリトドマツ枯損に関する現地
調査

宮城県蔵王町 H29.11.1 育林技術研究グループ長 八木橋勉

東北森林管理局長 平成２９年度治山・林道工事コンクール
最終審査委員

秋田県秋田市 H29.11.6-7 森林環境研究グループ長 阿部俊夫

一般財団法人林業経済研究所
所長神沼公三郎

平成２９年度「緑の雇用」現地技能者育
成対策事業の評価等に関する現地調査

宮崎県内 H29.10.30-
11.2

森林資源管理研究グループ 大塚生美

岩手県環境影響評価技術審査
会事務局
岩手県環境生活部環境保全課
総括課長

第７４回岩手県環境影響評価技術審査会 岩手県盛岡市 H29.11.27 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

岩手県環境影響評価技術審査
会事務局
岩手県環境生活部環境保全課
総括課長

第７５回岩手県環境影響評価技術審査会 岩手県盛岡市 H29.12.14 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

山形森林管理署長 第６回山形研蔵王地域におけるアオモリ
トドマツ被害に係る検討会検討委員

山形県山形市 H29.12.1 チーム長（昆虫多様性保全担当） 磯野昌弘

山形森林管理署長 第６回山形研蔵王地域におけるアオモリ
トドマツ被害に係る検討会検討委員

山形県山形市 H29.12.1 育林技術研究グループ長 八木橋勉

岩手県知事達増拓也 岩手県森林審議会 岩手県盛岡市 H29.12.14 支所長 梶本卓也

岩手県商工労働観光部産業経
済交流課総括課長

いわて漆振興実務者連絡会議生産分科会 岩手県盛岡市 H29.12.1 産学官民連携推進調整監 田端雅進

北上川中流流域森林・林業活
性化センター会長小原剛一郎

平成２９年度森林作業道作設コンクール
第２次審査

岩手県遠野市、
奥州市、一関市

H29.11.14-15 森林資源管理研究グループ長 天野智将

東北森林管理局長 平成２９年度東北森林管理局技術開発委
員会

秋田県秋田市 H29.12.13 育林技術研究グループ長 八木橋勉

静岡県経済産業部　森林・林
業局森林整備課長

平成２９年度三保松原のマツ材線虫病の
微害化に向けた現地技術指導

静岡県静岡市 H29.11.14-15 生物被害研究グループ長 中村克典

一般社団法人日本森林技術協
会理事長福田隆政

「平成２９年度低密度植栽技術の導入に
向けた調査委託事業」第２回検討委員会

東京都千代田区 H29.11.30 森林資源管理研究グループ 駒木貴彰

東北地区広域原木流通協議会
会長鈴木信哉

新たな大規模工場等の稼働に伴う原木需
給影響調査

秋田県秋田市、
仙北市

H29.11.16-17 森林資源管理研究グループ長 天野智将

合同会社東北野生動物保護管
理センター代表社員宇野壮春

第２回平成２９年度早池峰山周辺地域の
ニホンジカの生育状況等に係る検討委員

岩手県盛岡市 H29.12.6 チーム長（野生鳥獣類管理担当） 高橋裕史

一般社団法人日本森林技術協
会理事長福田隆政

「平成２９年度低コスト造林技術実証・
導入促進事業」第二回検討委員会

東京都千代田区 H29.12.7 支所長 梶本卓也

一般社団法人日本森林技術協
会理事長福田隆政

「平成２９年度低コスト造林技術実証・
導入促進事業」第二回検討委員会

東京都千代田区 H29.12.7 森林資源管理研究グループ 駒木貴彰

東北地区広域原木流通協議会
会長鈴木信哉

新たな大規模工場等の稼働に伴う原木需
給影響調査

山形県山形市、
新庄市

H29.11.28-29 森林資源管理研究グループ長 天野智将

宮城県環境生活部長 宮城県環境影響評価技術審査会委員 宮城県仙台市 H29.12.25 育林技術研究グループ 野口麻穂子

岩手北部森林管理署長 馬淵川上流流域国有林の森林計画に関す
る住民懇談会

岩手県八幡平市 H30.1.18 支所長 梶本卓也

東北地区広域原木流通協議会
会長鈴木信哉

新たな大規模工場等の稼働に伴う原木需
給影響調査

青森県六戸町 H29.12.7 森林資源管理研究グループ長 天野智将

東北地区広域原木流通協議会
会長鈴木信哉

新たな大規模工場等の稼働に伴う原木需
給影響調査

宮城県石巻市 H29.12.15 森林資源管理研究グループ長 天野智将

東北森林管理局長 平成２９年度森林・林業技術交流発表会
審査委員

秋田県秋田市 H30.1.30-31 支所長 梶本卓也

秋田県生活環境部長田中昌子 第３回秋田県版レッドデータブック改訂
検討委員会（哺乳類）

秋田県秋田市 H29.12.27 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

東北地区広域原木流通協議会
会長鈴木信哉

新たな大規模工場等の稼働に伴う原木需
給影響調査

岩手県花巻市、
盛岡市

H30.1.10 森林資源管理研究グループ 大塚生美

日本特用林産振興会会長小渕
優子

第２回産地再生検討委員会 東京都千代田区 H30.2.21 育林技術研究グループ 齋藤智之

山形県環境審議会自然環境部
会長幸丸政明

平成２９年度山形県環境審議会第３回自
然環境部会

山形県山形市 H30.1.26 支所長 梶本卓也

東北地区広域原木流通協議会
会長鈴木信哉

新たな大規模工場等の稼働に伴う原木需
給影響調査

青森県青森市 H30.1.17 森林資源管理研究グループ長 天野智将

岩手県商工労働観光部産業経
済交流課総括課長

第３回いわて漆振興実務者連携会議 岩手県盛岡市 H30.2.14 産学官民連携推進調整監 田端雅進

大杉谷国有林におけるニホン
ジカによる森林被害対策指針
実施検討委員会事務局

第１０回大杉谷国有林におけるニホンジ
カによる森林被害対策指針実施検討委員
会

三重県津市 30.2.1-2 チーム長（野生鳥獣類管理担当） 高橋裕史

国立大学法人名古屋大学大学
院生命農学研究科長川北一人

樹木衰退地の踏査と試料採取 沖縄県本部町、
西原町

H30.1.30-2.2 チーム長（森林微生物管理担当） 升屋勇人

東京農工大学大学院農学研究
院准教授小池伸介

科研費「ツキノワグマの分散行動の解
明」年度末報告会および次年度計画会

東京都世田谷区 H30.3.21-23 生物多様性研究グループ 大西尚樹

岩手県農林水産部森林整備課
総括課長

平成２９年度林業普及指導事業に係る外
部評価委員会

岩手県盛岡市 H30.2.9 森林資源管理研究グループ長 天野智将

茨城県企画部県北振興課長
茨城県農林水産部林政課長

いばらき漆振興コンソーシアム生産部会 茨城県常陸太田
市

H30.2.9 産学官民連携推進調整監 田端雅進
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依　頼　者 内　　　　　容 用　務　先 実施月日 チーム長・研究グループ 氏　　名

山形県農林水産部長 平成２９年度第１回山形県農林水産技術
会議

山形県山形県 H30.2.9 支所長 梶本卓也

合同会社東北野生動物保護管
理センター代表社員宇野壮春

平成２９年度森林鳥獣被害対策技術高度
化実証事業に係る第二回検討委員会

宮城県仙台市 H30.2.8 チーム長（野生鳥獣類管理担当） 高橋裕史

岩手県農林水産部森林整備課
総括課長

平成２９年度岩手県地域森林経営プラン
認定審査会

岩手県盛岡市 H30.2.19 森林資源管理研究グループ長 天野智将

岩手県林業技術センター所長 平成２９年度岩手県林業普及指導員全体
研修会普及活動事例発表に係る審査委員

岩手県盛岡市 H30.2.1 森林資源管理研究グループ長 天野智将

一般社団法人日本森林技術協
会理事長福田隆政

「平成２９年度低密度植栽技術の導入に
向けた調査委託事業」第３回検討委員会

東京都千代田区 H30.2.13 森林資源管理研究グループ 駒木貴彰

岩手県農林水産部森林整備課
総括課長

地域けん引型林業経営体成果発表会に係
る審査委員

岩手県盛岡市 H30.3.2 森林資源管理研究グループ長 天野智将

東北森林管理局長 平成２９年度東北森林管理局林野公共事
業事業評価「技術検討会」

秋田県秋田市 H30.2.27 支所長 梶本卓也

一般社団法人日本森林技術協
会理事長福田隆政

「平成２９年度低コスト造林技術実証・
導入促進事業」第三回検討委員会

東京都千代田区 H30.2.16 支所長 梶本卓也

一般社団法人日本森林技術協
会理事長福田隆政

「平成２９年度低コスト造林技術実証・
導入促進事業」第三回検討委員会

東京都千代田区 H30.2.16 森林資源管理研究グループ 駒木貴彰

岩手県森林病害虫被害対策推
進協議会会長（事務局岩手県
農林水産部森林整備課総括課
長）

平成２９年度岩手県森林病害虫被害対策
推進協議会

岩手県盛岡市 H30.2.5 生物被害研究グループ長 中村克典

東北地区広域原木流通協議会
会長鈴木信哉

新たな大規模工場等の稼働に伴う原木需
給影響調査

岩手県北上市、
盛岡市

H30.2.9 森林資源管理研究グループ 大塚生美

岩手県知事達増拓也 岩手県森林審議会 岩手県盛岡市 H30.2.13 支所長 梶本卓也

国土交通省九州地方整備局国
営海の中道海浜公園事務所長

『海の中道海浜公園Ｄ地区整備運営管理
基本計画検討会』委員会

福岡県福岡市 H30.2.15-17 森林環境研究グループ 萩野裕章

東京工業大学環境・社会理工
学院教授

JST-JICA国際科学技術共同研究推進開発
事業・地球規模課題対応国際科学技術協
力プログラム(SATREPS)による「コーラ
ル・トライアングルにおけるブルーカー
ボン生態系とその多面的サービスの包括
的評価と保全戦略(BlueCARES)プロジェ
クトに関わる現地調査

フィリピン共和
国

H30.2.25-3.3 森林環境研究グループ 小野賢二

一般社団法人日本森林学会選
挙管理委員会

次期会長および副会長候補の互選会議 東京都文京区 H30.3.6 支所長 梶本卓也

東北森林管理局長 平成２９年度森林計画等に関する検討会 秋田県秋田市 H30.3.13 支所長 梶本卓也

秋田県立大学生物資源科学部
教授蒔田明史

科学研究費「一斉更新過程おける”陣取
り”の役割－タケササ類のクローン特性
の進化と適応的意義」に係る研究計画打

宮城県仙台市 H30.3.7 育林技術研究グループ 齋藤智之

花巻市長上田東一 花巻市市有林経営委員会 岩手県花巻市 H30.3.20 森林資源管理研究グループ 大塚生美

国土交通省東北地方整備局長
津田修一

第１回仙台湾南部海岸「緑の防潮堤」植
生管理検討委員会

宮城県仙台市 H30.3.26 地域研究監 大貫靖浩
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８ 視察・見学

区 分 員数（人）

158国

158都道府県

85林業団体

525一般

83学生

975計（国内）

34国外

1,009合計

９ 刊行物

名 称 出版回数 印刷部数 回 巻（号） 備考/

森林総合研究所東北支所年報 １ ｵﾝﾗｲﾝｼﾞｬｰﾅﾙ 平成 年版 年刊29 No.58

フォレストウィンズ ４ ～ 季刊1,000 No.69 No.72

１０ 図書

（単行書）

年度末蔵書数平成２９年度受入

（管理換による除籍・和 書 洋 書

収書等を含む）購 入 寄 贈 計 購 入 寄 贈 計

冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊

46 262 308 23 1 24 17,485

（雑誌等逐次刊行物）

年度末蔵書数平成２９年度受入

（管理換による除籍・和書 洋書 製本冊数

収書等を含む）購入 寄贈 計 購入 寄贈 計 購入 寄贈 計

冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊

309 324 633 14 14 67 0 67 32,1940

（その他の資料）

年度末蔵書数平成２９年度受入

（管理換による除籍・和 書 洋 書

収書等を含む）購 入 寄 贈 計 購 入 寄 贈 計

冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊

0 0 0 1 1 9,4840
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１１  諸　会　議
会   議   名 開催年月日 主    催 開催場所

１　平成29年度東北林業試験研究機関連絡協議会 29. 6. 1 福島県林業研究センター 福島県大沼郡三島町

　　特用林産専門部会 29. 6. 2

２　平成29年度東北林業試験研究機関連絡協議会 29. 6.21 林木育種センター東北育種場 青森県十和田市

　　林木育種部会 29. 6.22

３　平成29年度東北林業試験研究機関連絡協議会 29. 7. 6 宮城県林業技術総合センター

　　森林保全専門部会 29. 7. 7

４　平成29年度東北林業試験研究機関連絡協議会 29．7.11 秋田県林業研究研修センター 秋田県秋田市

　　木材利用専門部会 29．7.12

５　平成29年度東北林業試験研究機関連絡協議会 29. 7.13 岩手県林業技術センター 岩手県紫波郡矢巾町

　　資源・環境専門部会 29. 7.14 花巻市

６　平成29年度東北林業試験研究機関連絡協議会 29. 7.27 山形県森林研究研修センター 山形県山形市

　　企画調整専門部会

７　平成29年度東北林業試験研究機関連絡協議会 29. 8. 9 山形県森林研究研修センター

　　総会 29. 8.10

８　平成29年度東北育種基本区特定母樹等普及促進会議
　　及び林業研究・技術開発推進東北ブロック会議
　　育種分科会

29. 9.11 林野庁
林木育種センター東北育種場

東北支所

９  平成29年度林業研究・技術開発推進東北ブロック会議 29. 9.12 林野庁 東北支所

　　全体会議及び研究分科会 森林総合研究所

10　東北支所業務報告会 29.12. 4 東北支所 東北支所

29.12. 5

11　東北地域評議会 30. 2.20 東北支所 東北支所

１２   諸  行  事
行　　　事 年月日

１　森林総合研究所一般公開・公開講演会

  　（東北支所、東北育種場、森林整備センター東北北海道整備局
　　　　　　　　　　　　　　　盛岡水源整備事務所　合同開催）

２　平成29年度森林・林業技術交流発表会 30. 1.30 秋田アトリオン

30. 1.31

３　岩手県林業技術センター・森林総合研究所東北支所・

    林木育種センター東北育種場合同成果報告会

４　東北国有林・林業技術協議会 30. 3.16 東北森林管理局

盛岡プラザおでって

宮城県石巻市
女川町

29.10.14 東北支所

山形県新庄市、
最上町

開催場所

30. 2.  2
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１３   内部委員会

・苗畑・実験林委員会

委員：田端雅進、金野　勇、小谷英司、阿部俊夫、太田敬之、相川拓也、瀧川英久（事務局）

会議：第１回委員会（2月19日）

・住宅委員会

委員：福田智数、清水章宏、磯野昌弘、八木橋勉（4～9月）、太田敬之（10～3月）、工藤琢磨、都筑俊夫（事務局）

会議：第１回委員会（3月9日）

・安全衛生委員会

委員：田端雅進、福田智数、山下正起、石井基弘(産業医)、瀧川英久、櫻　玲子（4～9月）、

      八木橋勉（4～9月）、太田敬之(10～3月)、野口宏典（10～3月）、都筑俊夫（事務局）

会議：第１回委員会（ 4月21日）、第２回委員会（ 5月26日）、第３回委員会（ 6月23日）、

　　　第４回委員会（ 7月 5日）、第５回委員会（ 7月14日）、第６回委員会（ 8月28日）、

　　　第７回委員会（ 9月25日）、第８回委員会（10月20日）、第９回委員会（11月17日）、

　　　第10回委員会（12月15日）、第11回委員会（ 2月15日）、第12回委員会（ 3月9日）

・施設整備委員会

委員：大貫靖浩、田端雅進、金野　勇、福田智数、太田敬之、阿部俊夫、中村克典、小谷英司

　　　山下正起（事務局）、清水章宏（事務局）

会議：第1回委員会（5月9日）

・図書委員会

委員：田端雅進、金野　勇、櫻　玲子、齋藤武史、直江将司、野口麻穂子、工藤琢磨、前原紀敏、大塚生美

　　　米沢茂信（事務局）

会議：第１回委員会（6月20日）

１４   内部会議

・支所業務調整会議

メンバー：梶本卓也、田端雅進、大貫靖浩、金野　勇、福田智数、山下正起

会議：毎週月曜日開催

・支所運営会議

メンバー：梶本卓也、田端雅進、大貫靖浩、関　充利、金野　勇、米沢茂信、瀧川英久、福田智数、

　　　　　山下正起、都筑俊夫、櫻　玲子、今野敏彦、磯野昌弘、齋藤武史、小谷英司、升屋勇人、

　　　　　野口享太郎、高橋裕史、太田敬之、八木橋勉、阿部俊夫、島田卓哉（4～12月）、中村克典、天野智将

会議：月２回開催
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