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ま え が き 

  

私たち東北支所では研究成果の社会還元を通して東日本大震災の復興に貢献することを最重要課題としており、

様々な取り組みを行っています。昨年度に引き続き、津波によって壊滅的な被害を受けた海岸林の確実な再生を

図るため東北森林管理局や仙台森林管理署等との連携協力を緊密に行い、海岸土壌の化学性調査に基づく塩害防

止対策の提案や、松くい虫に対する抵抗性を備えたクロマツのコンテナ苗の植栽時期別の活着や成長に関する調

査を進めています。また、津波が押し寄せた海岸林の土壌状態の調査を行い、樹木が塩害によるストレスを受け

にくい地形的要因を明らかにしました。こうした海岸林再生に関する取組は、国有林や地元自治体等の各種委員

会やセミナー等を通じて情報発信に努めています。 

 森林内に降下した放射性物質については依然として大きな問題であり、森林総研も精力的な調査研究を行って

います。東北支所は、つくば市にある森林総研本所と協力して放射性セシウムの森林土壌や渓流水等への移動、

ネズミへの蓄積の状態、ササへの蓄積等のモニタリング作業を受け持っています。 

一方、林業を成長産業にしていくためには伐採跡地に再造林し、木材資源の持続的生産に資する体制を構築す

る必要があります。そのため、できるだけ再造林コストを下げる低コスト再造林技術の開発も支所の重要な課題

となっています。昨年度から開始している多雪地帯の低コスト再造林研究では、コンテナ苗、下刈りの省力化、

低密度植栽、伐採と植え付けを同時に進める一貫作業の４つの技術を組み合わせた再造林コストの大幅な低減技

術の開発を目指しています。このような研究成果を迅速に現場に適用できるようにするため研究成果の積極的な

公表と普及を行っており、支所主催のセミナーや各県での講演会および現地検討会の機会を捉えて研究成果の公

表に努めています。こうした継続的な取り組みは非常に重要と考えています。 

さらに、電力の固定価格買取制度（FIT）がスタートしてから東北地方でも多くの木質バイオマス発電施設の

建設計画が公表されており、すでに稼働している施設もあります。東日本大震災以降、再生可能エネルギーに対

する関心が高くなっていますが、木材を大量に消費する木質バイオマス発電施設では安定的な燃料確保が最大の

問題です。そこで、製紙用チップ以外にあまり利用されていなかった広葉樹や林地残材等の未利用資源の低コス

ト搬出技術の開発が求められており、東北支所としても本所の関係部署と連携しながら取り組みを進めることに

しています。 

 このほか、ニホンジカ、マツノザイセンチュウ、カシノナガキクイムシ等による林業被害が発生しており、こ

れら病虫獣害への防除対策に資する研究が支所の重要な課題となっていることから、各県の研究機関や行政機関

と密接な連携を図りつつ課題解決に取り組んでいます。 

 支所の研究成果を迅速かつ分かりやすく社会に伝え、それぞれの現場で有効に利用していただくために今後と

も精力的に取り組んで参りますので、一層のご支援とご協力をお願いいたします。 

 

森林総合研究所東北支所長  駒木貴彰 
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１ 平成２５年度に東北支所で分担した研究課題

　１－１）実行課題一覧

 課         題          名 責任者／担当者 予算区分 期間

A 重点課題 地域に対応した多様な森林管理技術の開発

Ａ１ 研究課題群 多様な施業システムに対応した森林管理技術の開発

A1P03 プロジェクト課題 多雪地域の森林資源持続に向けた低コスト再造林システムの構築

駒木貴彰、松本和馬、齋
藤武史、柴田銃江、八木
貴信、八木橋勉、櫃間
岳、野口麻穂子、天野智
将

交付金プロ 24～27

A1P05 プロジェクト課題 東北地方の多雪環境に適した低コスト再造林システムの開発
駒木貴彰、松本和馬、八
木橋勉、野口麻穂子、天
野智将

技会農食研事業 25～27

A11 研究項目 樹木の更新と成長を促進する管理技術の開発

A112 実行課題 多様な森林施業の確立に向けた樹木の成長管理手法の開発 八木貴信 一般研究費 23～25

A113 実行課題 健全な物質循環維持のための診断指標の開発 篠宮佳樹 一般研究費 23～25

A11S22 小プロ課題 東北地方における低コスト造林等の導入促進事業 松本和馬 助成研究 25

A12 研究項目 地域の自然環境に対応した資源管理技術の開発

A123 実行課題 北方育成天然林の資源有効利用に向けた施業管理技術の開発 工藤琢磨 一般研究費 23～25

Ａ２ 研究課題群 森林の機能発揮のための森林資源情報の活用技術の開発

A2P04 プロジェクト課題 低コストな森林情報把握技術の開発 小谷英司 技会プロ 25～29

A21 研究項目 多様な森林タイプに適合した森林利用・管理技術の開発

A211 実行課題 多様な森林機能の評価・配置手法の開発 小谷英司 一般研究費 23～25

A213 実行課題 天然更新を利用した多様な森林タイプへの誘導技術の検証と高度化
八木橋勉、櫃間岳、齋藤
智之、野口麻穂子

一般研究費 23～25

B 重点課題 国産材の安定供給のための新たな素材生産技術及び林業経営システムの開発

B１ 研究課題群 路網整備と機械化等による素材生産技術の開発

B1P01 プロジェクト課題 緩中傾斜地に適した低コスト生産システムの開発 阿部俊夫 交付金プロ 23～26

B２ 研究課題群 国産材の効率的な供給のための林業経営・流通システムの開発

B2P02 プロジェクト課題 木材需給調整手法の解明と新たな原木流通システムの提案 天野智将、林雅秀 交付金プロ 25～27

B21 研究項目 木材利用拡大に向けた林業・木材産業振興方策の提示

B211 実行課題 木材利用拡大に向けた林業振興のための条件と推進方策の解明 天野智将、林雅秀 一般研究費 23～25

B21S08 小プロ課題 ＩＴにより低コストに人工林材から内装材を製造する生産・加工システムの開発 天野智将
技会実用技術開
発（分担）

23～25

B21S10 小プロ課題
開かれたコモンズへの移行に関する多面的・体系的アプローチ：共有林を事例とし
て

林雅秀 科研費 24～26

B21S14 小プロ課題 コモンズ利用とネットワーク変容の相互連関に関する比較歴史制度分析 林雅秀 科研費 25～27

D 重点課題 新規需要の獲得に向けた木質バイオマスの総合利用技術の開発

D1 研究課題群 木質バイオマスの安定供給と地域利用システムの構築

D1P06 プロジェクト課題 木質バイオマスエネルギー事業の評価システムの開発 天野智将 交付金プロ 25～26

E 重点課題 森林への温暖化影響評価の高度化と適応及び緩和技術の開発

E１ 研究課題群 炭素動態観測手法の精緻化と温暖化適応及び緩和技術の開発

E1P02 プロジェクト課題 森林吸収量把握システムの実用化に関する研究 篠宮佳樹、小野賢二 政府等受託 15～27

E1P03 プロジェクト課題
温暖化適応策導出のための長期森林動態データを活用した東アジア森林生態系炭素
収支観測ネットワークの構築

八木橋勉、齋藤智之 地球一括 21～25

E1P05 プロジェクト課題 葉のオゾン吸収量に基づいた樹木に対するオゾンの影響評価に関する研究 安田幸生 環境総合 23～25

E1P06 プロジェクト課題 森林及び林業分野における温暖化緩和技術の開発
小谷英司、小野賢二、林
雅秀

技会プロ 22～26

E1P08 プロジェクト課題
センサーネットワーク化と自動解析化による陸域生態系の炭素循環変動把握の精緻
化に関する研究

安田幸生 地球一括 24～27

E11 研究項目 森林炭素動態等把握の精緻化とパラメタリゼーションの高度化

E111 実行課題 タワー観測を用いた群落炭素収支機能等を表すパラメータセットの構築と評価 安田幸生 一般研究費 23～25

E112 実行課題 環境の変化に対する土壌有機物の時・空間変動評価 小野賢二 一般研究費 23～25

E11S12 小プロ課題 過去の土地利用が生態系の炭素、養分の蓄積及び植物の養分利用に与える影響 齋藤智之 科研費 22～25

E２ 研究課題群 森林減少・森林劣化の評価手法と対策技術の開発

E2P04 プロジェクト課題 アマゾンの森林における炭素動態の広域評価 八木橋勉
ＪＳＴ・
ＪＩＣＡ

21～25

E21 研究項目 熱帯林の生態系サービス評価および荒廃林修復技術の開発

E21S06 小プロ課題
立地環境の異なるマングローブ林の炭素蓄積過程の解明と衛星技術によるその高精
度把握

小野賢二 科研費 22～25

E21S13 小プロ課題 マングローブ主要構成種の地下部生産・分解プロセスと立地環境の関係 小野賢二 科研費（分担） 25～28

F 重点課題 気候変動に対応した水資源保全と山地災害防止技術の開発

F１ 研究課題群 環境変動・施業等が水資源・水質に与える影響評価技術の開発

F1P04 プロジェクト課題 地球温暖化が森林及び林業分野に与える影響評価と適応技術の開発 松本和馬、安田幸生 技会プロ 22～26

F1P09 プロジェクト課題 森林内における放射性物質実態把握調査事業
齋藤智之、安田幸生、小
野賢二

政府等受託 24～28

注：氏名太字は、課題責任者

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 期間課題記号番号　・　区分

F1P11 プロジェクト課題 農地等の放射性物質の除去・低減技術の開発 篠宮佳樹、小野賢二 技会プロ 25～26

F1P12 プロジェクト課題 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、久保田多余子 技会プロ 25～29

F11 研究項目 森林における水文・水質形成過程の変動評価手法の開発

F111 実行課題 森林における水文過程の変動予測手法の開発 篠宮佳樹、久保田多余子 一般研究費 23～25

F11S15 小プロ課題
多雪地域の森林における大気－積雪層・土壌間の温室効果ガス動態の解明とその定
量評価

小野賢二、安田幸生 科研費 24～27

F11S20 小プロ課題 放射能フォールアウト初期に森林林床に存在するセシウム吸着態有機物の特定 小野賢二 交付金プロ 24～25

F11S22 小プロ課題 森林生態系の土壌に沈着したセシウム１３７の分布の長期変動予測 小野賢二 科研費（分担） 25～27

F２ 研究課題群 多様な手法による森林の山地災害防止機能強化技術の開発

F2P02 プロジェクト課題 ベトナムにおける幹線交通網沿いの斜面災害危険度評価技術の開発 岡本隆
ＪＳＴ・
ＪＩＣＡ

23～27

F2P07 プロジェクト課題 東日本大震災で被災した海岸林の復興技術の開発

岡本隆、小谷英司、八木
橋勉、安田幸生、久保田
多余子、小野賢二、中村
克典、相川拓也

交付金プロ 24～27

F2P10 プロジェクト課題 地すべりにおける脆弱性への影響評価 岡本隆 技会プロ 25～29

F21 研究項目 環境変化に対応した山地災害予防・復旧技術の開発

F211 実行課題 山地災害の被害軽減のための新たな予防・復旧技術の開発 齋藤武史、岡本隆 一般研究費 23～25

F21S14 小プロ課題 年輪セルロースに津波の記録は刻まれるのか 久保田多余子 科研費 25～26

F21S15 小プロ課題 地滑り地に到達する地震動の変質機構の解明 岡本隆 科研費 25～27

G 重点課題 森林の生物多様性の保全と評価・管理・利用技術の開発

G１ 研究課題群 シカ等生物による被害軽減・共存技術の開発

G11 研究項目 生物害による被害軽減・制御技術の開発

G111 実行課題 生態情報を利用した環境低負荷型広域病虫害管理技術の開発
中村克典、前原紀敏、相
川拓也

一般研究費 23～25

G112 実行課題 野生動物管理技術の高度化 大西尚樹 一般研究費 23～25

G113 実行課題 多雪・寒冷地域における各種森林被害の軽減および評価技術の開発

駒木貴彰、松本和馬、磯
野昌弘、岡本隆、齋藤武
史、小谷英司、柴田銃
江、八木貴信、八木橋
勉、櫃間岳、篠宮佳樹、
安田幸生、久保田多余
子、小野賢二、堀野眞
一、鈴木祥悟、島田卓
哉、天野智将、林雅秀

一般研究費 23～27

G11S12 小プロ課題
寄生細菌”ボルバキア”を利用したマツノマダラカミキリの生殖機能撹乱技術の
確立

相川拓也 科研費 22～25

G11S14 小プロ課題
マツ材線虫病の病原体マツノザイセンチュウを進化させたのはビロウドカミキリ
か？

前原紀敏、中村克典、相
川拓也

科研費 23～25

G11S15 小プロ課題 ニレ類立枯病の日本における被害発生リスク評価 升屋勇人 科研費 23～25

G11S18 小プロ課題 マツノマダラカミキリのゲノム上に存在する共生細菌由来遺伝子群の機能解析 相川拓也 科研費 23～25

G11S19 小プロ課題 樹皮内生菌における宿主樹木の後天的防御機構への貢献に関する研究 升屋勇人 科研費 23～25

G11S23 小プロ課題
養菌性キクイムシが媒介する樹木萎凋病の国際的なリスク評価に必要な基礎データ
の収集

升屋勇人 科研費（分担） 23～27

G11S30 小プロ課題
マツノマダラカミキリの分布の北限決定要因：夏の夜の寒さが性成熟を妨げるの
か？

前原紀敏、中村克典 科研費 24～26

G11S34 小プロ課題 共生生物の多様性は大発生を回避させるか、助長するか？ 升屋勇人 科研費 24～25

G11S35 小プロ課題 昆虫便乗線虫による昆虫病原微生物デリバリーシステム 前原紀敏 科研費 24～25

G11S38 小プロ課題 ナラ枯れの新害虫Platypus koryoensisとその共生菌の遺伝的・生態的解明 升屋勇人 交付金プロ 24～25

G11S41 小プロ課題 ナラ枯れにおける防御物質と毒素による樹木と病原菌の相互作用の解明 升屋勇人 科研費 25～27

G11S44 小プロ課題 放射性核種が樹木実生の重金属ストレスに与える影響 升屋勇人 科研費（分担） 25～28

G２ 研究課題群 生物多様性を保全するための森林管理・利用技術の開発

G2P04 プロジェクト課題 生態系保全政策のための森林の生物多様性変動シミュレータの構築 柴田銃江 公害防止 21～25

G2P08 プロジェクト課題 林業地域の生物多様性保全に必要な広葉樹林分の面積と配置の指針の提示 升屋勇人 交付金プロ 23～25

G21 研究項目 森林の生物多様性の保全技術および評価手法の開発

G212 実行課題 野生動物の種多様性の観測技術および保全技術の開発 工藤琢磨 一般研究費 23～25

G213 実行課題 森林の生物多様性の質と機能の評価手法の開発 松本和馬、磯野昌弘 一般研究費 23～25

G21S16 小プロ課題 短伐期施業で経営される里山林の生物多様性・炭素収支の定量的評価 松本和馬 科研費 22～25

G21S19 小プロ課題 渓畔林メタ群集の成立過程と環境ニッチに基づく統合中立理論の検証 柴田銃江 科研費（分担） 23～26

G21S20 小プロ課題
温帯性Ｂａｍｂｏｏの開花周期はなぜ長いのか？ジェネット混在型競争回避仮説の
検証

齋藤智之 科研費（分担） 23～26

G21S24 小プロ課題 小笠原諸島固有菌類保全のための分類・生態学的研究－材生息菌を対象として 升屋勇人 助成研究 24～25

G21S26 小プロ課題 ナラ枯れによる基盤種喪失が森林生物相および生態系サービスに与える影響
柴田銃江、八木橋勉、島
田卓也

科研費 24～27

G21S32 小プロ課題 野ネズミの春の餌資源としての堅果の再評価 島田卓哉 科研費 25～27

G21S35 小プロ課題 ナキウサギのメタ個体群構造とその存続性の関与する環境要因の解明 大西尚樹 科研費 25～29

基盤研究

K101 実行課題 森林水文モニタリング 久保田多余子 一般研究費 23～27

K105 実行課題 降雨渓流水質モニタリング 篠宮佳樹、小野賢二 一般研究費 23～25
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１－２）平成２５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 
「森林土壌における昆虫の現存量と食性グループの構成」 

これまで森林の土壌中にどのような昆虫がどれだけ生息しているかについての情報はほとんどなか

った。2005 年の羽化トラップの開発に伴い、このような昆虫のサンプリングが容易になったことから、

スギ人工林における土壌昆虫相が調査され、多様で大量の昆虫が生息していることが明らかになりつつ

ある。他の植生タイプの森林においても同様な現象がみられるかどうかを明らかにするために、カラマ

ツやヒノキ、アカマツ、ミズナラ、ブナ、シラカバ等の 15 林分において土壌昆虫の現存量と幼虫期の

食性にもとづく個体数構成を調べた。6 月の約 30 日間に林床から羽化した昆虫は１㎡あたり 1200 から

4000 個体であり、同時に調査した２地点の草地の 318 と 380 個体に比べ、はるかに大量の昆虫が羽化

した。これは、森林の高い生産力を反映したものと考えられる。森林土壌から羽化した昆虫の約 80％は、

落葉食者や菌食者、腐植食者などの有機物分解に係る昆虫であり、これらは微生物との相互作用を通じ

て栄養塩の循環や微生物相の制御に関与していると考えられる。約 15％は動物食者であり、この中には

土壌昆虫に寄生するものだけではなく、樹上部の昆虫に寄生する分類群も含まれていた。以上のように、

森林の土壌には、植生のタイプに係らず、森林の動態や機能を考えるうえで、無視できない量の昆虫が

生息していることを明らかにした。なお、現存量や食性グループ構成に、植生タイプによる一貫した違

いは見いだせなかった。 
 
１－２）－（２）チーム長（山地保全担当） 

岡本 隆 

「積雪荷重による地すべり土塊の鉛直圧縮特性」 

 豪雪地帯の地すべり地では、冬季に地すべり活動が低下（停止）する事例が認められる。この原因は、

冬季の積雪の重さ（積雪荷重）が地すべり土塊を鉛直方向に圧縮して、土塊の滑りに対する強度を増加

させるためと推測されているが、その解明は不十分である。 

積雪荷重による地すべり土塊の鉛直圧縮現象を明らかにするため、冬季の積雪深が 3-5m に及ぶ新潟

県上越市の伏野地すべり地において、新たに開発した鉛直変位計を用いて 3年間にわたる観測をおこな

った。その結果、冬季の積雪荷重の増加によって土塊が鉛直方向に最大 23-29mm（土層厚に対するひず

み量換算で 0.6-0.8%）圧縮される実態が明らかとなった。積雪荷重による土塊の鉛直圧縮が確認された

ことで、積雪期に地すべり活動が低下する根拠が得られた。一方で積雪のある状態で強い地震が発生す

ると、積雪荷重が土塊の急速な圧縮に加担するため間隙水圧が著しく上昇した（13.0-15.6kPa）。間隙水

圧の上昇は地すべり活動を促進させる方向に働く。これらから積雪荷重は概ね地すべり活動を抑制させ

る方向に働くが、地震時には一時的に活動を促進させる側面を持つことが明らかとなった。 

 
１－２）－（３）チーム長（光環境変動担当） 

齋藤武史 

「津波被災海岸林における被覆工の施工による土壌凍結抑制効果の解明および画 

像による樹勢衰退状況の把握手法の開発」 

 森林総合研究所東北支所と森と緑の研究所（岩手県盛岡市）との間で実施中の津波被災海岸林の再生

手法に関する共同研究の一環として、昨年度に試験地を設置した岩手県久慈市の津波被災海岸林跡地の

再生植栽地において、冬季間の地温の推移を観測し、厳寒期の土壌凍結の発生状況を調べた。その結果、

植栽地に被覆工を施工することによって、苗木の寒害発生の原因のひとつと考えられている土壌凍結の

発生を抑制することが可能であることを明らかにした。また、岩手県大船渡市の津波被災海岸林に試験

地を設定し、一般に公開されている震災直後の Google ストリートビューの画像を活用することにより、

生残木の樹勢の衰退状況の推移を被災直後にまで遡って毎木的に把握する手法を開発した。 

 
１－２）－（４）チーム長（地域資源利用担当） 
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小谷英司 
「低密度 LiDAR による青森県太平洋岸の海岸マツ林の津波被災前の林分パラメー 

タ復元手法の開発」 

 2011 年東北地方太平洋沖地震で発生した津波により、東北地域の太平洋側の海岸マツ林は大きな被害

を受けた。被害の精密把握や被害要因分析のために、平均樹高や林分材積などの林分パラメータの広域

把握が必要である。しかし、海岸マツ林は狭い範囲で複数回の造成により若齢林から高齢林までモザイ

ク状に分布しており、さらに海岸の厳しい環境のため林分状態は一様でなく、震災前の林況把握は容易

でない。本研究では、青森県八戸市から三沢市にかけての海岸マツ林を対象に、林分パラメータ(平均樹

高、林分材積、平均直径、本数密度)を、精密地形計測で利用される低密度 LiDAR を用いて推定する技術

を開発した。 

 使用したデータは、精密地形把握のために航空機により計測された国土地理院の「海岸における 3D

電子地図」で、震災前の 2006 年に得られた。LiDAR のオリジナルデータと地盤高(DTM)の差分から LiDAR

林冠高を計算した。また震災後の 2011 年冬季に対象域で 19点のプロット調査を実施した。プロット調

査から得られた林分パラメータと、LiDAR 林冠高から計算した LiDAR 指数を回帰分析した結果、精度よ

く林分パラメータを推定できることが分かった。回帰分析の結果と LiDAR データから、広域の林分パラ

メータを推定できた。 

 
１－２）－（５）チーム長（森林微生物管理担当） 

升屋勇人 
「ニレ類立枯病の日本における被害発生リスク評価」 

最近、北海道においてニレ類立枯病菌が発見された。実際の被害はまだ確認されていないが、今後枯

損が発生、拡大する可能性がある。そこで、本研究は、いち早く大発生に対して警戒、対応するために、

病原菌の起源と日本産ニレ類に対する病原力と変異の程度を確認することを目的として、日本国内にお

けるニレ類立枯病菌の分布状況、媒介者の種類、日本産ニレ類に対する病原力を明らかにするとともに、

それらの起源と侵入ルートを遺伝子解析によって解明し、種間交雑の有無、病原力の変異の頻度を評価

した。 
分布調査の結果、北海道全域に Ophiostoma novo-ulmi と O. ulmi が広く分布していることが明らか

となった。 
媒介者として機能しているのは、健全木を後食加害するニレノオオキクイムシであることが明らかと

なった。そして、その他のキクイムシは健全木に菌を媒介する可能性は低いと思われた。Ophiostoma 
ulmi および O. novo-ulmi の遺伝子解析の結果、釧路でのみ交雑の痕跡が見つかったことから、釧路か

ら広がった可能性が考えられた。さらに本州ではケヤキからニレ類立枯病菌の類似種が見つかった。接

種試験の結果、O. novo-ulmi およびケヤキ由来の種がハルニレ、ケヤキに対して比較的病原力が強かっ

た。ただし、非常に高い胞子濃度でなければ、接種枝は枯死しないことが明らかとなった。 
以上の結果から、媒介するキクイムシが大発生した際には枯損被害を引き起こすと予想された。 

 
 
１−２）−（６）森林生態研究グループ 

柴田銃江（研究グループ長）、八木貴信 
 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。今年度は主に、ナラ枯れ林の材積変化と下刈り省略に対するスギ・カラマツ稚樹の樹形的反応につ

いて調査した。 
 

「ナラ枯れ林の材積変化」 
 ミズナラ、コナラをはじめとするナラ類は広葉樹二次林の生態系を支える基盤種として知られている

が、1980 年代からカシノナガキクイムシが媒介するナラ菌によって、ナラ類が一斉に枯れる「ナラ枯れ」

が全国各地でみられるようになった。東北地方においても 1990 年半ばから山形県を中心にナラ枯れが

拡大してきた。そこで、ナラ枯れによる森林劣化の実態を把握し、回復見込みを検討するため、山形県
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において、未被害林およびナラ枯れ被害経過年数（ナラ枯れによる枯死木が発生してからの年数）の異

なる広葉樹二次林（合計 57 地点）の材積を比較した。未被害林の林分材積は平均 370m3/ha で、その 90％は

ナラ類（主にミズナラとコナラ）で占められていた。ナラ枯れ被害発生から 5 年以内の林分では、平均するとナラ

類の 50％が枯死し、材積は 220 m3/ha になった。被害発生から 10〜18 年経過した林分では、さらに 140m3/ha

程度にまで減少していた。この結果は、被害林内の一部のナラ類には、カシノナガキクイムシの穿孔とそれに続

くナラ菌の侵入があっても生き残る個体や、穿孔を免れる個体が存在するものの、それらのその後の生存や成

長は良くはないことを示唆する。そのため、林分材積でみた場合、ナラ枯れ被害林は少なくとも10数年では回復

せず、むしろ劣化が進むと考えられた。 

 

「下刈り省略に対するスギ・カラマツ稚樹の樹形的反応」 

 多雪地域の森林資源の持続に向けた低コスト再造林システム構築の一環として、岩手北部森林管理署

とともに、スギ・カラマツのコンテナ苗稚樹が下刈り省略に対して示す樹形的反応を調査した。岩手北

部森林管理署が二戸市（旧浄法寺町）のスギ・カラマツ若齢新植地（2011 年春植栽、JFA-300cc リブ付

きコンテナ苗使用）に設定した試験地で、秋の成長シーズン終了後に、植栽木の樹高、幹基部直径、樹

冠長、樹冠幅、主軸当年伸長量を測定し、これらの樹形要素間の関係（アロメトリー関係）を、下刈り

実施区（年一度盛夏に下刈り実施）と省略区（植栽後一度も下刈り実施せず）の間で比較した。植栽２

成長期後、両樹種とも植裁木の樹高にはバラツキが存在した。（１）樹高が異なっても、スギでは幹形状

比（樹高／幹基部直径の比）は変化しないが、カラマツでは変化し、樹高が大きな個体ほど主幹が細長

いことが示された。（２）樹冠形状比（樹冠長／樹冠幅の比）は両樹種とも樹高に対して増加し、樹高が

大きな個体ほど縦に細長い樹冠を持つことが示された。（３）下刈り省略への反応は、幹形状比でもっと

も顕著だった。両樹種とも下刈り省略区の方が主幹が細長くなり“モヤシ伸び”の幹形態になった。反

応は樹冠幅にも見られ、スギでは下刈り省略区の方が樹冠幅が狭くなったが、樹冠幅の反応はカラマツ

では不明瞭だった。このように下刈りの有無に対する樹形的反応には、樹種間で共通する部分と異なる

部分とが存在した。樹種に最適な合理的な下刈りパターンは、樹種が示す競争への可塑的反応を踏まえ

る必要がある。ここで明らかになった樹形的反応は、そのような下刈りパターン探索の基礎情報として

重要である。 
 
１−２）－（７）育林技術研究グループ 

八木橋勉（研究グループ長）、櫃間岳、 
齋藤智之、野口麻穂子 

 本研究グループは、樹木の成長や更新について生理や生態の立場から調査し、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。 
 

「東北地方におけるコンテナ苗と裸苗の成長比較」 
 平成24年度に、コンテナ苗の東北地方への導入にあたり、多雪寒冷気候下で実生コンテナ苗を使用し

た場合の活着・成長を確認することが課題であることが確認されたので、連携する機関の協力のもとコ

ンテナ苗植栽試験を開始し、その活着・成長を裸苗と比較した。平成25年度も引き続き試験を継続し、

植栽後２成長期後でも、コンテナ苗の活着率と成長量は普通苗とほぼ同等であることが明らかになった。 
 

「タケ類の開花周期はなぜ長いのか？ジェネット混在型競争回避仮説の検証」 
 タイ国のタケ類数種について一斉開花後の更新過程に注目し、成熟したジェネット（遺伝的に同一な

個体）の空間分布構造がどのように形成されるのかを解明するため、タケ類の更新期のデモグラフィー

を調査した。熱帯のタケは株構造を形成する過程で種間競争と山火事による撹乱を経験する。山火事の

頻度や競争の強度によってタケの優占度とジェネットの空間構造が決定することが示唆されており、今

後も調査を継続する。 
 

「冷温帯落葉樹林の二酸化炭素動態」 
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 本研究は冷温帯落葉樹林の二酸化炭素循環モデル開発の一環として、生理生態および物質生産的な側

面からブナ林の生態特性の解明を目的としている。平成２５年度も安比のブナ二次林において個葉レベ

ルの光合成測定の解析を行い、過去のデータと比較して光合成能力の年変動パターンを調べた。ブナの

葉の光合成能力は、平成２１年から２３年にかけての３年間は平成１６年から１９年より低いことが分

かった。光合成能力の変化の理由は、葉の食害や気象条件による樹木へのストレスの履歴だと推測され

るが、そのメカニズムは未解明であり，今後の課題である。 
 
１−２）－（８）森林環境研究グループ 

篠宮佳樹（研究グループ長）、阿部俊夫、 

安田幸生、久保田多余子、小野賢二 
本研究グループは落葉分解、土壌呼吸、森林と大気間の二酸化炭素の交換などの観測を通じて森林生態系

の炭素動態を解明する研究や、積雪寒冷地域における水文・気象観測を通じて山地災害の発生メカニズムに

関する研究を行っている。更に東日本大震災以降、森林環境の視点から被災した森林の復興に関する研究に

も取り組んでいる。本年度の研究成果は以下に示す通りである。 

 
「森林源流部小流域における台風時の渓流水を通じた放射性セシウムの流出」 

福島第一原発事故により汚染された源流部の森林小流域(1.2ha)において、台風４号(2012 年 6 月 19～20 日、

総雨量 168mm)に伴う出水時に渓流水の放射性セシウム(Cs)の流出について調査した。試験流域は針葉樹、落

葉広葉樹から成る。自動採水器により出水時の渓流水を 1 時間間隔で採集した。放射性 Cs 濃度、懸濁物質

(SS)濃度は流量増加過程で上昇した。最大降雨強度及び最大流量が観測された時、放射性 Cs 濃度、SS 濃度

も最大(134Cs 1.5 Bq L-1、137Cs 2.4 Bq L-1)になった。しかし、放射性 Cs 濃度、SS 濃度は流量逓減過程において

急激に低下した。ろ過後(孔径：0.7 μm)、渓流水の放射性 Cs濃度は未検出または 0.09 Bq L-1以下で、溶存態

の放射性 Cs 濃度は非常に低く、放射性 Cs は主に懸濁物質とともに流出したことが明らかとなった。この台風出

水に伴う試験流域の 134Cs、137Cs の流出量はそれぞれ 43 Bq m-2、72 Bq m-2 であった。これらの合計流出量は試

験流域付近の 134Cs ・137Cs 合計沈着量(180 kBq m-2)の 0.07％であった。それゆえ、森林からの（単位面積あた

り）放射性 Cs 流出率は台風による大きな出水であっても無視しうるほど小さいと結論した。 

 

「施業跡地からの濁水発生と作業道を通じた渓流への流入」 

林内走行型林業機械による施業は生産性と安全性に優れているが、残木の損傷や土壌圧密、濁水発生など

の悪影響も懸念される。そこで、林内走行型機械での施業が渓流の濁り（浮流土砂）に与える影響を解明するた

め、北海道遠軽町にある間伐 2 年後の山地流域において林地や作業道からの浮流土砂発生量と渓流水の浮

流土砂濃度を調査した。浮流土砂発生量は作業道、次いで機械走行跡の林地で高く、最大 10 分間雨量と正の

相関があった。未撹乱の林地からはほとんど発生しなかった。渓流水の浮流土砂濃度は、作業道が横断する箇

所（渓床にヒューム管を置き、上に盛土した構造）の下流側では出水時の最大濃度が数 1000ppm と極めて高か

ったが、作業道上流側の濃度は 1 桁低かった。作業道上下流の土砂流下量の差から、渓流の濁りの 70.9～

92.8%は作業道を通じて流入した浮流土砂と考えられた。このように機械走行は林地からの浮流土砂発生を増加

させるが、渓流の濁りに関しては作業道の影響がずっと大きいことが明らかになった。濁水対策としては、まず作

業道を通じた渓流への浮流土砂流入を防ぐことが重要といえる。 

 
「センサーネットワーク化による森林生態系炭素収支のリアルタイムモニタリング」 

森林生態系における二酸化炭素（CO2）の動態を調べるために、岩手県安比高原にあるブナ二次林（安比試

験地）で、大気－森林間の CO2 交換量の長期観測を実施している。安比試験地では、2013 年にセンサーネット

ワーク（各種観測機器のインターネット接続）を整備し、観測システムをオンライン化した。これにより、遠隔地観

測データのリアルタイム受信、観測システム制御プログラムの送受信、画像による観測現場の状況把握が可能

になった。データ受信により、リアルタイムのデータ監視およびデータ処理が行えるため、現在、このデータ監

視・処理システムを構築している。センサーネットワーク化の他の利点として、不調機器類の事前把握による観測

維持作業の効率化や、現場状況の目視（画像）確認による作業安全確保などが挙げられ、遠隔地における CO2

交換量観測が精緻化された。 
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なお、安比試験地でのセンサーネットワーク化は、携帯電話回線を用いて行われた。インターネットを介して、

試験地のデータ記録装置と接続し、データ受信やプログラム送受信を行っている。また、Ｗｅｂカメラを設置する

ことで、現場状況の把握を行っている。 

 

「津波被害木の塩害ストレスと地下水位および土壌水分変動」 

 青森県により津波被害木の詳細な調査が行われている、三沢市五川目地区のベルト A（幅 5m、長さ 210m のト

ランセクト）は、凹地形と凸地形が交互に続く起伏のある地形となっている。ここでは、クロマツが 2011 年夏以降

枯れ始め（赤枯れ）、凹地形で枯死、凸地形で生存し、地形によってクロマツの生死が明瞭に分かれた。土壌調

査によって赤枯れは塩害であることが報告されていることから、まず地形による排水状態の違いを調べるために、

ベルト A 内の凹地と凸地の各１カ所で地下水位と土壌水分（深さ 5cm、20cm、50cm、100cm）を測定した。一方、

年輪にはその時の光合成でできた生産物が保存され、樹木が水ストレスを受けて気孔を閉じると、炭素同位体

比が上昇する。この変化は過去に遡って調査できることから、クロマツが塩害によるストレスを受けたかどうかを年

輪の炭素同位体比によって調べた。地下水面は凸地で地表から年平均 3.0m の深さにあり、最高でも地表から

2.6mの所にある一方、凹地では地下水面は地表から平均1.5m、最高で1.0mまで上昇した。土壌水分は降雨で

増加しても凸地では深さ100cm まで速やかに排水する。一方、凹地では100cm の排水がゆっくりであった。年輪

の炭素同位体比は冬から夏にかけて大きくなり、震災前の 2008～2010 年まで-26.8‰から-25.8‰の間を変動し

ていた。汀線から 215ｍほど離れ、津波被害を受けなかったクロマツの炭素同位体比は震災前後で変化がなか

ったのに対し、津波被害を受けたクロマツでは 2011 年以降上昇し、-26.0‰から-25.5‰の間を変動し、塩害に

よるストレスを受けたと考えられた。このことから、凸地は凹地よりも塩害によるストレスを受けにくいと考えられた。 

 
   「福島第一原発事故に伴い森林に付加された放射性セシウムの森林林床における存在形態」 

福島第一原発事故で放出された放射性物質は福島を中心として東日本に降下した。ここでは、森林に付加さ

れ林床のリターに付着した放射性 Cs の濃度とその化学的特徴を解明するため、2012 年 8 月に福島県大玉村ス

ギ林およびアカマツ-落葉広葉樹林の林床からリターを層別に採取し分画して、各画分中の放射性 Cs を形態別

に Ge 半導体検出器により定量した。分画法は TAPPI(1997, 1998)に準じた。比較的移動性が高いとされる水・

有機溶媒可溶 Cs と酸可溶 Cs の濃度は 4 割以下で、予想に反して低い割合でしか存在しなかった。水・有機溶

媒可溶Csは遊離態、酸可溶Csは酸に対する共塩基態としてリター上で存在していると思われる。一方、比較的

難分解性で移動性が低いと予想される酸不溶 Cs はリターにおける全 Cs 濃度の 5～9 割を占めた。これは Cs

はアルカリ金属族の元素で、Na や K と同属であるにも関わらず、リター中には酸に対する共塩基としての性質を

持たない形態の Cs もリター中に高い割合で存在していることを示す。酸不溶 Cs を含む酸不溶態有機物は低比

重であるので、懸濁態浮遊物として森林域から下流域へ容易に溶出することが懸念され、注意が必要である。 

 
１−２）－（９）生物多様性研究グループ 
                                                            島田卓哉（研究グループ長）、 

鈴木祥悟、工藤琢磨、大西尚樹 
 当研究グループでは、森林に生息する野生動物の生態や管理技術について研究を行っている。対象は主

に哺乳類と鳥類であり、特定の種に注目した研究と群集を取り扱う研究とがある。25 年度に実施した研究の主

な内容は以下のとおりであるが、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。 

 
「野ネズミの春の餌資源としての堅果の再評価」 

 堅果（コナラ属樹木の種子、ドングリ）は森林に生息する動物にとって貴重な餌資源であるが、秋から冬に限定

される食物であると考えられてきた。本研究では、冬越し堅果（秋に落果後、翌春まで生き残った堅果、もしくは

そこから生じた実生の地下子葉部分）が翌年の春から夏にかけても野ネズミの主要な食物であることを検証する

ことを目的としている。野ネズミによる冬越し堅果の利用実態を解明し、堅果の栄養価の推移との関連を明らか

にするために、2 地点（岩手大学滝沢演習林−コナラ林、北海道大学雨龍研究林−ミズナラ林）において、野ネズ

ミの捕獲調査、野ネズミによる堅果の捕食状況調査及び堅果の栄養価の経時的変化の追跡を実施した。2013

年は岩手調査地においてはコナラが豊作であった。この森林においては、アカネズミによるコナラ堅果もしくは

冬越し堅果の捕食率（捕食された堅果数／コドラート内の健全堅果総数）は、越冬直後（4 月上旬：39.3％、下
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旬：19.0％）と越冬前（30.5％）とは同程度に高く、春においても堅果がアカネズミの重要な資源であることが明ら

かになった。しかし、実生展葉後（5 月以降）には捕食率は著しく低下することが判明した（5〜9％）。一方、コナ

ラ堅果は発育に伴って徐々にタンニンが増加し糖やデンプン等の非構造性炭水化物が減少するため、餌資源

としての価値が低下することが確認された。この傾向は、実生展葉後（概ね 5 月中旬以降）に顕著になり、平均タ

ンニン含有率が約 30％（タンニン酸当量）にまで上昇した。アカネズミによる冬越し堅果の捕食はこの栄養価の

低下とよく対応していることから、冬越し堅果は実生展葉前までは利用可能な資源であるが、展葉後は資源とし

ての価値を失うものと考えられた。また，ミズナラ林においても同様の結果が得られた。 

 

「ウソによるサクラ花芽の摂食」 

 25 年度全国各地で話題となった、ウソによるサクラ花芽の摂食被害について、岩手県内のサクラの名所での

被害概況を明らかにした。被害は、県北と県央エリアのソメイヨシノとエドヒガンで多く、県南エリアでも主に山沿

いの地域で被害が見られた。一方、沿岸エリアでは、平年並の着花量であった。また、東北支所構内では、2008

年からウソの生息数をラインセンサス法により調査するとともに、サクラの樹冠下にトラップを設置してウソに摂食

されて落下した芽鱗片の数を調べているが、ウソは主に１月中旬から３月中旬にかけて出現し、芽鱗片の落下数

も同時期に多くなっていた。ウソの生息数と芽鱗片の落下数は 2008 年、2010 年と 2012 年は少なく、2009 年、

2011 年と 2013 年には多いというように、調査期間内では１年おきに多い年と少ない年が繰り返された。サクラの

種や品種により被害程度や発生時期に違いが見られたが、この原因については、今後の検討課題である。 

 

「針葉樹人工林へ猛禽類の営巣を誘導するための人工巣の開発」 

 猛禽類は樹上に大きな巣を造るために，それを支えられる太い枝のある樹木が必要である。ところが，針葉樹

人工林は，優良材を生産するために太い枝が発達しないように管理されるため，そこに猛禽類が営巣することは

難しい。そこで，太い枝が発達していない針葉樹人工林に，人工巣を設置し，猛禽類が営巣するかを検証する

ための実験を行い，これまでに北海道でオオタカとトビを営巣させることができた。同様の検証実験を，2014 年

から希少種サシバを対象種にして行うために，2013 年 11 月と 2014 年 3 月に岩手県花巻市でサシバの営巣木

を探索し，観察した。その結果，サシバは太い枝の発達したアカマツの高木を主要な営巣木としていた。そのよ

うなアカマツは多数確認でき，現時点では営巣木が不足していなかったが，営巣木周辺のアカマツの半数近く

がマツ材線虫病により枯死していた。そのため，松枯れの進行とともに営巣木は減少すると予測され，アカマツ

以外の針葉樹人工林にサシバを営巣誘導するための人工巣を開発する必要があると判断された。 
 

「ナキウサギの個体群動態の解明」 

 ナキウサギが生息地として利用する岩塊堆積地は森林内にパッチ状に点在している。各岩塊堆積地における

個体数は季節によって増減し、また短期的な絶滅と近接する岩塊堆積地からの移入による再生を繰り返してい

ることから、岩塊堆積地を局所個体群とするメタ個体群構造が存在するとみなすことができる。北海道内の針広

混交林でナキウサギの生息地を春に探し、大小 28 の岩塊堆積地からなる固定調査地を設定した。秋に貯植食

物や糞などを根拠に生息調査を行ったところ 7 カ所の岩塊堆積地でナキウサギの生息が確認された。夏に大雪

山系においても生息調査を行ったところ、例年より貯食や糞が少なく、また、アマチュアカメラマンらに聞き込み

をしたところ、目撃頻度が非常に低かったとのことである。小型哺乳類では個体群密度が年ごとに変動すること

が一般的であり、今年は低密度の年だったと考えられる。固定調査地においても生息が確認された岩塊堆積地

は前年の予備調査よりも少なく、北海道内の広い範囲で個体群密度が低下していた可能性が示唆された。 

 
１−２）－（１０）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

について研究を行っている。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、その関連で東日本大震災以降の海岸マツ林津波被害に関わる研究も一

部実施している。25 年度に実施した研究の主な内容は以下の通りである。 
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「マツノマダラカミキリの分布の北限を決める要因」 
昆虫の分布の北限は、冬の寒さによって決まっていることが多い。我々は、東北地方の夏の夜の寒さ

に着目し、「マツノマダラカミキリの場合、成虫活動期である夏の夜の低温が、寿命および卵巣発育に影

響する」という仮説の検証を試みた。平成 24 年度に、15℃程度の夜の寒さでは、岩手県産のマツノマ

ダラカミキリ成虫の寿命および卵巣発育に影響しないことが明らかになっていたので、今年度は、さら

に低温だと影響するかどうかを調べた。その結果、10℃まで温度が下がっても寿命に対する影響は見ら

れなかった。一方、10℃恒温区では、卵巣が発育しなかった。25℃（14 時間）・10℃（10 時間）変温

区では、卵巣は発育したが、25℃恒温区と比べて、成熟卵数が少なくなった。すなわち、夏の夜の気温

が 10℃にまで下がると、成熟卵数に影響が出ることが明らかになった。 
 

  「アズキゾウムシ由来のボルバキアがマツノマダラカミキリに引き起こす細胞 
質不和合」 

 ボルバキアは昆虫類などの節足動物の共生細菌で、宿主の生殖機能を操作する性質を持つことで知ら

れる。ボルバキアをマツノマダラカミキリに人為的に導入することで、マツノマダラカミキリにどのよ

うな生殖異常が起こるのかを明らかにするため、アズキゾウムシ由来のボルバキアをマツノマダラカミ

キリの蛹に注入した。ボルバキアを注入した個体と注入しなかった個体を用いて 4 つの組み合わせ（A: 
注入♂×非注入♀、B: 非注入♂×注入♀、C: 注入♂×注入♀、D: 非注入♂×非注入♀）で交配させ、

それぞれの卵の孵化率を調べた。その結果、A の組み合わせでのみ卵の孵化率が有意に低下した。これ

は、注入したアズキゾウムシ由来のボルバキアがマツノマダラカミキリに対して細胞質不和合を引き起

こしたためと考えられた。また、ボルバキアを注入した雌個体が産んだ卵から孵化した幼虫の感染状態

を確認するために診断 PCR を行った結果、ボルバキアに感染した幼虫は 1 頭もなく、注入したボルバ

キアは親から子へと垂直伝播していないことが明らかとなった。このことから、今回の方法ではボルバ

キアの垂直伝播は起こらないものの、細胞質不和合を誘導することは可能であることが示唆された。 
 

「三沢市津波被害地海岸防災林試験地におけるクロマツ・広葉樹植栽試験」 
 東日本大震災津波の被害をうけた海岸林への再植林を実施するにあたり、土壌への塩類残存等による

悪影響が懸念されていた。また、広葉樹の活用を求める声が高かった。そこで、東北森林管理局と森林

総合研究所東北支所が共同して三八上北森林管理署浜通り国有林内に植栽試験地を設け、クロマツ、ケ

ヤキ、コナラ、カシワの苗木を植栽して活着と発育状況を調査して被害跡地に残る津波影響の有無や樹

種ごとの海岸林植栽への適性を検討した。植栽区は環境の厳しい海側と穏やかな陸側に設置し、海側で

は 2012 年 6 月 4 日（春植え）に各樹種のポット苗を、陸側では同 6 月 4 日（春植え）と 11 月 4 日（秋

植え）に普通苗とポット苗を、それぞれ植栽した。 
 春植えのクロマツでは、2013 年夏の時点で普通苗－ポット苗、陸側－海側によらず順調な活着、成長

が見られ、津波の後遺症と見られる悪影響は検知されなかった。カシワは陸側植栽区のポット苗はよく

活着していたが、普通苗では枯死が 50％に達し、海側ポット苗では衰退度合が高かった。ケヤキ、コナ

ラはどの処理区でも衰退の進行が激しかったが、陸側の静砂垣沿いなどで極端に成長のよい個体があっ

た。また、衰退した個体でも萌芽により枯死は回避されている場合が多かった。秋植え苗は樹種、普通

苗－ポット苗の別によらず活着が悪かった。以上から、海岸林植栽におけるクロマツの適性の高さが再

確認され、また環境条件、植栽条件を整えればカシワも十分に活用可能と考えられた。 
 本研究は、育林技術研究グループ、森林環境研究グループと共同で実施した。 
 
１−２）－（11）森林資源管理研究グループ 

天野智将（研究グループ長）、林 雅秀 
本グループは、地域経済に貢献するための林業振興のあり方や、山村住民の森林利用の仕組み等の森

林を取り巻く社会経済的構造の解明を通じて、山村社会の発展に寄与することを主要な目的として 12
課題を実施した。 

 
「東北地方に適した低コスト再造林システムの開発 
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秋田県湯沢市の国有林において皆伐とその後の造林を一貫して行う密着造林を行った事業地におい

て伐採、造材、集材、運材、地拵え、造林の各投入人数、機械の使用日数に関するデータを取得し、既

存の標準的な事業とのコスト比較を行うためのモデルを検討した。事業地個々で差異はあるものの、運

材待ちの時間等にグラップルが地拵えを行えば、伐採事業に影響を与えず造林費用の削減に効果がある

こと、またコンテナ苗を使用すれば１本当たりの植栽時間を 6 割削減可能であることが明らかになった。 
 

「木材の需給調整に関する研究」 
 資料収集とインタビュー調査に基づいて、東北地方における原木流通のコーディネート組織（A 組織）

による需給調整方法とその役割を検討した。その結果、2003 年に A 組織が設立されて以降、大きく分

けて次の 3 つの方法で需給調整を行ってきたことが分かった。 
 (1)全量受け入れ制（2003～2007 年）。この時期は、合板工場側の要求する需要量に対して A 組織傘

下の素材生産業者による供給量のほうが下回っていた時期であり、素材生産業者が合板向けに出荷する

原木の全量を合板工場が受け入れた。(2)納入日指定による受入制限制（2007～2009 年）。需要の求める

以上の供給がされるようになり、A 組織は 2007 年から納入日を指定する形で受け入れ制限を開始し、

2008 年にはリーマンショックの影響を受けて合板工場側が受入日をさらに絞った。この方法では、合板

工場の近くに立地する素材生産業者が有利なため、業者のなかには合板工場の近くに独自に土場を開設

し、受入日にピストン輸送する方法をとる者まで現れるなど、混乱がみられた。そのため、この時期に

A 組織全体の出荷量は月単位で大きく変動した。(3)希望数量割当制（2009 年～現在（2013 年）。2009
年より、A 組織が各業者に 2 ヵ月先までの樹種別・工場別の希望納入数量を調査したうえで、合板工場

側の要求量に合わせて数量を配分する方法を開始した。この方法により、月単位の出荷量の変動は落ち

着きをみせた。以上から 1 点目に、市場環境の変化に応じて需給調整方法を変えることと、2 点目に、

受入制限が必要な状況下では素材生産業者間で不平等が生じないような制度設計が重要であると考えら

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 駒木貴彰 巻頭言－震災復興への森林・林業研究の貢献 岩手経済研究 2013.07

2
駒木貴彰 東日本大震災が岩手県の林業に与えた影響 「日独バイオマスデー岩手シン

ポジウム」資料
2013.11

3

駒木貴彰 地元広葉樹材の大口需要者としてのパルプ・製紙工
場が地域経済に及ぼす影響 －三菱製紙白河工場のパ
ルプ生産中止を事例として－

「平成25年度岩手県議会森林・
林業政策研究会懇談会」資料

2013.04

4
山本幸一、駒木貴彰 国産広葉樹を原料とする製紙工場の存在と地元にお

ける広葉樹素材生産の関係
山林 No.1550、17-23 2013.07

5
松本和馬 低コスト再造林の手法と東北地方の課題. 東北森林科学会18回大会 2013.08

6

松本和馬 栃木県の短伐期里山林におけるチョウ類群集の構造
と種多様性. 

環境動物昆虫学会25回大会 2013.11

7
松本和馬 森林の高齢化と生物多様性の第２の危機． みどりの東北 114: 4 2013.09

8
松本和馬 分布域南部のルイヨウマダラテントウの食性集団． 昆虫と自然 49(1): 16-19. 2013.11

9
松本和馬、W A Noerdjito（インドネシア
科学院）

ロンボク島の荒廃地再造林地におけるチョウ類群集
10年間の変化．

日本昆虫学会第73回大会 2013.09

10

Tetsuo Kohyama (甲山哲生）（北大）、
Kazuma Matsumoto（松本和馬） 、Haruo 
Katakura（片倉晴雄）（北大）

Deep phylogeographical structure and parallel 
host range evolution in the leaf beetle Agelasa 
nigriceps .（キクビアオハムシにおける深い分岐を
伴う系統地理構造と平行的寄主進化）

Molecular Ecology 23(2): 
421-434. 
doi:10.111/mec.12597

2013.11

11
尾崎研一、北島博、松本和馬、神崎菜採、
太田祐子

温暖化により被害の拡大が危惧される森林病害虫 8pp（パンフレット） 2013.03

12

Natsumi Kanzaki（神崎菜採）、Ryusei 
Tanaka（田中龍聖）、Hiroshi Ikeda（池
田紘士）、Hisatomo Taki（滝久智）、 
Shinji Sugiura（杉浦真治）、Kazuma 
Matsumoto（松本和馬）

Phylogenetic status of and insect parasitism in 
the subfamily Entaphelenchinae Nickle with 
description of Peraphelenchus orientalis n. sp. 
(Tylenchomorpha: Aphelenchoididae).（新種
Peraphelenchus orientalis の記載、および
Entaphelenchinae亜科における系統的位置と昆虫寄
生性）

Journal of Parasitology 99(4):: 639-
649

2013.08

13

清水晃（首都大）、西本裕（神戸女学院
大）、牧野俊一、岡部貴美子、佐山勝彦、
松本和馬、遠藤知二（神戸女学院大）

竹筒トラップ法を用い たクモバチ(ベッコウバチ) 
科の托卵寄生種の探索

日本昆虫学会第73回大会 2013.09

14

久留島宏明（首都大）、清水晃（首都
大）、西本裕（神戸女学院大）、佐山勝
彦、松本和馬、加藤学（山田養蜂）、渡邊
謙太（沖縄高専）

ナミヒメクモバチ(クモバチ科)日本集団の配偶行動
解析

日本昆虫学会第73回大会 2013.09

15
柴田銃江、上野満（山形県森林セ）、八木
橋勉、齊藤正一（山形県森林セ）

山形県におけるナラ枯れ林の構造 日本森林学会大会学術講演集 
125: P2-106

2014.03

16
菊地賢、柴田銃江、田中浩 森林の分断化が冷温帯主要樹種イタヤカエデの交配

様式に及ぼす影響
日本森林学会125回大会講演要
旨 E02

2014.03

17

Rei Shibata（柴田嶺）（東北大）、 
Mitsue Shibata（柴田銃江）、 Hiroshi 
Tanaka（田中浩）、Shigeo Iida（飯田滋
生）、Takashi Masaki（正木隆）、Fumika 
Hatta（八田芙美香）（東北大）、Hiroko 
Kurokawa（黒川紘子（東北大）、Tohru 
Nakashizuka（中静透）（東北大）

Interspecific variation in the size-
dependent resprouting ability of temperate 
woody species and its adaptive significance.
（温帯林樹木のサイズ依存的萌芽能力の種間差と
その適応的意義）

Journal of Ecology 102:209-
220

2014.01

18
飛田博順、九町健一（鹿児島大）、柴田銃
江、壁谷大介、矢崎健一、北尾光俊

御岳山の土石流跡地に天然更新したハンノキ属樹種
の葉の窒素安定同位体比の変動

日本生態学会61回大会講演要旨 2014.03

19

Shinji Oki（沖慎司）（秋田県立大）、 
Tatsuro Akiyoshi（秋吉達郎）（秋田県立
大）、Daisuke Hoshino（星野大介）
（JRCAS）、Mitsue Shibata（柴田銃
江）、Michinari Matsushita（松下通也）
（秋田県立大）、Kazuhiko Hoshizaki（星
崎和彦）（秋田県立大）

Interactive effect of canopy and fluvial 
disturbances on sapling community structure and 
species diversity in a montane riparian forest.
（山地渓畔林の稚樹の群集構造と種多様性における
林冠と洪水撹乱の複合的効果）

Ecoscience 20(2):194-203 2013.06

20

Kazuhiko Hoshizak（星崎和彦）（秋田県
立大）、Shinji Oki（沖慎司）（秋田県立
大）、Tatsuro Akiyoshi（秋吉達郎）（秋
田県立大）、Daisuke Hoshino（星野大
介）（JIRCAS）、Mitsue Shibata（柴田
銃江）, Michinari Matsushita（松下通
也）（秋田県立大）

Interactive effect of canopy and fluvial 
disturbances on sapling bank and species 
diversity in a montane riparian forest.（山地渓
畔林の稚樹バンクと種多様性における林冠と洪水撹
乱の複合的効果）

日本森林学会125回大会講演要
旨 P2−073

2014.03

21
八木貴信 樹形から読み解くブナ稚樹の”知恵” 成長にあわせ

て生き方を変える
Forest Winds 55 2013.11

22

八木貴信、野口麻穂子、齋藤武史、八木
橋勉、成松眞樹（岩手県林業技術セン
ター）、松尾亨（岩手北部森林管理署）

周囲植生の有無に対するスギ・カラマツ稚樹の樹形
的反応

日本生態学会大会講演要旨集 
61: PA1-076

2014.03

23
成松眞樹（岩手県林業技術センター）、八
木貴信、野口麻穂子

植栽当年におけるカラマツコンテナ苗地上部、地下
部の成長量の経時的変化

日本森林学会第125回大会講演
要旨集、125：P2-047

2014.03

24

八木橋勉 コンテナ苗の成長比較事例と課題 コンテナ苗から考える東北の低
コスト造林セミナー要旨集（森
林総合研究所東北支所） 1: 7

2013.10

11

平成２６年版　森林総合研究所東北支所年報



 著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号頁 発行年月

25
八木橋勉 コンテナ苗Q＆A 岩手県でも普及中 岩手の林業（岩手県林業改良普

及協会） 672: 4-5
2013.11

26
八木橋勉、安田雅俊 疑似果実を用いた森林内での鳥散布種子の回収率向

上
東北森林科学会誌 19: 8-11 2014.03

27

Tsutomu Yagihashi （八木橋勉）、
Tatsuya Otani （大谷達也）、Naoki Tani 
（谷尚樹）（国際農林セ）、Tomoki 
Nakaya （中谷友樹）（立命館大）、Abd 
Rahman Kassim （FRIM)、Tetsuya Matsui 
（松井哲哉）、Hiroyuki Tanouchi （田之
内裕之）、Tamotsu Sato （佐藤保）、
Kaoru Niiyama （新山馨）

Habitats Suitable for the Establishment of 
Shorea curtisii Seedlings in a Hill Dipterocarp 
Forest, Peninsular Malaysia (半島マレーシアの丘
陵フタバガキ林におけるShorea curtisii稚樹の更新
適地 )

Abstracts for the 
international workshop: 
Monitoring of forest 
ecosystem 1: 18

2013.12

28

Tamotsu Sato （佐藤保）、Kaoru Niiyama 
（新山馨）、Tsutomu Yagihashi （八木
橋勉）、Mahoko Noguchi （野口麻穂
子）、Abd Rahman Kassim （FRIM）、
Azizi Ripin （Green Forest Resources）

Comparison in forest carbon stocks among 
different canopy conditions in two typical 
dipterocarp forest types, Peninsular Malaysia 
(半島マレーシアの典型的な2つのフタバガキ林にお
ける 林冠状態の違いによる炭素蓄積量の比較)

Abstracts for the Annual 
Symposium of the 
International Association 
for Vegetation Science 56: 
220

2013.06

29

Tamotsu Sato（佐藤保）、Kaoru Niiyama
（新山馨）、Tsutomu Yagihashi（八木橋
勉）、Mahoko Noguchi（野口麻穂子）、
Abd. Rahman Kassim（マレーシア森林研究
所）、Azizi Ripin（Green Forest 
Resources）

Comparison of forest carbon stocks between 
canopy conditions in two typical dipterocarp 
forest types in Peninsular Malaysia（半島マレー
シアの典型的な2つのフタバガキ林における 林冠状
態の違いによる炭素蓄積量の比較）

森林総合研究所研究報告、
12(4) (Bulletin of FFPRI 
429) 、177−178

2013.12

30

佐藤保、新山馨、八木橋勉、Abd Rahman 
Kassim （FRIM)、Azizi Ripin （Green 
Forest Resources）

異なるアロメトリ式を用いた低地フタバガキ林の森
林炭素蓄積量の比較

日本森林学会大会学術講演集 
125: D15

2014.03

31

Tetsuya Matsui （松井哲哉）、Katsuhiro 
Nakao （中尾勝洋）、Motoki Higa （比嘉
基起）（高知大）、Ikutaro Tsuyama （津
山幾太郎）、Yuji Kominami （小南裕
志）、Tsutomu Yagihashi （八木橋
勉）、Nobuyuki Tanaka （田中信行）

Predicting Changes In Canopy Species 
Compositions After The Decline Of Beech Forest 
Under Climate Change Scenarios In Japan (気候変
化シナリオにおけるブナ林衰退後の林冠構成樹種の
変化予測)

Abstracts, International 
Conference Primeval Beech 
Forests, Reference Systems 
for the Management and 
Conservation of 
Biodiversity, Forest 
Resources and Ecosystem 
Services: 82

2013.06

32

新山馨、飯田滋生、木村勝彦（福島大
学）、佐藤保、田中憲蔵、八木橋勉、
Azizi Ripin（Green Forest 
Resources）、Abd Rahman Kassim （マ
レーシア森林研究所）、小杉緑子（京都大
学）

マレーシア半島、パソ保護林での２０年間のリター
データから見た一斉開花・結実現象

日本熱帯生態学会大会講演要旨
集23: 38

2013.06

33

Naoki Tani（谷尚樹）（国際農林セ）、
Yoshihiko Tsumura（津村義彦）、Keita 
Fukasawa（深澤圭太）（横国大）、
Tomoyuki Kado（角友之）（総研大）、
Yuriko Taguchi（田口由利子）（東京大
学）、Soon L. Lee (FRIM)、Chai T.Lee 
(FRIM)、Norwati Muhammad (FRIM)、Kaoru 
Niiyam（新山馨）、Tatsuya Otani（大谷
達也）、Tsutomu Yagihashi（八木橋
勉）、Azizi Ripin (GFR)
Abd Rahman Kassim, (FRIM)

Bayesian Analysis Helps to Understand Mating 
System and Pollen Dispersal on Tall Tropical 
Trees (熱帯高木類の繁殖システムと花粉散布の理解
に役立つベイズ解析)

Malaysia Genetics Congress 
10: S16a

2013.12

34

Tamotsu Sato （佐藤保）、Kaoru Niiyama 
（新山馨）、Hiroshi Tanaka （田中
浩）、Takeshi Toma （藤間剛）、Abd. 
Rahman bin Kassim （マレーシア森林研究
所）、Niro Higuchi （国立アマゾン研究
所）、Keizo Hirai （平井敬三）、Shigeo 
Iida （飯田滋生）、Moriyoshi Ishizuka 
（石塚森吉）、Yoshiyuki Kiyono （清野
嘉之）、Adriano Jose Nogueira Lima 
（国立アマゾン研究所）、Dokrak Marod 
（カセサート大学）、Yoko Osone （大曽
根陽子）、Alberto Carlos Martins Pinto 
（アマゾナス州立大学）、Sutedjo （ムラ
ワルマン大学）、Rempei Suwa （諏訪練
平）、Ryuichi Tabuchi （田淵隆一）、
Jumpei Toriyama （鳥山淳平）、Warsudi 
（ムラワルマン大学）、Tsutomu 
Yagihashi （八木橋勉）

Stocks in coarse woody debris in forest 
ecosystems (森林生態系における粗大有機物の蓄積
量)

Abstracts for the 
international workshop: 
Monitoring of forest 
ecosystem 1: 4

2013.12

35 櫃間岳 ヒバ育林の諸問題 森と緑の研究所研究会報 52 2013.04

36
櫃間岳、八木橋勉、野口麻穂子、八木貴
信、柴田銃江

東北地方におけるコンテナ苗の植栽事例と問題点 東北森林科学会大会講演要旨
集、18：11

2013.08

37
櫃間岳、八木橋勉、野口麻穂子、八木貴
信、柴田銃江

東北地方における低コスト再造林の取組み 森林施業研究会ニューズレター
58:（口頭発表，要旨なし）

2013.09

38
正木隆、櫃間岳、八木橋勉、野口麻穂子、
柴田銃江、高田克彦（秋田県立大）

スギ林における壮齢時の間伐は樹高の長期的な成長
にどのように影響するか?

日本森林学会誌 95: 227-233 2013.08

39

正木隆、櫃間岳、八木橋勉、杉田久志、長
池卓男（山梨県森林総研）、斎藤哲、壁谷
大介、梶本卓也、太田敬之

樹木の成長からみた高齢級林分の個体配置 日本森林学会大会学術講演集 
125: T20-03

2014.03
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40
落合幸仁、八木橋勉、那須野俊、織部雄一
朗

コンテナ苗を使ってみませんか？ 森林総合研究所東北支所パンフ
レット

2014.03

41

松下通也（秋田県大）、高田克彦（秋田県
大）、櫃間岳、八木橋勉、野口麻穂子、柴
田銃江、正木隆

スギ直径成長に対する個体サイズ・齢関係および競
争効果の定量的評価

日本森林学会大会学術講演集 
125: G03

2014.03

42
齋藤智之 ササのユニークな生態とその管理・利用：林床植物

としてのササの管理
森林科学 69: 2-3 2013.10

43

Saitoh Tomoyuki（齋藤智之）、Marod 
Dokrak（カセサート大）、Tanaka Hiroshi
（田中浩）、Sato Tamotsu（佐藤保）

Gregarious flowering and regeneration process 
of tropical bamboo under the influence of 
forest fire（熱帯性タケ類における山火事影響下の
一斉開花と更新過程）

International Workshop on 
Ecological Knowledge for 
Adaptation on Climate Change 
p29-31

2013.12

44

齋藤智之、矢崎健、松井哲哉、酒井武、宇
都木玄、川崎達郎、杉田久志、池田重人、
赤間亮夫、渡部秀行（福島林研セ）、高橋
正通

広葉樹林の林床性ササ個体内に蓄積された放射性セ
シウムの動態

日本森林学会大会学術講演集 
125:H08

2014.03

45

Kimura Megumi Katou（木村恵）、Kabeya 
Daisuke（壁谷大介）、Saito Tomoyuki
（齋藤智之）、Moriguchi Yoshinari（森
口善成）（新潟大）、Uchiyama Kentarou
（内山憲太郎）、Migita Chiharu（右田千
春）、Chiba Yukihiro（千葉幸弘）、
Tsumura Yoshihiko（津村義彦）

Effects of genetic and environmental factors on 
clonal　reproduction in old-growth natural 
populations of Cryptomeria japonica（高齢スギ天
然林の栄養繁殖における遺伝および環境要因の影
響）

Forest Ecology and 
Management 304:10-19

2013.09

46
壁谷大介、長谷川元洋、岡本透、齋籐智
之、伊藤江利子

カラマツの葉の窒素濃度に対する過去の土地利用履
歴の影響

日本森林学会大会学術講演集 
125:P2-123

2014.03

47

杉田久志、九島宏道、酒井武、齋藤智之、
今村正之（木曽林新管理署）、三村晴彦
（木曽森林管理署）

木曽地方のヒノキ人工林における天然更新試験29年
後の状況

日本森林学会大会学術講演集 
125:D01

2014.03

48

杉田久志、九島宏道、楯直顕（岐阜森林管
理署）、酒井武、齋藤智之、三村晴彦（木
曽森林管理署）、森澤猛

赤沢施業実験林における単木抜き切り２６年後のヒ
ノキの更新状況

中部森林研究 61:83-84 2013.05

49

松尾歩（秋田県立大）、富松裕（山形
大）、陶山佳久（東北大）、鈴木準一郎
（首都大東京）、齋藤智之、柴田昌三（京
大）、蒔田明史（秋田県立大）

広域同調開花したチュウゴクザサの更新初期過程
　～ジェネット構造と繁殖成功度に注目して～

日本生態学会大会講演要旨集：
F2-11

2014.03

50

九島宏道、杉田久志、楯直顕（岐阜森林管
理署）、今村正之（木曽森林管理署）、酒
井武、齋藤智之、西村尚之（群馬大）、三
村晴彦（木曽森林管理署）、森澤猛

赤沢施業実験林における択伐約30年後のヒノキの更
新状況

日本森林学会大会学術講演集 
125:D02

2014.03

51

Tanaka Hiroshi（田中浩）、Marod Dokrak
（カセサート大）、Kutintara U（カセ
サート大）、Panuthai S（タイ王室林野
局）、Hirai Keizou（平井敬三）、
Takahashi Masamichi（高橋正通）、Saito 
Tomoyuki（齋藤智之）、Nakashizuka 
Tooru（中静透）（東北大）、Sato 
Tamotsu（佐藤保）

Influence of under-growing bamboos to the 
aboveground biomass in a tropical seasonal 
forest, Thailand（タイ熱帯季節林の地上部現存量
に対するタケ類生育の影響）

International Workshop on 
Ecological Knowledge for 
Adaptation on Climate Change 
p16-19

2013.12

52
野口麻穂子、和田覚（秋田県森林技術セン
ター）

植栽密度の違いがスギ若齢林の林分構造と成長に及
ぼす影響

日本森林学会大会学術講演集　
125：P2-043

2014.03

53

Mahoko Noguchi（野口麻穂子）、Kazuki 
Miyamoto（宮本和樹）、Shiro Okuda（奥
田史郎）、Takeharu Itou（伊藤武治）、
Atsushi Sakai（酒井敦）

Response of understory vegetation to thinning 
in hinoki cypress plantations in southwestern 
Japan（西南日本のヒノキ人工林における間伐後の下
層植生変化）

56th IAVS Symposium 
Vegetation patterns and 
their underlying processes : 
abstracts、172

2013.06

54
酒井敦、野口麻穂子、伊藤武治、酒井寿夫 高性能タワーヤーダによる間伐木集材後の林床植生

変化
森林総合研究所四国支所年報、
54：20-22

2013.12

55

Kazuki Miyamoto（宮本和樹）、 Shiro 
Okuda（奥田史郎）、 Yoshiyuki Inagaki
（稲垣善之）、Mahoko Noguchi（野口麻
穂子）、Takeharu Itou（伊藤武治）

Within- and between-site variations in leaf 
longevity in hinoki cypress (Chamaecyparis 
obtusa) plantations in southwestern Japan（西南
日本のヒノキ林におけるサイト内およびサイト間の
葉寿命の差異）

Journal of Forest Research、
18（3）：256-259

2013.06

56 岡本隆 雪の深さを空から測る Forest Winds 53:1-2 2013.07

57
岡本隆、松浦純生（京都大学） 積雪荷重による山地斜面の沈下現象 日本森林学会研究発表会、

125:264
2014.03

58

Hikaru Osawa（大澤光）（京都大学）、
Takashi Okamoto（岡本隆）、 Sumio 
Matsuura（松浦純生）（京都大学）、
Kazutoki Abe（阿部和時）（日本大学）

Fluctuations in pore-water pressures triggered 
by earthquakes at the Busuno landslide（伏野地
すべりにおける地震時の間隙水圧変動）

Japan Geoscience Union 
Meeting(2013):H-DS06-P03

2013.05

59

Sumio Matsuura（松浦純生）（京都大
学）、Takashi Okamoto（岡本隆）、
Hikaru Osawa（大澤光）（京都大学）、
Tatsuya Shibasaki（柴崎達也）（京都大
学）、Kazutoki Abe（阿部和時）（日本大
学）、Yasuhiko Okada（岡田康彦）

Fluctuations in the pore-water pressure of a 
reactivated landslide in a snowy district（積雪
地域の再活動型地すべりにおける間隙水圧変動）

Proceedings of World 
Landslide Forum 3、3:2-6

2013.06
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60

松浦純生(京都大学）、岡本隆、岡田康
彦、大澤光（京都大学）、柴崎達也（京都
大学）、中町聡（京都大学）、阿部和時
（日本大学）、斉藤博（国土防災技術）、
土佐信一（国土防災技術）

豪雪地帯の再活動型地すべり地における間隙水圧の
観測

日本地すべり学会研究発表講演
集、52:145

2013.08

61
中町聡（京都大学）、松浦純生（京都大
学）、岡本隆

温暖化進行に伴う気候変動による土砂災害発生
危険度の評価

日本地球惑星科学連合大会
（2013）:HDS27-P14

2013.05

62
柴崎達也（京都大学）、大澤光（京都大
学）、岡本隆、松浦純生（京都大学）

地温の季節変動が斜面変動に及ぼす
影響

京都大学防災研究所研究発表講
演会（平成25年度）:D11

2014.02

63

大澤光（京都大学）、松浦純生（京都大
学）、岡本隆、松四雄騎（京都大学）、寺
島智己（京都大学）、中町聡（京都大
学）、柴崎達也（京都大学）、平島寛行
（防災科研）

豪雪地帯における地すべり移動体の浸透能試験 日本地すべり学会研究発表講演
集、52:236

2013.08

64

大澤光（京都大学）、松浦純生（京都大
学）、岡本隆、松四雄騎（京都大学）、寺
嶋智己（京都大学）、柴崎達也（京都大
学）、中町聡（京都大学）、阿部和
時（日本大学）

豪雪地帯の斜面変動場における浸透能の季節変化 京都大学防災研究所研究発表講
演会（平成25年度）:P11

2014.02

65

Sumio Matsuura（松浦純生）（京都大
学）、Masahiro Chigira（千木良雅弘）
（京都大学）、Yuki Matsushi（松四雄
騎）（京都大学）、Takashi Okamoto（岡
本隆）

Sediment-related disasters caused by the 
Nagano-Ken Hokubu Earthquake in the heavy snow 
season（積雪期における長野県北部地震時の土砂災
害）

Studies on the 2011 Off the 
Pacific Coast of Tohoku 
Earthquake (Springer):157-
175

2013.12

66

中町聡（京都大学）、松浦純生（京都大
学）、阿部修（防災科研）、平島寛行（防
災科研）、上石勲（防災科研）、望月重人
（防災科研）、岡本隆、柴崎達也（京都大
学）、大澤光（京都大学）

森林が強風時の融雪特性に与える影響 雪氷研究大会（2013）:P1-69 2013.09

67

齋藤武史 画像編集ソフトを用いた全天空写真の適正な２値化
手法の検討II－白飛びおよび黒潰れを除去した画像
による解析－

第125回日本森林学会大会学術
講演集、196

2014.03

68

齋藤武史、八木貴信、八木橋勉、松尾亨
（岩手北部森林管理署）

岩手北部森林管理署管内御山国有林のコンテナ苗植
栽試験地における地温の季節変化－2012 年度冬季の
観測結果－

平成２５年版 森林総合研究所
東北支所年報、54：21-25．

2013.12

69
齋藤武史、村井宏（森と緑の研究所） Googleストリートビューを活用した津波被災海岸林

の衰退度調査
平成25年度日本海岸林学会岩手
大会講演要旨集、16-17

2013.10

70
齋藤武史、村井宏（森と緑の研究所）、照
井隆一（森と緑の研究所）

三陸北部の津波被災海岸林再生植栽試験地における
土壌凍結の発生と消長－被覆工の有無による違い－

東北森林科学会第18回大会講演
要旨集、75

2013.08

71
齋藤武史、村井宏（森と緑の研究所）、照
井隆一（森と緑の研究所）

三陸北部の津波被災海岸林跡地に開設した植栽試験
地における土壌の凍結過程と被覆工による緩和効果

東北森林科学会誌、19(1)：18-
21

2014.03

72
橋本良二（岩手大学）、齋藤武史 津波被害を受けた海岸マツ生残木の樹勢判定－樹液

流測器の実用性の検討－
岩手大学農学部演習林報告、
44：119-125

2013.06

73
篠宮佳樹、小林政広、澤野真治、坪山良夫 列状間伐実施中の森林流域における懸濁態物質の動

態
東北森林科学会大会講演要旨
集、18:73p

2013.08

74
篠宮佳樹、大年邦雄（高知大農）、横山雄
一(四電技Ｃ）、小松和博(四電技Ｃ）

森林流域における大雨時の栄養塩動態：2011年7月の
四万十川源流域における出水

日本水環境学会年会講演集48：
527

2014.03

75
篠宮佳樹、小林政広、澤野真治、坪山良夫 列状間伐実施中の森林流域における懸濁態物質の動

態と植生回復
日本森林学会大会学術講演集、
125：206

2014.03

76

篠宮佳樹、玉井幸治、小林政広、大貫靖
浩、清水貴範、飯田真一、延廣竜彦、澤野
真治、坪山良夫、蛭田利秀（福島林研セ）

森林流域における渓流水を通じた放射性セシウムの
年間流出量とその特徴

日本地球惑星科学連合2013年大
会講演集:AHW30-P07

2013.05

77

篠宮佳樹、小林政広、小野賢二、志知幸
治、玉井幸治、大貫靖浩、清水貴範、飯田
真一、延廣竜彦、澤野真治、坪山良夫、蛭
田利秀（福島県林業研究センター）

森林源流部での渓流水を通じた出水時の懸濁物質お
よび放射性セシウムの流出

土壌物理学会大会講演要旨集、
55:105-106

2013.10

78
坪山良夫、篠宮佳樹、池田重人、橘内雅敏
（福島県林業研究センター）

森林から流れてくる水に放射性セシウムはほとんど
含まれない

森林総合研究所　平成25年版　
研究成果選集:42-43

2013.07

79
稲垣善之、篠宮佳樹、野口享太郎、平井敬
三、金子真司

間伐がスギ人工林におけるリターフォール供給と土
壌の炭素窒素蓄積量に及ぼす影響

関東森林研究65：115-118 2014.03

80
小林政広、大貫靖浩、篠宮佳樹、蛭田利秀
（福島県林業研究センター）

森林における樹冠－堆積有機物－土壌の水移動に伴
う放射性セシウムの移行

日本地球惑星科学連合2013年大
会講演集:AHW30-11

2013.05

81

坪山良夫、橘内雅敏（福島県林業研究セン
ター）、池田重人、篠宮佳樹、小林政広、
野口正二、玉井幸治

森林から流出する渓流水中の放射性セシウムについ
て

日本森林学会大会学術講演集、
125：158

2014.03

82

蛭田利秀（福島県林業研究センター）、川
口知穂（福島県林業研究センター）、壽田
智久（福島県中農林）、坪山良夫、大谷義
一、小林政広、篠宮佳樹

多田野試験林における落葉・落枝のCs-137量と土壌
への移行

東北森林科学会大会講演要旨
集、18:33p

2013.08

83
阿部俊夫、山野井克己、倉本惠生 平坦な河畔林におけるヤナギ落葉散布の面的推定 日本森林学会大会学術講演集、

125: 132
2014.03

84

阿部俊夫、佐々木尚三、相澤州平、橋本
徹、山野井克己

作業道を通じた間伐林分から渓流への浮流土砂流入
～生田原国有林の事例～

北方森林学会大会・研究発表タ
イムテーブルおよび会場、62: 
7

2013.11

85
阿部俊夫、佐々木尚三、相澤州平、橋本
徹、山野井克己

作業道を通じた間伐林分から渓流への浮流土砂流入
～生田原国有林の事例～

北方森林研究、62: 91-94 2014.02
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86
阿部俊夫、坂本知己、壁谷直記、萩野裕
章、延廣竜彦、野口宏典、田中浩

北関東の山地斜面における希な樹種を用いた落葉移
動距離の解明

森林総合研究所研究報告、
13(1): 1-11

2014.03

87 安田幸生 森林は二酸化炭素を吸っている？吐いている？ Forest Winds 54 2013.09

88

安田幸生、大谷義一、蛭田利秀（福島県林
研センター）、渡部秀行（福島県林研セン
ター）、橘内雅敏（福島県林研センター）

森林内における土壌中放射性物質濃度分布と林床面
放射線量

日本農業気象学会2014全国大会
講演要旨、100

2014.03

89

Yasuko Mizoguchi（溝口康子）、Yasuda 
Yukio（安田幸生）、Yoshikazu Ohtani
（大谷義一）、Tsutomu Watanabe（渡辺
力）(北大)、Yuji Kominami（小南裕
志）、Katsumi Yamanoi（山野井克己）

A practical model to estimate 
photosynthetically active radiation using 
general meteorological elements in a temperate 
humid area, and comparison among models（温帯湿
潤地域における一般気象データを用いた光合成有効
放射推定実用モデルとモデル間比較）

Theoretical and Applied 
Climatology、115、583-589

2014.02

90

中井裕一郎、山野井克己、溝口康子、安田
幸生、大谷義一、高梨聡、油田さと子、小
南裕志、深山貴文、北村兼三、萩野裕章

森林総研フラックスネットの観測データ解析による
森林群落の炭素収支関連パラメータ特性

日本森林学会学術講演集、
125:127

2014.03

91

大谷義一、坪山良夫、橘内雅敏（福島県林
研センター）、岡野通明、中井裕一郎、安
田幸生、後藤義明

森林内で測定した放射線量率の経時変化－落葉除去
処理から2年間の測定結果－

東北森林科学会大会講演要旨
集、18:76

2013.08

92

小松雅史、吉村謙一、藤井佐織（横国
大）、矢崎健一、溝口康子、深山貴文、小
南裕志、安田幸生、山野井克己、北尾光俊

落葉広葉樹林における対流圏オゾン濃度の推定 関東森林学会大会、3:15 2013.10

93

Masabumi Komatsu（小松雅史）、Kenichi 
Yoshimura（吉村謙一）、Saori Fujii（藤
井佐織）（横国大）、Kenichi Yazaki（矢
崎健一）、Hiroyuki Tobita（飛田博
順）、Yasuko Mizoguchi（溝口康子）、
Takafumi Miyama（深山貴文）、Yuji 
Kominami（小南裕志）、 Yukio Yasuda
（安田幸生）、Katsumi Yamanoi（山野井
克己）、Mitsutoshi Kitao（北尾光俊）

Ozone flux studies on broad leaved forests in 
Japan（日本の広葉樹林におけるオゾンフラックス研
究）

Proceedings of international 
symposium on agricultural 
meteorology 2014、192

2014.03

94

Masahito Ueyama(植山雅仁）(大阪府大)、
Kazuhito Ichii(市井和仁）(福島大)、
Nobuko Saigusa(三枝信子)(国環研）、
Takashi Hirano(平野高司)(北大)、M. 
Alberto(北大)、Jun Asanuma(浅沼順)(筑
波大)、S. J. Han（CAS）、Y. –J. Hsia
（Dong Hwa大）、M. Kang（Seoul大）、J. 
Kim（Seoul大）、Kenzo Kitamura（北村兼
三）、Yuji Kominami（小南裕志）、
Hiroaki Kondo(近藤裕昭)(産総研)、Ayumi 
Kotani(小谷亜由美)(名大)、Yoshiko 
Kosugi(小杉緑子)（京大）、S. –G. Li
（CAS）、Y. N. Li（CAS）、Takahisa 
Maeda(前田高尚)(産総研)、Yojiro 
Matsuura(松浦洋次郎)、Akira  Miyata(宮
田明)(農環研)、Yasuko Mizoguchi(溝口康
子)、Takeshi Ohta(太田岳志)(名大)、
Takanori Shimizu(清水貴範)、Kentaro 
Takagi(高木健太郎)(北大)、Ichiro 
Tamagawa(玉川一郎)（岐阜大）、Y. 
Tang(国環研)、H. Wang（CAS）、Yukio 
Yasuda（安田幸生）、G. –R. Yu（CAS）、
Y. –P. Zhang（CAS）、F. -H. Zhao
（CAS）

An integrated FLUX database for Asia（アジアの
統合フラックスデータベース）

Proceedings of international 
joint conference of 11th 
AsiaFlux international 
workshop, 3rd HESSS, 14th 
annual meeting of KSAFM、PO-
126

2013.08
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95

Kazuhito Ichii(市井和仁）(福島大)、
Masahito Ueyama(植山雅仁）(大阪府大)、
Masayuki Kondo(近藤雅征)(福島大)、H.Y. 
Lee（Kyungpook国大）Akihiko Ito(伊藤昭
彦)(国環研)、P.K. Patra（JAMSTEC）、
Takahiro Sasai(佐々井崇博)(名大)、
Hisashi Sato（佐藤永）(名大), Takeshi 
Hirano(平野高司)(北大)、 J. Kim（Seoul
大）、Nobuko Saigusa(三枝信子)(国環
研）、M. Alberto(北大)、Jun Asanuma(浅
沼順)(筑波大)、M.S. Bret-Harte（Alaska
大）、C. Edgar（Alaska大）、S.E. 
Euskirchen（Alaska大）、S.J. Han
（CAS）、Y.J. Hsia（Dong Hwa大）、M. 
Kang（Seoul大）、 Kenzo Kitamura（北村
兼三）、Yuji Kominami（小南裕志）、
Hiroaki Kondo（近藤裕昭）（産総研）、
Ayumi Kotani(小谷亜由美)(名大)、
Yoshiko Kosugi（小杉緑子）（京大）、
S.G. Li16（CAS）、Y.N. Li（CAS）、
Takahisa Maeda(前田高尚)(産総研)、
Yojiro Matsuura(松浦洋次郎)、Akira  
Miyata(宮田明)(農環研)、 Yasuko 
Mizoguchi（溝口康子）、Takeshi Ohta(太
田岳志)(名大)、Taku M. Saitoh（斎藤
琢）（岐阜大）、Takanori Shimizu（清水
貴範）、Kentaro Takagi（高木健太郎）
（北大）、Y. Tang（国環研）、H. Wang
（CAS）、Yukio Yasuda（安田幸生）、
G.R. Yu（CAS）、Y. P. Zhang（CAS）、
F.H. Zhao（CAS）、N. Zimov（NSS）、
S.A. Zimov（NSS）

Application of an integrated flux database for 
Asia: empirical upscaling and model evaluation
（アジアの統合フラックスデータベースの適用：経
験的アップスケーリングとモデル評価）

Proceedings of international 
joint conference of 11th 
AsiaFlux international 
workshop, 3rd HESSS, 14th 
annual meeting of KSAFM、PO-
124

2013.08

96
久保田多余子、野口正二、阿部俊夫 観測の現場を訪ねて-41森林総合研究所釜淵森林理水

試験地
砂防学会誌　66：56-59 2013.11

97
久保田多余子、野口正二 釜淵森林理水試験地における蒸発散量の長期変動 東北森林科学会第18回大会講演

要旨集 22
2013.08

98
久保田多余子、香川聡、児玉直美（農環
研）

津波被害クロマツにおける年輪セルロースの炭素・
酸素安定同位体比

第125回日本森林学会大会学術
講演集 P2-175

2014.03

99

久保田多余子、野口正二、坪山良夫、延廣
竜彦、金子智紀（秋田県森林技術セン
ター）、岩谷綾子（秋田県森林技術セン
ター）

間伐による森林からの流量・蒸発散量の変化 平成25年版成果選集：38-39 2013.07

100

久保田多余子、野口正二、坪山良夫、延廣
竜彦、金子智紀（秋田県森林技術セン
ター）、岩谷綾子（秋田県森林技術セン
ター）

間伐が水流出に及ぼす影響を明らかに 林業新技術2013：7-8 2013.08

101

久保田多余子、野口正二、坪山良夫、延廣
竜彦、金子智紀（秋田県森林技術セン
ター）、岩谷綾子（秋田県森林技術セン
ター）

間伐による流量蒸発散量の変化 第11回環境研究シンポジウム　
38

2013.11

102
小野賢二 森のおはなし・津波被災海岸林の「赤枯れ」原因と

その後の経過
みどりの東北110:4 2013.05

103

小野賢二 東日本大震災大津波の襲来を受けた海岸林の土壌塩
害実態とその原因. 森林総合研究所森林整備セン
ターシンポジウム発表

森林総合研究所森林農地整備セ
ンターシンポジウム講演要旨
集、10

2013.11

104
小野賢二、安田幸生、星野大介(国際農
研)、千葉幸弘、森茂太（山形大）

安比二酸化炭素動態観測共同試験地ブナ二次林にお
ける地上部・地下部バイオマス現存量の推定.

東北森林科学会大会講演要旨
集、18:25

2013.08

105

Kenji Ono（小野賢二）、Yukio Yasuda
（安田幸生）、Toru Matsuo（松尾亨）
（林野庁東北森林管理局)、Daisuke 
Hoshino（星野大介）(国際農研)、
Yukihiro Chiba（千葉幸弘）、Shigeta 
Mori（森茂太）（山形大）

Estimating forest biomass using allometric 
model in a cool-temperate Fagus crenata forest 
in the Appi Highlands, Iwate, Japan.（安比高原
ブナ二次林における地上部・地下部バイオマス現存
量の推定）

森林総合研究所研究報告、
12:125-141

2013.09

106
小野賢二、平井敬三 研究の森からNo. 227 未曾有の大津波に堪えた樹々

が枯れていった原因を探る
季刊森林総研22:14-15. 2013.08

107
小野賢二、志知幸治、高橋正通、池田重
人、赤間亮夫、金子真司

森林の林床有機物に付着した放射性セシウムの存在
形態: 有機物分画による化学特性の解析

日本土壌肥料学会講演要旨集
59:19

2013.09

108
小野賢二、志知幸治、高橋正通、池田重
人、赤間亮夫、金子真司

森林林床のリター堆積物層に存在する放射性セシウ
ムの化学的特徴.

第125回日本森林学会学術講演
集、P1-174

2014.03

109

小野賢二、平舘俊太郎((独)農環研)、森田
沙綾香((独)農環研、 産総研)、藤本潔(南
山大)、平田泰雅、田淵隆一、サイモンリ
パイ (ミクロネシア連邦ポンペイ州政府)

ミクロネシア連邦ポンペイ島サンゴ礁上マングロー
ブ林における泥炭生成・蓄積過程の評価.

第61回日本生態学会大会講演要
旨集

2014.03

110

川東正幸(首都大学東京)、小野賢二、飯村
康夫（岐阜大学）、藤嶽暢英（神戸大学）

Comprehensive study of humic substances: 
Implications for environmental changes.（腐植物
質の総合的研究：環境傾度からの考察）

Humic Substance Research、
10:1-9

2013.11

111
平井敬三、山中高史、小野賢二、金子智紀 スギ緑葉の分解におよぼす窒素固定活性の影響 日本地球惑星連合2013年大会、

MIS24-22
2013.05
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112
阪田匡司、橋本徹、小野賢二、森下智陽、
石塚成宏、平井敬三

積雪期と非積雪期における森林土壌からの温室効果
ガスフラックスの違い

関東森林研究、65: 2014.03

113

藤本潔（南山大学）、田淵隆一、平田泰
雅、小野賢二、谷口真吾（琉球大学）、サ
イモンリパイ（ポンペイ州政府）

Aboveground Dynamics and Productivity of Major 
Mangrove Communities on Pohnpei Island, 
Federated States of Micronesia.（ミクロネシア連
邦ポンペイ島における主要マングローブコミュニ
ティーの森林動態と生産力）

Global Environmental 
Research、17:207-214

2013.11

114

新貝陽香（南山大）、藤本潔（南山大）、
谷口真吾（琉球大）、小野賢二、渡辺信
（琉球大）、井上智美（国環研）、平田泰
雅、田淵隆一、サイモンリパイ（ポンペイ
州政府）

ミクロネシア連邦ポンペイ島における急激な海面上
昇がマングローブ生態系に及ぼしつつある影響につ
いて

日本マングローブ学会大会講演
要旨集、19

2013.12

115

田淵隆一、宇都木玄、平田泰雅、小野賢
二、倉本惠生、松本陽介、野口享太郎、西
埜友美（京大）、谷口真吾（琉球大）、山
本福寿（鳥取大）、Muangnil D.（カセ
サート大）、Poungparn S（チュラロンコ
ン大）、Bamrungsook C.（チュラロンコン
大）、Patanaponpaiboon P.（チュラロン
コン大）

南タイ・インド洋岸クラブリのいくつかの若いマン
グローブ林の林分構造

日本熱帯生態学会年次大会、
23:A15

2013.05

116

金子真司、赤間亮夫、池田重人、大貫靖
浩、小野賢二、阪田匡司、志知幸治、篠宮
佳樹、高橋正通、平井敬三、藤井一至、三
浦覚、佐野哲也（東北工業大）

森林の放射能モニタリング調査地の土壌理化学性と
粘土鉱物組成

日本土壌肥料学会講演要旨集
59:33

2013.09

117

青木庸三（森林総研森林農地整備セン
ター）、岡田秀二（岩手大学）、本田敏秋
（遠野市）、中村毅（東北森林管理局）、
泉桂子（岩手県立大学）、千葉修悦（五葉
山自然倶楽部）、小野賢二、落合正之

シンポジウム報告「森林を育て森林を活かす～森林
と人と地域のつながりのなかで～」より

森林技術、862:22-23 2014.01

118

青木庸三（森林総研森林農地整備セン
ター）、岡田秀二（岩手大学）、本田敏秋
（遠野市）、中村毅（東北森林管理局）、
泉桂子（岩手県立大学）、千葉修悦（五葉
山自然倶楽部）、小野賢二、落合正之

森林を育て森林を活かす～森林と人と地域のつなが
りのなかで～ ー森林総合研究所森林農地整備セン
ターシンポジウム概要ー

山林、1558:35-41 2014.03

119

大貫靖浩、吉永秀一郎、志知幸治、荒木
誠、伊藤江利子、釣田竜也、 松浦陽次
郎、小野賢二、 岡本透

那珂川中流域低山帯に位置する山地小流域の土層厚
分布と土壌物理特性－続報－

日本地形学連合2013年秋季大
会、019

2013.09

120

金子真司、赤間亮夫、池田重人、三浦覚
（東京大学）、小松雅史、平井敬三、志知
幸治、橋本昌司、稲垣善之、大貫靖浩、藤
井一至、小野賢二、齊藤哲、梶本卓也、高
野勉、高橋正通

福島県の森林土壌におけるセシウム137の垂直分布の
経時変化

第125回日本森林学会学術講演
集、P1-167

2014.03

121

金子真司、高橋正通、赤間亮夫、池田重
人、三浦覚、大貫靖浩、平井敬三、稲垣善
之、志知幸治、橋本昌司、藤井一至、後藤
忠男、梶本卓也、齊藤哲、高野勉、小野賢
二

森林の放射性セシウムの分布状況の変化について 関東森林研究、65: 2014.03

122 堀野眞一 放射能汚染とシカ管理 岩手の林業 No.669:10 2013.08

123
堀野眞一、仲谷淳（中央農研） 哺乳類と放射能汚染－今後の研究と対策－ 4.大型哺

乳類に何が起こりつつあるのか
哺乳類科学 53(1):195 2013.06

124 堀野眞一、千田啓介（岩手県自然保護課） 岩手県五葉山地域におけるニホンジカ空中センサス MPJ2013 Proceedings:232 2013.09

125 仲谷淳（中央農研）、堀野眞一 大型狩猟獣管理の現状と人間活動への影響 MPJ2013 Proceedings:55 2013.09

126

仲谷淳（中央農研）、堀野眞一 福島原発事故後の放射能影響を受ける野生哺乳類の
モニタリングと管理問題に対する提言 4.大型狩猟動
物管理の現状と人間活動への影響

哺乳類科学 53(2)：378-380 2013.12

127
鈴木祥悟 岩手県内サクラの名所における2013年の着花概況 森林総合研究所東北支所年報、

54:29-31
2013.12

128
鈴木祥悟、島田卓哉、八木橋勉 ウソによるサクラ花芽の摂食 東北森林科学会大会講演要旨集 

18: 49
2013.08

129
島田卓哉 植食者にとって質の良い餌とは？ 日本哺乳類学会・日本霊長類学

会合同大会要旨集、2013:57
2013.09

130 島田卓哉 野ネズミはどんなドングリを好むのか？ このは、5:91 2013.09

131 島田卓哉 木をかじるネズミ，かじらないネズミ 岩手の林業、2014(2):7 2014.02

132

Takuya Shimada（島田卓哉）、 Kayoko 
Izumi（泉佳代子）（北海道大学）、
Takashi Saitoh（齊藤隆）（北海道大学）

Interpopulation differences in tolerance to 
acorn tannins in the Japanese wood mouse, 
Apodemus speciosus （アカネズミにおけるタンニン
耐性の個体群間変異）

International Mammalogical 
Congress　abstract、11:69

2013.08

133

山田文雄、友澤森彦（慶応大）、中下留美
子、島田卓哉、川田伸一郎（国立科学博物
館）、菊地文一（元多摩動物公園）、小泉
透

福島原発事故1年目と2年目の小型哺乳類における放
射性セシウム濃度の変化

日本哺乳類学会・日本霊長類学
会合同大会要旨集、2013:90

2013.09

134

山田文雄、友澤森彦（慶応大）、中下留美
子、島田卓哉、川田伸一郎（国立科学博物
館）、菊地文一（元多摩動物公園）、小泉
透

福島原発事故の小型哺乳類における放射性セシウム
濃度の経年変化

日本森林学会、125 2014.03
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135
工藤琢磨 針葉樹人工林への猛禽類の営巣促進ツールとしての

人工巣
北の森たより、11:2-3 2013.12

136 大西尚樹 最新技術で動物を追いかける！ このは、4：88 2013.06

137 大西尚樹 眠るために起きる－不思議な冬のすごし方 このは、6：91 2013.12

138 大西尚樹 色の違いにも意味がある このは、7：93 2014.03

139

Naoki Ohnishi（大西尚樹）、Takeshi 
Osawa(大澤剛）（農業環境技術研究所）

A one-generation difference in genetic spatial 
structure between the sexes in the Asian black 
bear（ツキノワグマの遺伝構造における一世代内の
雌雄間変異）

International Mammalogical 
Congress, Abstract、11：109

2013.08

140

Naoki Ohnishi（大西尚樹）、Takeshi 
Osawa(大澤剛）（農業環境技術研究所）

A difference in the genetic distribution 
pattern between the sexes in the Asian black 
bear(ツキノワグマの雌雄間における遺伝的な分布パ
ターンの違い)

Mammal Study、39：11-16 2014.03

141
磯野昌弘 カシワマイマイ（鱗翅目ドクガ科）の産卵習性と１

齢幼虫のもつ特殊な刺毛
森林防疫 (697): 1-2 2013.07

142
磯野昌弘 林地残材の強度収穫と間伐が土壌昆虫群集に与える

影響
東北森林科学会第18回大会講演
要旨、18: 47

2013.09

143

Hayato Masuya（升屋勇人）、Yuuichi 
Yamaoka（山岡裕一）（筑波大）、Michael 
J Wingfield(プレトリア大)

Ophiostomatoid fungi and their associations 
with bark beetles in Japan. In: Ophiostomatoid 
fungi: expanding frontiers (Seifert KA, De Beer 
ZW, Wingfield MJ, eds).（日本産オフィオストマト
イド菌類と関係する樹皮下キクイムシ）

CBS Biodiversity Series 12 
pp77-89.

2013.05

144 升屋勇人、市原優、佐橋憲生 樹木枝内生菌の多様性と主要種間の拮抗関係 東北森林科学会第18回大会要旨 2013.08

145 升屋勇人、市原優、佐橋憲生 樹木枝内生菌の多様性と宿主に対する生態的役割 第125回日本森林学会大会要旨 2014.03

146 升屋勇人、神崎菜摘、滝久智 異なる森林景観における菌類多様性の比較 第61回日本生態学会要旨 2014.03

147

Hayato Masuya（升屋勇人）、Yuuri 
Hirooka（廣岡裕吏)（オタワ大）、
Mitsuteru Akiba（秋庭満輝）、Takanori 
Kubono（窪野高徳）

Mass production of conidia of Sydowia japonica, 
a candidate of male-strobilus specific 
biocontrol agent for preventing the pollen 
dispersal of Cryptomeria japonica.(スギ花粉飛散
防止のための雄花特異的生物防除剤候補、Sydowia 
japonicaの分生子大量生産)

Bulletin of FFPRI 12:165-170 2013.12

148
升屋勇人、服部力、竹本周平（東京大）、
太田祐子、秋庭満輝、佐橋憲生

小笠原諸島父島・母島におけるクロサイワイタケ科
菌類.

日本菌学会第57回大会講演要旨
集p 40

2013.05

149
遠藤力也（理研JCM）、升屋勇人、大熊盛
也（理研JCM）

和歌山県産ナガキクイムシ, Platypus sp.の坑道の
菌類群集.

日本菌学会第57回大会講演要旨
集p.36

2013.05

150
安藤裕萌（筑波大）、升屋勇人、山岡裕一
（筑波大）

亜高山帯針葉樹の樹皮下キクイムシと関係する
Grosmannia piceaperda complexの分子系統学的検討

日本菌学会第57回大会講演要旨
集 p.56

2013.05

151

Natsumi Kanzaki（神崎菜摘）、Hayato 
Masuya（升屋勇人）、Hisatimo Taki（滝
久智）、Kimiko Okabe（岡部貴美子）、
Chiyu Chen（台湾中興大）

Description of Ruehmaphelenchus formosanus n. 
sp. (Tykenchina: Aphelenchoididae) isolated 
from Euwallacea fornicates from Taiwan.（台湾の
ナンヨウキクイムシから分離された
Ruehmaphelenchus formosanusの記載）

Nematology 15: 895-906 2013.09

152

Takashi Osono（大園享司）（京都大）、
Osamu Tateno（舘野納）（京都大）、
Hayato Masuya（升屋勇人）

Diversity and ubiquity of xylariaceous 
endophytes in live and dead leaves of temperate 
forest trees. （温帯林の生葉、枯死葉におけるク
ロサイワイタケ科内生菌の多様性と均一性）

Mycoscicence 54: 54-61. 2013.04

153
服部力、太田祐子、升屋勇人、早乙女梢
（鳥取大）

小笠原諸島母島産の「オオメシマコブ」および「メ
シマコブ」

日本菌学会第57回大会講演要旨
集p. 76

2013.05

154
由井博（筑波大）、山路恵子（筑波大）、
升屋勇人

リョウブの重金属耐性に関係する内生糸状菌の影響 第61回日本生態学会要旨 2014.03

155 市原優、中島忠一、升屋勇人、加藤厚 コナラ心材抽出物に認められた抗菌物質 第125回日本森林学会大会要旨 2014.03

156
太田祐子、服部力、升屋勇人、S.S.Lee
（マレーシア）、早乙女梢（鳥取大）

小笠原産と他地域産の”Fuscoporia ferrea”の分子
系統学的関係

日本菌学会第57回大会講演要旨
集p 78

2013.05

157
山口岳広、石原誠、升屋勇人、市原優、神
崎菜摘

北海道南西部におけるニレ類衰退木の発生実態 第125回日本森林学会大会要旨 2014.03

158

Anzu Ikeda（池田あんず）（京都大）、
Shunsuke Matsuoka（松岡俊将）（京都
大）、Hayato Masuya（升屋勇人）、
Akira Mori（森　章）（京都大）、Hirose 
D（広瀬大）（日大）、Takashi Osono（大
園享司）（京都大）

Comparison of the diversity, composition, and 
host recurrence of xylariaceous endophytes in 
subtropical, cool temperate, and sub-boreal 
regions in Japan.（亜熱帯、冷温帯、亜寒帯林にお
けるクロサイワイタケ科内生菌の多様性、種構成、
宿主の比較）

Population Ecology 2013.10

159

竹本周平（東京大）、廣岡裕吏（オタワ
大）、升屋勇人、窪野高徳、佐橋憲生、塚
本こなみ（足利フラワーパーク）

フジの花房萎凋症状の病原菌の探索 樹木医学会第18回大会要旨 2013.11 

160
太田祐子、服部力、秋庭満輝、升屋勇人、
佐橋憲生

南根腐病菌の温度特性と病害分布予測 第125回日本森林学会大会要旨 2014.03

161
佐橋憲生、秋庭満輝、太田祐子、升屋勇
人、服部力、島田律子（東京都）

南根腐病によって引き起こされる被害パッチサイズ-
小笠原諸島における事例－

第125回日本森林学会大会要旨 2014.03
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162

Yuuri Hirooka（廣岡裕吏)（オタワ大）、
Mitsuteru Akiba（秋庭満輝）、u 
Ichihara（市原優）、Hayato Masuya（升
屋勇人）、Yoshihiro Takahata（高畑義
啓）、Tomohisa Suda（壽田智久）（福島
県林セ）、Yutaka Yada（矢田　豊）（石
川県林セ）、Shigehiro Yamamoto（山本茂
弘）（静岡県農林技森林研セ）、Takanori 
Kubono（窪野高徳）

A Novel Approach of Preventing Japanese Cedar 
Pollen Dispersal That Is the Cause of Japanese 
Cedar Pollinosis (JCP) Using Pollen-Specific 
Fungal Infection.(スギ花粉症の原因となる花粉飛
散を菌を使って防止する方法）

PLoS ONE 8(5): e62875. 2013.05

163

日暮早希（九州大）、阪上宏樹（九州
大）、藤本登留（九州大）、吉田茂二郎
（九州大）、久米篤（九州大）、高嶋敦史
（九州大）、升屋勇人.

スギ心材への液体浸透性向上に寄与する微生物の探
索

日本木材学会九州支部大会要旨
p. 19

2013.09

164

島田律子（東京都）、向哲嗣（東京都）、
小野剛（東京都）、大林隆司（東京都）、
佐藤豊三（生物資源研）、佐橋憲生、秋庭
満輝、太田祐子、升屋勇人、服部力.

父島、母島における南根腐病の発生状況および宿主
植物.

小笠原研究年報 36: 71-77 2013.05

165
中村克典 東日本大震災による山火事の跡地でアカマツが大量

枯死！
岩手の林業、666、4-5 2013.05

166 中村克典 松林保全技術の軌跡と展望 グリーン・エージ、40(6)､4-7 2013.06

167 中村克典 マツ枯れ最前線で取り組まれている防除 森林技術､857､ 7-11 2013.08

168
中村克典 東北における松枯れの防除戦略について 平成25年度松枯れ防除実践講座

テキスト､21-23
2013.09

169
中村克典 第９回松枯れ防除実践講座実習資料 第９回松枯れ防除実践講座実習

資料､1-5
2013.09

170

中村克典 Coastal pine forests damaged from the tsunami 
caused by the Great East Japan Earthquake（東日
本大震災津波で生じた海岸マツ林の被害）

1st Asia parks congress 
(November 13-17, 2013 Sendai 
International Center) 
abstracts 57

2013.11

171
中村克典 マツ材線虫病への「憂い」と「備え」:北海道から松

くい虫を展望する
北方林業、 65(11-12)、56-58 2013.12

172
中村克典 松くい虫被害の現状と防除方法 農村ニュース平成26年3月3日

(第2799号）、7
2014.03

173

Katsunori Nakamura（中村克典）、
Noritoshi Maehara（前原紀敏）、Takuya 
Aikawa（相川拓也）、Yu Ichihara（市原
優）、Hajime Kosaka（小坂肇）、Natsumi 
Kanzaki（神崎菜摘）、Etsuko Kagaya（加
賀谷悦子）、Hisashi Sugita（杉田久
志）、Takashi Masaki（正木　隆）、Koki 
Kimura（木村公樹）（青森県林業研究
所）、Junichi Kon（今純一）（青森県林
業研究所）、Tomonori Kaneko（金子智
紀）（秋田県森林技術センター）

A research project to develop strategic action 
plan in the pine-wilt-disease unaffected area 
in northern Japan（北限未侵入域におけるマツ材線
虫病対応戦略に関する研究プロジェクト）

Berichte aus dem Julius Kü
hn-Institut、169:66

2013.10

174

Katsunori Nakamura（中村克典）、
Takuya Aikawa（相川拓也）、Yu 
Ichihara（市原優）、Noritoshi Maehara
（前原紀敏）、Nobuhiro Mizuta（水田展
洋）（宮城県大河原地方振興事務所）

Inhabitation of the pinewood nematode and its 
vectors in the tsunami-damaged Pinus thunbergii
and P. densiflora  trees（津波被害を受けたクロマ
ツ、アカマツにおけるマツノザイセンチュウとその
媒介昆虫の生息状況）

Berichte aus dem Julius Kü
hn-Institut、169:105

2013.10

175

中村克典、相川拓也、市原優、前原紀敏、
水田展洋（宮城県大河原地方振興事務所）

津波被害マツ枯死木から脱出したマツノマダラカミ
キリのマツノザイセンチュウ保持状況

日本森林学会大会学術講演集、
125、271

2014.03

176

中村克典、相川拓也、市原優、小澤洋一
（岩手県林技セ）、蓬田英俊（岩手県林技
セ）

東日本大震災で火災に遭ったアカマツ林におけるつ
ちくらげ病の発生

東北森林科学会第18回大会講演
要旨集、18:42

2013.08

177 前原紀敏 神崎会員、日本農学進歩賞受賞！ 日本線虫学会ニュース、61:7-8 2014.01

178

Noritoshi Maehara（前原紀敏）、
Natsumi Kanzaki（神崎菜摘）、Takuya 
Aikawa（相川拓也）、Katsunori 
Nakamura（中村克典）

Effects of two species of cerambycid beetles, 
tribe Lamiini (Coleoptera: Cerambycidae), on 
the phoretic stage formation of two species of 
nematodes, genus Bursaphelenchus  (Nematoda: 
Aphelenchoididae)（Bursaphelenchus 属線虫2種の便
乗ステージ形成に及ぼすヒゲナガカミキリ族カミキ
リムシ2種の影響）

Nematological Research、
43(1):9-13

2013.07

179
前原紀敏、神崎菜摘、相川拓也、中村克典 弱病原力マツノザイセンチュウのLamini族カミキリ

ムシ４種への乗り移り
日本森林学会大会学術講演集、
125、161

2014.03

180

Natsumi Kanzaki（神崎菜摘）、Noritoshi 
Maehara（前原紀敏）、Takuya Aikawa
（相川拓也）、Katsunori Nakamura（中
村克典）

An entomoparasitic adult form in 
Bursaphelenchus doui (Nematoda: Tylenchomorpha) 
associated with Acalolepta fraudatrix （ビロウド
カミキリに関連する線虫Bursaphelenchus doui の昆
虫寄生型成虫）

Journal of Parasitology、
99(5):803-815

2013.10

181

Kanzaki Natsumi（神崎菜摘）、Tanaka 
Ryusei（田中龍聖）、Hirooka Yuuri（廣
岡裕吏）、Noritoshi Maehara（前原紀
敏）

Description of Diplogasteroides andrassyi  sp. 
n. (Rhabditida, Diplogastridae), associated 
with Monochamus grandis  and Pinaceae trees in 
Japan（日本におけるヒゲナガカミキリとマツ科樹木
に関連する線虫Diplogasteroides andrassyi の新種
記載）

Journal of Nematode 
Morphology and Systematics、
16(1):35-47

2013.06
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182

相川拓也、中村克典、市原優、前原紀敏、
水田展洋（宮城県大河原地方振興事務所）

同一マツ枯死木から脱出したマツノマダラカミキリ
成虫が保持するマツノザイセンチュウ数の変異：津
波被害によって発生した枯死木の事例

森林防疫、62(4):9-13 2013.07

183

Takuya Aikawa（相川拓也）、Kanzaki 
Ntsumi（神埼菜摘）、Maehara Noritoshi
（前原紀敏）

ITS-RFLP pattern of Bursaphelenchus xylophilus  
(Nematoda: Aphelenchoididae)does not reflect 
nematode virulence.（マツノザイセンチュウのITS-
RFLPパターンは線虫の病原力を反映しない）

Journal of Forest Research、
18:384-388

2013.08

184
相川拓也、神崎菜摘、前原紀敏 マツノザイセンチュウの病原力とITS-RFLPパターン

との関係
日本線虫学会講演予稿集、
21:20

2013.09

185
相川拓也、安佛尚志（産総研）、今藤夏子
（国環研）

アズキゾウムシ由来のボルバキアがマツノマダラカ
ミキリに引き起こす細胞質不和合

日本森林学会大会学術講演集　
125:T9-07

2014.03

186

中村仁（農研機構果樹研究所）、小岩俊行
（岩手県林技セ）、相川拓也、市原優、田
端雅道

病害（紫紋羽病） ウルシの健全な森を育て、良質
な漆を生産する、14

2013.08

187

中林優季（秋田県立大）、松下通也（秋田
県立大）、星崎和彦（秋田県立大）、相川
拓也

マツ成木におけるマツノザイセンチュウの樹体内分
布－病徴発症初期における効率的な検出のために－

森林・林業技術交流発表集（平
成24年度）、93-100

2013.09

188
田端雅道、小岩俊行（岩手県林技セ）、市
原優、相川拓也、竹本周平（東京大）

病害（炭疽病・樹液異常漏出被害） ウルシの健全な森を育て、良質
な漆を生産する、16

2013.08

189

中村仁（農研機構果樹研究所）、竹本周平
（東京大）、小岩俊行（岩手県林技セ）、
相川拓也、市原優、田端雅道

病害（白紋羽病） ウルシの健全な森を育て、良質
な漆を生産する、15

2013.08

190

田端雅道、中村仁（農研機構果樹研究
所）、小岩俊行（岩手県林技セ）、市原
優、相川拓也、竹本周平（東京大学）

ウルシ林に発生した白紋羽病とその防除 漆サミット2013 in 輪島－漆文
化と漆産業の再興を目指して
－、13

2013.11

191
小谷英司、天野智将 大明神と深沢のスギ人工林収穫試験地における定期

調査の概要
森林総研東北支年報, 53: 22-
23

2013.09

192
小谷英司、松本和馬 低コスト再造林の技術と東北の課題 東北森林管理局 森林・林業技

術交流発表会 H24, 199-205
2013.09

193
小谷英司、八木橋勉、柴田銃江、野口麻
穂子、新山馨

岩手県岩泉町の広葉樹資源の保続性の検討 東北森林科学学会大会講演要旨
集, 18:14

2013.08

194
小谷英司、中村克典、坂本知己、西園朋広 航空機LiDARによる海岸林の林分パラメータの推定 

－宮城県仙台平野での分析－
第125回日本森林学会大会講演
要旨集(CD-ROM), 125:1

2014.03

195

Eiji Kodani (小谷英司)、Katsunori 
Nakamura （中村克典)、Tomoki 
Sakamoto(坂本知己)、Tomohiro 
Nishizono(西園朋広)、Koki Kimura(木村
公樹）（青森県林業研究所)

Estimating forest stand variables in coastal 
area of Aomori Prefecture by low density LiDAR 
(低密度LiDARによる青森県の海岸域での林分パラ
メータの推定)

Proceeding of International 
Symposium of Remote Sensing 
(DVD), 1-4

2013.05

196
小谷英司、西園朋広、中村克典、坂本知
己、木村公樹（青森県林業研究所)

航空機LiDARによる海岸林の林分パラメータの推定：
宮城県仙台平野での分析

日本森林学会大会学術講演集、
125、77

2014.03

197
小谷英司、粟屋善雄(岐阜大) 低密度LiDARデータによる人工針葉樹林の林分パラ

メータの推定
写真測量とリモートセンシン
グ, 52(2): 44-55

2013.05

198

Eiji Kodani(小谷英司)、Tomohiro 
Nishizono(西園朋友)

Comparing the previous regression equations of 
the vegetaion profile method by airborne LIDAR 
for stand volume estimation (航空機LiDARによる
林分材積のための空間体積法の既存の推定式の比較)

Proceedings of "Sustainable 
Forest Ecosystem Management 
in Rapidly Changing World" 
on joint international 
symposium by Korea, Taiwan 
and Japan, 9

2013.09

199
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１－４）研究資料 

 

小枡沢カラマツ人工林収穫試験地における定期調査の概要 

小谷英司（チーム長（地域資源利用担当））・天野智将・林雅秀（森林資源管理研究グループ） 

  

1. はじめに 

 林分の成長量，収穫量をはじめとする統計資料を収集するとともに林分構造の推移を解明するこ

とを目的に，森林総合研究所東北支所では，東北森林管理局と共同で国有林内に「収穫試験地」

を設け，60 年以上にわたって継続調査を実施してきている。本年度は，小枡沢カラマツ人工林収

穫試験地において定期調査を実施したので，これまでの成長経過と併せて調査の概要を報告す

る。岩手南部森林管理署には調査に際して便宜を図って頂いた。厚くお礼申し上げる。 

 

2. 小枡沢カラマツ人工林収穫試験地調査の概要 

 小枡沢カラマツ人工林試験地は，東北森林管理局岩手南部森林管理署遠野支署 42 林班り１，

２小班に，1961 年に設定された。試験地は岩手県遠野市にあり，面積は 2.36ha，海抜高

700-720m，北西斜面にあり，傾斜度は 14 度，地質・土壌は花崗岩・BlD 型である。試験地のカラマ

ツは 1951 年に植栽され，測定開始時 10 年生での植栽密度は 1728 本/ha であり，現在まで無間

伐である。 

 試験地の調査は，1961，1971，1981，1987，1999，2003 年に行われ，今回が第 7 回である。調査

では胸高直径を直径巻尺で，樹高を Vertex III で，全立木について計測した。測定と試験地管理

作業に，5 人日を要した。 

林分収穫表では，様々な場所で多点調査した結果から，林齢を説明変数とした林分パラメータ

の曲線式を作成する。収穫表では間伐が行われる平均的な施業の林分に対して，林齢毎に地位

指数毎に林分の状態を推定する。本論の収穫試験地の結果を，標準的施業の収穫表と比較し，

相対的に収穫試験地の林分状態を評価できると考え，当該地域である岩手地方カラマツ林収穫

表の地位１-3 と小枡沢試験地の調査結果を比較した(図―1)。小枡沢試験地は無間伐であるが，

10-30 年生頃に自然枯死で本数密度が大きく減少した。本数密度と直径は，地位 2 の曲線に沿っ

た経過をたどっている。これに対して，平均樹高は，20-40 年生までは地位 2 の曲線に沿っていた

が，50 年生を越えてから地位 1 へと変化した。林分材積についても，30-40 年生頃は，地位 1 であ

ったが，その後，地位 1 よりも大きな林分材積となっている。収穫試験地の調査林齢 62 年は，収穫

表の 大林齢 55 年を超えており，貴重な調査データである。 

東北地域のカラマツ収穫試験地の特徴を検討するため，小枡沢試験地と同様に無間伐であり，

日本海側山形県に位置する朝日沢試験地の調査結果と比較する(小谷ら 2012)。まず異なる点を

挙げる。小枡沢試験地は，本数密度と平均直径は地位 2 の曲線に沿っているのに対して，朝日沢

試験地では，30 年生頃に自然枯死が少なく本数密度が高いままである。さらに朝日沢試験地では，

平均直径について 10 年生時の地位 1 から 30 年生以降は地位 3 へと相対的に小さくなり，本数密
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度が高くて小径木が多く残る状態になっている。ついで共通点として，平均樹高は，朝日沢も小枡

沢と同様に，林齢に対しての曲線式ではなく直線式となっており，高齢となっても樹高成長が収穫

表の曲線式ほど低下しない。樹高成長が 50 年生以上でも低下しないために，50 年生以上では地

位 1 よりも林分材積が大きくなるようだ。 

小枡沢と朝日沢試験地は無間伐施業であり，間伐が行われる林分収穫表とは施業が異なる。こ

のため本数密度，平均直径，林分材積の時系列変化が，収穫表と収穫試験地で異なっているの

は当然である。しかし，収穫試験地の平均樹高の成長経過が地位指数毎の林齢―樹高曲線に沿

わず，特に高齢で平均樹高が大きくなる点は試験地の長期計測による新たな知見である。平均樹

高については，同じ場所であれば林齢によらず地位指数は大きく変化しないといわれる。しかし，

小枡沢と朝日沢では，特に 50 年生以上で地位指数が 2 から 1 へと変化している。これは収穫表の

樹高曲線が高齢林で現実に即していない可能性を示している。林分の樹高は材積と強い関係に

あり，樹高の成長予測は材積の成長予測つまり収穫予測に強い影響がある。スギの場合に，収穫

表では高齢林で成長が頭打ちになるが，2000 年代の実測値による研究から高齢林でも樹高成長

が継続するという結果が得られており，収穫表が再検討されている。このため特に高齢林のカラマ

ツ樹高曲線についても，事例をさらに集め，再検討する必要があると考える。 

 

引用文献 

(1) 林野庁林業試験場(1963) 岩手地方カラマツ林林分収穫表調製説明書，78pp，林野庁青森営

林局，東京. 
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図 1. 小枡沢カラマツ人工林試験地の成長経過 (□と線分が調査値，□無し曲線は上から順に地位が 1-3，

本数密度のみ逆順) 

(2) 小谷英司, 天野智将, 中北理(2012) 朝日沢カラマツ人工林収穫試験地における定期調査の

概要, 森林総研東北支年報, 53: 22-23. 
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滝沢鳥獣試験地における繁殖鳥類群集の記録 ( 2010 - 2014 ) 

 

鈴木祥悟（生物多様性研究グループ）・由井正敏（元森林総合研究所東北支所） 

 

１．はじめに 

森林性鳥類群集は、森林の生物多様性や健全性と密接に関係しており、その長期データは地

域の生物多様性を評価するための良い指標となる。鈴木ら (2012) は、アカマツと広葉樹の混交

林からなる滝沢鳥獣試験地の繁殖鳥類群集の年次変化を明らかにする目的で、1970 年から 2009

年までの 40 年間の調査を行い、その結果を報告している。筆者は、その後も調査を継続して 2010

年から 2014 年までの５年間の繁殖種とそれぞれのなわばり数を明らかにしたので、その結果を報

告する。 

 

２．調査地と方法 

調査地は、岩手県滝沢市の岩手県森林公園野鳥観察の森で、1985 年までは森林総合研究所

東北支所所属の滝沢鳥獣試験地であった。試験地は、1910 年頃に植栽された樹高 20～25ｍのア

カマツにコナラやミズキなどの落葉広葉樹が混交する林で、ウグイスカグラやガマズミなどの低木が

あり、下層にはササ類や各種の草本類が生育するなど、全体として階層構造が発達している。 

調査は、1994年以降に調査対象としてきた23.5haの区域について、「なわばり記図法」(Enemar, 

1959)により行った。すなわち、各年とも当地域の森林性鳥類の繁殖 盛期である５月下旬から６月

下旬の期間に、試験地全域をカバーするように作設した観察路を歩きながら、観察半径50ｍ内に

出現した鳥類の種名と個体数を地図上に記入することを８回繰り返した後に鳥種ごとに図上でなわ

ばりを囲い分けることにより、なわばりをもっている種とそれぞれのなわばりの数を明らかにした。 

 

３．結果 

 各年の繁殖鳥類のなわばり数は、表 1 のとおりである。 

 出現した種数は 29～37種、なわばりを持って繁殖していたと考えられる種数は 19～22 種であり、

全種合計のなわばり数は 10 ㏊当たり 33.8～41.1 であった。出現種数と生息密度は、冷温帯の広

葉樹が混交した壮齢人工林のものとしては、平均的な値であった(由井，1988)。優占種は、今回の

調査期間を通じてもキビタキ、ヒヨドリ、シジュウカラであり、2011年にヒガラの優占順位がシジュウカ

ラより高くなるなど多少の入れ替わりはあるものの、1991 年以降はこれら３種が優占する傾向に変

化は見られなかった。一般に、成熟した森林では、そこで繁殖する鳥類の群集構造は安定してい

ることが知られており(由井，1988)、当試験地でも林の成熟とともに安定した群集組成になっている

ものと考えられる。なお、東北地方の山地に広く分布するブナ天然林では、キビタキ、ヒガラ、シジ

ュウカラが優占種となっているが(鈴木ら，1987)、当試験地では、これらの種類に加えて当地域の

標高の低い林に多いヒヨドリが優占するのが特徴である。 
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表１　滝沢鳥獣試験地の繁殖鳥類のなわばり数 　( 2010 - 2014 )

種名 移動区分 2010 2011 2012 2013 2014

ヤマドリ Syrmaticus soemmerringii 留鳥 1

カルガモ Anas zonorhyncha 留鳥 ＋ ＋

キジバト Streptopelia orientalis 漂鳥 1.5 1 0.5 1 3.5

アオサギ Ardea cinerea 漂鳥 ＋

カッコウ Cuculus canorus 夏鳥 ＋

ノスリ Buteo buteo 留鳥 ＋

コゲラ Dendrocopos kizuki 留鳥 4.5 3.5 6 5.5 7.5

アカゲラ Dendrocopos major 留鳥 3.5 5 5 5 4.5

アオゲラ Picus awokera 留鳥 1 0.5 0.5 1 0.5

サンショウクイ Pericrocotus divaricatus 夏鳥 0.5 0.5 1 ＋

サンコウチョウ Terpsiphone atrocaudata 夏鳥 ＋ ＋ ＋ ＋

モズ Lanius bucephalus 漂鳥 ＋ ＋ ＋

カケス Garrulus glandarius 漂鳥 ＋ ＋ ＋ ＋

オナガ Cyanopica cyanus 留鳥 ＋

ハシボソガラス Corvus corone 留鳥 0.5 0.5 ＋ 0.5 0.5

ハシブトガラス Corvus macrorhynchos 留鳥 4.5 3.5 4 3 3.5

コガラ Poecile montanus 留鳥 ＋

ヤマガラ Poecile varius 留鳥 6.5 6.5 5.5 4 4

ヒガラ Periparus ater 留鳥 9.5 12 6 6 7

シジュウカラ Parus minor 留鳥 16.5 11.5 14.5 9.5 11.5

ヒバリ Alauda arvensisi 漂鳥 ＋ ＋

ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis 漂鳥 11.5 12 13.5 13 19.5

ウグイス Cettia diphone 漂鳥 0.5 ＋ ＋

ヤブサメ Urosphena squameiceps 夏鳥 ＋ 2 1.5 1 0.5

エナガ Aegithalos caudatus 留鳥 0.5 1 ＋ ＋ ＋

オオムシクイ Phylloscopus examinandus 旅鳥 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

エゾムシクイ Phylloscopus borealoides 夏鳥 ＋

センダイムシクイ Phylloscopus coronatus 夏鳥 ＋ ＋ ＋ ＋

メジロ Zosterops japonicus 漂鳥 2 2.5 2.5 2 3

ゴジュウカラ Sitta europaea 留鳥 0.5 1.5 1 1.5 1

ムクドリ Spodiopsar cineraceus 漂鳥 ＋

コムクドリ Agropsar philippensis 夏鳥 1 2 2 2.5 2.5

クロツグミ Turdus cardis 夏鳥 0.5 ＋ 0.5 0.5

アカハラ Turdus chrysolaus 漂鳥 ＋ ＋

コサメビタキ Muscicapa dauurica 夏鳥 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

キビタキ Ficedula narcissina 夏鳥 13.5 14.5 14.5 12 17.5

オオルリ Cyanoptila cyanomelana 夏鳥 ＋ ＋ ＋

スズメ Passer montanus 留鳥 1.5 2 2 1.5 0.5

キセキレイ Motacilla cinerea 漂鳥 ＋

ハクセキレイ Motacilla alba 漂鳥 0.5 ＋ ＋

カワラヒワ Chloris sinica 漂鳥 4.5 5.5 4 8 7

イスカ Loxia curvirostra 漂鳥 ＋ ＋

シメ Coccothraustes coccothraustes 漂鳥 0.5 ＋ 0.5 ＋

イカル Eophona personata 漂鳥 ＋ 1 1 0.5 2

ホオジロ Emberiza cioides 漂鳥 ＋ ＋

アオジ Emberiza spodocephala 漂鳥 0.5 0.5 ＋

なわばり数計 85.5 89 85.5 79.5 96.5

調査面積 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5

なわばり数／10ha 36.4 37.9 36.4 33.8 41.1

繁殖種数 22 21 19 21 19

出現種数 35 37 29 31 31

オオムシクイは、東北地方は通過するだけで繁殖していない。

＋は、調査期間に出現したが、なわばりを持っているとはみなせなかった種である。
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２ 平成２５年度の広報活動の記録 

２－１）オープンラボ 「東北の林業の明日」 

○開催期日：平成２５年１０月１０日（木曜日）１３：３０～１６：００ 

○開催場所：東北支所（大会議室） 

○プログラム 

（講演） 

１．「シカとつきあうための心得帳- 生態と被害防除- 」 

生物多様性研究グループ長   堀野  眞一 

   ２．「間伐の収支予測と効果を見やすく提示- 収支見積システムの紹介」 

森林資源管理研究グループ長   天野  智将 

   ３．「育種対象樹種の着花特性について」 

東北育種場   主任研究員   玉城  聡 

（総合討論） 

○来場者 １１名 

 

 

２－２）東北支所一般公開 

○開催期日：平成２５年１０月１９日（土曜日）１０：００～１５：３０ 

[常設展示]：標本展示室 

[特別展示]：大会議室、応接室、玄関ロビー 

・シカの脅威に曝される（北東北の）高山植物 

・ハチ刺されにご用心！ 

・森林の保水力を調べてみよう 

・線虫釣り 

・触って知ろう、クマの秘密。 

・収支見積システムの紹介 

・マツノザイセンチュウ抵抗性品種（東北育種場） 

・林木遺伝子銀行１１０番（東北育種場） 

・クラフトコーナー（東北育種場） 

・森のカフェ－おいしい木の実は誰のため？－ 

 [野外イベント] 

・苗木プレゼント 

・クマ撃退スプレー講習・試射会 

・野外自然観察会 

・水源林のはたらき（盛岡水源林整備事務所） 

○来場者 ５０４名 
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２－３）「平成２５年度岩手県林業技術センター・（独）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」 

○開催期日：平成２６年２月４日（金曜日）９：００～１６：３０ 

○開催場所：岩手県水産会館ホール（5階大会議室） 

○研究発表課題（東北支所分） 

１．森林からの流出水に含まれる放射性物質 

             森林環境研究グループ長 篠宮 佳樹 

２．地上性小哺乳類への放射性物質汚染程度 

                 生物多様性研究グループ 島田 卓哉 

○来場者 １１８名 

 

 

[発表要旨] 

 

森林からの流出水に含まれる放射性物質 

森林総合研究所 篠宮佳樹 

 

2011 年３月福島第一原発事故により放射性物質（主にセシウム 134、セシウム 137）が

森林に沈着した。森林は放射性セシウムを森林生態系内に保持する傾向が強いと考えら

れているが、地形が急峻で雨量の多い我が国の場合、降雨に伴う出水時に渓流水を通じ

て下流に流出する懸念がある。そこで、福島県の森林で渓流水に含まれる放射性セシウ

ムの動きを調査した。今回は、2012 年で最大の降雨に伴う出水時、及び１年間（2012 年）

の放射性セシウムの流出量とその特徴について報告する。 

調査は、福島県郡山市（福島第一原発から西へ約 70 km）のスギ、ヒノキ、落葉広葉樹、

アカマツが混在する集水域で行った。現地で流量や濁度を観測し、出水時の渓流水は自

動採水器により採取し、持ち帰ってから渓流水中の濁り成分（以降、SS と表記）濃度や

放射性セシウム濃度を測定した。その結果、2012 年で最も大きかった降雨（６月 19～20

日、台風４号に伴う総雨量 168 mm、最大降雨強度 34 mm h-1）では、降雨強度や流量が最

大の時に SS濃度も最大となり、同時に放射性セシウム濃度も最大を示した。雨がやむと、

SS 濃度や放射性セシウム濃度は急激に低下した。この出水に伴うセシウム 134・セシウ

ム 137 の合計流出量（約 120 Bq m-2）は現地の沈着量約 134kBq m-2（文科省航空機モニタ

リング）の 0.09％であった。 

濁度とセシウム 137 濃度の関係を基に、2012 年３月 20 日～2013 年３月 14 日（360 日

間）のセシウム 137 流出量を積算したところ、約 200 Bq m-2であった。日雨量 5mm 以上

の日を出水時、それ未満の日を平水時とすると、セシウム 137 は出水時に 90％が流出し

ていた。2012 年のセシウム 137 流出量は現地のセシウム 137 沈着量約 79 kBq m-2の 0.25％

であった。出水時に渓流水を通じて放射性セシウムが流出しているけれども、台風によ

る大きな出水であっても年間でみても森林の放射性セシウムの流出率は非常に小さく、

森林に沈着した放射性セシウムの大部分は森林内にとどまっていることがわかった。 
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地上性小哺乳類への放射性物質汚染程度 

森林総合研究所 島田卓哉 

 

福島第一原子力発電所の事故（2011 年３月）によって大量の放射性物質が大気中に放

出され、広範な地域が放射性物質によって汚染された。放射性物質の大半は海洋および

森林へと降下したと考えられるが、森林に生息する動物にどのような影響を与えるのだ

ろうか。森林に降下した放射性物質は、落葉層や土壌の表層に蓄積し、時間の経過とと

もに土壌への移行が進んでいる。このような地表・地中を生活圏とする小型哺乳類（齧

歯類および食虫類）は、森林生態系における放射性物質の蓄積動態を解明し、モニタリ

ングするための指標動物としても重要である。 

そこで、福島県川内村（原子力発電所から 30 km、空間線量−平均 3.6 µSv/hr）と茨城

県北茨城市（同 70 km、空間線量−平均 0.2 µSv/hr）において小型哺乳類の捕獲を実施し、

放射性セシウムの蓄積量（内部被曝量）を測定した。高線量地のアカネズミの放射性セシ

ウム蓄積量は、2011 年（平均 4,400 Bq/ kg、最大 18,000−最小 900 Bq/kg）よりも 2012

年（平均 6,000 Bq/ kg、最大 19,500−最小 600 Bq/kg）でやや増加し、いずれの年でも蓄

積量に個体変異が大きかった。一方、低線量地では、アカネズミの放射性セシウム蓄積量

は約 70％も減少していた。高線量地で認められた時間経過による放射性物質の物理的減

衰とは逆の蓄積量の増加傾向は、放射性物質の環境中の移動などを反映した結果であると

考えられた。また、安定同位体分析の結果から、放射性セシウム蓄積量の個体変異は、食

性の個体毎の違いを反映しているものと考えられた。すなわち、キノコや土壌動物など線

量の高い餌を採餌する個体は放射性セシウム蓄積量が高くなる傾向が認められた。今後こ

れらの小型哺乳類を中心に、放射性セシウムの移行・蓄積や個体変異などのメカニズムを

明らかにするために継続的な調査研究が必要である。 
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３ 平成２５年度の会議等の記録 

３－１）研究業務報告会 

平成２５年度東北支所業務報告会は、平成２５年１２月１６日（月）～１７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）研究評議会 

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２５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２６年２月２１日（金）１３：３０～１６：３０ 

  東北支所 大会議室 

 

○評議委員 

金沢  滋 株式会社金澤林業 代表取締役社長 

伊達 勝身 岩泉町長 

比屋根 哲 岩手大学大学院連合農学研究科 教授 

 

○説明者 

  ＜東北支所＞ 

駒木貴彰（支所長）           松本和馬（産学官連携推進調整監） 

佐々木清和（庶務課長）         金野 勇（庶務課長補佐） 

磯野昌弘（昆虫多様性保全担当チーム長） 岡本 隆（山地保全担当チーム長） 

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） 

柴田銃江（森林生態研究グループ長）   八木橋勉（育林技術研究グループ長） 

篠宮佳樹（森林環境研究グループ長）   中村克典（生物被害研究グループ長） 

天野智将（森林資源管理研究グループ長） 長南猛彦（連絡調整室長） 

米沢茂信（研究情報専門職） 

＜東北育種場＞ 

田之畑忠年（場長）           織部雄一朗（育種課長） 

 
○評議会の概要 

１）東北支所における２５年度の研究運営状況の報告 

    以下の資料を基に平成２５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２５年度東北支所研究活動一覧 

低コスト再造林の導入促進に向けた産学官連携 
平成２５年版支所年報 

フォレストウィンズ 

平成２５年度森林総合研究所特掲課題一覧 

 

２）平成２５年度の地域研究について 

    以下の研究内容について、概要説明を行った。 

     震災関連：交プロ「東日本大震災で被災した海岸林の復興技術の高度化」 

     放射能関係：本所（つくば）の課題に協力 

     支所中心課題：交プロ「多雪地域の森林資源持続に向けた低コスト再造林システムの構築」 

農林水産技術会議 農食研プロジェクト「東北地方の多雪環境に適した低コス
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ト再造林システムの開発」 

[配布資料]：東日本大震災で被災した海岸林の復興技術の高度化  
平成２５年度森林総合研究所特掲課題一覧 

 
３）林木育種センター東北育種場における平成２５年度の活動概要 

    以下の資料を基に平成２５年度の活動概要について説明を行った。 

 

[配布資料]：東北育種場平成２５年度実施状況 

平成２５年度農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業 実用技術開発ステージ 
「東北地方海岸林再生に向けたマツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ種苗生産の

飛躍的向上（課題番号 25084c）」 
 

４）東北支所における２６年度の研究（次期研究課題など） 

平成２６年度の研究について、概要説明を行った。 

 

５）研究発表 

「農食研プロジェクト「東北地方の多雪環境に適した低コスト再造林システムの開発」の進捗

状況」「森林からの流出水に含まれる放射性物質」「農食研プロジェクト「東北地方海岸林再生

に向けたマツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ種苗生産の飛躍的向上」の進捗状況」の３課題の

研究成果発表を行った。 

 

６）評議員講評 

金沢 滋氏 

    伊達 勝身氏 

    比屋根 哲氏 
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Ⅱ 業 務 運 営 資 料





１ 組 織・職 員

１－１）組織・職員

（平成26年3月31日現在，太字は所属の長）

東北支所長 駒木 貴彰

産学官連携推進調整監 松本 和馬

育種調整監（併） 田之畑 忠年

連絡調整室 長南 猛彦 研究情報専門職 米沢 茂信

業 務 係 千葉 里香

庶 務 係 砂子田 渉

会 計 係 石山 雅勝

庶 務 課 長 佐々木 清和

課長補佐 金野 勇 用 度 係 都筑 俊夫

専 門 職 前原 麻衣，鈴木 海

地域研究監 （欠員）

チーム長（昆虫多様性保全担当) 磯野 昌弘

チーム長（山地保全担当) 岡本 隆

チーム長（光環境変動担当) 齋藤 武史

チーム長（地域資源利用担当) 小谷 英司

チーム長（森林微生物管理担当) 升屋（白土）勇人

森 林 生 態 研 究 グ ル ー プ 柴田 銃江，八木 貴信

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

森 林 環 境 研 究 グ ル ー プ 篠宮 佳樹，阿部 俊夫，安田 幸生，久保田（岡本）多余子，小野 賢二

生物多様性研究グループ 堀野 眞一，鈴木 祥悟，島田 卓哉，工藤 琢磨，大西 尚樹

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

森林資源管理研究グループ 天野 智将，林 雅秀
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１－２）異動一覧（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）

　転　入

発令日 氏　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

25. 4. 1 佐々木　清和 庶務課長 東北育種場連絡調整課長

25. 4. 1 升屋　勇人 チーム長（森林微生物管理担当） 本所森林微生物研究領域森林病理研究室主任研究員

25. 4. 1 篠宮　佳樹 森林環境研究グループ長 本所立地環境研究領域土壌特性研究室主任研究員

25. 4. 1 阿部　俊夫 森林環境研究グループ主任研究員 北海道支所寒地環境保全研究グループ主任研究員

25. 10. 1 齋藤　智之 育林技術研究グループ主任研究員 本所森林植生研究領域植生管理研究室主任研究員

25. 10. 1 工藤　琢磨 生物多様性研究グループ主任研究員 北海道支所森林生物研究グループ主任研究員

　転　出

発令日 氏　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

25. 3.31 下田　直義 定年退職 連絡調整室業務係

25. 4. 1 安部　波夫 東北育種場連絡調整課長 庶務課長

25. 4. 1 新山　　馨 本所国際連携推進拠点長 地域研究監

25. 4. 1 野口　正二 本所水土保全研究領域チーム長（水資源利用担当） 森林環境研究グループ長

25. 4. 1 市原　　優 関西支所生物多様性研究グループ長 生物被害研究グループ主任研究員

25. 4. 1 山田　　毅 本所立地環境研究領域養分動態研究室主任研究員 森林環境研究グループ主任研究員
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２ 施設・試験地等

２－１）土地・施設

建物・土地面積 (単位：㎡)

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

東北支所 5,309 0 16,305 0 2,932 49,513 12,531 37,581 14,538 133,400

好摩実験林 8,368 8,368

酸性雨等モニタリング (24) (24)
試験地(※１)

鳥獣試験地(※１) (16) (16)

山形実験林 377 0 3,593 0 4,457 176,241 8,488 3,651 15,460 211,890

森林理水試験地(※２) (553) (553)
（ ）書きは借地。※１は盛岡森林管理署国有林、※２は山形森林管理署最上支署国有林。

主な施設

名 称 面 積 所 属

育林実験棟 495 ㎡ 共 通
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 339 森林生態研究グループ・育林技術研究グループ
鳥獣実験室 323 生物多様性研究グループ
森林防疫実験棟 222 生物被害研究グループ
林地保全実験室 64 森林環境研究グループ
ガラス室 111 森林生態研究グループ
温 室 68 〃
隔離温室 76 生物被害研究グループ
共同実験室（山形実験林） 295 共 通
安比二酸化炭素動態観測施設
（観測小屋） 21 共 通

２－２）共同研究に利用できる機器

「DNA シーケンサー」

［性能概要］パーキンエルマー社 310 － 2
DNA 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。
共同研究に利用できる機器として登録している。

［担 当］生物多様性研究グループ

（平成 25 年度における共用利用の実績は無かった。）
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　　（１）東北森林管理局管内 平成26年3月現在

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 〃 １５６に，に1-3 4.20 〃 昭９ 平４０ 〃

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 〃 昭１４ 平７４ 〃

秋21 添畑沢スギ間伐試験地 米代西部 １２５は
17.05
の内

〃 昭２８ 平６９ 育林技術研究Ｇ

秋22 添畑沢人工林択伐試験地 〃 〃 〃 〃 昭３１ 平６９ 〃

秋27 岩川人工林収穫試験地 〃
９９と，ち
１００は

0.45 〃 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 〃 ２０２４と，ち，り 1.84 〃 昭１２ 平２９ 〃

秋33 男鹿山人工林収穫試験地 〃 ８９ほ 1.25 〃 昭１３ 平６９ 〃

秋35 務沢天然林施業試験地 秋　田 １８ぬ 1.00 〃 昭３ 平２７ 育林技術研究Ｇ

秋39 大又赤倉カラマツ間伐試験地 〃 ２１８２ち 2.17 カラマツ 大６ 平６９ 〃

秋41 大沢人工林収穫試験地 〃 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 〃 １０８９わ，わ1-3 2.44 カラマツ 昭２３ 平２９ 〃

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 〃

秋52 深沢人工林成績調査地 〃 ２５り，ぬ，る 0.60 スギ 昭９ 平３１ 〃

秋54 大明神人工林成績調査地 〃 １０５２に，ほ，へ 1.42 〃 昭１２ 平３２ 〃

秋55 朝日沢人工林収穫試験地 〃 １０５７に 0.61 カラマツ 昭３４ 平６２ 〃

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 〃

秋61 釜淵森林理水試験地 最上支署
８１り，ぬ，る，わ，
か

14.15 〃 〃 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 〃 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 〃 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、１００７
ち、　１０１２は、り、
ぬ

10.40 〃 〃 平４１ 森林生態研究Ｇ

  ２－３）固定試験地
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　　（２）東北森林管理局旧青森分局管内 平成26年3月現在

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２７ 育林技術研究Ｇ

青 3 穴川沢第２ヒバ林成長量試験地 〃 １３へ 8.15 〃 大１４ 〃 〃

青 4 寒水沢ヒバ林作業種試験地 〃 １７る1-2 6.21 〃 昭２ 〃 〃

青 5 砂川沢ヒバ林成長量試験地 〃 ７ほ 8.52 〃 〃 〃 〃

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２９ 〃

青12 長次郎沢ヒバ林成長量試験地 下　北 １１７へ 5.74
ヒバ，ブナ，
ホオノキ

大４ 平２７ 育林技術研究Ｇ

青13 冷水沢ヒバ林成長量試験地 〃 ３９は 1.33 ヒバ 昭２ 〃 〃

青15 平山沢ヒバ林作業種試験地 三八上北 １０１ろ 1.44 〃 昭４ 〃 〃

青18 乙供アカマツ本数間伐試験地 〃 ８０い 1.90 アカマツ 昭２６ 平６２ 〃

青19 三本木ブナ林総合試験地 〃
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 〃 平２７ 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Ｎ７

昭１９ 平３１ 〃

青39 アカマツ一関総合試験地 〃
2+６０い-さ
６３ろ，ほ

30.11 アカマツ 昭１０ 平４７
育林技術研究Ｇ
森林生態研究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 〃

青65 鍋越山ミズナラ天然更新試験地 岩手北部 ４６２か 2.54 ミズナラ 昭５６ 平２９ 〃

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 〃 〃 平６９ 〃

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70 姫神鳥獣試験地 盛　岡 ６９い8-9，と3 49.03 カラマツ他 昭６０ 平３０ 生物多様性研究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 〃 育林技術研究Ｇ

青74 酸性雨等モニタリング試験地 盛　岡 ６７ち，り 2.00 カラマツ 平２ 平３１ 森林環境研究Ｇ

青75 ブナ天然更新施業地動態試験地 〃 7０５い4-5 3.81 ブナ 平１１ 平６１ 森林生態研究Ｇ

青76 津波被害地海岸防災林試験地 三八上北 155 0.16
クロマツ,ケヤ
キ,コナラ,カ
シワ

平２４ 平２８ 生物被害研究G

青78
仙台海岸林におけるコンテナ苗植栽時
期試験地

仙　台 ８７る-2 0.16 クロマツ 平２５ 平２７ 育林技術研究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３９ 〃
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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

マツ材線虫病の病原体マツノザイセンチュウ
を生み出したのはビロウドカミキリか？

東北支所
前原紀敏

補助金 23～25 基盤研究B

開かれたコモンズへの移行に関する多面的・
体系的アプローチ：共有林を事例として

東北支所
林  雅秀

一部基金 24～26 基盤研究B

ナラ枯れによる基盤種喪失が森林生物相およ
び生態系サービスに与える影響

東北支所
柴田銃江

一部基金 24～27 基盤研究B

多雪地域の森林における大気－積雪層・土壌
間の温室効果ガス動態の解明とその定量評価

東北支所
小野賢二

一部基金 24～27 基盤研究B

野ネズミの春の餌資源としての堅果の再評価
東北支所
島田卓哉

一部基金 25～27 基盤研究B

ニレ類立枯病の日本における被害発生リスク
評価

東北支所
升屋勇人

補助金 23～25 基盤研究B

短伐期施業で経営される里山林の生物多様
性・炭素収支の定量的評価

東北支所
松本和馬

補助金 22～25 基盤研究C

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

東北支所
大西尚樹

基金 25～29 基盤研究C

地すべり地に到達する地震動の変質構造の解
明

東北支所
岡本　隆

基金 25～27 基盤研究C

寄生細菌“ボルバキア”を利用したマツノマ
ダラカミキリの生殖機能攪乱技術の確立

東北支所
相川拓也

補助金 22～25 若手研究A

マツノマダラカミキリのゲノム上に存在する
共生細菌由来遺伝子群の機能解析

東北支所
相川拓也

基金 23～25 挑戦的萌芽

樹皮内生菌における宿主樹木の後天的防御機
構への貢献に関する研究

東北支所
升屋勇人

基金 23～25 挑戦的萌芽

マツノマダラカミキリの分布の北限決定要
因：夏の夜の寒さが性成熟を妨げるのか？

東北支所
前原紀敏

基金 24～26 挑戦的萌芽

年輪セルロースに津波の記録は刻まれるの
か？

東北支所
久保田多余子

基金 25～26 挑戦的萌芽

コモンズ利用とネットワーク変容の相互連関
に関する比較歴史制度分析

東北支所
林  雅秀

基金 25～27 挑戦的萌芽

職員が分担者

研究課題 研究代表者 研究分担者 年度 備考

養菌性キクイムシが媒介する樹木萎凋病の国
際的なリスク評価に必要な基礎データの収集

東京大学
鎌田直人

東北支所　升屋  勇人 23～27 基盤研究A

渓畔林メタ群集の成立過程と環境ニッチに基
づく統合中立理論の検証

秋田県立大学
星崎和彦

東北支所　柴田　銃江 23～26 基盤研究B

温帯性Bambooの開花周期はなぜ長いのか？
ジェネット混在型競争回避仮説の検証

秋田県立大学
蒔田明史

東北支所　齋藤  智之 23～26 基盤研究B

マングローブ主要構成種の地下部生産・分解
プロセスと立地環境の関係

南山大学
藤本潔

東北支所　小野  賢二 25～28 基盤研究B

放射性核種が樹木実性の重金属ストレス耐性
に与える影響評価

筑波大学
山路恵子

東北支所　升屋  勇人 25～28 基盤研究B

森林生態系の土壌に沈着したセシウム137の分
布の長期変動予測

東京大学
三浦覚

東北支所　小野  賢二 25～27 基盤研究B
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４ 地域連携のための会議等記録

４－１ ）平成２５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２５年８月２２日～２３日

（２）開催場所：青森県三戸郡南部町

（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、

秋田県農林水産技術センター森林技術センター、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：青森県産業技術センター林業研究所

（４）議事概要

ア 各専門部会からの報告について

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（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次期開催県について ②その他

（５）現地検討会

テーマ「これからの林業経営について」

４－２ ）平成２５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２５年８月９日

（２）開催場所：青森県八戸市

（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、

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：青森県産業技術センター林業研究所

（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総会次第案

②次期開催県について

③その他

２ ）森林保全専門部会

（１）開催期日：平成２５年７月１１日～１２日

（２）開催場所：秋田県秋田市、潟上市

（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、

秋田県農林水産技術センター森林技術センター、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：秋田県農林水産技術センター森林技術センター

（４）議事概要
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ア 今後の研究推進上緊急に取り組む必要のある研究について

イ 情報交換

ウ その他

３ ）資源 ・環境専門部会

（１）開催期日：平成２５年７月４日～５日

（２）開催場所：宮城県仙台市

（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、

秋田県農林水産技術センター森林技術センター、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 各県の重要課題として共同研究を推進する必要のある技術開発課題について

イ 最近の研究成果と情報提供について

ウ 次期開催県について

エ 海岸防災林の復旧・再生について

オ その他

４ ）林木育種部会

（１）開催期日：平成２５年６月１９日～２０日

（２）開催場所：岩手県奥州市

（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、

秋田県農林水産技術センター森林技術センター、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 競争的資金の獲得状況及び応募状況

ウ 競争的資金の獲得状況及び応募状況

エ 最近の研究成果と情報提供

４－ ３ ） 平成 ２ ５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２５年９月１１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、宮城県林業技術総合センター、秋

田県農林水産部木材産業課・森林整備課、秋田県農林水産技術センター森林技

術センター、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連絡調整室
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（４）議事概要

ア 森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発に関する最近の研究情勢及び林野庁のニー

ズ等の紹介

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 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部改正について

オ 各県からの提案事項

カ 平成２６年度の競争的研究資金への対応状況

キ 各機関からの最近の主要な研究成果の紹介等について

ク その他

４－４ ）東北低コスト造林導入促進協議会及びコンテナ苗先進生産地見学会

１ ）第１回東北低コスト造林導入促進協議会

（１）開催期日：平成２５年８月２８日

（２）開催場所：宮城県庁

（３）出 席 者：、森林総合研究所東北支所、青森県産業技術センター、岩手県林業技術センタ

ー、秋田県農林水産部林業木材産業課、宮城県農林水産部森林整備課、宮城

県林業技術総合センター、宮城県農林種苗農業協同組合、山形県森林研究研

修センター

（４）協 議 等：

1) 森林総研交付金プロジェクトと農食研プロジェクトについて

森林総合研究所 東北支所長 駒木 貴彰

2) 低コスト造林の手法と東北地方の課題

森林総合研究所 東北支所 産学官連携推進調整監 松本 和馬

3) 宮城県における取組状況について

ア．コンテナ苗木の生産状況

宮城県農林水産部森林整備課 技師 源後 睦美

イ．県有林におけるコンテナ苗植栽導入の取り組み

宮城県農林水産部森林整備課 技術補佐 (県有林班長 ) 髙村 正幸

２ ）第２回東北低コスト造林導入促進協議会

（１）開催期日：平成２５年９月２５日

（２）開催場所：青森市森林博物館

（３）出 席 者：森林総合研究所東北支所、青森県農林水産部林政課、青森県東青地域県民局地

域農林水産部林業振興課、青森県上北地域県民局地域農林水産部林業振興課、

青森県産業技術センター林業研究所、社団法人 青森県林業会議、青森県山林

種苗協同組合、青森県森林組合連合会、岩手県林業技術センター、宮城県林業

技術総合センター、山形県森林研究研修センター

（４）協 議 等：

1) 九州での低コスト造林プロジェクトの成果と東北での低コスト造林プロジェクトの取

組

森林総合研究所東北支所 産学官連携推進調整監 松本 和馬

2) 事業の今後の予定

・セミナー「コンテナ苗から考える東北の低コスト造林」について

・先進的コンテナ苗生産地見学会について
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・コンテナ苗の育苗・植栽マニュアルの編集について

森林総合研究所東北支所 産学官連携推進調整監 松本 和馬

3) 低コスト間伐推進の取組状況について

青森県農林水産部 林政課 森林整備グループ主幹 成田 鶴美

３ ）第３回東北低コスト造林導入促進協議会

（１）開催期日：平成２５年１１月６日

（２）開催場所：山形県庁

（３）出 席 者：森林総合研究所東北支所、青森県産業技術センター林業研究所、秋田県森林技

術センター、山形県農林水産部森林課、山形県森林研究研修センター、山形県

森林組合連合会、山形県山林種苗協同組合、福島県林業研究センター

（４）協 議 等：

1) 東北での低コスト再造林の課題と森林総研のプロジェクト

森林総合研究所東北支所 産学官連携推進調整監 松本和馬

2) 見積もりシステムの紹介

森林総合研究所東北支所 森林資源管理グループ長 天野智将

3) 山形県における取組状況について

ア．山形県における低コスト再造林に向けた取組みについて

山形県農林水産部森林課 森林集約化推進専門員 小畑 義一

イ．山形県における低コスト再造林技術の開発について

a 雪国におけるコンテナ苗の植栽試験について

山形県森林研究研修センター 主任専門研究員 渡部公一

b ワラビのカバークロップ効果とその可能性について

山形県森林研究研修センター 主任専門研究員 中村人史

４ ）第４回東北低コスト造林導入促進協議会

（１）開催期日：平成２５年１２月１８日

（２）開催場所：秋田地方総合庁舎

（３）出 席 者：森林総合研究所東北支所、東北森林管理局、青森県産業技術センター林業研究

所、宮城県林業技術総合センター、秋田県農林水産部林業木材産業課、秋田県

農林水産部森林整備課、秋田県森林技術センター、秋田県山林種苗協同組合、

秋田県森林組合連合会、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究センタ

ー、（株）森林環境リアライズ

（４）協 議 等：

1) 東北の低コスト造林研究と普及のこれから

森林総合研究所東北支所 産学官連携推進調整監 松本和馬

2) 東北森林管理局の低コスト造林への取組について

東北森林管理局技術普及課 技術開発主任官 岩間 由文

3) スギ低密度植栽試験について

秋田県森林技術センター環境経営部 主任研究員 和田 覚

4) 筋残し刈りについて

秋田県森林技術センター環境経営部 主任研究員 長岐 昭彦

５ ）第５回東北低コスト造林導入促進協議会

（１）開催期日：平成２６年１月２８日

（２）開催場所：森林総合研究所東北支所

（３）出 席 者：森林総合研究所東北支所、東北森林管理局、岩手北部森林管理署、三陸北部森

林管理署、盛岡森林管理署、三陸中部森林管理署、岩手南部森林管理署、青森
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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、宮城県林業技術総合センター、秋田県森林技術センター、ノース

ジャパン素材流通協同組合、

（４）協議等：

1) 低コスト造林に向けた岩手県の取組

岩手県農林水産部森林整備課 千葉一弘

2) 民有林で実施した低コスト造林

ノースジャパン素材流通協同組合 外舘聖八朗

3) カラマツ造林地における下刈回数低減の可能性

岩手県林業技術センター 主査専門研究員 成松眞樹

4) 低コスト造林プロジェクトの進捗状況

森林総合研究所東北支所 産学官連携推進調整監 松本 和馬

６ ）第１回コンテナ苗先進生産地見学会

（１）開催期日：平成２５年１１月１１日

（２）開催場所：①コンテナ苗木生産地：グリーン・プランナー太田苗園（刈田郡蔵王町）

②コンテナ苗造林試験地（柴田郡柴田町）

（３）参 加 者：森林総合研究所東北支所、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、宮城県林業技術総合センター、山

形県村山総合支庁森林整備課、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究

センター

７ ）第２回コンテナ苗先進生産地見学会

（１）開催期日：平成２５年１２月６日

（２）開催場所：①コンテナ苗木生産地：吉田樹苗（住田町）

②コンテナ苗植栽試験地：岩手県林業技術センター（矢巾町）

（３）参 加 者：森林総合研究所、森林総合研究所東北支所、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

部森林整備課、宮城県林業技術総合センター、山形県置賜総合支庁林整備課、

山形県森林研究研修センター、福島県林業研究センター、（株）フォレストサ

ービス

４－５ ）東北国有林森林・林業技術協議会

（１）開催期日：平成２６年３月１１日

（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

研究所森林農地整備センター東北北海道整備局、東北森林管理局

（４）協 議 等：

1) 今年度の活動及び次年度予定

①森林総合研究所東北支所

・活動概要

・地域研究プロジェクトの進捗状況

・「森林からの流出水に含まれる放射性セシウム」

・「福島第一原子力発電所事故による野ネズミの放射性セシウム蓄積の実態」

②森林総合研究所育種センター東北育種場

・スギ第二世代精英樹候補木の選抜とエリートツリーの開発について
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・次代検定林等の調査と設定について

・東日本大震災で壊滅した東北太平洋沿岸のクロマツ海岸防災林の再生

・「奇跡の一本松後継樹」生育状況、林木遺伝子銀行１１０番の里帰り

・原種の樹種別・品種別・年度別配付状況(H14 ～ H25)

③森林総合研究所森林農地整備センター東北北海道整備局

・平成２５年度東北北海道整備局事業実績

・平成２５年度取組実施状況

・平成２６年度東北北海道整備局事業計画

・平成２６年度重点項目

・複層林誘導伐について

④東北森林管理局

・調査に係る平成２５年度の結果及び平成２６年度の予定について

・平成２６年度技術開発課題

・低コスト造林に係る対応状況について

・フィールドの提供について

・その他（木材利用促進について）

2) その他協議事項

①森林総合研究所東北支所

・低コスト再造林に関する森林総研と森林管理署の情報交換会議に係る提案
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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

小野　賢二
フィンランド
エストニア

「環北極陸域システムの変動と気候への影
響」に関わる北欧地域の現地調査

H25.6.12～

            6.25
国立極地研究所
（受託出張）

野口  麻穂子 エストニア
「第56回国際植生学会大会(IAVS 2013)」
において研究発表

H25.6.23～

              7.2
運営費交付金／
海外経費

大西　尚樹 イギリス
「野生動物管理技術の高度化」の研究成
果を国際哺乳類学会において研究発表

H25.8.9～

            8.18
運営費交付金／
海外経費

島田　卓哉 イギリス
「野ネズミの春の餌資源としての堅果の再
評価」の研究成果を国際哺乳類学会にお
いて研究発表

H25.8.10～

            8.18
科学研究費補助金
／野ネズミ基

八木橋　勉 マレーシア

「温暖化適応策導出のための長期森林動
態データを活用した東アジア森林生態系
炭素収支観測ネットワークの構築」のマ
レーシア熱帯降雨林の炭素動態に関する
試験地の整備,毎木調査および研究打合
せ

H25.8.25～

              9.6
環境省受託事業費
／温暖化適応

小野　賢二 ミクロネシア
「マングローブ主要構成種の地下部生産・
分解プロセスと立地環境の関係」のための
現地調査

H25.8.31～

              9.9
科学研究費補助金
／地下部生産補

升屋　勇人 台湾 養菌性キクイムシの採集調査
H25.9.1～

              9.6
国立大学法人東京
大学（受託出張）

中村　克典 ドイツ
「カミキリ分布北限」の研究成果をユフロ
ワーキングユニット7.02.10マツ材線虫病会
議2013において研究発表

H25.10.13～

          10.20
科学研究費補助金
／カミキリ分布北限

齋藤　智之 タイ

「温暖化適応策導出のための長期森林動
態データを活用した東アジア森林生態系
炭素収支観測ネットワークの構築」の現地
調査および研究発表

H25.11.30～

            12.7
環境省受託事業費
／温暖化適応

小野　賢二 タイ

「立地環境の異なるマングローブ林の炭素
蓄積過程の解明と衛生技術によるその高
精度把握」のための現地調査および研究
打合せ

H25.12.17～

          12.24
科学研究費補助金
／炭素蓄積

八木橋　勉 マレーシア
「REDD推進体制整備に関する研究」推進
のための打合せおよび現地調査

H26.1.26～

              2.8
特殊法人等受託事
業費／ＲＥＤＤ

松本　和馬 インドネシア 「途上国森づくり事業」に関わる現地調査
H26.2.8～

            2.18

財団法人　国際緑
化推進センター
（受託出張）
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６ 研修・講習

  ６－１）派遣

氏  名 始 期 終 期 実   施   機   関

野口  麻穂子 25. 11. 27 25. 11. 29 農林水産技術会議事務局

大西　尚樹 25.  7.  1 26.  2. 28 東北支所

大西　尚樹 25.  4. 17 25.  4. 18 林業・木材製造業労働災害防止協会岩
手県支部

  ６－２）受け入れ

氏  名 所　　属 研    修    内   容 受     入     先

市原　優 関西支所 平成25年度所内短期技術研修 25.10.15 25.10.21 チーム長（森林微生物管理担当）

須田  美里
日本大学生物資
源科学部森林資
源学科

樹木の個体群動態に関する調査手
法の習得

24. 9. 9 24. 9.13 育林技術研究グループ

平成25年度外国語研修（英語）

伐木等の業務従事者特別教育講習会

研       修       名

期　　間

平成25年度農林水産関係若手研究者研修
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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・グループ 氏　　名

沿岸広域振興局農林部大船渡
農林振興センター所長

震災復興事業の実施に係るアカマツ支障木の伐採
処理に関する勉強会講師：講師

岩手県大船渡市 H25.4.10 生物被害研究グループ長 中村克典

森と緑の研究所研究所長代表
理事村井宏

森と緑の研究所定例研究会「ヒバ育林の諸問題」
講師：講師

岩手県盛岡市 H25.4.19 育林技術研究グループ 櫃間岳

岩手県林業技術センター所長
平成２５年度森林保護基礎研修（Ⅰ）に係る講
師：講師

岩手県矢巾町 H25.6.13 生物被害研究グループ長 中村克典

岩手県立遠野緑峰高等学校校
長熊谷正樹

「ニホンジカによる農作物の被害防止に関する講
演会」講師：講師

岩手県遠野市 H25.7.8 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

一般財団法人日本緑化セン
ター会長篠田和久

第9回松枯れ防除実践講座講師：講師
岩手県盛岡市、
滝沢村

H25.9.4
H25.9.5

生物被害研究グループ長 中村克典

沿岸広域振興局農林部大船渡
農林振興センター所長

アカマツ支障木の伐採処理に係る松くい虫被害対
策研修会講師：講師

岩手県大船渡市
H25.10.7
H25.10.8

生物被害研究グループ長 中村克典

林野庁森林技術総合研修所長
木下喜博

平成２５年度森林保護管理Ⅱ（獣害）研修講師：
講師

東京都八王子市 H25.10.29 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

岩手県森林組合連合会代表理
事会長中崎和久

平成２５年度森林・林業人材育成加速化事業「森
林施業プランナー研修」第９・１０回講座講師：
講師

岩手県釜石市
H25.10.23
H25.10.24

森林資源管理研究グループ
長

天野智将

山形県林業・木材産業再生協
議会会長細谷知行

低コスト作業システム研修会＜低コスト再造林研
修＞講師：講師

山形県鶴岡市
H25.11.6
H25.11.7

産学官連携推進調整監 松本和馬

林野庁森林技術総合研修所所
長木下喜博

平成２５年度生物多様性保全Ⅰ（技術）研修講
師：講師

東京都八王子市
H25.11.21
H25.11.22

産学官連携推進調整監 松本和馬

一般財団法人日本緑化セン
ター会長篠田和久

NGK･GGG共同主催平成２５年度「ゴルフ場の樹木
管理セミナー」東日本地区における「松枯れの防
除」講師：講師

茨城県つくばみ
らい市

H25.11.18 生物被害研究グループ長 中村克典

林野庁森林技術総合研修所長
木下喜博

平成２５年度森林調査研修講師：講師 東京都八王子市 H25.12.10
チーム長（地域資源利用担
当）

小谷英司

一般財団法人日本緑化セン
ター会長篠田和久

NGK･GGG共同主催平成２５年度「ゴルフ場の樹木
管理セミナー」西日本地区における「松枯れの防
除」講師：講師

京都府京都市
H26.2.20
H26.2.21

生物被害研究グループ長 中村克典

宮城県東部地方振興事務所長
平成２５年度宮城県森林施業プランナー育成研修
会講師：講師

宮城県登米市 H26.1.9
森林資源管理研究グループ
長

天野智将

秋田県立大学生物資源科学部
森林科学研究室教授蒔田明史

第１１０回森林科学セミナー講演：講師 秋田県秋田市 H26.1.23 育林技術研究グループ
野口麻穂
子

山形県最上総合支庁長 平成２５年度森林保護研修会講師：講師 山形県新庄市 H26.3.3 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

日本林業技士会青森県支部支
部長伊藤広一

平成２５年度第２回青森県林業技士会セミナー講
演講師：講師

青森県青森市 H26.2.22 生物被害研究グループ長 中村克典

独立行政法人　農業・食品産
業技術総合研究機構　東北農
業研究センター所長

予防的鳥獣被害対策についての講演・調査検討会
（岩手県版・福島県版）の講師：講師

岩手県盛岡市
福島県南相馬市

H26.1.27
    ～2.9

生物多様性研究グループ長 堀野眞一

盛岡市立青山小学校校長伊藤
正幸

社会科の学習において、国土の保全や自然災害を
防ぐ森林の話を聞き教科の内容をより深く理解す
ると共に、「郷土を愛し、誇りに思う心を育てる
と共に、自らの役割と責任をを果たそうとする態
度」を育成する：講師

岩手県盛岡市 H26.2.28 森林環境研究グループ 小野賢二
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７－２）専門委員派遣

依　頼　者 内　　　　　容 用　務　先 実施月日 チーム・グループ 氏　　名

気仙地区松くい虫被害対策連
絡会議会長陸前高田市農林水
産部長

平成２５年度第１回気仙地区松くい虫被害対策連
絡会議

岩手県大船渡市 H25.4.10 生物被害研究グループ長 中村克典

岩手県農林水産部森林整備課
総括課長

平成２５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 H25.4.23
森林資源管理研究グループ
長

天野智将

山形県農林水産部森林課長
山形県最上郡戸沢村角川地内の地すべり災害現地
調査

山形県戸沢村
H25.4.30
H25.5.1

チーム長（山地保全担当） 岡本隆

岩手県盛岡広域地方振興局林
務部長

平成２５年度盛岡地区松くい虫被害対策連絡会議
（第１回）

岩手県矢巾町、
紫波町

H25.5.9 生物被害研究グループ長 中村克典

【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委員現地調査 岩手県一戸町 H25.5.17 生物多様性研究グループ 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

岩手県環境影響評価技術審査会委員現地調査 岩手県住田町 H25.6.6 生物多様性研究グループ 島田卓哉

山形県農林水産部森林課長
山形県鶴岡市越中山字莇平地内の地すべり災害現
地調査

山形県鶴岡市 H25.5.16 チーム長（山地保全担当） 岡本隆

岩手県環境生活部自然保護課
総括課長

第４次シカ保護管理計画検討会 岩手県盛岡市 H25.5.21 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

気仙地区松くい虫被害対策連
絡会議会長陸前高田市農林水
産部長

平成２５年度第２回気仙地区松くい虫被害対策連
絡会議

岩手県大船渡市 H25.6.10 生物被害研究グループ長 中村克典

岩手県環境生活部自然保護課
総括課長

第４次シカ保護管理計画検討会 岩手県盛岡市 H25.6.21 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

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、
八幡平市、雫石
町、紫波町、矢
巾町、岩手町、
葛巻町、滝沢村

H25.6.12
H25.6.13
H25.6.14
H25.6.18
H25.6.19
H25.6.20

生物多様性研究グループ長 堀野眞一

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４７回岩手県環境影響評価技術審査会 岩手県盛岡市 H25.7.4 生物多様性研究グループ 島田卓哉

岩手県環境生活部長 平成２５年度シカ保護管理検討委員会 岩手県盛岡市 H25.7.18 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

東北森林管理局長
平成２５年度東北森林管理局林野公共事業評価
（期中の評価）「技術検討会」

秋田県秋田市 H25.7.22 支所長 駒木貴彰

財団法人自然環境研究セン
ター理事長大塚柳太郎

平成２５年度モニタリングサイト１０００（森
林・草原調査）検討会

東京都墨田区 H25.8.13 育林技術研究グループ
野口麻穂
子

気仙地区松くい虫被害対策連
絡会議会長陸前高田市農林水
産部長

平成２５年度第３回気仙地区松くい虫被害対策連
絡会議

岩手県大船渡市 H25.7.24 生物被害研究グループ長 中村克典

沿岸広域振興局保健福祉環境
部大船渡保健福祉環境セン
ター所長

第１６回大船渡地区公共事業等に係る希少野生動
植物調査検討委員会

岩手県大船渡市 H25.8.20 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

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

岩手県雫石町、
紫波町、滝沢村

H25.7.25 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

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査会

岩手県八幡平市 H25.8.23 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

岩手県環境生活部長 平成２５年度第２回シカ保護管理検討委員会 岩手県盛岡市 H25.9.11 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

気仙地区松くい虫被害対策連
絡会議会長陸前高田市農林水
産部長

平成２５年度第４回気仙地区松くい虫被害対策連
絡会議

岩手県大船渡市 H25.9.3 生物被害研究グループ長 中村克典

秋田県農林水産部森林整備課
長

秋田県仙北市田沢湖田沢字供養佛地内の土石流災
害についての現地調査

秋田県仙北市
H25.8.11
H25.8.12

チーム長（山地保全担当） 岡本隆

木構造振興株式会社代表取締
役西村勝美

林野庁助成：国産広葉樹材の有効活用促進調査事
業に係わる調査

岩手県八幡平
市、岩手町、矢
巾町、北上市

H25.9.5
H25.9.6

森林資源管理研究グループ
長

天野智将

（津付ダム周辺環境検討委員
会事務局）岩手県沿岸広域振
興局土木部大船渡土木セン
ター津付ダム建設事務所長

津付ダム周辺環境検討委員会（現地視察） 岩手県住田町 H25.10.9 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

（財）林業経済研究所理事長
箕輪光博

国土緑化推進機構助成「育林経営のビジネス化を
阻む諸要因に関する研究」（研究代表餅田治之）
研究会委員会

東京都文京区 H25.10.9 森林資源管理研究グループ 林雅秀

盛岡広域地方振興局林務部長
平成２５年度盛岡地区松くい虫被害対策連絡会議
（第2回）

岩手県盛岡市 H25.10.3 生物被害研究グループ長 中村克典

東北森林管理局長（白神山地
世界遺産地域科学委員会事務
局幹事）

第７回白神山地世界遺産地域科学委員会 秋田県秋田市 H25.10.7 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

三陸中部森林管理署長
「大槌・気仙川流域の森林計画に関する住民懇談
会」

岩手県大船渡市 H25.11.28 支所長 駒木貴彰
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依　頼　者 内　　　　　容 用　務　先 実施月日 チーム・グループ 氏　　名

岩手県環境生活部自然保護課
総括課長

シカ生息密度調査
岩手県大船渡
市、住田町、釜
石市、遠野市

H25.10.26
H25.10.27
H25.11.3
H25.11.4

生物多様性研究グループ長 堀野眞一

気仙地区松くい虫被害対策連
絡会議会長陸前高田市農林水
産部長

平成２５年度第５回気仙地区松くい虫被害対策連
絡会議

岩手県大船渡市 H25.10.7 生物被害研究グループ長 中村克典

岩手県環境保健研究センター
所長宇部眞一

岩手県環境保健研究センター研究評価委員会 岩手県盛岡市 H25.10.30 産学官連携推進調整監 松本和馬

長野県林務部長 特定鳥獣保護管理検討委員会ニホンジカ部会 長野県長野市 H25.10.25 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

東北森林管理局長 平成２５年度森林・林業技術交流発表会審査委員 秋田県秋田市
H26.2.5
H26.2.5 支所長 駒木貴彰

山形森林管理署長 蔵王地区アオモリトドマツの大規模変色被害調査
山形森林管理署
管内

H25.10.28
H25.10.29

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 蔵王地区アオモリトドマツの大規模変色被害調査
山形森林管理署
管内

H25.10.28
H25.10.29

チーム長（森林微生物管理
担当）

升屋勇人

東北森林管理局長 平成２５年度東北森林管理局技術開発委員会 秋田県秋田市 H25.12.6
チーム長（地域資源利用担
当）

小谷英司

東北森林管理局長 平成２５年度東北森林管理局技術開発委員会 秋田県秋田市 H25.12.6 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 H25.12.13 支所長 駒木貴彰

新北菱林産株式会社北上出張
所所長今堀悟朗（広葉樹資源
循環利用研究会）

素材生産業者を対象とする聞取り調査
岩手県岩手町、
八幡平市、宮古
市、洋野町

H25.11.14
H25.11.15
H25.11.26

森林資源管理研究グループ 林雅秀

琉球大学熱帯生物圏研究セン
ター長屋宏典

平成２５年度共同利用研究「マングローブ泥炭生
成、蓄積に寄与する地下部細根の動態プロセスの
解明」に関する調査

沖縄県竹富島
H26.3.19
     ～26

森林環境研究グループ 小野賢二

岩手県農林水産部森林整備課
総括課長

平成２５年度岩手県企業の森づくりCO2吸収量認
定審査委員会

岩手県盛岡市 H25.12.20
チーム長（地域資源利用担
当）

小谷英司

新北菱林産株式会社北上出張
所所長今堀悟朗（広葉樹資源
循環利用研究会）

素材生産の効率に関する調査
岩手県久慈市、
一関市

H25.11.26
H25.12.20

森林資源管理研究グループ
長

天野智将

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、
雫石町、紫波
町、矢巾町

H25.12.6 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

平成２５年度早池峰山周辺地
域のニホンジカの生息状況・
林影響等調査に係る検討委員
会事務局株式会社グリーンシ
グマ代表取締役平田敏彦

第１回平成２５年度早池峰山周辺地域のニホンジ
カの生息状況・林影響等調査に係る検討委員会

岩手県盛岡市 H25.12.13 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

新北菱林産株式会社北上出張
所所長今堀悟朗（広葉樹資源
循環利用研究会）

素材生産業者を対象とする聞取り調査 岩手県奥州市 H25.12.6 森林資源管理研究グループ 林雅秀

東北森林管理局長 平成２５年度森林・林業技術交流発表会特別発表 秋田県秋田市 H26.2.6 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

雫石町長深谷政光 平成２５年度第１回雫石町環境審議会 岩手県雫石町 H26.1.21 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

岩手県農林水産部森林整備課
総括課長

平成２５年度第１回岩手県地域森林経営プラン認
定審査会

岩手県盛岡市 H25.12.24
森林資源管理研究グループ
長

天野智将

岩手県森林病害虫被害対策推
進協議会事務局岩手県農林水
産部森林整備課総括課長

平成２５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 H26.2.5 生物被害研究グループ長 中村克典

独立行政法人農業・食品産業
総合研究機構果樹研究所長

平成２５年度寒冷地果樹研究会 岩手県盛岡市 H26.2.6 生物多様性研究グループ 島田卓哉

岩手県農林水産部森林整備課
総括課長

平成２５年度岩手県林業普及指導事業評価委員会 岩手県盛岡市 H26.2.14
森林資源管理研究グループ
長

天野智将

岩手県農林水産部森林整備課
総括課長

平成２５年度第２回岩手県地域森林経営プラン認
定審査会

岩手県盛岡市 H26.1.31
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２５年度保護林モニタリング調査検討委員会 秋田県秋田市 H26.1.29 森林生態研究グループ長 柴田銃江

東北森林管理局長 平成２５年度保護林モニタリング調査検討委員会 秋田県秋田市 H26.1.29 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

沿岸広域振興局保健福祉環境
部大船渡保健福祉環境セン
ター所長

第１７回大船渡地区公共事業等に係る希少野生動
植物調査検討委員会

岩手県大船渡市 H26.2.10 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

新北菱林産株式会社北上出張
所所長今堀悟朗（広葉樹資源
循環利用研究会）

素材生産の効率に関する調査 岩手県岩泉町 H26.1.27
森林資源管理研究グループ
長

天野智将

新北菱林産株式会社北上出張
所所長今堀悟朗（広葉樹資源
循環利用研究会）

素材生産の効率に関する調査 岩手県岩泉町 H26.1.27 森林資源管理研究グループ 林雅秀

新北菱林産株式会社北上出張
所所長今堀悟朗（広葉樹資源
循環利用研究会）

林業機械メーカーを対象とする聞取り調査 岩手県奥州市 H26.1.24 森林資源管理研究グループ 林雅秀

東北森林管理局長 平成２５年度森林計画の策定等に関する検討会 秋田県秋田市 H26.3.7 支所長 駒木貴彰

岩手県知事達増拓也 岩手県森林審議会 岩手県盛岡市 H26.2.13 支所長 駒木貴彰

48

平成２６年版　森林総合研究所東北支所年報



依　頼　者 内　　　　　容 用　務　先 実施月日 チーム・グループ 氏　　名

岩手県林業技術センター所長
平成２５年度岩手県林業技術センター試験研究評
価に係る外部評価委員会

岩手県矢巾町 H26.3.3 支所長 駒木貴彰

京都大学野生動物研究セン
ター長幸島司郎

京都大学野生動物研究センター共同利用・共同研
究拠点計画委員会

京都府京都市
H26.3.4
H26.3.5

生物多様性研究グループ 大西尚樹

盛岡広域地方振興局林務部長
平成２５年度盛岡地区松くい虫被害対策連絡会議
（第3回）

岩手県盛岡市 H26.2.25 生物被害研究グループ長 中村克典

東北森林管理局長 ニホンジカ被害対策検討会議 岩手県盛岡市 H26.2.27 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

平成２５年度早池峰山周辺地
域のニホンジカの生息状況・
林影響等調査に係る検討委員
会事務局株式会社グリーンシ
グマ代表取締役平田敏彦

第２回平成２５年度早池峰山周辺地域のニホンジ
カの生息状況・林影響等調査に係る検討委員会

岩手県盛岡市 H26.2.18 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

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
委員会委員長保健福祉環境部
長岡村鋭次

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

岩手県盛岡市 H26.3.4 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

気仙地区森林病害虫被害対策
連絡会議会長陸前高田市農林
水産部長

平成２５年度第７回気仙地区森林病害虫被害対策
連絡会議等

岩手県大船渡市 H26.3.12 生物被害研究グループ長 中村克典

東北森林管理局長
平成２５年度東北森林管理局林野公共事業評価
「技術検討会」

秋田県秋田市 H26.2.28 支所長 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おける審査
講評

岩手県盛岡市 H26.3.12
森林資源管理研究グループ
長

天野智将

独立行政法人　農業・食品産
業技術総合研究機構　東北農
業研究センター所長

予防的鳥獣被害対策についての講演・調査検討会
（福島県版）

福島県南相馬市 H26.3.23 生物多様性研究グループ長 堀野眞一

公益財団法人国際緑化推進セ
ンター理事長佐々木惠彦

途上国森づくり事業海外森林保全参加支援部会 東京都文京区 H26.3.25 産学官連携推進調整監 松本和馬
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８ 視察・見学

区 分 員数（人）

国 １３８

都道府県 ９６

林業団体 ８７

一般 ５７６

学生 １７

計（国内） ９１４

国外 ０

合計 ９１４

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 25 年版 No.54 年刊

フォレストウィンズ ４ 1,000 No.53 ～ No.56 不定期

１０ 図書

（単行書）

平成２５年度受入 年度末蔵書数

和 書 洋 書 （管理換による除籍・

購 入 寄 贈 計 購 入 寄 贈 計 収書等を含む）

冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊

35 23 58 9 1 10 16,923

（雑誌等逐次刊行物）

平成２５年度受入 年度末蔵書数

和書 洋書 製本冊数 （管理換による除籍・

購入 寄贈 計 購入 寄贈 計 購入 寄贈 計 収書等を含む）

冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊

459 321 780 260 1 261 95 0 95 28,601

（その他の資料）

平成２５年度受入 年度末蔵書数

和 書 洋 書 （管理換による除籍・

購 入 寄 贈 計 購 入 寄 贈 計 収書等を含む）

冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊

0 120 120 0 0 0 9,238
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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25年度東北林業試験研究機関連絡協議会 25. 6.19 林木育種センター東北育種場 岩手県奥州市

　　育種専門部会 25. 6.20

２　平成25年度東北林業試験研究機関連絡協議会 25. 7. 4 宮城県林業技術総合センター 宮城県仙台市

　　資源・環境専門部会 25. 7. 5

３　平成25年度東北林業試験研究機関連絡協議会 25. 7.11 秋田県農林水産技術センター 秋田県秋田市

　　森林保全専門部会 25. 7.12 森林技術センター 秋田県潟上市

４　平成25年度東北林業試験研究機関連絡協議会 25.  8. 9 青森県産業技術センター 青森県八戸市

　　企画調整専門部会 林業研究所

５　平成25年度東北林業試験研究機関連絡協議会 25. 8.22 青森県産業技術センター 青森県三戸郡南部町

　　総会 25. 8.23 林業研究所

６　平成25年度林業研究・技術開発推進東北ブロック会議 25. 9.10 林野庁 東北支所

　　育種分科会 林木育種センター東北育種場

７　平成25年度林業研究・技術開発推進東北ブロック会議 25. 9.11 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

８　東北支所業務報告会 25.12. 16 東北支所 東北支所

25.12. 17

９　農食研・東北再造林推進会議 25. 12.10 東北支所 東北支所

10　交プロ・低コスト再造林推進会議 26. 1.21 東北支所 東北支所

11　東北支所研究評議会 26. 2.21 東北支所 東北支所

１２   諸  行  事
行　　　事 年月日

１　サマーサイエンスキャンプ２０１３ 25. 8. 5 ～

　　　　「森を・炭素を・多様性を測る」 25. 8. 7

２　オープンラボ

　　　　「東北の林業の明日」

３　森林総合研究所東北支所・林木育種センター東北育種場・

　　盛岡水源林整備事務所一般公開

４　セミナー

　　   「 コンテナ苗から考える東北の低コスト造林」

５　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

開催場所

25.10.29 二戸市シビックセンター

26. 2. 4 岩手県水産会館

25.10.19 東北支所

25.10.10 東北支所

東北支所
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１３   内部委員会

・苗畑・実験林委員会

委員：松本和馬、長南猛彦、小谷英司、櫃間　岳、久保田多余子、相川拓也、千葉里香（事務局）

会議：第１回委員会（4月22日）

・住宅委員会

委員：佐々木清和、都筑俊夫、岡本　隆、篠宮佳樹、堀野眞一、砂子田渉（事務局）

・安全衛生委員会

委員：松本和馬、佐々木清和、金野　勇、石井基弘、島田卓哉、千葉里香、都筑俊夫、砂子田渉（事務局）

会議：第１回委員会（4月22日）、第２回委員会（5月17日）、第３回委員会（6月21日）、第４回委員会（7月19日）

　　　第５回委員会（8月21日）、第６回委員会（10月18日）、第７回委員会（11月15日）、第８回委員会（12月20日）

　　　第９回委員会（1月17日）、第10回委員会（2月28日）、第11回委員会（3月20日）

・施設整備委員会

委員：松本和馬、長南猛彦、佐々木清和、柴田銃江、磯野昌弘、天野智将

　　　金野　勇（事務局）、都筑俊夫（事務局）

会議：第１回委員会（4月19日）

・図書委員会

委員：松本和馬、長南猛彦、石山雅勝、八木貴信、野口麻穂子、久保田多余子、島田卓哉、中村克典、林　雅秀、

　　　米沢茂信（事務局）

会議：第１回委員会（6月18日）

１４   内部会議

・支所業務調整会議

メンバー：駒木貴彰 、松本和馬、長南猛彦、佐々木清和、金野　勇

会議：毎週月曜日開催

・支所運営会議

メンバー：駒木貴彰、松本和馬、田之畑忠年、長南猛彦、米沢茂信、千葉里香、佐々木清和、金野　勇、

　　　　　砂子田渉、石山雅勝、都筑俊夫、磯野昌弘、岡本　隆、齋藤武史、小谷英司、升屋勇人、

　　　　　柴田銃江、八木橋勉、篠宮佳樹、堀野眞一、中村克典、天野智将 

会議：月２回開催
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