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ま え が き 

 
 

東日本大震災から４年が経過し、徐々にではありますが被災地の復興も進んできています。私ども東北支所は、

今年度も被災地復興に貢献することを最重要課題として様々な取り組みを行ってきました。 

まず、津波によって壊滅的な被害を受けた海岸防災林の再生については、盛土された植栽基盤上に水が溜まっ

て水田のような状態になっている場所の土壌特性を調査して原因究明に努め、植栽後の確実な成林のための基礎

的なデータを収集しました。また、炭素同位体比の変化から津波被害を受けたクロマツが塩害によるストレスを

受けていることや、降雨による除塩効果を明らかにしました。さらに、津波に耐えて生残した海岸林のクロマツ

やアカマツが時間経過と共に枯死していく原因が海水に含まれる塩分にあることが明らかになっているため、両

樹種に関する海水耐性試験を実施しました。このように、海岸防災林の造成に関する試験を継続的に進めており、

事業実施主体である東北森林管理局や仙台森林管理署等に対して、確実な再生が図られるように科学的知見を提

供しています。また、こうした海岸林再生に関する我々の取組は、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を行っています。 

人工林の伐採跡地の再造林については、東北地方の再造林率が20～30％程度と低いことから、林業の成長産業

化を目指す上で深刻な問題であると共に国土保全の観点からも憂慮すべき事態です。東北各県で問題意識が高ま

っており、我々が岩手県、山形県、秋田県の各公設林試、ノースジャパン素材流通協同組合と共に平成 25 年度

から行っている低コスト再造林技術の開発には、民有林だけでなく国有林からも大きな期待が寄せられています。

造林コストの低減には、伐採と造林を同時並行的に進める一貫作業が効果的であることから、この作業仕組みに

低密度植栽、コンテナ苗導入、下刈り回数削減といった個別の技術開発を組み合わせることにより、従来の再造

林作業よりもおよそ半分程度のコストで実行できる可能性が見えてきました。こうした研究成果を迅速に現場に

普及するため、支所主催のセミナーや各県での講演会等で研究成果の公表に努めています。 

ニホンジカ、マツ材線虫病、カシノナガキクイムシ等による林業被害の防除法の開発も我々の重要な課題です。

特にニホンジカについては、生息域の拡大により林業被害も深刻化しつつあることから、森林総研が京都府内で

試験して効果が認められたドロップネット方式や、静岡森林管理署の協力を得て実施した餌付けによる効率的捕

獲技術（誘因狙撃法）を東北地方に適用するための実証的な研究が求められており、本所の関係領域と連携して

取り組むことにしています。また、マツ材線虫病被害対策については、外部資金の獲得による研究の加速化を目

指して研究プロジェクトを立ち上げました。さらに、平成 25 年に山形県蔵王地域の国有林内に虫害と考えられ

るオオシラビソ（アオモリトドマツ）の大規模な落葉現象が発生したことから、東北支所の研究者が山形森林管

理署の依頼を受けて原因究明に当たり、発生原因は不明ですが、わが国では発生事例が極めて少ないトウヒツヅ

リヒメハマキによる被害であることを明らかにしました。現在も継続調査によって状況の推移を見守っており、

国有林と連携しつつ今後の対策立案に貢献していくこととしています。 

福島第一原子力発電所の事故により森林内に降下した放射性物質の挙動調査については、継続して森林総研本

所と協力しつつモニタリング作業を行っています。 



 東北支所の研究成果をそれぞれの現場で有効に活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。 

 

国立研究開発法人森林総合研究所 

東北支所長  駒木貴彰 



Ⅰ 研究の概要





１ 平成２６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

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
木貴信、八木橋勉、齋藤
智之、野口麻穂子、天野
智将

技会農食研事業 25～27

A1P06 プロジェクト課題 コンテナ苗を活用した低コスト再造林技術の実証研究 柴田銃江、天野智将 政府等外受託 26～27

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 23～27

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 23～27

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

A2P05 プロジェクト課題 広葉樹林化技術の実践的体系化研究 柴田銃江 政府等外受託 26～27

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 23～27

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、齋藤智之、野
口麻穂子

一般研究費 23～27

A21S25 小プロ課題 低木として長期にわたり生きる高木ヒバの更新戦略 八木橋勉、齋藤智之 科研費 26～28

A21S26 小プロ課題
下層植生が繁茂する強度間伐地での正の植物間相互作用を介した広葉樹更新メカニ
ズム

八木貴信 科研費 26～28

A21S28 小プロ課題 大雨による斜面崩壊が地表攪乱依存樹種の更新に果たす役割 野口麻穂子、篠宮佳樹 科研費 26～28

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 23～27

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

B21S12 小プロ課題
持続可能な林業構造の解明に向けたセンサス・ミクロデータによる林業経営行動の
分析

大塚生美 科研費（分担） 25～27

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

B21S15 小プロ課題 川上側林業ビジネスモデルの定式化とそれに向けた政策のあり方に関する研究 大塚生美 科研費（分担） 26～26

B21S16 小プロ課題 森林経営の信託化技術とその可能性に関する研究 大塚生美 科研費 26～26

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

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 24～28

E1P09 プロジェクト課題 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 八木橋勉、齋藤智之 地球一括 26～29

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 23～27

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 23～27

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

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

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 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 政府等受託 24～28

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(分担) 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(分担) 25～29

F1P13 プロジェクト課題 避難指示解除準備区域等における実証事業（普及啓発） 安田幸生 政府等受託 26～28

F1P14 プロジェクト課題 「森林における除染等実証事業」のうち「実施手法等の調査事業」 安田幸生 政府等受託 26～26

課題記号番号　・　区分

注：氏名太字は、課題責任者
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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

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 23～27

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

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

F11S23 小プロ課題 落葉堆積量の違いが林床の濁水ろ過機能におよぼす影響の解明 阿部俊夫 科研費 26～28

F11S24 小プロ課題 間伐が森林からの懸濁物質及び放射性物質の流出に及ぼす影響の解明 篠宮佳樹 科研費 26～28

F11S25 小プロ課題 ガンマ線スペクトルサーベイから土壌中の放射性セシウム分布を探る 安田幸生 科研費 26～28

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

24～27

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高度化

坂本知己、小谷英司、八
木橋勉、篠宮佳樹、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

F2P09 プロジェクト課題 津波軽減効果の高い海岸防災林造成技術の開発 坂本知己 イノベーション創出 24～26

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(分担) 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
坂本知己、齋藤武史、岡
本隆

一般研究費 23～27

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 地すべ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

F21S24 小プロ課題 季節的な地温変動を誘因とする地すべり発生機構の解明 岡本隆 科研費(分担) 26～28

F21S26 小プロ課題 海岸林再生における盛土土壌の湛水原因の解明と改善策の提案 篠宮佳樹、小野賢二 交付金プロ 26～27

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

G1P11 プロジェクト課題 特定外来生物の重点的防除対策のための手法開発 升屋勇人 環境総合(分担) 26～28

G1P14 プロジェクト課題 菌類を活用したスギ花粉飛散防止液の高度化と実用的な施用技術の開発 升屋勇人 技会農食研事業 26～28

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 23～27

G112 実行課題 野生動物管理技術の高度化 島田卓哉、大西尚樹 一般研究費 23～27

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、升屋勇人、鈴木
祥悟、相川拓也

一般研究費 23～27

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

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耐性に与える影響評価 升屋勇人 科研費（分担） 25～28

G11S49 小プロ課題 宿主感受性の時間的変動がマツ材線虫病の流行パタンに及ぼす影響
中村克典、前原紀敏、相
川拓也

科研費 26～28

G11S55 小プロ課題 開放系森林生態に導入した菌類微生物の動態解明と環境への影響評価 升屋勇人、相川拓也 科研費 26～28

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

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 23～27

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 23～27

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

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
田卓哉

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に関与する環境要因の解明 大西尚樹 科研費 25～29

Ｉ 重点課題 森林遺伝資源を活用した生物機能の解明と利用技術の開発

Ｉ３ 研究課題群 樹木及びきのこ等微生物の生物機能の解明と利用技術の開発

I3P12 プロジェクト課題 漆生成メカニズムに基づく高品質漆の開発 升屋勇人 科研費 26～29

K 基盤研究

K101 実行課題 森林水文モニタリング 阿部俊夫、久保田多余子 基盤事業費 23～27

K103 実行課題 森林の成長・動態に関する長期モニタリング 柴田銃江 基盤事業費 23～27

K105 実行課題 降雨渓流水質モニタリング 篠宮佳樹 基盤事業費 23～27
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１－２）平成２６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 
「蔵王におけるオオシラビソの大規模な食葉被害―加害種の特定と動向監視―」 

 
2013 年 10 月に山形県蔵王、地蔵岳（標高 1736ｍ）の西斜面に広がるオオシラビソの純林で、樹冠全

体が褐変する被害が発生した。樹氷観光の中心部で起こった大規模な被害であったことから、被害原因

の特定と、その後の被害動向の監視に着手した。被害原因は、葉に残された食痕や糞から、昆虫による

食葉被害であると推定された。被害地から集めた 7.5 リットルの土壌から、翌夏、207 頭ものトウヒツ

ヅリヒメハマキ（チョウ目ハマキガ科）が羽化したことから、この蛾が加害種であると特定した。被害

は、オオシラビソの分布下限にあたる標高 1330m 付近では目立たなかかったが、1600m を超えるとほぼ

全ての木々が、樹冠全体を褐変させていた。これら激害域の木々は、春の融雪とともに、ほぼすべての

葉を脱落させ、枝だけの状態になった。これらの木々は芽吹かなかったが、激害を免れた木々では芽吹

きが観察された。微害域への被害拡大が懸念されることから、５地点において、羽化トラップによる蛾

の密度推定を行った。被害翌夏の林床１㎡あたりから羽化した成虫数は、激害域で約 600 頭、微害域で

145 頭であった。今夏も、大量の成虫が発生を確認したが、夏から秋にかけての幼虫による食葉被害は

拡がらなかった。その一因として、卵寄生蜂と幼虫寄生蜂の活動の高まりが観察された。今後も、被害

が終息するまでの間、監視を継続していく。 

 

 
１－２）－（２）チーム長（山地保全担当） 

岡本 隆 

「粘性圧縮モデルのアレンジによる融雪水量の予測」 

 

 東北地方の日本海側や北陸地方などのいわゆる豪雪山間地域では、3～5月の融雪によって地下水位が

上昇し、地すべりが多発することが知られている。融雪期の地すべり発生リスクを正しく評価するため

には、融雪の時期やその量を精度良く知ることが重要である。しかし現在、アメダス等の公的観測点で

融雪水量は観測されていないことから、他の気象要素から融雪水量を間接的に予測する手法の開発が求

められてきた。 

 そこで本研究では、既存の降雪深予測モデル（粘性圧縮理論に基づく降雪深予測モデル）をアレンジ

し、全国のアメダス等で一般的に観測されている降水量と積雪深の日データから積雪層内の状態変化を

計算して日融雪水量を算出する融雪浸透モデルの開発を試みた。 

 開発したモデルの妥当性を検証するため、伏野地すべり試験地（新潟県上越市）における降水量・積

雪深・融雪水量の気象観測データ（1990 年～1999 年）を用いて､日融雪水量のモデル計算値と観測値を

比較した。その結果、モデル計算値は、観測値が示す（１）積雪初期の断続的な融雪､（２）厳冬期の無

融雪、（３）融雪期の大量融雪の各現象を良く再現し、融雪水量を予測するモデルとして有用なことが示

された。ただし融雪末期の極端な融雪時において計算値と観測値が大きくかい離する結果が得られた。

この要因はモデルの問題よりもむしろ観測側の問題、すなわち斑状に積雪が残る融雪末期は観測誤差が

大きくなることの影響によると考えられた。 

 
 
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再生復旧技術の開発と生残木による微気候緩和機能の解明」 

 

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、津波で流失した海岸林の跡地に設置した久慈市と宮古市の２箇所
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の再生植栽試験地で、苗木植栽当年度の夏季の地温の推移を観測し、海浜砂地に被覆工を施すことによ

って地温の上昇が緩和されることを明らかにした。また、大船渡市の津波被災海岸林に設置した試験地

では、津波による被災の程度が異なる隣接した複数の林分内で気温、相対湿度、光環境などを観測し、

津波で被災した生残木によって夏季の高温緩和機能および乾燥緩和機能などの微気候緩和機能が発揮さ

れていることを明らかにした。 

 

 
１－２）－（４）チーム長（地域資源利用担当） 

小谷英司 
「航空機 LiDAR の林分法を用いたスギ林の材積推定法の精度比較」 

 

 航空機 LiDAR によるスギ林の材積推定手法の開発と高度化を目的として、秋田県北部に調査地を設定

し、2013 年 10 月に 5 [点/m2]以上の点密度での航空機 LiDAR 計測と、地上調査を実施した。LiDAR によ

る材積推定には、スケールとして単木を対象とした単木法と、林分を対象とした林分法があり、本年は

林分法を選択した。LiDAR の林分法には、LiDAR の平均林冠高を用いる手法と、多数の LiDAR 指数から対

数重回帰式を用いる Naesset(2002)法があり、それぞれの精度(誤差の標準偏差)を比較検討した。 

まず、LiDAR 平均林冠高法では、林分材積と平均林冠高について 3 種類の回帰式を精度比較した。地

上調査のデータ範囲が 0-1404[m3/ha]において、回帰式の精度は原点を通る線形回帰式で 122[m3/ha]、

線形回帰式で 119[m3/ha]、べき乗回帰式で 93.9[m3/ha]であり、べき乗式が最も精度が高かった。つい

で、Naesset 法では、24 種の LiDAR 指数を算出し、林分材積に対して最もあてはまりの良い対数重回帰

式を算出した。この結果、精度は 93.4[m3/ha]であり、平均林冠高法のべき乗式と同程度であった。 

Naesset 法よりも平均林冠高法の方が計算しやすいため、精度が同程度の場合には平均林冠高法の方

が優れていると評価した。なお、過去の平均林冠高法のレビューの結果、原点を通る線形回帰（すなわ

ち平均林冠高と林分材積の比）の係数が 30 前後である場合が多いが、本論では 40.8 と大きめとなり、

係数が地域により異なる可能性が示唆された。 

 
 
１－２）－（５）チーム長（森林微生物管理担当） 

升屋勇人 
「開放系森林生態に導入した菌類微生物の動態解明と環境への影響評価」 

 
スギの雄花に特異的に寄生する菌類 Sydowia japonica は、その生態からスギ雄花の花粉飛散防止に

有用である可能性がある。ただし、その生活史や分布など自然界での生息状況については十分に明らか

になっていない。実際にスギ花粉飛散防止に役立てるためには、その生態について明らかにするととも

に、人為的に散布した場合と、自然発生している場合、それぞれで、S. japonica の個体群動態を明らか

にし、増殖、分散、消滅のパターン、頻度、そして他生物への影響や相互作用について解明する必要が

ある。 
そこでまず、散布後の消長を明らかにするために、S. japonica の種特異的な DNA マーカーを開発し、

リアルタイムＰＣＲによる種特異的な検出法、定量法を開発した。また、野外での本菌の導入後の挙動

を明らかにするために、スギ雄花、土壌への菌の胞子懸濁液の散布を行い、定期的な雄花、葉、土壌の

サンプリングと DNA 抽出を行った。今後さらにサンプリングを行い、本菌の量的な経時変化を DNA
解析により検出する予定にしている。 
本菌の日本における分布調査を行った結果、全国的な分布調査では、特に東北、関西を中心に行い、

現時点で 20 地点での生息を確認した。現時点では日本海側を中心に分布が確認されており、また、ス

ギ分布地であっても、本菌の分布が確認できていない場所もあった。その要因については、気温、雨量、

日射量との関係から解析を進めているが、現時点の分布データからは、特に２月の気温が分布に影響し

ている可能性が示唆された。 
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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、複層林の寒害防止効果と列状間伐地に天然更新したウダイカンバの樹形特性につい

て調査した。 
 

「複層林の寒害防止効果の再検討」 
 

 拡大造林期に寒冷小雪地域で問題になった寒害防止対策の一つとして、複層林化が提案され、幼齢木

の生存・成長に一定の効果があることが報告された。しかし施業の選択には、植栽初期での効果と収穫

効率のバランスを考慮することが重要である。そこで、複層林の寒害防止効果検討のため 1969 年に岩

手県北部に設定された「柏台試験地」において、設定後、約 45 年経過した 2013 年に植栽スギの DBH
と樹高を再測し、植栽から収穫にいたる施業全体でみた寒害防止複層林の有効性を検討した。植栽木の

配置（帯状皆伐植栽か樹下植栽か）と上木間伐率の効果を検討するため、帯状皆伐植栽区（帯状区）、

70％間伐後樹下植栽区（70％区）、30％間伐後樹下植栽区（30％区）を比較した。寒害による幼齢木の

枯死率は、30％区ではほぼ 0％、他の２区では約 20-25％だった。植栽 8 年後の樹高は、30％区では 1.8m
程度、他の２区では 2.6-2.7m だった。植栽約 45 年後のスギの平均直径と樹高、上下木の合計材積は、

帯状区で 26.7cm、19.5m、610m3/ha、70％区で 16.5cm 、14.3m、540m3/ha、30％区で 20.7cm、15.1m、

450m3/ha だった。以上より、帯状皆伐植栽は寒害防止効果は低いが下木成長が良好で収穫量は大きく

なり、施業期間全体 でみると、樹下植栽よりも植栽初期の効果と収穫効率のバランスの良い施業である

ことが示された。 
 

「列状間伐地に天然更新したウダイカンバ稚樹の樹形特性」 

 

 本年度より、単調な人工林植生の生物多様性を混交林化によって回復することを目的に、間伐による

林冠ギャップ形成によって作り出された林冠階層構造不均一性が、天然更新した高木性広葉樹の稚樹と

その他の下層植生との競争関係に与える影響を、広葉樹稚樹の樹形発達に注目して明らかにする研究を

開始した。調査地を、奥羽山脈（岩手県北部）の約 50 年生カラマツ列状間伐林の伐採列（クマイザサ

とタラノキを主とする下層植生が繁茂）に設定し、天然更新稚樹が多数生育していた冷温帯高木性陽樹

のウダイカンバを樹形追跡樹種として選択した。 

 研究の初年度である本年は、ウダイカンバ稚樹の基本的樹形特性の把握のため、その樹高に対する、

幹基部直径、樹冠厚（樹冠の鉛直方向の長さ）、樹冠幅（樹冠の水平方向の長さ）のアロメトリー関係を

回帰分析した。その結果、ウダイカンバ稚樹では、幹直径、樹冠厚、樹冠幅のどれもが樹高に対して正

比例関係を示すこと、すなわち、幹直径：樹高の比、樹冠厚：樹冠幅の比などの樹形特性に樹高に応じ

た変異が存在しないことがわかった。この結果を、先行研究（Yagi 2009, Canadian Journal of Forest 

Research, 39: 1186-1196）による、同じく冷温帯高木樹種だが陰樹のブナ稚樹の樹形アロメトリーと比

較すると、ブナ稚樹に見られた「樹高増加にともなう耐被陰から被陰回避への樹形変化」を、ウダイカ

ンバ稚樹は示さないことがわかった。この結果から、ウダイカンバ稚樹の樹形特性は、「樹高の小さい被

圧個体であっても、耐陰性向上に有利な幹形態、樹冠形態をとらない」という、ウダイカンバの陽樹的

性質をよくあらわしたものであることがわかった。 

 
 
１−２）－（７）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 
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 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視点から調査し、森林の育成に応用して

いくための研究を行っている。 
 

「東北地方におけるコンテナ苗と裸苗の成長」 
 

 スギコンテナ苗が、東北地方の厳しい気候下で良好な成長ができるのか、また徒長気味にも見えるコ

ンテナ苗でも良好な成長をするのかを確かめるため、最大積雪深が１m 前後である岩手県二戸市浄法寺

町と宮城県白石市において、裸苗とコンテナ苗の成長を植栽後３成長期間に渡って計測した。その結果、

岩手県の事例では、コンテナ苗の方が裸苗よりも樹高、直径成長ともに速かったが、宮城県の事例では

裸苗の方が初期成長が速かった。両試験地の環境差による影響も考えられるが、植栽されたコンテナ苗

の形状比に大きな違いがあり、これが、植栽後の成長に影響したものと考えられた。このため、コンテ

ナ苗は東北地方でも良好な成長をする能力はあるが、そのためには、植栽時の形状比を低く保つ必要が

あると考えられた。本研究内容は東北森林科学会誌に掲載された。 
 

「東北地方のスギ人工林における低密度植栽の得失評価」 
 

従来に比べて低い密度の植栽区を含む複数のスギ若齢林分で調査を行ない、東北地方において実行可

能な低密度植栽のレベルについて検討した。岩手県内陸の試験地においては1000本ha-1と2000本ha-1の

間の樹形等の違いは比較的小さかった。一方、秋田県の試験地において1000本 ha-1の密度で植栽を実施

した例では、2000本ha-1以上の植栽区に比べて植栽木の胸高直径が有意に大きく、樹高にばらつきがみ

られた。また、雪圧害由来とみられる形質不良木は全体の約25％に上ったが、低密度植栽では形質不良

木を除間伐によって取り除く余地が少ない。多雪地域においては、低密度植栽を行なうと、従来の柱材

の生産を目的とした場合、主伐においてサイズの揃った形質優良木を十分な量収穫することが困難にな

る可能性が考えられた。 
 

「ヒノキ天然生林における伐採前林床処理による前更更新試験」 
 

 ササ型林床をもつ冷温帯林では、上木の伐採後にササが繁茂することが主要因で天然更新が失敗する

ケースが多く報告されている。成熟した高齢林を皆伐した後の林床ではササの繁茂・回復力は旺盛で天

然更新稚樹の成長は追いつけないためと考えられる。そこで本研究では、ササの刈払いなどの林床処理

から更新木の実生の定着までを伐採前に行う前更更新を適用し、ヒノキの天然更新の可能性を検討する

ためのササの抑制実験を行った。実験は木曽ヒノキを産する木曽地方の 300 年生前後と考えられる天然

生ヒノキ林で行った。ササの抑制方法は、刈払いによる方法と薬剤による方法を組み合わせて５処理を

行った。薬剤はササの新稈の成長を止めるフレノックを用いた。フレノックはササを完全には枯殺しな

いため、ササは数年で回復するが、その回復過程を明らかにすることも目的の一つである。現在、抑制

処理を行って２年を経過したが、刈払い法を含む処理は大きな効果をあげていて、処理開始翌年からサ

サの回復速度が非常に遅いことが分かってきた。したがって、伐採前にササを抑制する方法は、ヒノキ

の天然更新にとって有効な手段となると考えられる。 
 
 
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

ニズムや水源かん養機能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

した海岸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。 
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「落葉広葉樹林の林床における濁水のろ過実験」 

 

人為的要因などで山地から流出する濁り（微細土）は河川の水質悪化や水生生物への悪影響をもたら

す。森林の濁水ろ過機能を定量化するため、林床に幅 0.3m、長さ 2m の実験水路を製作して、約 1000L

の濁水（微細土としてカオリン粘土 5kg を懸濁）を流下させ、地表流として流出する濁水量を調べた。

当年度は天然生の落葉広葉樹林において 3 回実験をおこなった。初回（9 月）の実験では微細土の大部

分をろ過することができ流出阻止率は約90%であったが、実験を繰り返すにつれ阻止率は低下し11月（一

方の水路は 3 回目、他方は 2 回目の実験）では約 80%となった。ろ過速度は 3～5kg/m2/h であり、浸透

能と正の相関がみられた。秋にろ材となる落葉が供給された後も阻止率の回復や低下が抑えられるなど

の変化が認められないため、1冬経過後に再度実験をおこないろ過機能の回復について検討する。なお、

次年度はスギ人工林を対象として同様の実験を実施する予定である。 

 

「海岸防災林再生における盛土された土壌の物理性」 

 

東北地方太平洋沖地震に伴う津波により被災した海岸防災林の再生に際して、津波に対して根返りし

にくい林帯を造成するため、地下水位から一定の地盤高を確保するための盛土が造成された。一部の盛

土表面に滞水する箇所がみられ、植栽木の成長への影響が懸念された。滞水の発生原因を探るため、盛

土において土壌の物理性を調査した。調査は、宮城県仙台市の海岸林再生事業において造成された盛土

で、材料は近隣で採取された山砂で、4 断面で実施した。断面形態の特徴として、緻密で土壌構造の発

達のない土層で、土性は砂土（Sand）、礫は腐朽した礫が大半であった。容積重は、断面 A の深さ 10～

80 cm で、断面 Cの深さ 10～40 cm で 1.6 ｇ ｃｍ-3を超えた。断面 Dでは最表層（深さ 4 cm）で 1.8 g 

cm-3と最大、深さ 30 cm より浅い箇所で 1.6 ｇ ｃｍ-3を超える大きな値を示した。断面 Bは深さ 16 cm、

75 cm において 1.6 ｇ ｃｍ-3であった。いずれの断面でも 10～30 cm の土層は容積重が大きい傾向にあ

った。飽和透水係数は、断面 Aの深さ 5～80 cm で、断面 Bの深さ 10～40 cm で、断面 Dの深さ 10～50 cm

で 10-4 cm s-1オーダー（時間換算にして 36 mm h-1未満となる）となっていた。断面 C では、深さ 10～

40 cm の深さでその断面における最低値を示したが、10-3 cm s-1 オーダーであった。飽和透水係数は多

くの断面で深さ 10～40 cm の範囲では 10-4 cm s-1オーダーの低い値を示した。盛土の土壌物理性に関し

て、深さ 30～40 cm より浅い箇所において容積重が大きい、飽和透水係数が低い傾向があったことから、

湛水発生に著しく関与する層位が深さ 30～40 cm より浅い範囲にある可能性が示唆された。 

 
「津波被災後の海岸林再植林地におけるクロマツの光合成特性」 

 

東日本大震災の津波によって被害を受けた海岸林跡地では、植林による海岸林再生が進んでいるため、

植栽木の活着・発育状況や造成地の土壌・水分環境の調査が必要となっている。本課題では、津波被災

後早期に植栽事業が進んだ東北森林管理局三八上北森林管理署管内の海岸林造成地内に調査地を設置し、

植栽木（クロマツ）の生育状態を樹木生理学的に評価するために、クロマツ葉の光合成速度および蒸散

速度の測定を行った。クロマツ葉の最大光合成速度は測定値の変動が大きく、明瞭な季節変化や経年変

化を捉えることはできなかったが、2012 年 6月の植栽以降、着実に光合成を行い、成長を続けているこ

とが分かった。蒸散速度と光合成速度の間には直線関係が見られ、また両速度が真夏に極端に低下する

ことがあることが確認できた。この速度低下は、おもに土壌浅層（0～20cm 深）の乾燥に起因しており、

クロマツ植栽木の初期成長には土壌の乾湿が大きく影響していると考えている。植栽地の海に近い側で

は、陸側と比べて土壌が乾燥していることが多く、今後、クロマツの成長量に場所による差（海側と陸

側の差）が生じてくると予想する。 

 

「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
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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。 

 
   「塩害ストレスによる年輪セルロースの炭素同位体比の変化」 

 

東日本大震災の津波を受け、震災直後健全に見えたクロマツ林においても 2011 年夏以降、塩害による

衰弱がみられた。樹木の年輪セルロースは乾燥などの水ストレスを受けるとδ13C が高くなることが知

られている。塩害によるストレスは乾燥による水ストレスと似ているため、津波被害を受けたクロマツ

の年輪において塩害によってδ13C が高くなるのかどうか調べた。クロマツの年輪コアを、海岸側から

内陸に向かい、宮城県亘理郡山元町で被害木 9 個体、無被害木 5 個体、青森県三沢市五川目で被害木 5
個体、無被害木 4 個体を成長錐により採取した。年輪コアから薄片を作り、2008 年～2011 年にかけて

の年輪を１年輪につき 4～16 等分して、元素分析計と質量分析計によりδ13C の変化を詳細に調べた。

山元町と三沢市のクロマツのどちらにおいても、震災前のδ13C は早材で小さく晩材で高くなるような

季節変化をしていた。2011 年のδ13C は震災前に比べて有意に高かった。このことから、塩害によりク

ロマツがストレスを受けていることが確認できた。また年輪セルロースのδ13C は 2011 年の早材から高

く、光合成活動開始時から浸透圧に逆らって水を吸収することができなかったことを示していた。 
 

「津波被災海岸防災林砂質未熟土における土壌化学性の経時変化」 

 

津波を受けた海岸林では海水浸水により大量の塩類が土壌に付加され集積したため、津波による物理

的な破壊被害以外にも樹木の針葉変色・萎凋、樹勢衰退・枯死など塩害症状が東北太平洋沿岸の海岸林

で発生した。津波が浸漬した土壌は除塩する必要があるが、森林を対象とした除塩の実施はその立地条

件等から困難であり、梅雨や台風など自然の降雨に期待せざるを得ない。時間経過に伴う降水がもたら

す除塩効果を評価するため、東北太平洋沿岸の津波被災林土壌を対象に、被災直後より継続調査を実施

した。被災後約 1年で堆砂層を中心に除塩が進み、土壌 pH や交換性 Ca2+、K+含量は低下した。一部の土

層では、時間とともに EC や交換性 Mg2+、Na+含量の上昇が認められたが、これは降雨による堆砂層から

下層への塩の移動を反映したものであった。汀線近くの平坦地に成林した海岸林では地下水位が高く、

排水不良であるため、除塩効果が認められるまでに若干時間が掛かるものの、津波浸漬に由来する土壌

中の残留塩類は降雨に伴う自然排水により徐々に流去していることも確認された。すなわち、津波被災

土壌における津波浸漬の痕跡は時間経過とともに低減されていくことが明らかとなった。一方で、津波

被災農地の塩類土壌では、排水環境の悪い埴土土壌では、砂質土壌に比べて Cl-や Na+が土壌に残存しや

すいとの報告がある。降雨による除塩を効果的に行うには土壌の排水環境に留意する必要がある。 

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

鈴木祥悟、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。26 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。 
「ハタネズミのリンゴ台木に対する選好性」 

 

  近年、リンゴ矮性台木に対するハタネズミの食害が増加している。特に、平成 8年に新たに登録され

た系統 JM7 に対する食害は激しく、その原因究明が求められている。そこで、ハタネズミのリンゴ台木

に対する選好性をカフェテリア実験によって検証し、リンゴ系統間での選好性の違いをもたらす要因に

ついて検討した。実験には、盛岡市内で捕獲したハタネズミ 10 頭を用いた。供餌したリンゴ台木の系統

は、JM7、マルバカイドウ（リンゴ属野生種、JM7 の親系統）、サナシ 63（リンゴ属野生種ミツバカイド

ウの 1系統）、およびサナシ 63 を親系統とする交雑 4系統である。1cm の長さに切りそろえた上記 7系

統の枝を、各個体にそれぞれ 3つずつ供餌し、摂食量を 10 時間測定した。選好性は Rodger のカフェテ

リア実験指数を用いて評価した。ハタネズミは JM7 の枝を最も良く摂食しており、多くの個体で JM7 の

大半が消費されてから他の系統が摂食される傾向が認められた。Steel-Dwass 検定の結果、JM7 の選好性

が他の 6系統よりも有意に高く、その他 6系統間には有意な違いは認められなかった。また、回帰木分

析によって、ハタネズミの選好性に対して総フェノール含有率が強い負の影響を与えていることが判明

した。これらの結果から、JM7 は被食防御物質であるフェノールの含有率が低いため、食害を被りやす

いことが明らかになった。  

 

「暗門野生動物モニタリング調査地の繁殖鳥類群集」 

 

白神山地森林生態系保護地域の保全利用地区に設定した、暗門野生動物モニタリング調査地の繁殖鳥

類群集を、1996 年から 1999 年、2004 年、2009 年に引き続き、2014 年にもなわばり記図法により調査し

た。出現した種数は 25種、なわばりをもって繁殖していると考えられる種数は 17 種で、これまでと大

きな違いはなかった。全種合計の生息密度は、85 羽／15ha で、これまでより増加したものの、依然と

して平均的なブナ林での値である 100 羽／15ha と比較すると少なかった。このおもな理由としては、当

調査地は調査を開始した 20 年前と同様に、下層植生が少ないため下層に依存する種類が生息していない

か、生息していても密度が低いことなどによるものである。優占種はこれまでと同様にキビタキとヒガ

ラであり、群集組成はこれまでのものと非常に類似していた。 

 

「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」 

 

里山に生息する小型猛禽類サシバの営巣適林・営巣適木はアカマツである。太い枝が幹に輪生し、巣

をかけやすいためである。しかし、マツ材線虫病の蔓延により、アカマツが大量に枯死したため、営巣

適林・営巣適木が急速に減少している。そこで、人工巣を設置することで、アカマツのように太い輪生

枝が発達していないため営巣に適さない針葉樹に営巣適木としての機能を持たせ、サシバを営巣誘導す

ることができれば、この減少を補うことができるかもしれないと考えた。アカマツ以外の針葉樹に営巣

誘導する前に、人工巣がサシバの営巣を誘導する効果があるか検証実験を試みた。調査地は、岩手県花

巻市の農耕地とアカマツ林がモザイク状に配置された２５ km２の丘陵地帯である。アカマツの半数程度

は既に枯死していた。サシバが越冬地から戻る前の２０１４年４月初旬、営巣に適したアカマツにそれ

ぞれ１個ずつ、合計４個の人工巣を設置した。これらを５月中旬に観察するとともに、その周辺でサシ

バの巣を探した。サシバは人工巣に営巣しなかったが、４つがいが自然巣で営巣していた。このうち１

巣は、人工巣の４ m 上の枝で営巣していた。これらの結果は、今回実験に用いた人工巣がサシバの営巣

を誘導する効果が低いことを示唆している。そのため、今後、人工巣の構造を改善する必要がある。 
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「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」 

 

  7 月と 10 月に北海道における固定調査地においてナキウサギの生息調査と捕獲調査を行った。15 ケ

所ある生息可能地域のうち、8ケ所において生息が確認された。昨年度は生息が確認されたのが 5ケ所

だったことから、個体数が増加した可能性が示唆された。 

 

「北東北地方のツキノワグマの遺伝構造」 

 

北東北地方のツキノワグマの遺伝構造を引き起こす要因についてマイクロサテライト DNA 解析を行っ

た。その結果、遺伝構造を引き起こす要因として、個体間の地理的な距離のみならず、生息地点間の標

高差やそれぞれの生息地の間に住宅地や畑があることが大きく働いていることが示唆された。 

 

 

 
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。26 年度に実施した研究の主な内容は以下の通りである。 
 
「マツノザイセンチュウの分散型第 4 期幼虫出現に関与するマツノマダラカミキリ由来物質の探索」 

 
マツノザイセンチュウは増殖型サイクル（卵→増殖型第 2 期幼虫→増殖型第 3 期幼虫→増殖型第 4 期

幼虫→成虫→卵）を繰り返し、マツ樹体内で爆発的に増殖する。しかし、マツノマダラカミキリに運ん

でもらう際には、このサイクルから抜け出し分散型サイクル（卵→増殖型 2 期幼虫→分散型第 3 期幼虫

→分散型第 4 期幼虫→虫体への乗り移り）へ移行しなくてはならない。分散型第 3 期幼虫から分散型第

4 期幼虫へ脱皮するにためには、マツノマダラカミキリが羽化する際に生産される物質が必要であると

言われている。今回はこの分散型第 4 期幼虫への脱皮を促す物質を探索するために、羽化直後のマツノ

マダラカミキリ成虫が持つ物質をヘキサンで抽出し、その抽出物によって分散型第 4 期幼虫が出現する

かどうかを調査した。ヘキサンのみまたはヘキサン抽出物を2×5 cmのろ紙に染み込ませ乾燥させた後、

マツノザイセンチュウが増殖した培地上（9 cm シャーレ）に貼り付け 6 日間放置した。その結果、ヘキ

サンのみの培地では分散型第 4 期幼虫は全く現れなかったが、ヘキサン抽出物の培地ではマツノザイセ

ンチュウの約 1 割 が分散型第 4 期幼虫に発育していた。この結果から、マツノマダラカミキリ由来の

分散型第 4 期幼虫化促進物質は、ヘキサンに溶ける物質であることが明らかとなった。 
 

  「マツノザイセンチュウと同属の線虫である Bursaphelenchus okinawaensis の特性」 
 

 マツ材線虫病の病原体マツノザイセンチュウは、媒介者マツノマダラカミキリが存在して初めて便乗

ステージである耐久型幼虫（＝分散型第 4 期幼虫）になり、虫体へと乗り移る（この際、マツノマダラ

カミキリが羽化する際に生産される物質が効いている）。ここにマツノザイセンチュウとマツノマダラカ

ミキリの親和性が生じており、その結果、マツノザイセンチュウがマツノマダラカミキリに運ばれて本

病が引き起こされている。一方、沖縄県石垣島で捕獲されたキマダラヒメヒゲナガカミキリから分離さ

れた同属の線虫 B. okinawaensis（和名なし、マツノザイセンチュウのような病原性なし）は、媒介者
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が存在しなくても容易に耐久型幼虫になることが分かっている。本研究では、「B. okinawaensis はカミ

キリムシの様々な種に便乗できる」という仮説の検証を試みた。我々が開発したカミキリムシの人工蛹

室を用いて、B. okinawaensis とマツノマダラカミキリもしくはキボシカミキリを組み合わせたところ、

両者に数十頭の耐久型幼虫が乗り移った。キマダラヒメヒゲナガカミキリが野外で実際に運んでいる耐

久型幼虫の数も同程度であるため、B. okinawaensis は少なくとも複数種のカミキリムシに便乗できる

ことが明らかになった。すなわち、B. okinawaensis では、マツノザイセンチュウのような特定のカミ

キリムシとの親和性は見られなかった。 
 

「海岸植栽木の海水耐性評価のための苗木浸水試験」 
 

 東日本大震災で津波被害を受けた海岸林では、倒伏や折損の被害を免れた樹木が数ヶ月のうちに針葉

変色～枯死に至る事例が多く見られた。この変色枯死は、根圏土壌が海水に浸水したことによって生じ

た効果（塩害）によるものと考えられるが、海水への浸水に対する樹木の耐性を調べた研究例は少なく、

確立された方法もない。そこで筆者らは、海浜環境下において実験的な操作を施すことが可能な樹木の

海水耐性評価の手法について検討した。ここでは、鉢植えにした苗木を海水または淡水のプールに浸漬

するという方法を試験の基本的な手順として採用し、苗木は事前に海浜環境に適応させるべく、試験地

とした砂浜に植え込んだプラスチック製の深型スリット鉢（径 21 cm、高さ 25 cm）に植栽して活着し

たものを用いることとした。海水耐性を評価するのに適当な浸水期間を検討するため、上記の方法で育

成したクロマツ・アカマツ苗木を 2014 年 9 月 26 日に鉢ごと抜き取って地際部まで浸かるように海水ま

たは淡水のプールに入れ、１日後、３日後、７日後、14 日後に水揚げして元の植え穴に戻し、以後の衰

退経過を観察した。３日以上海水に浸けたクロマツでは、浸水１ヶ月後以降急激に変色が進行し、多く

の苗木が 12 月までに完全変色に至ったが、１日浸水のものでは針葉変色の進行が穏やかであった。海

水耐性の樹種間差を変色被害進行の速度を指標に評価するには変色が速すぎない方が良いので、樹木の

海水耐性を評価する試験のための浸水期間は１日で十分であると判断した。アカマツの針葉変色は常に

クロマツより早く、また、淡水への浸水では、樹種、浸水期間によらず針葉変色の進行、枯死は見られ

なかった。  
 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）、大塚生美、林 雅秀 
 

本研究グループでは、平成 26 年度 13 課題を担当した。主要な成果は以下の通りである。 
 

「競争力を持った林業形成に関する研究」 
 

東北地域において再造林の実施率を向上させるため、多雪条件において低コストな伐採・植林の一貫

作業システムについて検討を行った。夏季伐採を前提とすると、伐採直後の秋季に植栽することが理想

であるが、雪解け直後に植栽しても前秋に植栽した場合とほぼ同様のコスト削減効果を発揮できること

が判明した。また、省力地拵えの経済的効果について検討し、機械の投入は時間当たりの経費が割高で

あるが、工程的には縮減効果があることが判明し、翌年の下刈りの工程の違いも含めて検証することと

した。 
 

「森林経営の信託化技術とその可能性に関する研究」 
 

世界の森林経営の中には、年金ファンドなどの巨大資金を持つ機関投資家がポートフォリオの対象と

している例がある。他方、我が国では、近年、長期にわたる立木価格の低迷で、森林所有者が森林経営

から撤退している。国家財政が逼迫する中、森林整備や再造林等への補助金の在り方、これまで予定調
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和的に森林経営の担い手として措定されてきた森林所有者に変わる新たな森林経営の担い手について、

国民の合意が必要な段階になっている。本研究では、経営信託の与件となる育林投資メカニズムの実態

を明らかにすることで、我が国における森林経営の信託化の可能性を検討した。現在のところ、天然林

採取林業から人工林育成林業への世界的転換、木材のグローバル価格の影響を背景とし、①内部収益率、

②経営規模・形態、③森林管理組織の生成過程、④法制度の決定過程等の諸要素が信託化の要件となっ

ていることが明らかになりつつある。 

 

「林野コモンズの大規模比較に関する研究」 
 

岩手県内の共有林を対象とした研究として、明治末から昭和初期にかけての部落有林野統一事業なら

びに入会地整理事業に関わる資料収集と試行的なデータ入力を進めた。この時代の社会構造を示す資料

を入手することは困難だったため、次善の策として農地改革前の農地所有構造を表すデータを入手した。

試行的データを用いて、1つの資源を管理する入会集団が単一集団か複数集団に注目して分析を行った

結果、単一集団よりも複数集団において資源を管理するためのルールが形成されていたことなどが分か

った。本研究の分析はまだ試行的な段階ではあるものの、この点は従来のコモンズ研究では見過ごされ

ていた知見であり、歴史性を重視した本研究独自の発見に結びつく可能性があると思われる。 
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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 震災復興への森林・林業研究の貢献 森と緑の研究所研究会報、
62:1-4

2014.07

2 山本幸一（元森林総研職員）、駒木貴彰 森林・林業・木材産業の木質バイオマス需要増大へ
対応

第10回バイオマス科学会議発表
論文集、O-11:1-2

2015.01

3 松本和馬、小谷英司、駒木貴彰 東北地方に置ける低コスト再造林の実用化と課題 東北森林科学会誌 20(1): 1-15 2015.03

4 松本和馬 短伐期施業で管理されるコナラ・クヌギ林のチョウ
類群集

環境動物昆虫学会誌 25(2): 
55-66

2014.04

5 松本和馬 ロンボク島における海岸荒廃地の再植林によるチョ
ウ類群集の種多様性向上と問題点

環境動物昆虫学会26回大会 2014.11

6 Kazuma Matsumoto (松本和馬)、Woro 
Noerdjito（インドネシア科学院生物学研
究所）、Kenji Fukuyama（福山研二）（国
際環境研究協会）

Restoration of butterflies in Acacia mangium 
plantations established on degraded grasslands 
in East Kalimantan (東カリマンタンの荒廃草原に
造成されたアカシアマンギウム人工林におけるチョ
ウ類の回復)

Tropical Forest science 
27(1): 47-59

2015.01

7 松本和馬、槇原寛、栗原隆（栃木県立博物
館）、後藤秀章、永野裕(自然環境研究セ
ンター)

森林総合研究所多摩森林科学園の穿孔性甲虫類（鞘
翅目ホソカミキリムシ科・カミキリムシ科・タマム
シ科・キクイム科）

森林総合研究所研究報告13: 
255-270

2015.03

8 坂本知己 森林立地学会現地研究会「震災による三陸の森林被
害と復旧」

森林立地、56、1、1-5 2014.06

9 坂本知己 海岸林の震災と再生について考えること 森と緑の研究所研究会報 2014.08

10 坂本知己 津波後の海岸林研究 独立行政法人森林総合研究所公
開講演会「東北の未来につなぐ
森づくり」講演要旨集

2014.10

11 坂本知己 Regeneration of coastal forests affected by 
tsunami（津波被害を受けた海岸林の再生）

第3期中期計画成果29（森林機
能発揮-20）、53pp

2015.03

12 坂本知己 Toward the restoration of coastal protection 
forests．Restration of coastal protection 
forests（海岸防災林の再生に向けて）

Forestry Agency, Tohoku 
Regional Forest Office，12-
13

2015.03

13 坂本知己、鈴木覚、野口宏典、後藤義明、
宮前崇

健全な海岸林をめざして 森林総合研究所第3期中期計画
成果21（森林機能発揮-12）、
55

2015.01

14 坂本知己、野口宏典、鈴木覚、南光一樹、
萩野裕章、金子智紀（秋田県林業研究研修
センター）、田村浩喜（秋田県林業研究研
修センター）、新田響平（秋田県林業研究
研修センター） 、渡部公一（山形県森林
研究研修センター）、上野満（山形県森林
研究研修センター）、斎藤正一（山形県森
林研究研修センター）、大野亮一（国土防
災技術株式会社）、田中三郎（国土防災技
術株式会社）、佐藤亜貴夫（国土防災技術
株式会社）

津波被害軽減機能を考慮した海岸林造成の手引き －
海岸林を造成・管理する実務者のために－

第3期中期計画成果24（森林機
能発揮-15）、53pp

2015.02

15 星野大介（JIRCAS）、坂本知己 東北地方太平洋沖地震津波における海岸林の破壊状
況と防潮機能の実証－三陸北部沿岸地域－

森林立地、56、1、7-19 2014.06

16 小倉晃（石川県林試）、坂本知己 海岸クロマツ林最前線部における季節風後の葉の褐
変化位置と防風工の高さの関係

平成26年度日本海岸林学会田原
大会講演要旨集、8-9

2014.10

17 上野満（山形県森林研究研修センター）、
渡部公一（山形県森林研究研修セン
ター）、坂本知己

山形県庄内海岸クロマツ林における樹冠の形成過程 平成26年度日本海岸林学会田原
大会講演要旨集、34-35

2014.10

18 野口宏典、鈴木覚、坂本知己 実物樹木を対象とした水理実験によるクロマツの水
力学的抵抗特性の評価

海岸林学会誌、13、2、45-50 2014.12

19 林田光祐（山形大学）、蜂谷瑞季（山形大
学）、結城伸（山形大学）、坂本知己

仙台井土浦海岸における2011年津波後の植生回復と
クロマツの天然更新

平成26年度日本海岸林学会田原
大会講演要旨集、40-41

2014.10

20 野口宏典、新田響平（秋田県林業研究研修
センター）、金子智紀（秋田県林業研究研
修センター）、上野満（山形県森林研究研
修センター）、渡部公一（山形県森林研究
研修センター）、坂本知己

密度管理と広葉樹導入がクロマツ海岸林の津波減衰
効果に及ぼす影響

平成26年度日本海岸林学会田原
大会講演要旨集、36-37

2014.10

21 鳥田宏行（北海道立総合研究機構林業試験
場）、佐藤創（北海道立総合研究機構林業
試験場）、真坂一彦（北海道立総合研究機
構林業試験場）、阿部友幸（北海道立総合
研究機構林業試験場）、野口宏典、坂本知
己、木村公樹（青森県産業技術センター林
業研究所）

簡易モデルを用いた津波に対する立木の抵抗性の評
価

日本森林学会誌、96、4、206-
211

2014.08
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 著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号頁 発行年月

22 渡部公一（山形県森林研究研修セン
ター）、海老名寛（山形県森林研究研修セ
ンター）、古川和史（山形県森林研究研修
センター）、堀米英明（山形県森林研究研
修センター）、大築和彦（山形県森林研究
研修センター）、上野満（山形県森林研究
研修センター）、宮下智弘（山形県森林研
究研修センター）、坂本知己

2011年東北地方太平洋沖地震津波による仙台平野の
海岸林被害と地下水深度及び立木サイズとの関係

海岸林学会誌、13、1、7-14 2014.06

23 野口宏典、鈴木　覚、南光一樹、竹内由香
里、金子智紀（秋田県林業研究研修セン
ター）、新田響平（秋田県林業研究研修セ
ンター）、渡部公一（山形県森林研究研修
センター）、坂本知己

海岸砂丘地に植栽された広葉樹およびクロマツの倒
伏抵抗特性の引き倒し試験による評価

海岸林学会誌、13、2、59-66 2014.12

24 南光一樹、鈴木覚、野口宏典、萩野裕章、
小倉晃（石川県林業試験場）、石田洋二
（石川県林業試験場）、松元浩（石川県林
業試験場）、滝本裕美（石川県林業試験
場）、坂本知己

海岸クロマツの引き倒しおよび曲げ破壊に対する抵
抗特性について

平成26年度日本海岸林学会田原
大会講演要旨集、42-43

2014.10

25 南光一樹、鈴木覚、野口宏典、萩野裕章、
小倉晃（石川県林業試験場）、石田洋二
（石川県林業試験場）、松元浩（石川県林
業試験場）、滝本裕美（石川県林業試験
場）、坂本知己

曲げ特性を用いたクロマツ立木の変形と破壊の経時
変化シミュレーション

第126回日本森林学会大会学術
講演集、203p

2015.03

26 柴田銃江、八木貴信、八木橋勉、野口麻
穂子、櫃間岳

複層林の寒害防止効果の再検討 東北森林科学会大会講演要旨
集、19:59

2014.08

27 柴田銃江、島田卓哉、八木橋勉、兵藤不二
夫（岡山大）

ナラ枯れが野ネズミの食性に与える影響 日本生態学会大会講演要旨集、
62:PA2-158

2015.03

28 柴田銃江、島田卓哉、正木隆、齋藤隆（北
大）

豊凶変化は群集レベル、地域レベルでもおきてい
る？

日本森林学会大会学術講演集、
126:T9−6

2015.03

29 上野満（山形県森林センター）、柴田銃
江、斉藤正一（山形県森林センター）

山形県におけるナラ枯れ被害林分の更新状況 日本森林学会大会学術講演集、
126:P2B001

2015.03

30 星崎和彦（秋田県立大）、松下通也、柴田
銃江、野口麻穂子

局所林分の林相が異なる渓畔景観における種子散布
制限

日本生態学会大会学術講演集、
62:PA2-144

2015.03

31 飛田博順、九町健一（鹿児島大）、柴田銃
江、壁谷大介、齋藤智之、今村正之（木曽
森林管理署）、矢崎健一、北尾光俊

御嶽山の岩屑流跡地に更新したハンノキ属樹種の窒
素固定能の樹種間・立地間比較

日本生態学会大会講演要旨集、
62:PA2-199

2015.03

32 斉藤正一（山形県森林セ）、上野満（山形
県森林セ）、柴田銃江

ナラ枯れ被害跡の林分における生物群集の比較 日本森林学会大会学術講演集、
126:P2B131

2015.03

33 Tith Bora（カンボジア森林局）、Ito 
Eriko（伊藤江利子）、Furuya Naoyuki
（古家直行）、Kuramoto Shigeo（倉本惠
生）、Ohnuki Yasuhiro（大貫靖浩）、
Toriyama Jumpei（鳥山淳平）、Monda 
Yukako（門田有佳子）、Araki　Makoto
（荒木誠）、Shibata Mitsue（柴田銃
江）、Yagi Takanobu（八木貴信）、
Sakai Yoshimi（酒井佳美）、Kanzaki 
Mamoru（神崎護）（京都大）、Keth 
Samkol（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）、Pol Sopheavuth（カンボジア森林
局）、Lim Sopheap（カンボジア森林
局）、Pith Phearak（カンボジア森林
局）、Khorn Saret（カンボジア森林
局）、Chann Sophal（カンボジア森林局）

Net Primary Production (NPP) estimation in 
Cambodia: comparison between the Kampong Thom 
and Kratie meteorological observation tower 
plots (カンボジアにおける純生産量の推定：コンポ
ントム州とクラティエ州の気象観測タワープロット
間の比較)

Proceedings of 10th 
International Workshop on 
Forest Watershed Environment 
Research in Cambodia、21-24

2015.02

34 八木貴信 いろいろな冬芽の使い分け――芽構造の個体内変異
とシュート伸長の可塑性――

冬芽と環境―成長の多様な設計
図―（八田洋章編、北隆館、東
京）、110-133

2014.12

35 八木貴信 人工林冠ギャップ下におけるウダイカンバ稚樹の樹
形アロメトリー

日本生態学会全国大会講演要
旨、62:PA2-147

2015.03

36 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（盛岡森林管理署）

下刈り省略下でスギ稚樹が示す樹形アロメトリーの
経年変化

日本森林学会大会学術講演集、
126:P2B108

2015.03

37 塩野啓一（岩手大学）、八木貴信、落合幸
仁、八木橋勉、櫃間岳、國崎貴嗣（岩手大
学）

コンテナ形状や育苗密度に応じたスギ苗形状の違い 東北森林科学会大会講演要旨
集、19：60

2014.09
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38 八木橋勉、齋藤智之、前原紀敏、野口麻
穂子

カブトムシによる樹液獲得のためのトネリコ樹皮の
傷つけ

東北森林科学会誌、19:63-65 2014.10

39 八木橋勉 スギコンテナ苗の特徴と普及の課題 秋田の森林づくり To the next 
stage、702: 6-7

2014.07

40 八木橋勉 東北の広葉樹林の現状と里山の重要性 日本森林学会公開シンポジウム
2014里山広葉樹林の保全と活
用、1: 2

2014.10

41 八木橋勉、櫃間岳、松尾亨（盛岡森林管理
署）、小西光次（岩手北部森林管理署）、
中原健一、那須野俊、野口麻穂子、八木貴
信、齋藤智之、柴田銃江、中谷友樹、松本
和馬

多雪地におけるスギコンテナ苗と裸苗の成長 日本森林学会大会学術講演集、
126:T8-7

2015.03

42 櫃間岳、八木橋勉、松尾亨（盛岡森林管理
署）、中原健一、那須野俊、野口麻穂子、
八木貴信、齋藤智之、柴田銃江

東北地方におけるスギコンテナ苗と裸苗の成長 東北森林科学会誌、20(1):7 2015.03

43 杉田久志、八木橋勉、齋藤智之、野口麻穂
子、櫃間岳、八木貴信、大原偉樹、西園朋
広、澤田智志（秋田県）、和田覚（秋田県
林業研究研修センター）

スギ人工林に侵入した広葉樹との混交林施業─秋田
県森吉山麓における10年間の林分構造変化─

日本森林学会大会学術講演集、
126:T10-5

2015.03

44 櫃間岳、森澤猛、八木橋勉 ヒバ稚樹の上向き側枝が樹形と耐陰性に果たす役割 日本森林学会大会学術講演集、
126: T10-4

2015.03

45 新山馨、佐藤保、八木橋勉、田中憲蔵、飯
田滋生、木村勝彦（福島大学）、Azizi 
Ripin（マレーシア森林研究所）、Abd 
Rahman Kassim（マレーシア森林研究
所）、小杉緑子（京都大学）

マレー半島の低地および丘陵フタバガキ林での乾燥
と一斉結実

日本森林学会大会学術講演集、
126: P2B138

2015.03

46 小高信彦、大城勝吉（Yambaru Green）、
中田勝士（環境省やんばる野生生物保護セ
ンター）、宮本麻子、齋藤和彦、八木橋勉

沖縄島やんばる地域の固有種ノグチゲラの森林生態
系健全性指標としての有効性

日本生態学会大会講演要旨、
62: T17-4

2015.03

47 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）

マレーシア半島のセラヤが優占する丘陵フタバガキ
林での一斉開花と乾燥

日本熱帯生態学会大会講演要旨
集、24: A05

2014.06

48 梶本卓也、飯田滋生、野口英之（現アジア
航測）、諏訪錬平、大橋伸太、八木橋勉、
佐藤保、大谷達也、石塚森吉（現国際緑化
推進センター）、沢田治雄（東京大学生産
技術研究所）、澤田義人（東京大学生産技
術研究所）、神藤恵司（東京大学生産技術
研究所）、遠藤貴宏（リモート・センシン
グ技術センター）

ブラジル・アマゾンの森林炭素を測る 森林総合研究所平成26年度研究
成果選集、36-37

2014.07

49 正木隆、大住克博（鳥取大）、関剛、森茂
太（山形大）、梶本卓也、櫃間岳、八木橋
勉、柴田銃江、野口麻穂子

添畑沢スギ間伐試験地における45年生から104年生ま
での長期成長データ

森林総合研究所研究報告、14: 
65-72

2015.03

50 正木隆、大住克博（鳥取大）、関剛、森茂
太（山形大）、梶本卓也、櫃間岳、八木橋
勉、柴田銃江、野口麻穂子

ブナ帯落葉樹林の皆伐後の天然更新の可能性を考え
る　―林床植生と微地形の観点から―

日本森林学会大会学術講演集、
126: T10-6

2015.03

51 佐藤保、田中浩、梶本卓也、宇都木玄、平
井敬三、新山馨、松浦陽次郎、藤間剛、田
淵隆一、八木橋勉、齋藤智之、野口享太
郎、森下陽明、Olga A. Zyryanova（V. N. 
Sukachev Institute of Forest）、
Anatory S. Prokushkin（V. N. Sukachev 
Institute of Forest）、Dokrak Marod
（Kasetsart University）、Decha 
Doungnamol（Kasetsart University）、
Abd Rahman Kassim（Forest Research 
Institute Malaysia）、Chandra Dewana 
Boer（Mulawarman University）、Sutedjo
（Mulawarman University）、Warsudi
（Mulawarman University）、Pipat 
Patanaponpaiboon（Chulalongkorn 
University）、Sasitorn Poungparn
（Chulalongkorn University）

長期観測データが明らかにする森林の動き～森林の
構造や炭素蓄積の変化を見る～

森林総合研究所平成26年度研究
成果選集、32-33

2014.07
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52 Tani Naoki（谷直樹）（国際農林水産業研
究センター)、Tsumura Yoshihiko（津村義
彦）（筑波大学）、 Fukasawa Keita（深
沢圭太）（国立環境研究所）、Lee Soon 
Leong（マレーシア森林研究所）、Lee 
Chai Ting（マレーシア森林研究所）、Ng 
Chin Hong.（マレーシア森林研究所）、 
Muhammad Norwati（マレーシア森林研究
所）、Niiuama Kaoru（新山馨）、Oyani 
Tetuya（大谷達也）、Yagihashi Tutomu
（八木橋勉）、Abdul Rahman Kassim（マ
レーシア森林研究所）、Musa Samusudin
（マレーシア森林研究所）

Selective logging simulation to ensure healty 
regeneration based on outbred seeds in 
dipterocarps (フタバガキ科樹木の他家受粉種子に
よる健全な更新を行うための択伐シミュレーション)

日本森林学会大会学術講演集、
126:163

2015.03

53 齋藤智之 ササの効果的な抑制方法を考える みどりの東北 124:5 2014.07

54 齋藤智之 ササに含まれる放射性セシウムの動態 季刊森林総研 28:22-23 2015.02

55 齋藤智之、赤間亮夫、高橋正通 広葉樹林下のササ個体内に蓄積された放射性セシウ
ムの動態

東北森林科学会大会講演要旨
集、19:7

2014.09

56 齋藤智之、九島宏道、酒井武、杉田久志、
今村正之（木曽森林管理署）

ササ型林床の木曽ヒノキ天然生林における伐採前林
床処理による更新試験ーササ抑制処理開始２年目の
ササ現存量の状況ー

日本森林学会大会学術講演集、
126:248(P2B009)

2015.03

57 酒井武、杉田久志、齋藤智之、九島宏道、
今村正之（木曽森林管理署）

ササ型林床の木曽ヒノキ天然生林における伐採前林
床処理による更新試験－実生の発生・消長に及ぼす
ササ抑制とリター除去の効果－

日本森林学会大会学術講演集、
126:247(P2B008)

2015.03

58 Matsuo Ayumi（松尾歩）（秋田県立大
学）、Tomimatsu Hiroshi（富松裕）（山
形大学）、Suzuki Jun-Ichirou（鈴木準一
郎）（首都大学東京）、Saitou Tomoyuki
（齋藤智之）、Shibata Syouzou（柴田昌
三）（京都大学）、Makita Akifumi（蒔田
明史）（秋田県立大学）、Suyama 
Yoshihisa（陶山佳久）（東北大学）

Female and male fitness consequences of clonal 
growth in a dwarf bamboo population with a high 
degree of clonal intermingling.（高い割合でク
ローンが混ざり合うササ個体群におけるクローナル
成長の雌雄の適応度の重要性）

Annals of Botany、
114(5):1035-1041

2014.09

59 Sato Tamotsu（佐藤保）、Hirai Keizo
（平井敬三）、Kajimoto Takuya（梶本卓
也）、Dokrak Marod（Kasetsart 
University）、Matsuura Yojiro（松浦陽
次郎）、Morishita Tomoaki（森下陽
明）、Niyama Kaoru（新山馨）、Noguchi 
Kyotaro（野口享太郎）、Osone Yoko（大
曽根陽子）、Pipat Patanaponpaiboon
（Chulalongkorn University）、Anatory 
S. Prokushkin（V. N. Sukachev 
Institute of Forest）、Sasitorn 
Poungparn（Chulalongkorn 
University）、Abd Rahman Kassim
（Forest Research Institute 
Malaysia）、Saitoh Tomoyuki（齋藤智
之）、Sutedjo（Mulawarman 
University）、Tabuchi Ryuichi（田淵隆
一）、Tanaka Hiroshi（田中浩）、Toma 
Takeshi（藤間剛）、Utsugi Hajime（宇都
木玄）、Yagihashi Tsutomu（八木橋
勉）、Yoneda Reiji（米田令仁）（国際農
林水産業研究センター）、Warsudi
（Mulawarman University）

EA-FDPN: Plots network for forest and carbon 
dynamics from Siberia to tropical zone (EA-
FDPN: シベリアから熱帯域までの森林動態および炭
素動態の観測プロットのネットワーク)

AsiaFlux Workshop 2014: 
Bridging Atmospheric Flux 
Monitoring to National and 
International Climate Change 
Initiatives、20

2014.08

60 野口麻穂子 低密度植栽：その効果と問題点 農林水産業・食品産業科学技術
研究推進事業「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」中間成果報告セ
ミナー「実践してみた東北の低
コスト再造林」要旨集、8

2014.11

61 野口麻穂子 針葉樹人工林をもっと複雑な林に フォレストウインズ、60 2015.03

62 野口麻穂子、吉田俊也（北海道大学） 伐採が枯死木を介して樹木の更新に及ぼす影響: 針
広混交林を例として

日本森林学会大会学術講演集、
126:T7-6

2015.03

63 吉田俊也（北海道大学）、野口麻穂子 異なるふたつの地域の天然生混交林における対照的
な択伐後の動態

日本森林学会大会学術講演集、
126:T10-9

2015.03

64 成松眞樹（岩手県林業技術センター）、新
井隆介（岩手県林業技術センター）、野口
麻穂子、八木貴信

スギの植栽密度が10年後のサイズと形状に及ぼす影
響

東北森林科学会大会講演要旨
集、19:61

2014.09
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65 星崎和彦（秋田県立大学）、安倍一博（秋
田県立大学）、松下通也、野口麻穂子、柴
田銃江、星野大介（JIRCAS）、高橋和規、
大住克博（鳥取大）、鈴木和次郎（ブナセ
ンター）、正木隆

奥羽山系の渓畔混交林における種子生産の24年間の
変動

日本森林学会大会学術講演集、
126:T9-5

2015.03

66 稲垣善之、宮本和樹、伊藤武治、北原文
章、酒井寿夫、奥田史郎、野口麻穂子、光
田靖（宮崎大）

高知県のヒノキ人工林における樹冠葉量の推定 応用森林学会研究発表要旨集、
65:44

2014.11

67 岡本隆 地すべり地内外における地震動の比較 日本森林学会大会学術講演集、
126:P2A031

2015.03

68 岡本隆、松浦純生（京都大学） 地すべり地における地震動の観測－2014年5月20日に
発生した小地震－

東北森林科学会大会講演要旨
集、19:73

2014.09

69 岡本隆、松浦純生（京都大学）、阿部和時
（日本大学）

積雪期における地すべり土塊の鉛直変位計測 日本地すべり学会誌、
52(1):21-27

2015.01

70 Sumio Matsuura（松浦純生）（京都大
学）、Takashi Okamoto（岡本隆）、
Hikaru Osawa（大沢光）（京都大学大学
院）、Tatsuya Shibasaki（柴崎達也）
（京都大学大学院）、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地における間隙水圧の変
動）

Proceedings of World 
Landslide Forum、3:2-6

2014.06

71 大沢光（京都大学大学院）、松浦純生（京
都大学）、岡本隆、柴崎達也（京都大学大
学院）、松四雄騎（京都大学）、寺嶋智巳
（京都大学）

積雪荷重が地すべり地の表層地盤へ及ぼす影響 日本地すべり学会研究発表講演
集、53:3-22

2014.08

72 齋藤武史、村井宏（森と緑の研究所） Googleストリートビューを用いて津波被災直後の海
岸林を調査する

Forest Winds、57:1-2 2014.07

73 齋藤武史、村井宏（森と緑の研究所） 津波被災海岸林跡の植栽試験地に施工した被覆工に
よる夏季の地温抑制効果

東北森林科学会第19回大会講演
要旨集、:77

2014.08

74 齋藤武史、村井宏（森と緑の研究所） 津波被災海岸林の生残木による微気候緩和機能の調
査

平成26年度日本海岸林学会田原
大会研究発表会要旨集、:6-7

2014.10

75 中北理、齋藤武史、中根貴雄（株式会社
フォテク）、村井宏（森と緑の研究所）

時系列空中写真による津波被災林分の残存について 第126回日本森林学会大会学術
講演集、I09

2015.03

76 篠宮佳樹 増水時でも放射性セシウム流出は微量でした 季刊森林総研、26：14 2014.08

77 篠宮佳樹 台風による大雨増水時でも森林から流出する放射性
セシウムはわずかでした

フォレストウインズ、59： 2014.12

78 篠宮佳樹 10章土壌の保水性と通気性 樹木医学の基礎講座、樹木医学
会編、海青社:99-104

2014.12

79 篠宮佳樹、小野賢二、今矢明宏、坂本知己 海岸防災林再生における盛土された土壌の物理性 土壌物理学会大会講演要旨集、
56:105-106

2014.10

80 篠宮佳樹、山田毅、稲垣善之、吉永秀一
郎、鳥居厚志

四万十川源流部の森林における硝酸態窒素の年間流
出負荷量とその流出機構

水環境学会誌37:91-101 2014.05

81 篠宮佳樹、小林政広、澤野真治、坪山良
夫、志知幸治、伊藤優子

列状間伐実施中の森林流域における懸濁態物質の動
態と起源

森林学会大会学術演要集
126:PR0837

2015.03

82 Shinomiya Yoshiki（篠宮佳樹）、Tamaki 
Koji（玉井幸治）、Kobayashi Masahiro
（小林政広）、OhnukiI Yasuhiro（大貫靖
浩）、Shimizu Takanori（清水貴範）、
Iida Shinichi（飯田真一）、Nobuhiro 
Tatsuhiko（延廣竜彦）、Sawano Shinji
（澤野真治）、Tsuboyama Yoshio（坪山良
夫）、Hiruta Toshihide（蛭田利秀）（福
島林研セ）

Radioactive cesium discharge in stream water 
from a small watershed in forested headwaters 
during a typhoon flood event（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）

Soil Science and Plant 
Nutrition60：765-771

2014.12

83 篠宮佳樹、小林政広、玉井幸治、大貫靖
浩、伊藤優子、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
島県林研セ）

森林流域における平水時の渓流水中の放射性セシウ
ム濃度

日本地球惑星科学連合2015年大
会予稿集:A-HW28-08

2014.04

84 篠宮佳樹、小林政広、玉井幸治、大貫靖
浩、伊藤優子、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
島県林研セ）

渓流水に含まれる放射性セシウム 東北森林科学会講演要旨集、
19：6

2014.09

85 小林政広、篠宮佳樹、大貫靖浩、蛭田利秀
（福島林研セ）

森林内の放射性Csの移行における懸濁物の寄与 日本地球惑星科学連合2015年大
会予稿集、AHW28-09

2014.05

86 伊藤優子、小林政広、篠宮佳樹 森林流域における微量元素(Rb, Cs, Sr, Ba)の動態 日本地球惑星科学連合2015年大
会予稿集、AHW28-06

2014.05
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87 Yuko Itoh（伊藤優子）、Akihiro Imaya
（今矢明宏）、Yoshiki Shinomiya（篠宮
佳樹）、Masahiro Kobayashi（小林政広）

Metal budget and soil solution chemistry in two 
forest watersheds in Japan（２つの異なる森林流
域における金属元素収支と土壌水の化学性）

8th International Symposium 
on Ecosystem Behavior 
BIOGEOMON 2014、119:258-259

2014.07

88 小林政広、大貫靖浩、篠宮佳樹、蛭田利秀
（福島林研セ）

林内雨と土壌水に含まれる放射性セシウム 東北森林科学会大会講演要旨
集、19:5

2014.09

89 小林政広、坪山良夫、篠宮佳樹、池田重人 森林流域から流出する放射性セシウムの調査法 森林総合研究所研究報告、
13:147-154

2014.09

90 蛭田利秀（福島県林研セ）、川口知穂（福
島いわき農林）、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林床上の137Cs の動態 東北森林科学会講演要旨集、
19：3

2014.09

91 阿部俊夫、岡本隆、篠宮佳樹 落葉広葉樹林の林床における濁水ろ過実験 日本森林学会大会学術講演集、
126: 237

2015.03

92 阿部俊夫 落葉の移動距離をはかる～川への落葉供給源を明ら
かにするために～

フォレストウインズ、58: 1-2 2014.09

93 阿部俊夫、倉本惠生、山野井克己 北海道の平坦な河畔林における高所作業車および落
葉模型を用いたヤナギ落葉散布範囲の解明

日本森林学会誌、96(3): 132-
140

2014.06

94 阿部俊夫、山野井克己、溝口康子、北村兼
三

定山渓森林理水試験地観測報告（2008年1月～2012年
12月）

森林総合研究所研究報告、
13(4): 207-223

2014.12

95 阿部俊夫、相澤州平、橋本徹、佐々木尚三 ハーベスタ･フォワーダシステムによる間伐跡地から
の濁水発生―生田原国有林の事例―

北方森林研究、63: 53-56 2015.02

96 飯田滋生、倉本惠生、相澤州平、橋本徹、
伊藤江利子、山口岳広、阿部俊夫

機械作業による森林環境への影響 日本森林学会大会学術講演集、
126: 71

2015.03

97 安田幸生 森林内の空間線量率はどう決まる？ 季刊森林総研、27:22-23 2014.12

98 安田幸生、小野賢二、星野大介（国際農
研）

冷温帯ブナ林における純一次生産量の変動は純生態
系CO2交換量の変動を追いかける

日本農業気象学会2015年全国大
会講演要旨、43

2015.03

99 安田幸生、大谷義一、蛭田利秀（福島県林
業研究センター）、渡部秀行（福島県林業
研究センター）、橘内雅敏（福島県林業研
究センター）

森林土壌中における放射性物質濃度と放射線量率の
深度分布

東北森林科学会大会講演要旨
集、19:67

2014.09

100 大谷義一、安田幸生、坪山良夫 立木樹幹の線減衰係数の測定 東北森林科学会大会講演要旨
集、19:2

2014.09

101 山野井克己、溝口康子、安田幸生、宇都木
玄、深山貴文、高梨聡、小南裕志、北村兼
三、中野隆志（山梨県富士山科学研究所）

温暖化による森林生態系炭素吸収量の変動予測 農林水産省平成26年度委託研究
気候変動に対応した循環型食料
生産等の確立のためのプロジェ
クト研究成果発表会講演集「地
球温暖化の中で森林を生か
す」、:49

2015.01

102 小松雅史、吉村謙一（学振PD）、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

森林における対流圏オゾン濃度の推定 関東森林研究、65(2):165-168 2014.07

103 北尾光俊、小松雅史、吉村謙一(京都大)、
矢崎健一、飛田博順、溝口康子、深山貴
文、小南裕志、安田幸生、山野井克己

Effect of cumulative ozone uptake on 
photosynthetic CO2 uptake capacity in a 
temperate deciduous broadleaf forest in Japan 
(オゾン積算吸収量が日本の落葉広葉樹林のCO2吸収
能に及ぼす影響)

9th Air Pollution & Global 
Change Symposium、USBメモリ
による配付のため番号無し

2014.06

104 久保田多余子、岡本隆 森林総合研究所東北支所構内スギ林における開空度
と降雪遮断率の関係

東北森林科学会誌、20(1) 2015.03

105 久保田多余子 森林の間伐と水流出 山林　1561: 56-65 2014.06

106 久保田多余子 山に降った雨水の動き 岩手の林業　681: 6-7 2014.08

107 久保田多余子、野口正二、岡本隆 森林総研東北支所構内スギ林における降雪遮断量観
測

東北森林科学会大会講演要旨
集、19:68

2014.09

108 久保田多余子、野口正二、岡本隆 森林総合研究所東北支所構内のスギ林における降雪
遮断量の観測

第19回東北森林科学会大会講演
要旨集　68

2014.09

109 久保田多余子、金子智紀（秋田県林業研究
研修センター）

間伐による森林からの水流出の変化 森林と林業　2014 (6)：14-15 2014.06

110 久保田多余子、香川聡、児玉直美（兵庫県
立大）

宮城県山元町における津波被災クロマツの年輪炭素
同位体比

第126回日本森林学会大会　
126:238

2015.03

111 Shoji Noguchi（野口正二）、Yoshio 
Tsuboyama（坪山良夫）、 Roy C. Sidle
（ロイ.C.サイドル）、Tayoko Kubota
（久保田多余子）

Spatial distribution of surface soil moisture 
in a small forested catchment. （小流域における
地表面土壌水分の空間分布）

Journal of Water Resource 
and Protection 6:1220-1227

2014.06

112 延廣竜彦、坪山良夫、玉井幸治、久保田多
余子

間伐による水源かん養機能の増進は樹冠が閉鎖して
も継続する

森林総合研究所平成26年版研究
成果選集

2014.07

113 野口正二、澤野真治、玉井幸治、久保田多
余子

2012/2013年冬季における樹冠通過降水量の観測 東北の雪と生活　29: 59-62 2014.09
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114 野口正二、新山馨、田村浩喜（秋田県秋田
地域振興局）、田中三郎（国土防災技術株
式会社）、久保田多余子、安田幸生

宮城県宮城野区海岸林における地下水位の変動 日本森林学会誌、96(3):150-
154

2014.06

115 小野賢二、安田幸生、中村克典、久保田
多余子

青森県三沢市の海岸防災林植栽試験地における土壌
環境

東北森林科学会第19回大会講演
要旨集、19:36

2014.09

116 小野賢二 津波による土壌の塩害とその後の経過 –降雨による
除塩の効果-

樹木医学会第19回大会講演要旨
集、19、3

2014.11

117 小野賢二、中村克典、平井敬三 東北地方太平洋沖地震に伴う大津波が沿岸の海岸林
土壌にもたらした影響

森林立地、56、37-48 2014.06

118 小野賢二、中村克典、平井敬三 津波被災海岸防災林土壌の一般化学性の経時的変化
－降水による除塩効果の検討－

日本土壌肥料学会講演要旨集、
60、156

2014.09

119 小野賢二、中村克典、平井敬三 津波被災海岸防災林未熟土における土壌化学性の経
時変化

日本森林学会誌、96、301-307 2014.12

120 Kenji Ono（小野賢二）、Kiyoshi 
Fujimoto（藤本潔）（南山大）、Yasumasa 
Hirata（平田泰雅）、Shingo Taniguchi
（谷口真吾）（琉球大）、Ryuichi 
Tabuchi（田淵隆一）、Lihpai Saimon（サ
イモンリパイ・ミクロネシア連邦ポンペイ
州政府）

Estimation of fine root dynamics in mangrove 
(Rhizophora apiculate) forests in Pohnpei 
Island, FSM.（ミクロネシア連邦ポンペイ島マング
ローブ（Rhizophora apiculata）林における細根動
態）

6th international symposium 
of physiological processes 
in roots of woody plant. 
Abstract book（第6回国際樹木
根会議シンポジウム要旨集）、
6、66、P25

2014.09

121 小野賢二、志知幸治、高橋正通、池田重
人、赤間亮夫、金子真司

森林林床のリター層中の放射性セシウムに対する10%
フッ酸処理の影響（予報）

日本森林学会大会学術講演集、
PR0475

2015.03

122 Tomomi, Ogawa（小川知美）（名大大学
院）、Kenji Ono（小野賢二）、Kiyoshi 
Fujimoto（藤本潔）（南山大）、Shin, 
Watanabe（渡辺信）（琉球大）、Shingo 
Taniguchi（谷口真吾）（琉球大）、
Tomomi, Inoue（井上知美）(国環研）

Fine root production and tidal environment of 
Rhizophora stylosa stands in Iriomote Island, 
southwestern Japan.（西表島のヤエヤマヒルギ
（Rhizophora stylosa）林における細根生産量と潮
汐環境の関係）

6th international symposium 
of physiological processes 
in roots of woody plant. 
Abstract book（第6回国際樹木
根会議シンポジウム要旨集）、
6、66、P26

2014.09

123 小川知美(名大大学院）、小野賢二、藤本
潔（南山大）、渡辺信（琉球大）、谷口真
吾（琉球大）、井上知美（国環研）

西表島船浦湾におけるRhizophora stylosa林の細根
生産量と潮汐環境の関係

第20回日本マングローブ学会大
会　講演要旨集、20、10

2014.12

124 森田茅裕（南山大）、藤本潔（南山大）、
田淵隆一、小野賢二、谷口真吾（琉球
大）、渡辺信（琉球大）、井上知美（国環
研）、小川知美（名大大学院）、サイモン
リパイ（FSMポンペイ州政府）

ミクロネシア連邦ポンペイ島のエスチュアリ型マン
グローブ林における20年間の森林動態と海面上昇の
影響

第20回日本マングローブ学会大
会　講演要旨集、20、15

2014.12

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

桂試験地における土層厚の分布と土壌物理特性 森林総合研究所研究報告、
13(2):43-5

2014.06

126 石塚成宏、三浦覚、橋本昌司、平井敬三、
阪田匡司、長倉淳子、野口享太郎、橋本
徹、小野賢二、谷川東子、酒井寿夫、森下
智陽、重永英年、酒井佳美

新たな土壌炭素モデルの構築と必要パラメーターの
取得

地球温暖化の中で森林を活かす
（気候変動に対応した循環型食
料生産等の確立のためのプロ
ジェクト研究成果発表会講演
集）、40

2015.01.

127 金子真司、古澤仁美、橋本昌司、平井敬
三、池田重人、今村直広、石塚成宏、小林
政広、長倉淳子、大橋伸太、大貫靖浩、小
野賢二、阪田匡司、志知幸治、高橋正通、
鳥山淳平、渡邉仁志（岐阜県森林研究
所）、山田毅

福島原発事故の影響を受けた森林生態系における空
間線量率の時系列変化

日本森林学会大会学術講演集 2015.03

128 島田卓哉 果樹を害する野ネズミの生態 りんご技術、94:19-22 2014.04

129 Shimada Takuya（島田卓哉） Examining the importance of acorns as a spring 
food resource for the Japanese wood mouse using 
fecal proline content（アカネズミの春の餌資源と
しての堅果の重要性の検証ー糞中プロリン含有率を
用いて）

Rodens et Spatium Conference 
abstract、14：55

2014.07

130 島田卓哉 論文不正について ? 何が不正か？ なぜ不正は無く
ならないのか？

日本哺乳類学会大会講演要旨集 
、2014：55

2014.09

131 島田卓哉 ドングリを巡るアカネズミの生態学 日本動物学会大会予稿集、85：
27

2014.09

132 島田卓哉 堅果の豊凶がアカネズミの成長に与える影響 日本生態学会大会講演要旨集、
62：J2-31

2015.03

133 島田卓哉、森谷茂樹（果樹研） ハタネズミのリンゴ樹皮に対する選好性：リンゴ系
統間での違いと樹皮形質との関連

日本哺乳類学会大会講演要旨集 
、2014：95

2014.09

134 土原和子、箭田浩士（食総研）、島田卓哉 森林性げっ歯類における有害物質の無毒化に関わる
唾液タンパク質の解析

日本動物学会大会予稿集、85：
150

2014.09
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135 小野寺緑也、秋元佑香（北大）、島田卓
哉、齊藤隆（北大）

同所的に生息する３種の野ネズミにおけるドングリ
中のタンニンに対する耐性能力の比較

日本生態学会大会講演要旨集、
62：PA1-137

2015.03

136 山田文雄、友澤森彦（慶応大）、中下留美
子、島田卓哉、菊地文一（元多摩動物公
園）

小型哺乳類における放射性セシウムの部位別濃度比
較と内部被曝線量の推移

日本哺乳類学会大会講演要旨集 
、2014：103

2014.09

137 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

小型哺乳類における放射性セシウム蓄積の経年変 化
と部位別濃度比較

日本生態学会大会講演要旨集、
62：PB2-154

2015.03

138 鈴木祥悟 ウソとサクラの花芽被害 岩手の林業、678:6-7 2014.05

139 鈴木祥悟 ウソがお花見を左右するって本当？ 平成27年農業日誌、116-117 2014.10

140 鈴木祥悟、青山一郎（東北森林管理局） 白神山地暗門調査地における繁殖鳥類モニタリング
（Ⅱ）

東北森林科学会大会講演要旨
集、19:64

2014.09

141 鈴木祥悟、由井正敏（東北鳥類研究所） 滝沢鳥獣試験地における繁殖鳥類群集の記録( 2010 
- 2014 )

森林総合研究所東北支所年報、
55:24-26

2014.12

142 槇原寛（千葉県いすみ市）、中村充博、鈴
木祥悟、工藤琢磨

クマゲラの餌昆虫の選択性と北東北における餌昆虫
資源量

森林防疫、63(5)：3-17 2014.09

143 工藤琢磨 猛禽類の多様性を高める森林施業を考える みどりの東北、vol122、7 2014.05

144 大西尚樹 オスはしたたか？ネズミに学ぶ生き残り術 このは、8：85 2014.06

145 大西尚樹 九州最後のクマは本州産 日本生態学会関東地区会講演要
旨集、1-3

2015.01

146 大西尚樹、大澤剛士（農環研）、山本俊昭
（日獣大）、岡輝樹（森林総研）、鵜野レ
イナ（慶應大）

ツキノワグマの遺伝構造に与える景観的な要因 日本生態学会講演要旨集、PB2-
067

2015.03

147 磯野昌弘、升屋勇人 蔵王におけるオオシラビソ針葉の大規模な変色被害 東北森林科学会大会講演要旨、
19:80

2014.09

148 磯野昌弘 東北地方におけるイノウエホソカタムシの記録 さやばねニューシリーズ(日本
甲虫学会)、(14):45

2014.06

149 磯野昌弘 「ハチ刺され」にご用心 みどりの東北、126:5 2014.09

150 滝久智、佐山勝彦、安田美香、前藤薫(神
戸大)、磯野昌弘、中村克典、井上大成、
佐藤重穂、上田明良、小坂肇、山下聡(徳
島大)、岡部貴美子、牧野俊一

誘引トラップによるスズメバチ類多様性の全国調査 第59回日本応用動物昆虫学会大
会、PG01

2015.03

151 升屋勇人 森林昆虫と菌類の共同作業による森林被害 岩手の林業、684:6-7 2014.11

152 升屋勇人、服部力、太田祐子 小笠原諸島父島・母島のシトネタケ科菌類 日本菌学会第58回大会講演要旨
集、p.33

2014.06

153 升屋勇人、星美咲（筑波大学）、春間俊克
（筑波大学）、山路恵子（筑波大学）

リョウブ根内生菌の多様性 第126回日本森林学会大会学術
講演集p.276

2015.03

154 升屋勇人、石原誠、市原優、山口岳広、神
崎菜摘

ニレ類立枯病菌の病原力評価 樹木医学会第19回大会要旨、
p.16

2014.11

155 市原 優、升屋勇人 シラカシに発生した堅果菌核病 第126回日本森林学会大会学術
講演集p.158

2015.03

156 Takemoto Shuhei（竹本周平）（東大）、
Masuya Hayato（升屋勇人）、Tabata 
Masanobu（田端雅進）

Endophytic fungal communities in the bark of 
canker-diseased Toxicodendron vernicifluum（癌
腫病のウルシ樹皮における内生菌群集）

Fungal Ecology（一覧登録申請
中）、7:1-8

2014.04

157 安藤裕萌（筑波大学）、升屋勇人、山岡裕
一（筑波大学）

日本産Grosmannia piceiperda complexの分類学的検
討

日本菌学会第58回大会講演要旨
集、p.51

2014.06

158 遠藤力也（理研JCM）、升屋勇人、大熊盛
也（理研JCM）

ナガキクイムシ複合共生系から微生物資源を獲る 日本微生物資源学会第21回大
会、p.16

2014.09

159 窪野高徳、升屋勇人、秋庭満輝、佐橋憲生 スギ黒点病菌のスギ林散布後の消長とスギ成長への
影響評価

第19回大会樹木医学会大会講演
要旨集、19:29

2014.11

160 山下聡、升屋勇人、阿部真、正木隆、岡部
貴美子

ブナ属とコナラ属における木材分解過程と腐朽菌類
の群集構造との関係

日本生態学会第62回全国大会講
演要旨PA2-105

2015.03
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161 Kusumoto Dai（楠本大・東大）、Masuya 
Hayato（升屋勇人）、Hirano Toshihide
（平尾俊秀・東大）、Goto Hideaki（後藤
秀章）、Hamaguchi Keiko（濱口京子）、
Wen-I Chou（National Taitung 
University、Taiwan）、Wiwat Suasa-ard
（Kasetsart University、Thailand）、
Sawai Buranapanichpan（Chiang Mai 
University、Thailand）、Sopon 
Uraichuen（Kasetsart University）、
Oraphan Kern-asa（Kasetsart 
University）、Sunisa Sanguansub
（Kasetsart University）、Aumporn 
Panmongkol（Doi Suthep-Pui National 
Park Office、Thailand）、Quang Thu 
Pham（Vietnamese Academy of Forest 
Science、Vuetnum）、Sih Kahono（LIPI、
Indonesia）、I Made Sudiana（LIPI、
Indonesia）、Kamata Naoto（鎌田直人）
（東大）

Comparison of sapwood discoloration in the logs 
of Fagaceae trees after inoculation with 
various virulent isolates of Raffaelea 
quercivora，the pathogen causing the mass 
mortality of Japanese oak trees（日本のナラ類集
団枯損の原因菌、Raffaelea quercivoraの様々な系
統を接種した際のブナ科樹木丸太における変色の比
較）

Plant Disease、
doi:10.1094/PDIS-06-14-0581-
RE

2014.08

162 春間俊克（筑波大学）、山路恵子（筑波大
学）、 升屋勇人

鉱山跡地に自生するススキ（Miscanthus sinensis 
Andersson. ）のAl耐性に関与する内生菌と解毒物質
の探索

日本生態学会第62回全国大会講
演要旨PA1-072

2015.03

163 服部力、太田祐子、升屋勇人、的崎利規
（鳥取大）、早乙女梢（鳥取大）

日本産「オオメシマコブ」の再検討 日本菌学会58回大会講演要旨
集、71

2014.07

164 太田祐子、服部力、升屋勇人、佐橋憲生、
秋庭満輝、島田律子（東京都）、向哲嗣
（東京都）

小笠原における南根腐病被害拡大地と非拡大地の比
較

第126回日本森林学会大会学術
講演集p.155

2015.03

165 太田祐子、島田律子（元東京都）、服部
力、升屋勇人、佐橋憲生、秋庭満輝

小笠原父島大神山公園における南根腐病発生実態 樹木医学会第19回大会講演要旨
集、25

2014.11

166 Juan E. Palomares-Rius（宮崎大）、
Hirooka Yuri（廣岡裕吏）（アルバータ
大）、Isheng J. Tsai（宮崎大）、Masuya 
Hayato（升屋勇人）、Hino Akina（日野明
菜）（宮崎大）、Kannzaki Natsumi（神崎
菜摘）、John T. Jones（James Hutton 
Institute、UK）、Kikuchi Taisei（菊地
泰生）（宮崎大）

Distribution and evolution of glycoside 
hydrolase family 45 cellulases in nematodes and 
fungi（線虫と菌類におけるファミリー４５セルラー
ゼの分布と進化）

BMC Evolutionary Biology、
14:69

2014.04

167 Ota Yuko（太田祐子）、Sahashi Norio
（佐橋憲生）、Akiba Mitsuteru（秋庭満
輝）、Hattori Tsutomu（服部力）、
Masuya Hayato（升屋勇人）、Shimada 
Ritsuko（島田律子）（元東京都）、Mukai 
Akitsugu（向哲嗣）（東京都）

Ecological and societal impacts of brown root 
rot caused by Phellinus noxius in the Ogasawara 
islands; a designated world heritage site（世界
自然遺産小笠原諸島における南根腐病菌Phellinus 
noxiusによる南根腐病の生態学的および社会学的影
響について）

10th International 
Mycological Congress  Book 
of Abstracts、62

2014.08

168 中村克典 IUFROユニット7.02.10マツ材線虫病会議2013（ドイ
ツ）報告

森林防疫、63(3)、25-33 2014.05

169 中村克典 東日本大震災津波による海岸マツ林の被害と再生に
向けた植栽試験

森林立地、56、21-26 2014.06

170 中村克典 マツ枯れ・マツ材線虫病研究の現在：森林学会100周
年によせて

森林技術、866、26-27 2014.11

171 中村克典 東北地方における近年の松くい虫被害拡大の実態と
防除対策

林業と薬剤、211、1-9 2015.03

172 中村克典 東日本大震災津波で被害を受けた海岸マツ林につい
て考え直す

國立公園、731、15-18 2015.03

173 中村克典、八木橋勉、小野賢二、工藤聖皇
（東北森林管理局）、梅井聡（東北森林管
理局）、高橋昌紀（東北森林管理局）、岩
間由文（東北森林管理局）

青森県三沢市の海岸砂丘地に植栽されたクロマツお
よび広葉樹３種の生育状況

平成26年度日本海岸林学会田原
大会講演要旨集、20-21

2014.10

174 中村克典、田畑勝洋 松くい虫（マツ材線虫病）の診断と防除 最新・樹木医の手引き改訂４版
（日本緑化センター編）、353-
402

2014.06

175 金谷整一、荒田洋一（樹木医）､池亀寛治
（種子島ヤクタネゴヨウ保全の会）、手塚
賢至（種子島ヤクタネゴヨウ調査隊）、秋
庭満輝、中村克典

ヤクタネゴヨウに樹幹注入した殺線虫成分の樹体内
有効成分濃度

樹木医学研究、18(4)、111-117 2014.10
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176 Maehara Noritoshi（前原紀敏） Effects of location of Monochamus alternatus 
(Coleoptera: Cerambycidae) pupal chambers and 
individual trees from which the beetles emerged 
on the number of Bursaphelenchus xylophilus 
(Nematoda: Aphelenchoididae) carried by the 
beetles（マツノマダラカミキリのマツノザイセン
チュウ保持数に及ぼす材内でのカミキリムシ蛹室の
位置とカミキリムシが脱出してきた木個体の影響）

Nematology、16(3):369-372 2014.04

177 前原紀敏 人工蛹室を用いた線虫便乗実験法 線虫学実験（水久保隆之・二井
一禎編、京都大学学術出版
会）、262-264

2014.10

178 前原紀敏 カミキリムシと線虫の相性 岩手の林業、686:8-9 2015.01

179 Maehara Noritoshi（前原紀敏）、Aikawa 
Takuya（相川拓也）、Kanzaki Natsumi
（神崎菜摘）

Relationship between pine wilt disease 
development in asymptomatic carrier trees of 
Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda: 
Aphelenchoididae) and their use by Monochamus 
alternatus (Coleoptera: Cerambycidae)（マツノザ
イセンチュウ(線形動物門:アフェレンコイデス科)の
潜在感染木におけるマツ材線虫病の病徴進展とマツ
ノマダラカミキリ(コウチュウ目:カミキリムシ科)に
よるそれらの木の利用の関係）

Applied Entomology and 
Zoology、50:33-39

2015.02

180 Maehara Noritoshi（前原紀敏）、
Kanzaki Natsumi（神崎菜摘）

Effect of aging in adult Monochamus alternatus 
(Coleoptera: Cerambycidae) on the 
susceptibility of the beetle to Beauveria 
bassiana (Ascomycota: Hypocreales)（マツノマダ
ラカミキリ（コウチュウ目：カミキリムシ科）成虫
の日齢がBeauveria bassiana（子嚢菌門：肉座菌
目）に対する感受性に及ぼす影響）

Journal of Forest Research、
19(3):357-360

2014.06

181 前原紀敏、神崎菜摘 Bursaphelenchus okinawaensis のマツノマダラカミ
キリとキボシカミキリへの乗り移り

日本応用動物昆虫学会講演要旨
集、59:105

2015.03

182 神崎菜摘、Woodruff Gavin C.（森林総研
外国人研究員）、秋庭満輝、前原紀敏

マツノマダラカミキリの便乗線虫Diplogasteroides  
sp.

日本森林学会学術講演集、
125:288

2015.03

183 相川拓也 LAMP法を利用したマツ材線虫病診断キットによるマ
ツノザイセンチュウの検出

線虫学実験(京都大学学術出版
会)、65-68

2014.10

184 相川拓也、前原紀敏、升屋勇人、中村克
典、安佛尚志（産総研）

森林昆虫ビロウドカミキリから検出されたボルバキ
アについて

日本応用動物昆虫学会講演要旨
集、59:112

2015.03

185 Aikawa Takuya（相川拓也）、Nikoh 
Naruo（二河成男）（放送大学）、Anbutsu 
Hisashi（安佛尚志）（産総研）、Togashi 
Katsumi（富樫一巳）（東京大学）

Prevalence of laterally transferred Wolbachia 
genes in Japanese pine sawyer，Monochamus 
alternatus (Coleoptera: Cerambycidae).（マツノ
マダラカミキリにおける水平転移したボルバキア遺
伝子の保有率）

Applied Entomology and 
Zoology、49(2):337-346

2014.05

186 小澤壮太（中部大）、中野敬一（東京都港
区）、相川拓也、長谷川浩一（中部大）

外来種クロゴキブリが持ち込んだ寄生性線虫によっ
て日本在来種ヤマトゴキブリが汚染されている

第30回日本ペストロジー学会新
潟大会、34

2014.11

187 小澤壮太（中部大）、中野敬一（東京都港
区）、相川拓也、長谷川浩一（中部大）

クロゴキブリが持ち込んだ寄生性線虫によってヤマ
トゴキブリが汚染されている

第59回日本応用動物昆虫学会 2015.03

188 Tanaka Suguru E（田中克）（京大農）、
Tanaka Ryusei（田中龍聖）、Akiba 
Mitsuteru（秋庭満輝）、Aikawa Takuya
（相川拓也）、 Maehara Noritoshi（前
原紀敏）、Takeuchi Yuko（竹内祐子）、
Kanzaki Natsumi（神崎菜摘）

Bursaphelenchus niphades n. sp. (Tylenchina: 
Aphelenchoididae) amensally associated with 
Niphades variegatus (Roelofs) (Coleoptera: 
Curculionidae)（クロコブゾウムシと関係を持つ
Bursaphelenchus niphades）

Nematology、16:259-281 2014.04

平成２７年版　森林総合研究所東北支所年報

22



 著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号頁 発行年月

189 Sophie Mallez（French National 
Institute for Agricultural 
Research）、Chantal Castagnone（French 
National Institute for Agricultural 
Research）、Margarida Espada
（University of Evora）、Paulo Vieira
（University of Evora）、Jonathan D. 
Eisnback（Virginia Tech）、Mark 
Harrell（University of Nebraska）、
Manuel Mota（University of Evora）、
Aikawa Takuya（相川拓也）、Akiba 
Mitsuteru（秋庭満輝）、Kosaka Hajime
（小坂肇）、Philippe Castagnone-Sereno
（French National Institute for 
Agricultural Research）、Thomas 
Guillemaud（French National Institute 
for Agricultural Research）

Worldwide invasion routes of the pinewood 
nematode: What can we infer from population 
genetics analyses?（マツノザイセンチュウの世界
的侵入ルート：我々は個体群遺伝解析から何を推測
できるのか？）

Biological Invasions、DOI 
10.1007/s10530-014-0788-9

2014.09

190 小谷英司、中村克典、坂本知己 航空機LiDARを用いた東日本大震災津波による海岸林
被害の精密把握

写真測量学会H26年次学術講演
会発表論文集、93-94

2014.05

191 Eiji Kodani (小谷英司)、 Katsunori 
Nakamura（中村克典)、 Tomoki 
Sakamoto(坂本知己)

Detecting damage precisely in coastal forest 
stands caused by the Tohoku earthquake tsunami 
using airborne LiDAR (東日本大震災津波による海
岸林被害の航空機LiDARによる精密把握手法の開発)

ForestSat2014  Open 
Conference System web site, 
1pp

2014.11

192 小谷英司、天野智将、林雅秀 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

森林総研東北支年報、 55:22-
23

2014.12

193 小谷英司、 中村克典、 木村公樹（青森県
産業技術センター林業研究所）

東日本大震災による海岸林赤枯れの立地要因分析 第19回東北森林科学学会大会講
演要旨集、72

2014.09

194 小谷英司、 鷹尾元、 細田和夫、 家原敏
郎、 古家直行、 西園朋広、 北原文章、 
金森匡彦（日林協）、 山田祐亮（日林
協）

航空機LiDARによるスギ林の材積推定手法の開発　ー
林分推定法の精度比較ー

第126回森林学会大会学術講演
集, 126: 177

2014.12

195 古家直行、西園朋広、小谷英司、北原文
章、細田和夫

時系列空中写真三次元計測による人工林成長モニタ
リング

森林学会大会学術講演集, 126: 
232

2015.03

196 田中真哉（森林総研PD）、西園朋広、齋藤
英樹、小谷英司、北原文章、高橋與明、家
原敏郎

森林の炭素吸収量評価のための全国森林タイプ図の
作成

地球温暖化の中で森林を活かす
（気候変動に対応した循環型食
料生産等の確立のためのプロ
ジェクト研究成果発表会講演
集）40

2015.01

197 稲垣善之、宮本和樹、酒井敦、酒井寿夫、
倉本惠生、小谷英司、野口麻穂子、山田
毅、川崎達郎

高知市のヒノキ人工林における葉および幹生産の22
年間の変動

日本生態学会大会講演要旨集、
62:PA2-225

2015.03

198 細田和男、 家原敏郎、 鷹尾元、 西園朋
広、 高橋與明、 石橋聡、 高橋正義、 古
家直行、 小谷英司、 田中邦宏、 平田泰
雅、 光田靖、 北原文章、 近藤洋史、 齋
藤英樹、 佐野真琴

平成18～22年度に調査した収穫試験地等固定試験地
の経年成長データ（収穫試験報告 第25号)

森林総合研究所研究報告, 
13(4):  225-254

2014.12

199 天野智将、林雅秀 森林資源管理研究グループ 森林総研東北支年報、55:9-10 2014.12

200 天野智将 広葉樹材利用の現状 日本森林学会大会学術講演集、
126:87

2015.03

201 天野智将、岩間由文、入交信太、奈良一志
（東北森林管理局）

伐植一貫作業システムにおける各工程－秋田県小比
内山国有林における事例から－

第19回東北森林科学会講演要旨
集、p39

2014.09

202 天野智将、岩間由文、入交信太、奈良一志
（東北森林管理局）

機械地拵えとコンテナ苗活用の可能性 実践報告セミナー「実施してみ
た東北の低コスト再造林」要旨
集、p6

2014.11

203 Yamada Tsuyoshi（山田毅）、Hirai Keizo
（平井敬三）、Takenaka Chisato（竹中千
里）（名大院）、Nishizono Tomohiro（西
園朋広）、Amano Tomomasa（天野智
将）、Kodani Eiji（小谷英司）、
Shibata Mitsue（柴田銃江）、Yagihashi 
Tsutomu（八木橋勉）

Short-term impact of whole tree harvest at 
thinning on cation dynamics in a Japanese cedar 
forest ecosystem（間伐時の全木集材がスギ林土壌
の交換性塩基動態に及ぼす短期影響）

The International Forestry 
Review、16(5):531-532

2014.10

204 大塚生美 「緑の雇用」の事業効果と今後の課題 「「緑の雇用」現場技能者育成
対策事業の評価等に関する評価
報告書」144-154頁

2015.02

205 大塚生美 人工林育成的林業の2000年代の局面－アメリカ・日
本における既往研究からの考察－

餅田治之、遠藤日雄編著『林業
構造問題研究』199-218

2015.03
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206 大塚生美 アメリカにおける所有形態別林業経営動向 第126回森林学会大会学術講演
集、73

2015.03

207 大塚生美、林雅秀、安村直樹（東大）、志
賀薫（東大）、岩永青史（筑波大）、餅田
治之（林業経済研究所）

育林経営を阻む諸要因に関する研究：林研グループ
への質問紙調査結果を中心として

林業経済学会秋季大会 2014.11

208 大塚生美、餅田治之（林業経済研究所）、
林雅秀、安村康樹（東京大学）、志賀薫
（東京大学)、岩永青史（筑波大学）

育林経営を阻む諸要因に関する研究－林研グループ
への質問紙調査を中心として－

2014林業経済学会秋季大会要旨
集、B1

2014.11

209 堀靖人、大塚生美、餅田治之 ハンガリーにおける造林投資会社によるエネルギー
造林

2014林業経済学会秋季大会要旨
集、B9

2014.11

210 堀靖人、大塚生美、餅田治之 ハンガリーの農廃地造林 第126回森林学会大会学術講演
集、72

2015.03

211 奥山洋一郎、大塚生美、餅田治之 企業の育林経営ビジネス参入に関する研究－社有林
を基軸とした新展開

第126回森林学会大会学術講演
集、73

2015.03

212 幡建樹（ラック）、山田茂樹、大塚生美、
餅田治之（林業経済研究所）

林産業者による林地取得の実態 第126回森林学会大会学術講演
集、73

2015.03

213 林雅秀 山菜・キノコ資源利用と部外者入山ルール：福島県
会津地方の集落間比較から

日本民俗学会、66 2014.10

214 林雅秀、金澤悠介（岩手県立大） コモンズ問題の現代的変容：社会的ジレンマ問題を
こえて

理論と方法、29(2):241-259 2014.11

215 Ishizaki Ryoko（石崎涼子）、Hayashi 
Masahide（林雅秀）

New trends in Public Opinion on Forestry in 
Japan: With a Focus on "Young Advocates" for 
Wood Production（日本における林業に関する世論の
動向：若年層の木材生産への関心を中心に）

IUFRO 3.08 Small-Scale 
Forestry and 4.05 Managerial 
Economics and Accounting、頁
なし

2014.05

216 Misuda Yoshinobu（三須田善暢）（岩手県
立大）、Hayashi Masahide（林雅秀）、
Shoji Chieko（庄司知恵子）（岩手県立
大）、Takahashi Masaya（高橋正也）（東
北活性化研究センター）

Reconsideration of Aruga Kizaemon's Research on 
Ishigami Village: Based on Tsuchiya Takao's 
Field Notes（有賀喜左衛門の石神研究再考：土屋喬
雄の調査ノートから）

ISA World Congress of 
Sociology、18、655

2014.07

217 三須田善暢（岩手県立大）、林雅秀、庄司
知恵子（岩手県立大）、高橋正也（東北活
性化研究センター）

石神調査再考：土屋喬雄の調査ノートを中心として 日本村落研究学会、62 2014.11

218 八巻一成、茅野恒秀（信州大）、藤崎浩幸
（弘前大）、林雅秀、比屋根哲（岩手
大）、金澤悠介（岩手県立大）、齋藤朱未
（明治大）、柴崎茂光（歴博）、高橋正也
（東北活性化研究センター）、辻竜平（信
州大）

過疎地域の地域づくりを支える人的ネットワーク：
岩手県葛巻町の事例

日本森林学会誌、96(4)、221-
228

2014.08
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１－４）研究資料 

 

海岸林植栽試験地における被覆工の有無と種類による地床植生発達状況の差異 

 

齋藤武史（チーム長、光環境変動担当）・ 

高橋大等、村井 宏（森と緑の研究所） 

 

１．はじめに 

気象環境が厳しく、地盤の土壌条件が不良な場所では、保温・保湿や表土安定のために、

地表面を各種の材料で被覆し植生を導入することは有効な方策である。このような手段は、

荒廃地緑化工事の中で古くから、一般的な方法として採用され、その多面的な効果は科学

的にも明らかにされている（村井宏 1984）。著者らも最近の海岸林植栽試験で確かめてい

る（齋藤ら 2014a、齋藤ら 2014b）。 

東日本大震災の津波によって被災した荒廃地においても、海岸林の再生のために被覆工

を施工し、植栽苗木の定着を図っている場所がある。再生の対象地は自然の砂地とは限ら

ず、侵食地やがれきの堆積地、表土基盤の露出地等、様々な態様を示している。このよう

な津波によって発生した荒廃地では、他の工事現場等から出た残土を搬入して重機で整地

し、植栽基盤を造成する方法が、一般的にとられる。 

盛土材料は海岸であっても砂土が乏しい場所が多いために、通常、基盤材として道路工

事等で発生した余剰山土等が用いられ、その中に雑草類の種子や根系などが混入している

場合が多い。また、植栽苗木に家畜糞等を原料とする堆肥を施用することが多いために、

植栽後雑草の繁茂が旺盛で植栽木の生育に支障を与える場合が多い。 

著者らは、津波跡の深く侵食された場所に盛土造成して開設した海岸防潮林再生試験地

（村井ら 2014)において、主に保温・保湿効果を期待して２種の被覆工を施し、無被覆の

裸地（対照区）と比較して、微気象調査や植栽木の活着・生育等の調査を行った（橋本ら 

2015）。これらの調査結果の中から、被覆工を施した部分では雑草の繁茂が少なく、下刈り

作業の省力化に好影響を与える効果のあることが推察された（高橋ら 2015）。本研究資料

では、当該海岸防潮林再生試験地に施した被覆工による雑草抑制効果について、調査の結

果をとりまとめて報告する。 

 

２．試験地と試験方法 

試験地の場所は、岩手県宮古市田老町摂待地区（39.8°N、142.0°E、標高 4ｍ）で、2011

年 3 月 11 日に発生した大津波により侵食荒廃した県有防潮林である。岩手県では海岸防災

林造成事業の一環として、平成 24 年度に、この付近一帯の低凹地に厚さおよそ 0.7m の盛

土をして整地した。下層部分には厚さ 0.1～0.2m の処理済み復興資材（津波堆積分別土）

を埋土し、その上層に山土（林道切り取り土石）を 0.5m ほど重ね、重機で転圧して平坦状
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態にした。 

植栽試験地は、基盤整備した裸地砂礫面の一部を対象にして、図１に示すように、10m 方

形の試験区３区（Ａ、Ｂ、Ｃ）を設定した。試験処理は表１に示した通りで、被覆工の種

類は、養生マット（ポリエステル不織布製、多機能フィルター株式会社 SP-45）と麻コモ（ジ

ュート繊維織布製）の２種類とした（写真１、２）。２種類の被覆工（養生マットと麻コモ）

処理区と無処理区（裸地）の３区を、それぞれ二分して堆肥施用区（１区）、無施用区（２

区）に細分した。各試験区には、2013 年 7 月 13 日にクロマツ、ケヤキなどの高木類の苗木

と、その下層への発達を期待してアキグミ、ハマナス、マサキなどの低木類の苗木を植栽

した。 

各試験区では、植栽後、植栽木と競合して地床植生が旺盛に繁茂し、植栽木の生育に影

響を与えるような状態になった。発達した植物は、盛土や施用した牛糞堆肥の中に潜在し

たもの、近辺の路傍からの侵入したもの等、在来種と外来種とが混然とし、多種多様であ

った。また、被覆の有無、堆肥施用の有無等により、繁茂した植生にはかなりの違いが見

られた（高橋ら 2015）。侵入した不要な雑草や低木の下刈りを、植栽翌年の夏季(2014 年

７月 24 日)と秋季（2014 年９月 21 日）に実施した。 

 

 

 

 

図 1 ３試験区（Ａ、Ｂ、Ｃ各 100 ㎡）とその中に設定した調査区（４㎡）の配置状況 

 

 

 

養生マット 麻コモ 無被覆 
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表 1 摂待地区植栽試験地の試験処理(試験植栽 2013.7.13 実行) 

試験区 被覆工の

有無 

被 覆 工 の

種類 

牛糞堆肥

（㍑） 

複合肥料  

g/本 

A  A-1 有 養生マット   2.0 100 

   A-2 有 養生マット     ― 100 

B  B-1 有 麻コモ     2.0 100 

   B-2 有 麻コモ     ― 100 

C  C-1 無 無被覆     2.0 100 

   C-2 無 無被覆     ― 100 

    試験区：方形区 100 ㎡ 3 区(A、B、C 区)  

 

 

       
写真１ 養生マットによる被覆工       写真２ 麻コモによる被覆工 

 

 

３．地上部植生の調査の方法 

１）各試験区の植被の発達概況調査                         

 植生調査の直前に、図 1 に示すＡ、Ｂ、Ｃ３試験区の全域の植被発達状況と被覆工の現

況を概査し、同時に各区別に写真撮影を行った（写真３、４、５）。 

２）各小方形区における種別の繁茂状況と草丈の調査 

 各試験区の四隅とその中間に２ｍ四方の小方形区を６区設定し（図１の右）、種別の繁茂

状況と草丈の調査をした。これらの植生調査結果を基に、各小方形区の植生の発達状況を、

単位面積当たりの植物被覆面積率、すなわち、植被率（％）で表現した。ただし、ここで

いう植被率とは植物が地面を覆う平面的な面積率であり、その厚みや重なり具合は考慮し

ていない。なお、同一被覆処理区の中には小方形区６区が入るが、堆肥施用の有無ごとに
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各試験区を南北に二分しており、したがって、同一処理の小方形区は各３区となった。 

 調査プロットの測定結果については、統計解析アドインソフト「エクセル統計 2006」（社

会情報サービス社製）を使用して統計解析を行った。 

３）植生調査（刈り取り）の時期と刈取植物の処理 

植生調査は、2014 年 7 月と同年 9 月の２回実施したが、その都度、植栽木以外の地床植

物は、地際からすべて刈り取った。刈り取り植物は小方形区内のものはそれぞれ、刈り取

り直後に秤量するとともに、持ち帰って風乾状態で秤量した。小方形区外の試験地の地床

植物は、刈り取り後に試験地外に除去した。現存量（刈取生重量）の調査は、Ａ、Ｂ、Ｃ

の３試験区内に設定した小方形区（2m 方形の 4 ㎡）を単位調査区として行った。  

 

 

     
写真３ 試験区 A の植生発達状態      写真４ 試験区 B の植生発達状態 

                  

    
写真５ 試験区 C の植生発達状態       

 

 

４．調査結果 

Ａ、Ｂ、Ｃの各試験区における地床植物の調査時期別（2014 年 7 月と 9 月）の優占種と

植物生育高は、表２に示す通りであった。優占種は調査時期により変化したが、植物生育

高は 2～132cm の範囲内で大きな変化が見られなかった。 
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表２ 調査時期別の各試験区における優占種と植物生育高 

 ＜夏季調査分:2014.7/24＞ 

試験区 被覆工の種類 施肥処理の種類 優占種 植物生育高（cm）

A  A-1 養生マット 化成肥料＋堆肥 ヨモギ 5～128 

   A-2 養生マット 化成肥料のみ ウスバヤブマメ 2～109   

B  B-1 麻コモ 化成肥料＋堆肥 ヨモギ 10～131    

   B-2 麻コモ 化成肥料のみ ヨモギ 7～117   

C  C-1 無被覆 化成肥料＋堆肥 ヨモギ 5～117 

   C-2 無被覆 化成肥料のみ ヨモギ 5～132  

＜秋季調査分：2014.9/21＞ 

試験区 被覆工の種類 施肥処理の種類 優占種 植物生育高（cm）

A  A-1 養生マット 化成肥料＋堆肥 シロツメクサ 8～61  

   A-2 養生マット 化成肥料のみ ｱﾒﾘｶｾﾝﾀﾞﾝｸﾞｻ  23～41    

B  B-1 麻コモ 化成肥料＋堆肥 メマツヨイグサ  5～73  

   B-2 麻コモ 化成肥料のみ ｱﾒﾘｶｾﾝﾀﾞﾝｸﾞｻ  10～117 

C  C-1 無被覆 化成肥料＋堆肥 メマツヨイグサ 13～44  

   C-2 無被覆 化成肥料のみ ﾍﾗｵｵﾊﾞｺ･ｼﾛﾂﾒｸｻ 14～55   

 

 各試験区における調査時期別の植被率と刈取重量（直後に秤量した生重量）の平均値は

図２、図３に示す通りであった。なお、いずれの数値も小方形区（4m2）当たりの値であり、

植被率には植栽木の被覆率を含まない。 

 植被率、刈取生重量ともに、各被覆区の平均値は無被覆区の平均値よりも小さかった。 

 

図２ 試験処理別の植被率（平均値） 

平成２７年版　森林総合研究所東北支所年報

29



 

図３ 試験処理別の刈取生重量（平均値） 

 

５．考察  

１）植被率 

上掲の図１に示した各小方形区（合計 18 区）の植被率（％）について、夏季及び秋季を

通じて被覆工種（無被覆を含む）間の差についてクラスカル・ウォリス検定を行って、シ

ェッフェの方法で多重比較をしたところ、Ｃ区（無被覆）はＡ・Ｂ両区に比べて有意に植

被率が高かった（Ｃ区とＡ区の差はカイ二乗=7.43、p <0.05、Ｃ区とＢ区の差はカイ二乗

=16.84、p <0.001）。なお、２種の被覆工種別間には有意な植被率の差は認められなかった

（Ａ区とＢ区の差はカイ二乗=1.90、p >0.05）。Ｃ区では平均植被率が 90％を超えており、

試験区のほぼ全域が植物で覆われていた。これに対して、有被覆のＡ・Ｂ両区は、平均植

被率が 38～87%の範囲であり、地床植生の発達しない裸地面（100％からの残余）がかなり

残されていた。このことから、被覆処理によって、植栽木の生育阻害要因となる不要な植

物（雑草）の発達が抑制されていることが示された。また、全区を通じて比較すると、堆

肥の施用の有無による植被率の差は有意ではなく（マンホイットニーの U 検定、p >0.05）、

植栽時に苗木の植え穴へ施用した肥料の差違（化成肥料+堆肥、あるいは化成肥料のみ）に

ついては、試験区全体の植被率には大きな影響を及ぼさないようであった。なお、植被率

のデータは 100％付近では正規分布をしないため、本報告では分散分析やｔ検定等を行わず、

これらのデータに適用が可能なノンパラメトリックな手法を用いて検定を行った。 

２）刈取重量（生重量） 

刈り取った植生は、植栽木以外の植栽後に発達したすべての植物（草本・木本）の地上

部分である。したがって、この数値は植物の地上部総重量を表しているので、植被率以上

に被覆処理の効果が定量的に表現されていると考えてよい。 
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１回目の 7月調査では調査区全平均生重量は約 2.8kg、２回目の 9月では約 1.8kg であり、

植生の発達量が夏季よりも秋季にある程度低減したことがわかる。これは夏季の刈り払い

が雑草類の繁茂を制御した結果と推察される。被覆処理別の刈り取り生重量の平均値は、

無被覆の C 区の 7 月が約 4.5kg で最も多かった。いずれの時期についても、被覆区の刈取

重量の平均値は、無被覆の C 区の 1/2 程度であった。 

 7 月と 9 月の刈取重量について、被覆工種（養生マット、麻コモ、無被覆）と施肥処理（化

成肥料+堆肥、化成肥料のみ）とを要因とした２元配置の分散分析を行ったところ、７月は

被覆工種：p <0.001***、施肥処理：p =0.031*、交互作用：p =0.399 ns となり、９月は被

覆工種：p =0.014*、施肥処理：p =0.121 ns、交互作用：p =0.668 ns となった。いずれの

刈り取り時期についても、被覆工種による刈取重量の差違が有意であった。さらに個別の

被覆工種間の差違を、フィッシャーの最小有意差法による多重比較を行って検定したとこ

ろ、養生マット被覆区（７月、９月ともに p <0.001***）、麻コモ被覆区（７月は p <0.001***、

９月は p =0.023*）ともに、有意に無被覆区よりも刈取重量が少なかった。 

 これらの結果は、被覆工による雑草の繁茂の抑制効果を明瞭に示すものと考えられる。 

 ２種の被覆工処理間で比較すると、平均値はいずれの刈取時期についてもＢ区（麻コモ）

が、Ａ区（養生マット）よりもやや多かったが、プロットごとに値のバラツキが大きかっ

たため、フィッシャーの最小有意差法で検定したところ有意な差は検出されなかった（７

月は p =0.612 ns、９月は p =0.466 ns）。被覆工種の違いが下層植生の繁茂に及ぼす影響に

ついては、さらに観測例を蓄積して検討をする必要があるものと考えられる。 

施肥処理別にみると、夏季については各試験区の１区（化成肥料+堆肥）は、２区（化成

肥料のみ）よりも有意に多くなっており（２元配置の分散分析による施肥処理の効果が p 

=0.031*）、施用した牛糞堆肥が地床植生の発達にもプラスの影響を与えた可能性があるも

のと考えられる。 

 

６．おわりに 

 本植栽試験地では、造成当初にはほとんど裸地であった地表面において、植栽一年後に

は雑草類の旺盛な繁茂が見られたが、その理由は土砂石礫（林道切り取りにより発生した

もの）を盛土したため、繁殖材料（種子、根茎等）が持ち込まれ、それに牛糞施肥に含ま

れた種子も加わり、在来及び外来の植物が新植地に旺盛に繁茂したものと推察される。さ

らに、対象地は道路にも近接しており、周辺林縁や路傍・畑地・原野等から種子の飛来も

加わったものとみられる。 

 雑草の繁茂量に関しては、有被覆区（A 区と B 区）と無被覆区（Ｃ区）との間に顕著な

差が見られ、前者は後者のほぼ 1/2 の量であった。被覆工の種類による雑草抑制の程度には

明確な差異が認められなかったが、被覆工の有無による繁茂量の差違については注目する

価値があるものと考えられる。 

本試験地のような盛土造成地に海岸林を再生するためには、植栽後３年間は下刈りの継
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続が必要とみられるので、今回明らかにした雑草類の発達抑制効果は、被覆工による省力

的なメリットとして評価することができる。 

今後は、各試験処理間の地床植物の発達量について、固定小方形区をもとに調査を継続

する予定である。あわせて被覆材料の持続効果についても観察し、被覆工の多面的効果を

より明確にしたいと考えている。 
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戸沢山スギ人工林収穫試験地および狼の巣スギ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，70 年以上にわたって継続調査を実施してきている。本年度，戸沢山ス

ギ人工林収穫試験地と狼の巣スギ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。 

 

2. 戸沢山スギ人工林収穫試験地調査の概要 

 この試験地は，東北森林管理局山形森林管理署管内 218 林班ら小班のスギ人工林に，1938

年に設定された。試験地は山形県山形市にあり，海抜高は約 200ｍ，傾斜は 20～40°で斜

面方向は北東であり、土壌・地質は安山岩の BDである。 

 試験地のスギは 1904 年に 6000 本/ha で植栽され，下刈り，蔓切りが、明治時代の当時

の習慣によって行われた。1938 年に林分の蓄積などの相対的な成績により，上，中および

下の３つの試験区が設定された（以下，それぞれ第１分区，第２分区，第３分区と記す）。

試験区の面積は，第１分区で 0.21ha，第２分区で 0.15ha，第３分区で 0.28ha である。1963

年まで 5 年おきに毎木調査が行われ，1995 年に再び調査が行われた。なお，試験地設定以

後，1949 年と 1959 年に間伐が実施された。さらに，1969 年に試験地に隣接する林分の間

伐が実施された際，第１分区と第２分区内の立木の一部が列状に伐採された。これまでの

調査報告には西園ら(2005)がある。 

2014 年 10 月に，試験地設定から９回目の定期調査を実施した。胸高直径と樹高を輪尺

と超音波測高器を用いて測定した。測定と試験地管理作業に 8.5 人日を要した。 

調査の結果は、図１にまとめた。図上には調査時の生立木の集計値を中心に、さらに間

伐効果を見やすくするため間伐時には全立木のデータを追加し、プロットした。なお、Ry

は収量比数であり、間伐などの施業の指標である。間伐により Ry を制御し、Ry が 0.8～0.9

で密仕立、0.7〜0.8 で中庸仕立、0.6～0.7 を疎仕立とする(安藤 1982)。また、林野行政で

は Ry が 0.8 以上で要間伐林に区分される。 

戸沢山スギ試験地の成育過程として、平均樹高と林分材積が全期間を通して増加してお

り、高齢であるが成長の低下も見られず、順調に成長している。これまでの成長の経緯と

して、45 年生時(1949)に全分区で強度の間伐が行われ、本数密度も低下し、Ry も疎仕立の

領域まで低下した。55 年生時(1959)に、第３分区は弱度の間伐が行われ、本数密度の低下

が相対的に小さく、間伐後にRyは密仕立の状態まで上昇した。これ対して第１と２分区は、
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55 年生時(1959)に強度の間伐が行われ、さらに本数密度と Ry が低下し、間伐後も Ry は疎

仕立の水準のままであった。疎仕立ての第１と２分区と、密仕立の第３分区と、試験区毎

に成長の比較検討ができる状態であり、今後も成長経過を長期的に観測する。 

 

３．狼の巣人工林収穫試験地調査の概要 

 

この試験地は，東北森林管理局宮城北部森林管理署管内 51 林班わ小班のスギ人工林に，

1964 年に設定された。試験地は宮城県気仙沼市にあり，海抜高は約 150ｍ，傾斜は 20°～

32 で斜面方位は南東であり、地質・土壌は石灰岩の Bl 型である。 

 試験地のスギは 1948 年春に植栽された。植栽本数は 3，500 本/ha で方形植である。1964

年に間伐方法の違いに基づき第１、第２、第３分区という３つの試験区が設定された。第

１分区は B 種間伐区，第２分区は第１分区に対して残存木本数密度を約 20％程度多くした

弱度間伐区，第３分区は無間伐の対照区である。試験区の面積は，第１分区で 0.18ha，第

２分区で 0.20ha，第３分区で 0.10ha である。さらに，1969 年に上層間伐の第 4 分区が設

定された。第 4 分区の面積は 0.036ha である。試験区内の立木に対して 1983 年までほぼ 5

年おきに毎木調査が行われ，1997 年に再び調査が行われた。なお，試験地設定以後，1964

年，1968 年、1973 年と 2005 年に間伐が実施された。また，1974 年には冠雪害によって

多数の被害木が発生した。これまでの調査報告には西園ら(2006)がある。 

 2015 年 2 月に，試験地設定から 8 回目の定期調査を実施した。胸高直径，樹高および枝

下高を直径巻尺と超音波測高器を用いて測定し、さらに間伐検討のため試験地を測量した。

測定と管理作業には 12.5 人日を要した。 

狼の巣スギ試験地の成育過程として、平均樹高と林分材積が調査開始から現在まで順調

に成長している。ここまでの成長の経緯として、計測開始の 16 年生時から 5 年毎に３回の

間伐が行われ、さらに 30 年生時に雪害を受けた。間伐・雪害で第１、２，４分区では本数

密度が低下し Ry も低下したが、間伐・雪害後に Ry が徐々に上昇した。これに対して、第

３分区は無間伐でありさらに雪害の被害も小さく、Ry は密な状態で推移している。無間伐

で密な第３分区、中庸な第１分区、相対的にやや疎な第２と４分区と、試験区毎に成長の

比較検討ができる状態であり、今後も成長経過を長期的に観測する。 

なお今回は森林管理署の間伐計画の検討から、調査を前倒しで実施した。間伐実施の机

上での検討のために小班周囲とプロット周囲と全立木を測量した。測量結果をもとに森林

管理署と間伐の設計と間伐実施の可否を検討した。収穫試験地の間伐として、当初の試験

計画では間伐木と残存木の立木分布の空間的な変動が小さい定性間伐を想定している。こ

れに対して、現在の現地の収入間伐施業は、スイングヤーダー等は無く横取り範囲は実質

20-30m 程度であるために、細かく作業道を通している。この現行の間伐施業では、作業道

により立木分布の空間的な変動が大きく、これに対応するにはさらに広いプロットの設定

が必要となるため、試験設計の抜本的見直しが必要である。当試験地は 2005 年に間伐して
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おり、間伐の必要性は高くない。このため将来の現地の間伐方法の変化により定性間伐で

きるようになることを期待して、１０年後の間伐再検討とした。 
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図１ 戸沢山スギ試験地の林分変数の時系列変化 
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図２ 狼の巣山スギ試験地の林分変数の時系列変化 
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２ 平成２６年度の広報活動の記録 

２－１）一般公開（東北支所、東北育種場、盛岡水源林整備事務所 共催） 

○開催期日：平成２６年１０月１８日（土曜日）１０：００～１５：３０ 

○開催場所：東北支所構内 

[常設展示]：標本展示室 

[ミニ講演会]：応接室 

・「ササのユニークな生態とその管理・利用」 

    東北支所育林技術研究グループ 主任研究員 齋藤智之 

[特別展示]：大会議室、玄関ロビー 

・森の土は水をきれいにする？    

・野生動物を追っかけろ！ 

・線虫の釣り方、数え方 

・工作して、樹木を計ろう！ 

・マツノザイセンチュウ抵抗性品種 

・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 

 [野外イベント] 

・苗木プレゼント 

・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 ６１４名 

 

 

２－２）公開講演会＜東北の未来につなぐ森づくり＞ 

（東北支所、東北育種場、東北北海道整備局 共催） 

○開催期日：平成２６年１０月２８日（火曜日）９：５５～１５：５５ 

○開催場所 岩手県民情報交流センターアイーナホール 

○来場者数 １０８名 

○研究発表課題（東北支所分） 

・「津波後の海岸林研究」 

東北支所地域研究監 坂本知己 

・「再造林を低コストで！」 

東北支所産学官連携推進調整監 松本和馬 

・「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 

－ 事故後3年間の推移 －」 

東北支所生物多様性研究グループ長 島田卓哉 

○パネル展示 ： 35枚展示 
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 [東北支所職員 発表要旨] 

津波後の海岸林研究 

東北支所 

地域研究監  坂本 知己 

 

東日本大震災をもたらした大津波が海岸林に及ぼした被害は甚大で、再造成を余儀なくされた海岸林

も少なくありません。海岸林が失われ、海岸林の防風や防潮、飛砂防備などの防災的な機能、景観や保健

休養の場の提供など、その多面的な働きも失われました。被災地の海岸林の再生にあたっては、これらの

機能を取り戻すだけでなく、これまでよりも津波に耐え、より被害を軽減する海岸林とすることが求められて

います。津波後の調査研究はこのことを受けて進められています。 

 

海岸林の被害とはたらき 

津波によって多くの防潮堤が破壊され、海岸林には破壊された防潮堤のコンクリート塊などが入り込み

ました。また、防潮堤の陸側は激しく掘られ、海岸林は地面ごと失われました。樹木が耐えることのできない

大きな津波に見舞われた海岸林は、林全体がなぎ倒されました。大きいだけではなく、引き波を伴う複数の

津波に襲われた海岸林では、根株を残して幹が流失しました。一方、地下水位の高いところでは、根返りが

樹木の大きさに関わらず大径木でも見られました。また、津波直後には生存していた樹木が、その後の時

間経過とともに立ち枯れることも少なくありませんでした。 

海岸林は大きな被害を受けた一方で、津波の被害を軽減しました。ひとつは漂流物の捕捉です。津波

で運ばれた船舶などを捕捉し、それらが住宅地に流れ込んで家屋に衝突するのを防いだのです。さらに、

海岸林は津波の勢いを弱め、到達を遅らせたと考えられました。 

 

津波後の研究対象 

わが国のクロマツ海岸林の造成は 1700 年代以降、各地で進められてきました。その後、明治維新や第

二次世界大戦の混乱期に荒廃しましたが、再び造成されてきたのです。すなわち、クロマツ海岸林造成技

術は一通り確立されているということです。 

しかし、津波を考慮した海岸林の造成についてはこれまでの知見だけでは不十分で、津波後、次のよう

な調査研究が進められてきました。①津波による被害実態の把握と並行して、衰弱したマツ林が広がったこ

ととマツ材線虫病の拡大との関係の調査、②海岸林の再生に向けては、海水が入った箇所の植栽地として

の適正に関する調査、③大面積に短期間で植栽するために、苗木の生産性と活着率の向上や、初期成長

の確実性、根系発達が期待できる苗の開発、植栽本数の見直し（削減）に関する研究、④マツ材線虫病対

策等としての広葉樹の利用、⑤津波に対して効果的な海岸林に誘導するための目標林型、クロマツ海岸林

の林相改良法、ならびに下層が広葉樹の二段林への誘導方法に関する研究などです。目標林型の設定に

あたっては、数値シミュレーションモデルが使われていますが、モデルに組み込む水流に対する樹木の抵

抗特性は、新たに実物の樹木を使った水路実験から求められ、波力に対する樹木の耐性については引き

倒し試験から求められました。また、海岸林再生にあたっては、地下水位が高いところでは根張り空間を確

保するために盛土が広く行われていますが、盛土面に水が溜まる場面が発生しており、その対策のための

研究も進められています。 

今回の津波以降、海岸林は、これまで以上に、津波に対する防災施設として位置づけられるようになり

ました。そのため、今後は、海岸林を生態系の保全を含めた総合的な土地利用の中で位置づけるための研

究も必要です。 
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再造林を低コストで！ 

東北支所 

産学官連携推進調整監 松本和馬 

 

人工林を伐採した後に再造林せずに放置する「造林未済地」が全国的に拡がっています。

東北地方は造林未済地が多い地方の１つです。再造林しない主な理由は、木材価格が下がっ

て伐採による収益で再造林の費用が賄えなくなったことです。造林未済地の発生は森林所有者

にとっての問題にとどまりません。再造林が進まないと将来の木材資源の確保が難しくなり、植

林されないまま放置される土地は国土保全の点からも問題となります。再造林のコストを下げるこ

とで林業の収益性を高めることが求められています。そこで、東北地方では昨年度から森林総

合研究所東北支所を中核機関として再造林コストの大幅な低減を目指した研究を進めていま

す。 

 造林から収穫までの作業の中で特にコストがかかるのは、伐採後の数年間にかかる地拵え、

植栽、下刈りで、これで全体のコストの８割程度を占めます。そこでこれらのコストを減らすために、

以下の方法を組み合わせることを考えて実証試験を行っています。 

 

１．植栽が容易で活着率の高いコンテナ苗を使用すれば、短時間で多数の苗を植えられるので

作業コストが下がることが期待されます。 

２．植える本数を現在の１ヘクタール 3000 本から 1500〜2000 本程度に減らした低密度植栽を行

うことにより植栽と間伐のコストを低減できます。 

３．伐採時に苗を運び込み、地拵えに集材用機械を活用し、伐採から植栽までを一気に行なう

一貫作業ができればかなり低コストにできます。ただし、東北では季節的な制約があり、秋

遅く伐採する場合は積雪前に地拵えまでして植栽は春に行なうことになります。 

４．成長低下をある程度許容し、下刈りを隔年実施にするなら下刈りコストは大幅に下がります。 

 

伐採後直ちにコンテナ苗を植える一貫作業で、労力投入量と造林コストが大幅に削減されること

が分かりました。ただし、コンテナ苗の値段が今のところまだ高いため、苗代を含めた植栽の経

費はあまり縮減されていないという課題も残りました。植えられたコンテナ苗はこれまで使用され

て来た普通苗（裸苗）と同等かそれよりよい成長を見せており、東北の雪のある気候でも問題なく

成長しています。下刈りについてはこれを行なわない年がある程度あっても植栽木の成長に大

きな影響は出ないことも分かってきました。これまでに分かったことを元に粗い推定をしてみると、

造林から下刈り完了までのコストは従来の半分程度まで減らすことができそうです。この試算を

現実のものとするために、さらに試験研究を続けて行きます。 

 

 

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 

− 事故後 3年間の推移 − 

東北支所 

生物多様性研究グループ長 島田卓哉 
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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ました。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ますが、これらの放射性物質は森林に生息する動物にどのような影響を

与えるのでしょうか。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みます。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

の指標動物として重要です。 

そこで、福島県川内村（原子力発電所から 30 km，現時点での空間線量−平均 3.6 µSv/hr）と

茨城県北茨城市（同 70 km，同空間線量−平均 0.2 µSv/hr）において小型哺乳類を捕獲し、放

射性セシウム（半減期約 2 年の Cs-134 と約 30 年の Cs-137）の蓄積量（内部被曝量）を測定し

ました。なお、放射性セシウムはカリウムなどと同様にアルカリ金属に属し、体内では主に筋肉中

に蓄積されるため、以下の測定値は筋肉中の値で代表しています。 

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いことがわかりました。3 年目（2013 年）にはセシ

ウム蓄積量が減少すると予想されましたが、2 年目と同レベルで推移しました（平均 5,700 Bq/ kg、

最大 16,000−最小 6,400 Bq/kg）。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

2 年目に約 70％減少し、3 年目も同レベルでした。高線量地で認められた時間経過による蓄積

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ました。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、個体毎の食べ物の違

いを反映しているものと推測されます。すなわち、キノコや土壌動物など線量の高い餌を多く食

べ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ました。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す。 

 

 

 

 

２－３）平成２６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２７年２月４日（水曜日）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．「ササのユニークな生態とその管理・利用」 

        東北支所育林技術研究グループ主任研究員 齋藤智之 

２．「積雪地域・非積雪地域の間伐が水流出に及ぼす影響」 

            東北支所森林環境研究グループ主任研究員 久保田多余子 

３．「コンテナ苗だけでない低コスト再造林」                  

            東北支所産学官連携推進調整監 松本和馬 
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○来場者 １０６名 

 

[東北支所職員 発表要旨] 

ササのユニークな生態とその管理・利用 

東北支所育林技術研究グループ 

主任研究員 齋藤智之 

 

 人工林の「長伐期化」や「広葉樹林化」、または多くの人工林が伐期を迎えるなど今

は森林の取り扱いに変化を生じさせることができる時期にきています。林床の相当の面

積を占めるササの取り扱いや管理の仕方も同時に考える時期にきています。では、ササ

の衰退は望ましいことなのか、それとも困ったことなのか。それを判断し、ササ群落の

抑制のみならず維持・保全まで含めた意味での“管理”を行うための指針作りには、サ

サの生態系内における位置づけや存在することの意義、また人の立場から見た場合の有

用性と有害性を多面的に検討することが必要です。そこで本報告では、ササ管理のため

の判断材料となるよう、近年明らかになりつつあるササのさまざまなユニークな生態的

特徴について紹介します。 

 竹・笹類の多くは 100 年以上という非常に長い寿命を持ちますが、その最後に一生で

一回きりの繁殖を行い、多個体が同調して大規模に開花した後、枯死するという特徴が

あります。その同じ場所では翌年、または種子散布直後に一斉に次世代が発芽します。 

 1979 年青森県八甲田山ではチシマザサが大面積に開花しました。ササがどのように世

代交代するかを解明するために調査を開始しました。翌 1980 年には一面にササの芽生え

が発生し、以来死にゆく個体の減少過程を追跡してきました。10 年目までは主に競争に

より急激に減少しました。その後芽生えは地下茎を伸ばし、地上に新たな稈を出して成

長しました。20 年目以降は、DNA による個体識別を行って個体数を追跡しました。この

頃大半は地下茎を出して死ななくなりましたが、地下茎を出せない小さな個体が死亡し

ました。 

 2007 年にはインド北東部ミゾラム州の一帯で、メロカンナというタケが 3 万 5 千 km²

も開花しました。開花周期が 48 年と分かり開花年を予測できたので、開花前から調査を

開始して、開花イベントの一部始終を観察できました。 現在、開花枯死と一斉更新によ

る世代交代の一連の過程が解明されつつあります。 

 

 

積雪地域・非積雪地域の間伐が水流出に及ぼす影響 

東北支所 森林環境研究グループ  

  主任研究員 久保田多余子 

 

間伐が実施されない人工林が増加し、森林の公益的機能の低下が危惧されることから、

林野庁や都道府県等は間伐対策を推進してきた。しかし、間伐をすると、公益的機能の

うちの水保全機能がどう変化するのか、流域スケールという大規模での実測が難しく、
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わが国で定量的に調査された例はなかった。そこで、積雪地域と非積雪地域の森林流域

において流域スケールの研究を行い、間伐による水流出の変化を調べた。 

積雪地域における調査を秋田県大館市の長坂試験地で行った。この試験地にはスギ人

工林（2006 年時点で約 40 年生）で覆われた 3つの流域（上の沢・中の沢・下の沢流域）

がある。2007 年 2 月～3月に上の沢と下の沢で、本数率約 50%の間伐を行い、中の沢は無

間伐のまま残した。間伐流域では無間伐流域に比べ樹冠通過降水量が増加した。特に冬

季には間伐流域の積雪が増加し、融雪期の融雪が早まった。流出量は間伐直後の 2007 年

には変化せず、翌年の 2008 年に増加し、2009 年以降、下の沢では間伐前に戻りつつも、

上の沢では流出量が多い傾向が続いた。 

 非積雪地域における調査を茨城県北部にある常陸太田試験地で行った。ヒノキ・スギ

人工林（2009 年時点で 22 年生）を 2009 年 3 月～5月にかけて本数率 50%で間伐した。間

伐前後 3年間の水収支の変化を調べた結果、平均降水量は間伐前 3年間より 25mm 減少し

たが、林内降水量は 4mm の減少にとどまった。これに対し流量は間伐後に 109mm 増加し

た。間伐後に蒸発散量は減少し、特に 5 月～11 月の蒸散期の蒸発散量が小さくなってい

た。 

以上の間伐は林床を攪乱しないように行った間伐であるが、いずれの流域においても、

間伐は夏季の蒸発散量を抑えて流量を増加させ、水源涵養機能を高めた。 

 

 

コンテナ苗だけではない低コスト再造林 

東北支所 

産学官連携推進調整監 松本 和馬 

 

人工林を伐採した後に再造林せずに放置する「造林未済地」が全国的に問題となっている。

再造林放棄の主な理由は、木材価格が下がって伐採による収益で再造林の費用が賄えなくな

ったことである。再造林が進まないことにより将来の国産木材資源の確保が困難になり、植林さ

れないまま放置される土地は国土保全の点からも問題となる。また、再造林面積の縮小はそのま

ま産業としての林業の縮小につながる点でも憂慮される。造林から収穫までの作業の中で特に

コストがかかるのは、伐採後の数年間にかかる地拵え、植栽、下刈りで、これで全体のコストの８

割程度を占める。これら再造林及び下刈り完了までの初期育林のコストを下げることで林業の収

益性を高めることが求められているといえる。 

このような中、低コスト再造林のツールとしてコンテナ苗が脚光を浴びるようになってきた。東

北地方では比較的早くからコンテナ苗が導入されていて、今では認知度も高い。しかし、コンテ

ナ苗は導入当初から下刈り回数が大幅に削減できるほど成長が良いという過剰な期待が寄せら

れた経緯もあり、植栽後２−３年を経過したところでは期待通りの成長が見られないために失望感

も生じているようである。コンテナ苗の利点を正しく理解し、低コストな造林技法に活かすことが必

要である。 

昨年度から森林総合研究所東北支所では再造林コストの大幅な低減を目指した研究（農林

水産業・食品産業科学技術研究推進事業「東北地方の多雪環境に適した低コスト再造林システ
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ムの開発」）を、東北育種場、筑波本所、岩手県林業技術センター、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、ノースジャパン素材流通協同組合とともに進めている。この

プロジェクトではコンテナ苗の活用だけでなく、以下のような方法を組み合わせることを考えて実

証試験を行っている。 

１．植栽が容易なコンテナ苗を使用することで、植栽に要する時間を短縮し、植付け作業のコスト

を下げる。 

２．植える本数を現在の 2500〜3000 本/ha から 1500〜2000 本/ha 程度に減らした低密度植栽

を行うことにより植栽と間伐のコストを下げる。 

３．伐採時に苗を運び込み、地拵えに集材用機械を活用し、伐採から植栽までを一気に行なう

一貫作業により地拵えと植付けのコストを下げる。 

４．下刈り等によりの回数を隔年実施等に寄り削減し、下刈りコストを下げる。 

 

これまでに、伐採後直ちにコンテナ苗を低密度で植える一貫作業で、労力投入量と造林コス

トが大幅に削減されることが実証されている。このような一貫作業の前提としていつ伐採しても直

ちに植えられる苗が求められるがコンテナ苗はそれが可能で、季節を選ばずに植えられる。すな

わち、コンテナ苗の利点は、植付けの容易さ、植付け時期の自由度高さ、高い活着率などであ

る。ただし、コンテナ苗の値段が今のところまだ高いため、苗代を含めた植栽の経費はあまり縮

減されないという問題も残っている。 
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３ 平成２６年度の会議等の記録 

３－１）研究業務報告会 

平成２６年度東北支所業務報告会は、平成２６年１２月１１日（木）～１２日（金）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２６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１９日（木）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  ＊当日欠席（前日に説明を行い、意見助言をいただいた。） 

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） 山本岳人（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） 

玉城 聡（育種課主任研究員） 

○評議会の概要 

１）東北支所における２６年度の研究運営状況の報告 

    以下の資料を基に平成２６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２６年度東北支所研究活動一覧 

平成２６年版支所年報 

フォレストウィンズ 

一般公開パンフレット 

公開講演会プログラム及び講演要旨 

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 

実践報告セミナープログラム及び講演要旨 

平成２６年度森林総合研究所特掲課題一覧 

２）平成２６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。 

     海岸林関係：交付金プロジェクト 

「東日本大震災で被災した海岸林の復興技術の高度化」 
農林水産技術会議 農食研プロジェクト 

「津波被害軽減効果の高い海岸防災林造成技術の開発」 

     放射能関係：本所（つくば）の課題に協力 

     低コスト再造林関係： 
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 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ト再造林システムの開発」 

  [配布資料]：低コスト再造林の導入促進に向けた産学官連携 
        農食研事業プロジェクト「津波被害軽減効果の高い海岸防災林造成技術の開発」 

冊子（農食研事業プロジェクト「津波軽減」成果） 
       冊子（農食研事業プロジェクト「東北再造林」成果）  

       冊子（放射能関係研究成果）  
３）林木育種センター東北育種場における平成２６年度の活動概要 

    以下の資料を基に平成２６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２６年度実施状況 

         東北の林木育種 

         公開セミナープログラム及び講演要旨 

４）東北支所における２７年度の研究 

    前年度評議員講評に対するその後の支所の取り組み及び平成２７年度の研究について説明を行

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。 

    ・津波被害軽減効果の高い海岸防災林造成技術の開発（地域研究監 坂本 知己） 

    ・仙台荒浜におけるクロマツ期別植栽試験（育林技術研究グループ長 八木橋 勉） 

    ・エリートツリー・特定母樹の開発について（東北育種場育種課主任研究員 玉城 聡） 

６）評議員講評 

金沢 滋氏 

    比屋根 哲氏 

   伊達 勝身氏 ＊当日欠席（前日に意見助言をいただいた。） 
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Ⅱ 業 務 運 営 資 料





１ 組 織・職 員

１－１）組織・職員

（平成27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 山本 岳人 研究情報専門職 米沢 茂信

業 務 係 千葉 里香

庶 務 係 瀧川 英久

会 計 係 櫻 玲子

庶 務 課 長 佐々木 清和

課長補佐 金野 勇 用 度 係 都筑 俊夫，大渕 翼

専 門 職 前原 麻衣

地域研究監 坂本 知己

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 （欠 員）， 八木 貴信

育 林 技 術 研 究 グ ル ー プ 八木橋 勉，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 島田 卓哉，鈴木 祥悟，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，大塚（内田）生美，林 雅秀
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１－２）異動一覧（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

　転　入

発令日 氏　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

26. 4. 1 山本　岳人 連絡調整室長 本所総務部総務課人事係長

26. 4. 1 瀧川　英久 庶務課庶務係長 林木育種センター東北育種場連絡調整課庶務係長

26. 4. 1 櫻　玲子 庶務課会計係長
(独)農業・食品産業技術総合研究機構作物研究所
企画管理室管理チーム主査

26. 4. 1 大渕　翼 庶務課用度係 本所総務部経理課

26. 4. 1 坂本　知己 地域研究監 本所気象環境研究領域気象害・防災林研究室長

26.10. 1 大塚(内田)生美 森林資源管理研究グループ主任研究員 新規採用

　転　出

発令日 氏　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

26. 4. 1 長南　猛彦 本所総務部職員課課長補佐 連絡調整室長

26. 4. 1 砂子田　渉 林木育種センター東北育種場連絡調整課庶務係長 庶務課庶務係長

26. 4. 1 櫃間　岳 本所森林植生研究領域主任研究員 育林技術研究グループ主任研究員

26. 4. 1 堀野　眞一 本所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

27. 3.23 柴田　銃江 本所森林植生研究領域主任研究員 森林生態研究グループ長

27. 3.31 前原　麻衣
(独)農業・食品産業技術総合研究機構東北農業研究
センター企画管理部管理課会計チーム専門職

庶務課専門職

27. 3.31 松本　和馬 定年退職 産学官連携推進調整監
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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 5,330 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
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○ 軟 X 線発生装置

［性能概要］ソフテックス製 CMBW-2
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

［性能概要］日本電子製 JSM-5310LV
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

（平成 26 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27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27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22 柏台育林試験地 盛　岡
1４９３に，ほ，
へ1-2，と，ち，
り1 3 ぬ る を

23.21
アカマツ，
カラマツ，

スギ

昭３０ 平２８ 森林生態研究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 〃

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 7.85 クロマツ 平２６ 平２８ 森林環境研究Ｇ
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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

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

開放系森林生態に導入した菌類微生物の動態
解明と環境への影響評価

東北支所
升屋勇人

一部基金 26～28 基盤研究B

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機構の解
明

東北支所
岡本　隆

基金 25～27 基盤研究C

森林経営の信託化技術とその可能性に関する
研究

東北支所
大塚　生美

基金 26(25)～26 基盤研究C

落葉堆積量の違いが林床の濁水ろ過機能にお
よぼす影響の解明

東北支所
阿部俊夫

基金 26～28 基盤研究C

下層植生が繁茂する強度間伐地での正の植物
間相互作用を介した広葉樹更新メカニズ ム

東北支所
八木貴信

基金 26～28 基盤研究C

低木として長期にわたり生きる高木ヒバの更
新戦略

東北支所
八木橋　勉

基金 26～28 基盤研究C

間伐が森林からの懸濁物質及び放射性物質の
流出に及ぼす影響の解明

東北支所
篠宮佳樹

基金 26～28 基盤研究C

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

ガンマ線スペクトルサーベイから土壌中の放
射性セシウム分布を探る

東北支所
安田幸生

基金 26～28 挑戦的萌芽

宿主感受性の時間的変動がマツ材線虫病の流
行パタンに及ぼす影響

東北支所
中村克典

基金 26～28 挑戦的萌芽

大雨による斜面崩壊が地表攪乱依存樹種の更
新に果たす役割

東北支所
野口麻穂子

基金 26～28 若手研究B
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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

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

漆生成メカニズムに基づく高品質漆の開発
森林微生物
研究領域
田端雅進

東北支所　升屋　勇人 26～29 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生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

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

関西支所
市原　優

東北支所　升屋勇人 25～27 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

持続可能な林業構造の解明に向けたセンサ
ス・ミクロデータによる林業経営行動の分析

宮崎大学
藤掛一郎

東北支所　大塚　生美 26(25)～27 基盤研究Ｃ

川上側林業ビジネスモデルの定式化とそれに
向けた政策のあり方に関する研究

林業経済
研究所
餅田治之

東北支所　大塚　生美 26～26 基盤研究Ｃ

季節的な地温変動を誘因とする地すべり発生
機構の解明

京都大学
松浦純生

東北支所　岡本　隆 26～28 挑戦的萌芽
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４ 地域連携のための会議等記録

４－１ ）平成２６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２６年８月２０日～２１日

（２）開催場所：岩手県紫波郡矢巾町、釜石市

（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：岩手県林業技術センター

（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について

エ 企画調整専門部会の検討結果について

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「防潮林植栽試験の概要と課題」、「木質バイオマス資源を活用した混焼発電」

４－２ ）平成２６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２６年７月２５日

（２）開催場所：岩手県紫波郡矢巾町

（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：岩手県林業技術センター

（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２６年７月３日～４日

（２）開催場所：山形県寒河江市、西村山郡西川町

（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：山形県森林研究研修センター

（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（平成２７年度以降について）につい

て

イ 次期開催県の決定

ウ 情報交換

・病中獣害発生情報交換

・最近の保護上の話題及び研究成果の予報

エ 現地検討会

・ナラ枯れ被害予防実証試験地

・カツラマルカイガラムシ被害クリ園の実態

３ ）資源 ・環境専門部会

（１）開催期日：平成２６年７月１０日～１１日

（２）開催場所：福島県郡山市

（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：福島県林業研究センター

（４）議事概要

ア 地域の重要課題として共同研究を推進する必要のある課題について

イ 最近の研究課題と成果及び情報提供について

ウ 次期開催県について

エ 現地協議

・海岸防災林造成のクロマツ種子生産について（クロマツ採種園）

・放射性物質関連調査研究の実施状況について（多田野試験林）

４ ）林木育種部会

（１）開催期日：平成２６年６月２６日～２７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 東北地方におけるスギ雪害抵抗性育種の現状について

ウ 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２５年度と平成２６年４月に応募した課題

エ 最近の研究成果と情報提供

オ 現地検討会

「スギ雪害抵抗性と関連する樹幹の力学的特性の探索について」

４－ ３ ） 平成 ２ ６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
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分科会

（１）開催期日：平成２６年９月９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

田県農林水産部林業木材産業課・森林整備課、秋田県林業研究センター、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

（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

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 気候変動適応計画について

オ 各機関からの質問・意見等

（研究分科会）

カ 平成２７年度競争的研究資金への対応状況

キ 各機関から最近の主要な研究成果の紹介等

ク 各機関からの提案事項

コ その他

４－４ ）低コスト再造林の導入促進に向けた産学官連携

１ ．東北各県における林業普及指導員 ・その他県職員 ・森林組合等を対象とした低

コスト造林の研修・講演会等

１）平成２６年度青森県林業技士会第２回セミナー

日時：平成２６年７月１２日（土） 15:30 － 17:00

場所：青森市「ウェディングプラザアラスカ」

「再造林放棄解消と森林再生のための低コスト造林技術の開発」

（森林総研東北支所 産学官連携推進調整監 松本和馬）

参集範囲：林業技士会青森県支部会員、青森県職員、県内森林管理署職員および一般参加者

計約８０名

２）平成２６年度青森県林業普及指導員資質向上研修（第２回）

日時：平成２６年９月１７日（水） 10:30 ～ 17:00

場所： 17 日(水 )弘前市 中南地域県民局

(1) 低コスト森林施業技術の高度化について

（産業技術センター林業研究所 研究管理員 飯田 昭光）

(2) コンテナ苗生産技術の検討

（産業技術センター林業研究所 研究員 伊藤 昌明）

(3) 造林の低コスト化について
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（森林総研東北支所 産学官連携推進調整監 松本 和馬）

(4) 一貫造林システムについて

（青森県農林水産部 林政課 森林計画グループ 山内 恭幸）

９月１８日には津軽森林管理署・中南地域県民局地域農林水産部共催の「コンテナ苗現地

検討会」に合流してコンテナ苗植栽についての室内研修と植栽体験を実施した。

参集範囲：青森県農林水産部林政課森林計画グループ ２名、青森県産業技術センター林業研

究所 ２名、青森県普及指導員 １１名、森林総研東北支所 松本和馬

３）森林農地整備センター東北北海道整備局平成２６年度森林作業道現地検討会

日時：平成２６年９月１７日（水） 9:30 － 16:00

場所：室内研修 青森県十和田市「沢田悠学館」

現地検討会 十和田市大字法量相ノ窪造林地

「コンテナ苗の活用による低コスト再造林への取組み」

（森林総研東北支所 森林資源管理グループ 天野 智将）

参集範囲：三八地域県民局林業振興課 2 名、上北地域県民局林業振興課 2 名、下北地域県民局

林業振興課１名、十和田市 8 名、新郷村 2 名、三戸町 1 名、田子町 1 名、森林組合

あおもり 5 名、上北森林組合 4 名、上十三地区森林組合 1 名、東北町森林組合 5 名、

三八地方森林組合４名、北津軽森林組合 2 名、下北地方森林組合 3 名、林業事業体

（林業・木材業会社） 16 社 18 名、東北森林管理局青森事務所３名、三八上北森林

管理署９名、下北森林管理署９名、森林総合研究所 森林農地整備センター 森林業

務部３名、東北北海道整備局１２名、札幌水源林整備事務所７名、青森水源林整備

事務所３名、盛岡水源林整備事務所６名、秋田水源林整備事務所４名、山形水源林

整備事務所３名、東北支所１名、東北育種場２名

４）低コスト造林施業研修会

日時：平成２６年９月２５日（木） 13:30 － 15:30

場所：奥州市「江刺中央体育館」

(1) フォレスト再生モデル事業の取組みについて

（ノースジャパン素材流通協同組合 外舘聖八朗）

(2) 国有林における低コスト造林の取組みについて

（岩手南部森林管理署 森林技術指導官 菅原 実）

(3) コンテナ苗の活用による低コスト再造林への取組みについて

（森林総研東北支所 森林資源管理グループ グループ長 天野 智将）

参集範囲：岩手県県南広域振興局林務部５名、同局管内普及指導員６名、北上市農林部農林企

画課 １名、花巻市森林組合 １名、西和賀町森林組合１名、奥州地方森林組合 １

名、明和フォレステック有限会社１名、株式会社浅倉農林１名、有限会社山一木材

２名 、ノ ースジャパ ン素材流 通協同組合１名、岩手南部森林管理署 8 名、岩手南

部森 林管 理署遠野支署 2 名、森林総研東北支所 森林資源研究グループ グループ

長 天野智将

５）皆伐・再造林一貫作業システム研修会

日時：平成２６年９月３０日（火） 10:30 － 16:00

場所：室内研修 湯沢市「雄勝文化会館オービオン」

現地研修 湯沢市桑崎字小比内山国有林

室内研修
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(1) 再造林の低コスト化手法

（森林総研東北支所 産学官連携推進調整監 松本和馬）

(2) 皆伐・再造林一貫作業システムの工程調査について

（森林総研東北支所 森林資源管理 グループ長 天野智将）

現地研修

東北森林管理局の一括発注事業が実施されている小比内山国有林で、コンテナ苗植栽作業の見

学、東 北森林 管理局技術 普及課 笠井史宏 企画官・ 秋田森 林管理署湯 沢支署 菅野敏裕支 署長

による解説、参加者による植栽体験を実施。

参集範囲：秋田県農林水産部林業木材産業課７名、秋田県林業研究研修センター３名、鹿角地

域振興局２名、北秋田地域振興局３名、山本地域振興局２名、秋田地域振興局２名、

由利地域振興局４名、仙北地域振興局２名、平鹿地域振興局２名、雄勝地域振興局

２名、鹿角森林組合２名、白神森林組合３名、男鹿森林組合１名、五城目森林組合

２名、秋田中央森林組合２名、本荘由利森林組合３名、仙北森林組合２名、仙北東

森林組合１名、横手森林組合１名、雄勝広域森林組合２名、林業・木材業会社１１

社１４名、緑の産業振興協議会１名、東北森林管理局２名、管内管理署９名、森林

総研東北支所 松本和馬、天野智将

６）平成２６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

日時：平成２７年２月４日（水） 9： 00 ～ 16： 30

場所：盛岡市「水産会館」

「コンテナ苗だけではない低コスト再造林」

（森林総研東北支所 産学官連携推進調整監 松本和馬）

本成果報告会は岩手県の林業普及指導員研修と合わせて開催され、研修の一環ともなって

いる。この機会をとらえて上記の講演を行った。また、農食研プロジェクトの成果であるカ

ラマツの下刈り削減試験およびスギの低密度植栽試験に関する岩手県林業技術センターから

の講演２題も行なわれた。

参集範囲：岩手県内全域の関係機関・団体職員、森林所有者、林業普及指導員等、一般聴講希

望者、森林総研東北支所・東北育種場職員 合計 106 名

７）平成２６年度福島県林業技術研究センター研究成果発表会

日時：平成２７年２月９日（月） 10： 00 ～ 15： 30

場所：郡山市 福島県林業研究センター

「東北地方の低コスト再造林－研究成果と実践事例－」

（森林総研東北支所 産学官連携推進調整監 松本和馬）

福島県では震災以来放射能汚染に対する対応の負担が大きく、低コスト再造林に取組む余

裕がないとのことから県内で低コスト再造林に特化した研修を実施することも困難であっ

た。本成果発表会をそれに代わる普及の機会として上記の講演を行った。

参集範囲：岩手県内全域の関係機関・団体職員、森林所有者、林業普及指導員等、一般聴講希

望者、森林総研 合計 100 名

８）「森林組合あおもり」の研修

日時：平成２６年１０月２３日（木）13:00 － 15:00

場所：東北支所大会議室

(1) コンテナ苗の特徴と低コスト再造林への利用について
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（森林総研東北支所 産学官連携推進調整監 松本和馬）

(2) ヒバ漏脂病のメカニズムと発生状況について

（森林総研関西支所 生物多様性研究グループ長 市原優）

参加者： 森林組合あおもり 総務部長 蝦名峯明ほか 14 名

９）津軽流域林業活性化センターの研修

日時：平成２７年３月１２日（木）13:30 － 16:00

場所：弘前市「青森県武道館」

「平成２６年度 森林・林業講演会 〜低コスト再造林を進めるために〜」

内容：平成 26 年 9 月 17 日に「平成２６年度第２回青森県林業普及指導員資質向上研修」において低コスト

再造林の研修講師を努めたが、この時参加した中南地域県民局 地域農林水産部職員から、森林組合を対

象とした同内容の講演の依頼があり、実現した。以下の２題の講演が行われた。

(1) 「青森県再造林推進プランについて」

（青森県農林水産部林政課 課長代理 唐牛良太）

(2) 「コンテナ苗と低コスト再造林のポイント」

（森林総研東北支所 産学官連携推進調整監 松本和馬）

森林組合の他、県内森林管理署からの参加者が多かった。同時に講演した県農林水産部林政課 課長代理

唐牛氏は最近公表された「青森県再造林推進プラン」の内容を紹介した。そこにはこれまで東北支所が提案

してきた低コスト再造林技術が全面的に取り入れられている。青森県は東北地方でコンテナ苗の生産がない

唯一の県となったが、コンテナ苗の生産量を平成 30 年までに 40 万本にする等の高い数値目標が掲げられて

いる。

参加者：（青森県）

農林水産部 林務調整監 鎌田哲司、同部林政課 課長代理 唐牛良太、同課 主査 渡部 徹、同部林

業振興課 主幹 成田鶴美、同課 主査 三上真希、同課 主査 櫻田大輔、東青地域県民局 地域農林

水産部林業振興課 主査 秋本 学、東青地域県民局 地域農林水産部林業振興課 技師 藤原 遥、西

北地域県民局 地域農林水産部林業振興課主査 佐藤文宏、産業技術センター林業研究所研究管理員

飯田昭光、産業技術センター林業研究所研究員 伊藤高明

（森林組合、その他民間事業体）

青森県森林組合連合会 会長 齊藤誠 ほか１名、弘前地方森林組合代表理事組合長 山

田弘、同 参事 木村和彦 ほか 3 名、森林組合あおもり事業課 課長 船橋繁幸、北津

軽森林組合 業務課長 神 英一、つがる森林組合 技師 神 恒成、青森県木材協同組合

専務理事 最上 猛、青森県山林種苗協同組合 理事長 山田輝美、同 理事 種沢達也、

青い森國土保全協同組合 代表理事 倉水則秋、同 常務理事 平沢弘之、㈲白川林産

代表取締役 白川秋徳、㈱成田林業土木 代表取締役 成田 剛、天徳林産株式会社 代

表取締役 佐藤清徳

（東北森林管理局）

津軽森林管理署 葛西 貴仁 ほか 11 名、同署金木支署 支所長 片岡 操 ほか 3 名、

森林技術支援センター 副所長 毛内寛文 ほか 2 名

（森林総研東北支所）

産学官連携推進調整監 松本和馬

２ ．平成 26年度東北低コスト造林導入促進協議会

日時：平成 26 年 11 月 10 日（月）11:00 － 12:30

場所：東北森林管理局会研修室
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本協議会は、東北地方６県の行政・研究機関による低コスト再造林導入促進に向けた意見交換・情報交換

のための会議として昨年 8 月より開始し、昨年度は福島県を除く東北の 5 県で持ち回りで 5 回行った。また、

昨年度の第４回協議会から東北森林管理局、第５回協議会からノースジャパン素材流通協同組合が参加して

いる。昨年度の協議会により低コスト再造林技術や必要な取り組みの方向性については概ね普及できている

ので、今年度は取り組みの進捗状況や新たな情報の交換を主目的として下記セミナーの開催の機会に１回だ

け開催した。

参集範囲：青森県農林水産部林政課３名、青森県産業技術センター林業研究所２名、秋田県農林水産部林業木

材産業課４名、秋田県林業研究研修センター １名、岩手県農林水産部森林整備課３名、岩手県林

業技術センター３名、宮城県 農林水産部森林整備課１名、山形県森林研究研修センター２名、福

島県林業研究センター １名、ノースジャパン素材流通協同組合１名、東北森林管理局３名、森林

総研東北支所 駒木貴彰、松本和馬、北海道支所 佐々木尚三

３ ．実践報告セミナー 「実施してみた東北の低コスト再造林」

日時：平成２６年１１月１０日（月）13:30 － 17:00

場所：東北森林管理局大会議室

(1) 機械地拵えとコンテナ苗活用の可能性

（森林総合研究所東北支所 天野智将、東北森林管理局 岩間由文・入交信太・奈良一志）

(2) 山形県で実施した一貫作業と功程解析

（山形県森林研究研修センター 渡部公一）

(3) 民有林で実施した一貫作業と低密度植栽のコスト評価

（ノースジャパン素材流通協同組合 外舘 聖八朗）

＜どこまで下げられる？植栽密度（３題リレー講演）＞

(4) 低密度植栽：その効果と問題点 （森林総合研究所東北支所 野口 麻穂子）

(5) 秋田県におけるスギ低密度植栽試験（秋田県林業研究研修センター 和田 覚）

(6) 植栽密度がスギの植栽後 10 年間の成長に及ぼす影響

（岩手県林業技術センター 成松眞樹）

参集範囲：東北森林管理局本局 16 名、森林技術・支援センター 1 名、秋田県立大学 2 名、県・市町村職員（北

海道 1 名、青森県 6 名、秋田県 33 名、岩手県 15 名、山形県 2 名、宮城県 1 名、福島県 1 名、静

岡県 1 名、愛媛県７名）、民間事業体（青森県 6 名、宮城県 2 名、秋田県内 41 名、岩手県１名）、

岩手林業新報 1 名、森林総合研究所 北海道支所１名、東北支所 8 名、東北育種場３名、東北北海

道整備局２名、秋田水源林事務所２名

４．コンテナ苗生産者との連携

生産者訪問視察と意見交換

(1) 岩手県住田町 吉田樹苗（代表 吉田正平 氏）

日時：平成２６年８月１日（金）11:00 － 12:30

参加者：森林総研東北支所 産学官連携推進調整監 松本和馬、育林技術研究グループグループ長 八木橋勉、

育林技術研究グループ 主任研究員 野口麻穂子、同主任研究員 齋藤智之、チーム長 升屋勇人

スリット付きコンテナの使用状況の視察と取材。コンテナ苗生産についての意見聴取。コンテナ苗に発

生した樹病について取材、状況の視察（後日対策を連絡）。

(2) 岩手県花巻市 横田樹苗 (代表 横田幸介 氏)

日時：平成２６年１０月８日（水）9:30 － 11:30
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参加者：森林総研東北支所 産学官連携推進調整監 松本和馬、育林技術研究グループ グループ長 八木橋勉、

同 主任研究員 野口麻穂子、同 主任研究員 齋藤智之、 森林資源管理研究グループ グループ長

天野智将、林業経営・政策研究領域 林業システム研究室 主任研究員 鹿又秀聡、九州支所 森林資

源管理研究グループ 主任研究員 横田康裕

コンテナ苗の育苗・生産について、特に開発中のコンテナ苗生産技術について紹介し意

見聴取。

(3)コンテナ苗の（安定生産・供給）研修会

日時：平成２７年２月１３日（金）13:30 － 17:00

場所：岩手県花巻市花巻温泉

参加者：東北各県の生産者多数、森林総合研究所本所・東北支所より講師を含む６名が参加

５ ．東北森林管理局との連携

(1) 湯沢支所管内の昨年度の一括発注事業の功程データ、コンテナ苗生長データの解析

(2) 低密度植栽試験の設計、下刈り実施計画に関する協議：津軽森林管理署２ヶ所、三陸北部

森林管理署２ヶ所、遠野支所１ヶ所、最上支署１ヶ所の６試験地で平成２６年度に植栽して

開始。

(3) 成長の早い品種の大苗植栽による下刈り低減試験についての協議（計画中）

(4) 青森ヒバ更新に関する協議（東北育種場も参画）：青森県の管理局管内のスギ人工林を林

床の地樹を利用した天然更新によりヒバ林へ誘導するための更新方法について協議（計画中）

(5) 岩手南部森林管理書管内のコンテナ苗に発生した根腐れ病の現地視察と持ち帰り検査

(6) 海岸林の験結果に関する検討協議： 東北森林管理局仙台森林管理署管内海岸林でのクロ

マツコンテナ苗植栽試験結果の検討 :１年生苗コンテナ苗の周年植栽が可能でこれにより効

率化とコスト削減が図れると結論。

(7)由利森林管理署とのコンテナ苗植栽試験に対するアドバイス

(8)コンテナ苗勉強会（岩手県内森林管理署職員対象）

日時：平成２７年２月１７日(火 ) 13:00 〜 15:00

場所：盛岡森林管理署

４－５ ）東北国有林森林・林業技術協議会

（１）開催期日：平成２７年３月１３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：

＜東北支所＞

1) 東北支所研究活動概要

2) 地域研究プロジェクトの進捗状況

・ H24-25 イノベーション創出事業・ H26 農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業

（発展融合ステージ）「津波被害軽減効果の高い海岸防災林造成技術の開発」

・ H24-27 交付金プロジェクト「東日本大震災で被災した海岸林の復興技術の開発」

・ H25-27 農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業（発展融合ステージ）「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」

・応募中のプロジェクトについて

＜林木育種センター東北育種場＞

1) スギエリートツリーの開発状況と特定母樹について
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2) マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ種苗生産状況

農食研事業「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」について

3)次代検定林等の調査と設定について

4)カラマツ種子の生産状況

5)ジーンバンク事業の取り組みについて

6) 原種の樹種別・品種別・年度別配布状況（Ｈ 14 ～Ｈ 26）

＜森林農地整備センター東北北海道整備局＞

1) 平成 26 年度 東北北海道整備局事業実績

2) 平成 26 年度 取組実施状況

3) 平成 27 年度 東北北海道整備局事業計画

4) 民国連携の推進

5) コンテナ苗試験地のフィールド提供

＜東北森林管理局＞

1)調査に係る平成 26 年度の結果及び平成 27 年度の予定について

2)技術開発課題について

3)低コスト造林に係る対応状況について

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)ニホンシカ被害対策について

東北支所の報告に対しては整備局から、農食研低コスト再造林プロジェクトの成果のマニ

ュアル化（九州プロジェクトの成果物の東北版にあたるもの）を期待するとの発言があっ

た。また、森林整備部長から同プロジェクトで実施中のワラビのカバークロップについて、

国有林の共有林野部分での導入を検討したいとの発言があった。天然更新によるスギ人工

林のヒバ林への誘導について、交付金プロジェクト採択の場合の対応について今後連絡を

行なうことを確認した。
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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

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」推進のためのマレーシア熱帯降雨林
の炭素動態に関する調査および研究打合
せ

H26.8.24～

              9.5
環境省受託事業費
／森林炭素収支

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」推進のた
めの現地調査

H26.10.7～

            10.17
科学研究費補助金
／地下部生産補

小谷　英司 イタリア

「東日本大震災で被災した海岸林の復興
技術の高度化」の研究成果を
ForestSAT2014(森林・林業リモートセンシ
ング2014 国際研究集会)において研究発
表

H26.11.3～

            11.10
運営費交付金／海
外経費

齋藤　智之 タイ

「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」推進のためのタイ熱帯季節林の炭素
動態に関する調査および研究打合せ

H26.12.13～

            12.20
環境省受託事業費
／森林炭素収支

八木橋　勉 マレーシア
「REDD推進体制整備に関する研究」推進
のための現地調査及び研究打合せ

H27.1.25～

              2.6
林野庁国際林業協
力事業／ＲＥＤＤ

松本　和馬 インドネシア
「途上国森づくり事業」の成果普及のため
のパンフレット作成作業

H27.2.28～

             3.8

財団法人国際緑化
推進センター
（受託出張）

大塚　生美 アメリカ
「森林経営の信託化技術とその可能性に
関する研究」における現地調査および現地
研究協力者との打合せ

H27.3.7～

            3.22
科学研究費補助金
／経営信託化

林　　 雅秀 アメリカ
農山村研究に関する文献・資料調査及び
セミナー参加

H27.3.12～

            3.18
岩手県立大学
（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

大渕　　翼 26.  6.  5 26.  6.  6 岩手県危険物安全協会連合会

大西　尚樹 26.  7.  1 27.  2. 28 東北支所

金野　　勇 26.  7. 15 26.  7. 15 人事院東北事務局

山本　岳人 26.  7. 17 26.  7. 18 林業・木材製造業労働災害防止協会岩
手県支部

佐々木　清和 26.  7. 17 26.  7. 18 林業・木材製造業労働災害防止協会岩
手県支部

野口  麻穂子 26.  8.  2 27.  2. 28 東北支所

千葉　理香 26.  8. 21 26.  8. 21 建設業労働災害防止協会岩手県支部

野田　　勉 26.  8. 21 26.  8. 21 建設業労働災害防止協会岩手県支部

岡本　　隆 26.  9.  8 26.  9. 10 森林総合研究所

山本　岳人 26.  9. 18 26.  9. 18 林業・木材製造業労働災害防止協会岩
手県支部

櫻　　玲子 26.  9. 18 26.  9. 18 林業・木材製造業労働災害防止協会岩
手県支部

大渕　　翼 26.  9. 18 26.  9. 18 林業・木材製造業労働災害防止協会岩
手県支部

金野　　勇 26.  9. 29 26.  9. 30 岩手労働基準協会盛岡支部

野田　　勉 26.  9. 29 26.  9. 30 岩手労働基準協会盛岡支部

千葉　理香 26. 10. 16 26. 10. 16 建設業労働災害防止協会岩手県支部

野田　　勉 26. 10. 16 26. 10. 16 建設業労働災害防止協会岩手県支部

大塚　生美 26. 10. 22 26. 10. 24 森林総合研究所

  ６－２）受け入れ

氏  名 所　　属 研    修    内   容 受     入     先

福島　良樹
岩手大学農学部
共生環境課程

森林性野ネズミの個体群研究手法
の習得

26. 8.18 26. 8.22 生物多様性研究グループ

笠原　智子
岩手大学農学部
共生環境課程

森林の水土保全機能に係る研究技
法の習得

26. 8.25 26. 8.29 チーム長（山地保全担当）

秋元　佑香
北海道大学大学
院環境科学院

糞中プロリン測定手法及び当該
データによる野ネズミ類のタンニン
摂取量測定法とデータ取りまとめ法
の研修

27. 2.16 27. 3.18 生物多様性研究グループ

危険物取扱者試験準備講習

平成26年度外国語研修（英語）

第９回東北地区メンター養成研修

研       修       名

期　　間

平成26年度外国語研修（英語）

平成26年度研究プロジェクト企画研修

伐木等の業務従事者特別教育講習会

伐木等の業務従事者特別教育講習会

所内新規採用者研修

刈払機取扱作業者安全衛生教育

刈払機取扱作業者安全衛生教育

刈払機取扱作業者安全衛生教育

アーク溶接特別教育

アーク溶接特別教育

丸のこ等取扱い作業従事者教育

丸のこ等取扱い作業従事者教育

自由研削用といし（グラインダ）作業特別教育

自由研削用といし（グラインダ）作業特別教育
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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

日本林業技士会青森県支部
支部長伊藤広一

平成２６年度第１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 H26.7.12 産学官連携推進調整監 松本和馬

東京大学大学院農学生命科
学研究科森林科学専攻森林
動物学研究室教授富樫一巳

森林科学セミナーでの講演：講師 東京都文京区 H26.5.20-
21

生物被害研究グループ 相川拓也

一般社団法人斜面防災対策
技術協会会長奥山和彦

平成２６年度「地すべり防止工事士技術講習
会」講師：講師

宮城県仙台市 H26.7.5 チーム長（山地保全担
当）

岡本隆

林野庁森林技術総合研修所
長

平成２６年度生物多様性保全Ⅰ（理論編）研修
講師：講師

東京都八王子市 H26.6.24-
25

産学官連携推進調整監 松本和馬

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における「津波被災
海岸林の再生問題」講師：講師

岩手県盛岡市 H26.7.4 地域研究監 坂本知己

三保松原の松林保全技術会
議事務局（静岡県交通基盤
部森林局森林整備課）

松枯れや松林の土壌調査についての研修の講
師：講師

静岡県静岡市 H26.7.7-8 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２６年度レーザ航測活用研修講師：講師 東京都八王子市 H26.7.22 チーム長（地域資源利用
担当）

小谷英司

秋田県立大学長小間篤 「植物医科学」における特別講師：講師 秋田県秋田市 H26.7.14 チーム長（森林微生物管
理担当）

升屋勇人

岩手県農林水産部長 平成２６年度岩手県松くい虫防除技術講習会に
係る講師：講師

岩手県矢巾町 H26.9.10-
11

生物被害研究グループ長 中村克典

独立行政法人国際協力機構
地球環境部部長不破雅実

「持続可能な森林管理による防災・減災・災害
復興支援」勉強会講師：講師

東京都千代田区 H26.8.29 地域研究監 坂本知己

京都大学野生動物研究セン
ターセンター長幸島司郎

日本動物学会第８５回仙台大会２０１４にて
「ドングリを巡るアカネズミの生態学」講演：

宮城県仙台市 H26.9.11-
12

生物多様性研究グループ
長

島田卓哉

北上川中流域森林・林業活
性化センター会長

低コスト造林施業研修会講師：講師 岩手県奥州市 H26.9.25 森林資源管理研究グルー
プ長

天野智将

一般財団法人日本緑化セン
ター会長篠田和久

NGK･GGG共同主催平成２６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

埼玉県日高市 H26.11.30-
12.1

生物被害研究グループ長 中村克典

（公社）福島県森林・林
業・緑化協会会長齋藤卓夫

海岸林シンポジウム講師：講師 福島県いわき市 H26.11.21 地域研究監 坂本知己

岩手県農林水産部長 平成２６年度岩手県松くい虫防除技術講習会
（第２回）に係る講師：講師

岩手県矢巾町 H26.11.18-
19

生物被害研究グループ長 中村克典

岩手県農林水産部長 平成２６年度岩手県松くい虫防除技術講習会
（第２回）に係る講師：講師

岩手県矢巾町 H26.11.19 生物被害研究グループ 前原紀敏

岩手県農林水産部長 平成２６年度岩手県松くい虫防除技術講習会
（第２回）に係る講師：講師

岩手県矢巾町 H26.11.19 生物被害研究グループ 相川拓也

奥州市長小沢昌記 「おうしゅう環境フォーラム２０１４」基調講
演講師：講師

岩手県奥州市 H26.11.8 支所長 駒木貴彰

樹木医学会第１９回大会運
営委員会委員長中村克典

第１９回樹木医学会大会特別講演講師：講師 岩手県盛岡市 H26.11.1 森林環境研究グループ 小野賢二

国立大学法人帯広畜産大学
学長長澤秀行

平成２６年度後期講義の実施：講師 北海道帯広市 H27.1.29-
2.1

生物多様性研究グループ
長

島田卓哉

国立大学法人帯広畜産大学
学長長澤秀行

平成２６年度後期講義の実施：講師 北海道帯広市 H27.2.5-8 生物多様性研究グループ 大西尚樹

盛岡森林管理署長 コンテナ苗の勉強会：講師 岩手県盛岡市 H27.2.17 産学官連携推進調整監 松本和馬

公益社団法人国土緑化推進
機構理事長佐々木毅

・ワークショップでの技術的講話：講師
・「海岸林再生活動に参加している皆様に知っ
ておいていただきたいお話」現地視察での質疑
応答対応：講師

宮城県仙台市、
名取市

H27.3.4-5 地域研究監 坂本知己

日本製紙総合開発（株）新
規事業推進室

海岸防災林用クロマツの苗木増殖及び植林方法
に関する指導：講師

東京都北区 H27.2.27 地域研究監 坂本知己

津軽流域林業活性化セン
ター会長山田弘

津軽流域森林・林業講演会講師：講師 青森県弘前市 H27.3.12 産学官連携推進調整監 松本和馬
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７－２）専門委員派遣

依　頼　者 内　　　　　容 用　務　先 実施月日 チーム長・研究グループ 氏　　名

岩手県農林水産部森林整備課
総括課長

平成２６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 H26.4.25 森林資源管理研究グループ
長

天野智将

岩手県森林組合連合会代表理
事会長中崎和久

平成２６年度森林・林業人材育成加速化事業(プ
ランナー育成)研修企画委員会

岩手県盛岡市 H26.4.23 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 H26.5.20,5
.21,6.20

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

岩手県矢巾町、
紫波町

H26.6.27 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

平成２６年度岩手県事業地域
けん引型作業システム改善実
証調査事業運営事務局株式会
社森林環境リアライズ代表取
締役堀束恭弘

平成２６年度岩手県事業地域けん引型作業システ
ム改善実証調査事業に伴う運営委員会

岩手県盛岡市 H26.5.30 森林資源管理研究グループ
長

天野智将

盛岡広域振興局農政部農村整
備室長

希少野生動植物現地調査 岩手県紫波町、
滝沢市、岩手町

H26.6.6 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

東北森林管理局長黒川正美 第４回仙台湾沿岸海岸防災林生物多様性保全対策
検討委員会

宮城県仙台市 H26.6.4 地域研究監 坂本知己

東北森林管理局長 平成２６年度森林計画の策定等に関する現地検討
会

岩手県住田町、
遠野市、釜石市

H26.7.3-4 支所長 駒木貴彰

三保松原の松林保全技術会議
事務局（静岡県交通基盤部森
林局森林整備課）

第１回三保松原の松林保全技術会議 静岡県静岡市 H26.6.21-
22

生物被害研究グループ長 中村克典

宇都宮大学農学部長杉田昭栄 ササ群落の放射能測定 栃木県塩谷町、
宇都宮市

H26.6.25-
26

育林技術研究グループ 齋藤智之

奥州市長小沢昌記 委嘱状交付式及び第１回奥州市メガソーラー設
置・運営事業者選考プロポーザル評価委員会

岩手県奥州市 H26.7.8 支所長 駒木貴彰

山形森林管理署長 アオモリトドマツの現況調査確認、成育推移予測
指導

山形森林管理署
蔵王地区地蔵山
付近

H26.7.14 育林技術研究グループ長 八木橋勉

山形森林管理署長 アオモリトドマツの現況調査確認、成育推移予測
指導

山形森林管理署
蔵王地区地蔵山
付近

H26.7.14 育林技術研究グループ 齋藤智之

平成２６年度岩手県事業地域
けん引型作業システム改善実
証調査事業運営事務局株式会
社森林環境リアライズ代表取
締役堀束恭弘

平成２６年度岩手県事業地域けん引型作業システ
ム改善実証調査事業に伴う第２回運営委員会兼企
画選定審査会

岩手県盛岡市 H26.7.11 森林資源管理研究グループ
長

天野智将

パシフィックコンサルタンツ
株式会社北海道支社支社長上
野次男

北海道開発局札幌開発建設部の事業における猛禽
類調査についての指導

北海道札幌市 H26.7.14-
15

生物多様性研究グループ 工藤琢磨

日本森林学会誌編集委員会編
集委員長石田清

第５４０回日本森林学会誌編集委員会 岩手県盛岡市 H26.7.25 チーム長（山地保全担当） 岡本隆

日本森林学会誌編集委員会編
集委員長石田清

第５４０回日本森林学会誌編集委員会 岩手県盛岡市 H26.7.25 森林生態研究グループ長 柴田銃江

日本森林学会誌編集委員会編
集委員長石田清

第５４０回日本森林学会誌編集委員会 岩手県盛岡市 H26.7.25 育林技術研究グループ 野口麻穂
子

日本森林学会誌編集委員会編
集委員長石田清

第５４０回日本森林学会誌編集委員会 岩手県盛岡市 H26.7.25 森林環境研究グループ 久保田多
余子

日本森林学会誌編集委員会編
集委員長石田清

第５４０回日本森林学会誌編集委員会 岩手県盛岡市 H26.7.25 森林環境研究グループ 小野賢二

日本森林学会誌編集委員会編
集委員長石田清

第５４０回日本森林学会誌編集委員会 岩手県盛岡市 H26.7.25 生物被害研究グループ 前原紀敏

奥州市長小沢昌記 第２回奥州市メガソーラー設置・運営事業者選考
プロポーザル評価委員会

岩手県奥州市 H26.7.22 支所長 駒木貴彰

山形県農林水産部林業振興課
長

梅雨前線豪雨による被災箇所調査 山形県南陽市、
白鷹町

H26.7.17 地域研究監 坂本知己

三保松原の松林保全技術会議
事務局（静岡県交通基盤部森
林局森林整備課）

三保松原の松林保全技術会議第２分科会 静岡県静岡市 H26.7.16-
17

生物被害研究グループ長 中村克典

一般財団法人日本木材総合情
報センター理事長伊藤威彦

第２回広域原木流通分析調査検討委員会 東京都文京区 H26.7.25 森林資源管理研究グループ
長

天野智将

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２６年度第１回気仙地区森林病害虫被害対策
連絡会議

岩手県大船渡市 H26.7.24 生物被害研究グループ長 中村克典

奥州市長小沢昌記 第３回奥州市メガソーラー設置・運営事業者選考
プロポーザル評価委員会

岩手県奥州市 H26.8.1 支所長 駒木貴彰

山形森林管理署長 アオモリトドマツ褐変被害対策検討委員会（仮
称）

山形森林管理署
蔵王地区地蔵山
一帯　他

H26.8.7-8 チーム長（昆虫多様性保全
担当）

磯野昌弘

三保松原の松林保全技術会議
事務局（静岡県交通基盤部森
林局森林整備課）

第２回三保松原の松林保全技術会議 静岡県静岡市 H26.8.25 生物被害研究グループ長 中村克典

国土防災技術株式会社新潟支
店長齊藤木市

乙地区保安林改良事業整備計画に関する検討委員
会

関東森林管理局
下越森林管理署
管内

H26.8.27-
28

地域研究監 坂本知己

秋田県林業研究研修センター
所長

平成２６年度林業研究研修センター研究課題外部
評価委員会

秋田県秋田市 H26.9.12 育林技術研究グループ長 八木橋勉

琉球大学熱帯生物圏研究セン
ター長酒井一彦

野生きのこ現地調査 沖縄県国頭村 H26.8.30-
9.2

チーム長（森林微生物管理
担当）

升屋勇人
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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

雫石町長深谷政光 平成２６年度第１回雫石町環境審議会 岩手県雫石町 H26.9.29 生物多様性研究グループ 大西尚樹

三保松原の松林保全技術会議
事務局（静岡県交通基盤部森
林局森林整備課）

三保松原における伐倒駆除状況の調査 静岡県静岡市 H26.9.18-
19

生物被害研究グループ長 中村克典

治山研究会会長川野康朗 第５４回治山研究発表会審査員 東京都渋谷区 H26.10.7-9 地域研究監 坂本知己

盛岡広域振興局林務部長 平成２６年度盛岡地区松くい虫被害対策連絡会議
（第２回）

岩手県紫波町 H26.10.1 生物被害研究グループ長 中村克典

応用地質株式会社地球環境事
業部事業部長岩下信一

平成２６年度宮崎海岸防災林整備事業第1回検討
委員会

宮崎県宮崎市 H26.9.30-
10.2

地域研究監 坂本知己

住友林業株式会社山林環境本
部山林部長長谷川香織

「森林クラウドシステム情報セキュリティ検討
ワーキンググループ」委員会員

東京都千代田区 H26.10.6 森林資源管理研究グループ 大塚　生
美

一般社団法人水文・水資源学
会会長山田正

水文・水資源学会編集出版委員会 東京都千代田区 H26.10.9 森林環境研究グループ 久保田多
余子

山形森林管理署長 下層植生（被害地におけるアオモリトドマツ待機
稚樹の発生状況）詳細調査

山形県山形市 H26.11.12 育林技術研究グループ長 八木橋勉

株式会社森林環境リアライズ
代表取締役堀束恭弘

「平成２６年度低コスト造林技術実証・導入促進
事業委託事業」検討委員会

東京都千代田区 H26.10.21 支所長 駒木貴彰

ノースジャパン素材流通協同
組合理事長下山裕司

第２回東北地区広域原木流通協議会 岩手県盛岡市 H26.10.29 森林資源管理研究グループ
長

天野智将

盛岡森林管理署長 北上川上流国有林の森林計画に関する住民懇談会 岩手県盛岡市 H26.12.17 支所長 駒木貴彰

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の現地調査 岩手県葛巻町
岩手県遠野市、
住田町

H26.10.23
H26.11.13

生物多様性研究グループ長 島田卓哉

国土防災技術株式会社代表取
締役社長柳内克行

「海岸防災林グランドデザイン調査」に関する検
討委員会

東京都港区 H26.11.5 地域研究監 坂本知己

三保松原の松林保全技術会議
事務局（静岡県交通基盤部森
林局森林整備課）

第３回三保松原の松林保全技術会議 静岡県静岡市 H26.11.4 生物被害研究グループ長 中村克典

国土防災技術株式会社新潟支
店長齊藤木市

乙地区保安林改良事業整備計画に関する第2回検
討委員会

新潟市 H26.11.11 地域研究監 坂本知己

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 H26.11.18 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

一般社団法人水文・水資源学
会会長山田正

水文・水資源学会編集出版委員会 東京都千代田区 H26.11.20 森林環境研究グループ 久保田多
余子

山形県教育委員会教育長菅野 山形県文化財保護審議会 山形市 H26.10.29 森林生態研究グループ長 柴田銃江

一般財団法人日本緑化セン
ター会長篠田和久

高田松原再生に取り組む事業における、試験植栽
地の適正をはかる現地調査

岩手県陸前高田
市

H26.11.12 地域研究監 坂本知己

清水平地区地すべり防止工事
効果判定委員会事務局国土防
災技術株式会社

清水平地区地すべり防止工事効果判定調査検討委
員会第１回検討委員会

新潟県上越市 H26.11.6-7 チーム長（山地保全担当） 岡本隆

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２６年度第２回気仙地区森林病害虫被害対策
連絡会議

岩手県大船渡市 H26.11.7 生物被害研究グループ長 中村克典

北上川中流流域森林・林業活
性化センター会長濱田平八郎

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

H26.11.12,
13

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２６年度治山・林道工事コンクール審査委員 秋田市 H26.11.11-
12

チーム長（山地保全担当） 岡本隆

日本海岸林学会会長吉﨑真司 「海岸防災林の植栽樹種・方法に関する実証試
験」関する林野庁、東北森林管理局、仙台森林管
理署、日本海岸林学会、国土防災技術株式会社に
よる現地検討

宮城県岩沼市 H26.11.5-6 地域研究監 坂本知己

岩手県知事達増拓也 岩手県森林審議会 岩手県盛岡市 H26.12.11 支所長 駒木貴彰

山形森林管理署長 第２回アオモリトドマツ褐色被害対策検討会 山形市 H26.11.25 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２回アオモリトドマツ褐色被害対策検討会 山形市 H26.11.25 育林技術研究グループ長 八木橋勉

北上川中流流域森林・林業活
性化センター会長濱田平八郎

森林作業道作設コンクール表彰式 岩手県奥州市 H26.12.1 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 荒砥沢特定地理等保護林設定予定地現地調査 宮城県栗原市 H26.11.26 チーム長（山地保全担当） 岡本隆

平成２６年度岩手県事業地域
けん引型作業システム改善実
証調査事業運営事務局株式会
社森林環境リアライズ代表取
締役堀束恭弘

平成２６年度岩手県事業地域けん引型作業システ
ム改善実証調査事業に伴う第３回運営委員会委員

岩手県盛岡市 H26.12.8 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２６年度森林・林業技術交流発表会審査委員 秋田県秋田市 H27.2.5-6 支所長 駒木貴彰

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 H26.2.3 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

林野庁長官 林業普及指導運営方針の一部改正に関する意見交
換会

東京都千代田区 H26.12.17 森林資源管理研究グループ 大塚生美

東北森林管理局長 平成２６年度東北森林管理局技術開発委員会 秋田県秋田市 H26.12.15 育林技術研究グループ長 八木橋勉

応用地質株式会社地球環境事
業部事業部長岩下信一

平成２６年度宮崎海岸防災林整備事業第1回検討
委員会

宮崎県宮崎市 H26.12.18-
19

地域研究監 坂本知己

岩手県農林水産部森林整備課
総括課長

平成２６年度北東北３県森林病害虫等業務連絡会
議

岩手県盛岡市 H27.1.8 チーム長（森林微生物管理
担当）

升屋勇人

岩手県農林水産部森林整備課
総括課長

平成２６年度北東北３県森林病害虫等業務連絡会
議

岩手県盛岡市、
紫波町

H27.1.8-9 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２６年度北東北３県森林病害虫等業務連絡会
議

岩手県盛岡市、
紫波町

H27.1.8-9 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

下越森林管理署長 乙地区保安林改良事業整備計画調査第３回検討委
員会

新潟市 H27.1.22 地域研究監 坂本知己

東北森林管理局長 平成２６年度保護林及び緑の回廊モニタリング調
査検討委員会

秋田市 H27.2.4 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２６年度保護林及び緑の回廊モニタリング調
査検討委員会

秋田市 H27.2.4 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

一般財団法人林業経済研究所
理事長箕輪光博

平成２６年度『緑の雇用』現場技能者育成対策事
業の評価に関する調査

岩手県盛岡市、
洋野町、二戸市

平成26年12
月～1月の
うち3日

森林資源管理研究グループ 大塚生美

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１９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 H27.1.23 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサ
ルティング株式会社取締役社
長藤井秀延

平成２６年度森林整備保全事業費用対効果分析手
法調査事業「海岸防災林に係る新たな便益の検討
分科会」（林野庁）の検討委員

東京都千代田区 H27.1.13 地域研究監 坂本知己

株式会社森林環境リアライズ
代表取締役堀束恭弘

「平成２６年度低コスト造林技術実証・導入促進
事業委託事業」検討委員会

東京都千代田区 H27.2.3 支所長 駒木貴彰

岩手県農林水産部森林整備課
総括課長

平成２６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 H27.2.13 森林資源管理研究グループ
長

天野智将

国土防災技術株式会社代表取
締役社長柳内克行

「海岸防災林グランドデザイン調査」第２回検討
委員会

東京都港区 H27.2.20 地域研究監 坂本知己

福島県林業研究センター所長 講演及び発表内容に関する助言等 福島県郡山市 H27.2.9 産学官連携推進調整監 松本和馬

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２６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 H27.2.5 生物被害研究グループ長 中村克典

山形県文化財保護審議会会長
伊藤清郎

山形県文化財保護審議会 山形市 H27.2.18 森林生態研究グループ長 柴田銃江

一般財団法人日本緑化セン
ター会長篠田和久

高田松原再生に取り組む事業における、試験地造
成に関する技術的な検討

東京都港区 H26.12.26 地域研究監 坂本知己

岩手県農林水産部森林整備課
総括課長

平成２６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 H27.2.17 森林資源管理研究グループ
長

天野智将

応用地質株式会社地球環境事
業部事業部長岩下信一

平成２６年度宮崎海岸防災林整備事業第3回検討
委員会

宮崎県宮崎市 H27.2.13-
14

地域研究監 坂本知己

東北森林管理局長 平成２６年度森林計画の策定等に関する検討会 秋田市 H27.3.6 支所長 駒木貴彰

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機関評価委員会及び
研究評価委員会

岩手県盛岡市 H27.2.23 産学官連携推進調整監 松本和馬

岩手県森林審議会会長岡田秀 岩手県森林審議会松くい虫対策部会 岩手県盛岡市 H27.2.10 支所長 駒木貴彰

東北地区広域原木流通協議会
会長ノースジャパン素材流通
協同組合理事長下山裕司

第３回東北地区広域原木流通協議会 岩手県盛岡市 H27.2.23 森林資源管理研究グループ
長

天野智将

株式会社森林環境リアライズ
代表取締役堀束恭弘

「平成２６年度低コスト造林技術実証・導入促進
事業委託事業」検討委員会

東京都千代田区 H27.3.3 支所長 駒木貴彰

盛岡広域振興局林務部長 平成２６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 H27.3.11 生物被害研究グループ長 中村克典

林野庁長官 第２回林業普及指導運営方針の一部改正に関する
意見交換会

東京都千代田区 H27.2.17 森林資源管理研究グループ 大塚生美

平成２６年度岩手県事業地域
けん引型作業システム改善実
証調査事業運営事務局株式会
社森林環境リアライズ代表取
締役堀束恭弘

平成２６年度岩手県事業地域けん引型作業システ
ム改善実証調査事業に伴う第４回運営委員会委員

岩手県盛岡市 H27.2.20 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２６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 H27.2.23 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 H27.3.2-3 生物多様性研究グループ 大西尚樹

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 H27.2.25 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

国土防災技術株式会社代表取
締役社長柳内克行

「海岸防災林グランドデザイン調査」第３回検討
委員会

東京都港区 H27.3.12 地域研究監 坂本知己

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２６年度第３回気仙地区森林病害虫被害対策
連絡会議

岩手県大船渡市 H27.3.16 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

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 H27.3.10 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２６年度岩手県林業技術センター試験研究評
価及び試験研究評価に係る外部評価委員会

岩手県矢巾町 H27.3.12 支所長 駒木貴彰

平成２６年度岩手県事業地域
けん引型作業システム改善実
証調査事業運営事務局株式会
社森林環境リアライズ代表取
締役堀束恭弘

「平成２６年度岩手県事業地域けん引型作業シス
テム改善実証調査事業」成果報告会運営委員

岩手県盛岡市 H27.3.9 森林資源管理研究グループ
長

天野智将

東北森林管理局仙台森林管理
署長

七ヶ浜地区におけるクロマツ引倒し試験等の指導 宮城県七ヶ浜町 H27.3.27 地域研究監 坂本知己
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８ 視察・見学

区 分 員数（人）

国 １２４

都道府県 １１４

林業団体 ２６

一般 ２２４

学生 １９

計（国内） ５０７

国外 ０

合計 ５０７

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 26 年版 No.55 年刊

フォレストウィンズ ４ 1,000 No.57 ～ No.60 季刊

１０ 図書

（単行書）

平成２６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

12 36 48 2 2 4 16,975

（雑誌等逐次刊行物）

平成２６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

388 387 775 247 247 80 0 80 29,623

（その他の資料）

平成２６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

2 223 225 0 2 2 9,465
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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26年度東北林業試験研究機関連絡協議会 26. 6.26 林木育種センター東北育種場 秋田県秋田市

　　育種専門部会 26. 6.27

２　平成26年度東北林業試験研究機関連絡協議会 26. 7.10 福島県林業研究センター 福島県郡山市

　　資源・環境専門部会 26. 7.11

３　平成26年度東北林業試験研究機関連絡協議会 26. 7. 4 山形県森林研究研修センター

　　森林保全専門部会 26. 7. 5

４　平成26年度東北林業試験研究機関連絡協議会 26. 7.17 宮城県林業技術総合センター

　　木材利用専門部会 26. 7.18

５　平成26年度東北林業試験研究機関連絡協議会 26. 7.25 岩手県林業技術センター 岩手県紫波郡矢巾町

　　企画調整専門部会

６　平成26年度東北林業試験研究機関連絡協議会 26. 8.20 岩手県林業技術センター

　　総会 26. 8.21

７　平成26年度林業研究・技術開発推進東北ブロック会議 25. 9. 8 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

８　平成26年度林業研究・技術開発推進東北ブロック会議 26. 9. 9 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

９　東北支所業務報告会 26.12.11 東北支所 東北支所

26.12.12

10　農食研「東北再造林」推進会議 25. 12.10 東北支所 東北支所

11　東北支所研究評議会 27. 2.19 東北支所 東北支所

１２   諸  行  事
行　　　事 年月日

１　一般公開森林総合研究所東北支所・林木育種センター東北育

  　（東北支所、東北育種場、盛岡水源整備事務所　合同開催）

２　公開講演会＜東北の未来につなぐ森づくり＞ 26.10.28 いわて県民情報交流センター

    （東北支所、東北育種場、東北北海道整備局　合同開催） アイーナホール

３　実践報告セミナー

　   「実施してみた東北の低コスト再造林」

４　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
27. 2. 4 岩手県水産会館

26.10.18 東北支所

山形県寒河江市、西村
山郡西川町

宮城県仙台市、石巻
市、東松島市

岩手県紫波郡矢巾町、
上閉伊郡大槌町、釜石
市

開催場所

26.11.10 東北森林管理局
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１３   内部委員会

・苗畑・実験林委員会

委員：松本和馬、山本岳人、小谷英司、八木貴信、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25日）

・住宅委員会

委員：佐々木清和、都筑俊夫、磯野昌弘、安田幸生、工藤琢磨、瀧川英久（事務局）

会議：第１回委員会（9月3日）

      第２回委員会（3月18日）

・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、島田拓哉（4～8月）、篠宮佳樹（9～3月）、千葉里香、

      瀧川英久（事務局）

会議：第１回委員会（4月18日）、第２回委員会（5月9日）、第３回委員会（6月13日）、

　　　第４回委員会（7月7日）、第５回委員会（8月22日）、第６回委員会（9月12日）、

　　　第７回委員会（10月16日）、第８回委員会（11月18日）、第９回委員会（12月19日）、

　　　第10回委員会（1月16日）、第11回委員会（2月20日）、第12回委員会（3月20日）

・施設整備委員会

委員：坂本知己、松本和馬、山本岳人、佐々木清和、柴田銃江、中村克典、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（2月12日）、第2回委員会（2月16日）

・図書委員会

委員：松本和馬、山本岳人、櫻　玲子、磯野昌弘、齋藤武史、野口麻穂子、工藤琢磨、林　雅秀

　　　米沢茂信（事務局）

会議：第１回委員会（7月1日）

      第２回委員会（8月11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、坂本知己、山本岳人、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、坂本知己、田之畑忠年、山本岳人、米沢茂信、千葉里香、佐々木清和、

　　　　　金野　勇、瀧川英久、櫻　玲子、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、島田卓哉、中村克典、天野智将 

会議：月２回開催
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