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まえがき 
 
 平成28年度は、国立研究開発法人として組織再編した森林総合研究所の第４期中長期計画（H28～
32）の初年度にあたり、４つの重点課題からなる研究の枠組みが新たに設定されました。私たち東北

支所においても、この計画に沿ってスタートを切ったところです。ただし、枠組みが変わったとは言

え、支所が取り組む課題は、これまでどおり、１）震災後の海岸林再生、２）人工林の主伐―再造林

の低コスト化、そして３）松くい虫被害やナラ枯れ等病虫害への防除対策、に関する技術開発研究が

中心です。これら支所課題の３本柱に加えて、東北北部への被害拡大が懸念されるシカ害対策や、最

近頻発する傾向がみられる豪雨災害への緊急対応調査など、東北の森林や林業が抱える課題はますま

す増えつつあり、支所が担うべき役割の大きさをあらためて強く感じているところです。  
 さて、今年度の活動を上述の３本柱に沿って振り返ると、まず海岸林再生の関連では、山土で造成

された盛土が透水性に欠けるという弱点に対して、土壌硬度と植栽したマツ苗木の根系分布との関係

を定量化するなど、耕起工による盛土の物理性の改良効果を明らかにしました。現在、被災した海岸

では国や自治体により盛土への植栽事業が大規模に進められていますが、これらの知見は、セミナー

や現地検討会などを通じてこうした現場への普及を図る必要があります。 
 次に、再造林の低コスト化技術の開発では、昨年度まで農食研事業で実施していた課題を引き継ぐ

形で、新しい農林水産省の研究プロジェクト（革新的緊急展開事業）のもと、機械地拵えやコンテナ

苗を活用した一貫作業システムの高度化を目指して、とくに植栽後の下刈り省力手法に関する実証試

験などに取り組んでいます。実証試験の多くは、現場の声を反映しながら、国有林や東北各県の試験

研究機関、民間団体等との共同研究で進められており、その成果は、多雪寒冷気候という東北地域に

適した再造林技術として早急にマニュアル等にとりまとめていく予定です。 
 松くい虫被害の関連では、被害の実態把握や駆除、予防技術の検証とともに、マツ材線虫病の流行

様式の機構解明や、寄生細菌を防除資材に利用する手法の開発などを、交付金プロジェクトや科研費

など複数の研究課題のもと進めています。今年度は、とくに岩手県北部の未被害地を対象にした「岩

手町横断松くい虫防除帯森林整備推進協定」を盛岡森林管理署、岩手県、岩手町、稲村製材所と締結

し、被害のさらなる北進阻止の実証試験地として、また将来的にはマツ林の樹種転換も含めた多様な

森林管理の方策を得るために、植栽や萌芽更新などの現地試験や調査に着手しました。 
 以上の主要課題以外でも、多くの研究成果が得られています。例えば、森林の更新や管理技術では、

大雨に伴う斜面崩壊による攪乱が天然更新に果たす役割や、更新を阻害するササの各種抑制手法の効

果などが示されました。国産漆の増産・利用のための技術開発、バイオマス資源利用も含めた木材需

給状況の分析、航空レーザー計測手法の開発などにおいても進展がみられました。また、鳥獣被害分

野では、民間企業との共同開発で実用化した「ニホンジカ・カモシカ識別キット」は、採取した糞で

両者を容易に識別できるため、シカ被害の実態把握や動向調査などへ幅広い活用が期待されています。 
 東北支所では、この中長期計画期間には、産学官民・地域連携による成果の「橋渡し」のさらなる

促進も目標に掲げています。その一貫として、今年度は海岸林再生や松くい虫被害関連のセミナーや

現地検討会の開催、講師派遣をはじめ、「持続的な広葉樹利用による地域再生」（主催）や「漆サミ

ット 2016」（共催）などシンポジウムの開催にも取り組みました。今後も、東北の”ハブ研究機関”

として、研究の推進とともにこうした地域連携活動もさらに進めていきますので、一層のご理解とご

支援をよろしくお願いします。 
 

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





１ 平成２８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

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

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

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

アアａ１ 実施課題 森林の災害防止機能高度利用技術の開発
岡本隆、齋藤武、小野賢
二、萩野裕章、野口宏典

交付金 28 ～ 32

アアａＰＦ１ 外部プロ課題 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 政府等外受託 24 ～ 28

アアａＰＦ２ 外部プロ課題 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
アアａＰＦ３ 外部プロ課題 地すべりにおける脆弱性への影響評価 岡本隆 政府等外受託 25 ～ 29

アアａＰＦ１２ 外部プロ課題
海岸防災林の根系成長を確保する生育基盤盛土の土壌物理性の解
明

坂本知己、野口宏典、小
野賢二、萩野裕章

政府等外受託 28 ～ 28

アアｂ 基幹課題 森林の水源涵（かん）養機能を高度に発揮させる技術の開発 28 ～ 32
アアｂ１ 実施課題 多様な管理手法下にある森林の水保全機能評価技術の開発 阿部俊夫、久保田多余子 交付金 28 ～ 32

アアｂＰＦ１ 外部プロ課題 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

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

アアｂＰＦ１０ 外部プロ課題
流域水収支法で推定した森林蒸発散量の同位体年輪年代学的解析
を用いた検証

久保田多余子 科研費 28 ～ 30

アアｄ 基幹課題 森林における放射性物質の動態把握と予測モデルの開発 28 ～ 32
アアｄＰＦ１ 外部プロ課題 森林内における放射性物質実態把握調査事業 齋藤智之、島田卓哉 政府等受託 24 ～ 28

アアｄＰＦ２ 外部プロ課題 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 ～ 28

アアｄＰＦ３ 外部プロ課題
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

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

アイ 戦略課題 気候変動の影響評価技術の高度化と適応・緩和技術の開発 28 ～ 32
アイａ 基幹課題 長期観測による森林・林業への気候変動影響評価技術の高度化 28 ～ 32

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

小野賢二、野口宏典 交付金 28 ～ 32

アイａ２ 実施課題 様々な気候帯に成立する森林生態系研究情報の統合 小野賢二 交付金 28 ～ 32

アイａＰＦ２ 外部プロ課題
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

野口宏典 政府等受託 24 ～ 28

アイａＰＦ５ 外部プロ課題
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

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

八木橋勉、齋藤智之 政府等受託 26 ～ 29

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

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

篠宮佳樹 政府等外受託 28 ～ 30

アイｂＴＦ１ 事業・助成課題 森林吸収源インベントリ情報整備事業（審査対応等） 篠宮佳樹 政府等外受託 28 ～

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

アウａ 基幹課題
生物多様性保全等の森林の多面的機能の評価および管理技術の
開発 28 ～ 32

アウａ１ 実施課題 生態系サービスの定量的評価技術の開発 磯野昌弘 交付金 28 ～ 32

アウａＰＦ１６ 外部プロ課題
動物散布における種子散布距離決定要因の特定：鳥類と哺乳類によ
る散布の統合から

直江将司 科研費 27 ～ 28

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

齋藤智之 科研費（分担） 27 ～ 30

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

野口麻穂子 科研費（分担） 27 ～ 31

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

島田卓哉 科研費 28 ～ 30

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

齋藤智之 科研費（分担） 28 ～ 32

アウｂ 基幹課題 環境低負荷型の総合防除技術の高度化 28 ～ 32

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

交付金 28 ～ 32

アウｂ３ 実施課題 野生動物管理技術の高度化 島田卓哉、工藤琢磨 交付金 28 ～ 32
アウｂＰＦ２ 外部プロ課題 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

注：氏名太字は、課題責任者

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

アウｂＰＦ４ 外部プロ課題
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

アウｂＰＦ８ 外部プロ課題
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

アウｂＰＦ１０ 外部プロ課題 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 政府等外受託 26 ～ 28

アウｂＰＦ１２ 外部プロ課題
外来重要害虫ノクチリオキバチのリスク評価とその定着防止のための
研究

田端雅進 政府等外受託 27 ～ 28

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

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

政府等受託 27 ～ 29

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

相川拓也、升屋勇人、中
村克典、前原紀敏

科研費 28 ～ 30

アウｂＰＦ３７ 外部プロ課題 野生鳥獣拡大に係る気候変動等の影響評価 島田卓哉、相川拓也 政府等受託 28 ～ 32
アウｂＰＳ２ 交プロ課題 高齢化したサクラの管理指針の策定 升屋勇人 交付金プロ 28 ～ 30
アウｂＰＳ３ 交プロ課題 ヒバ漏脂病の抵抗性検定法と施業的回避法の確立 相川拓也、升屋勇人 交付金プロ 28 ～ 30

イ 重点課題 国産材の安定供給に向けた持続的林業システムの開発 28 ～ 32
イア 戦略課題 持続的かつ効率的な森林施業及び林業生産技術の開発 28 ～ 32
イアａ 基幹課題 地域特性と多様な生産目標に対応した森林施業技術の開発 28 ～ 32
イアａ１ 実施課題 多様な森林の育成と修復・回復技術の開発 太田敬之 交付金 28 ～ 32

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

交付金 28 ～ 32

イアａＰＦ４ 外部プロ課題 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

イアａＰＦ６ 外部プロ課題 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 科研費 26 ～ 28

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

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

八木橋勉、野口麻穂子、
天野智将、駒木貴彰

政府等外受託 28 ～ 30

イアｂ 基幹課題 効率的な森林管理技術及び先導的な林業生産システムの開発 28 ～ 32
イアｂ２ 実施課題 森林情報の計測評価技術と森林空間の持続的利用手法の高度化 小谷英司 交付金 28 ～ 32
イアｂＰＦ２ 外部プロ課題 低コストな森林情報把握技術の開発 小谷英司 政府等受託 25 ～ 29
イアｂＰＳ３ 交プロ課題 本州以南におけるカラマツの安定供給と持続的利用方策の提案 天野智将 交付金プロ 28 ～ 30

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

イイａ 基幹課題
持続的林業経営と合理的、効率的流通・加工体制の構築に向けた
社会的・政策的対策の提示 28 ～ 32

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

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

大塚生美 科研費 27 ～ 29

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

天野智将 交付金プロ 27 ～ 29

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

イイｂ１ 実施課題 効率的な木質バイオマスエネルギー利用システムの提示 小谷英司 交付金 28 ～ 32
イイｂＰＳ１ 交プロ課題 木質バイオマス発電事業の安定的な拡大手法の開発 天野智将 交付金プロ 27 ～ 29

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

エア 戦略課題 生物機能の解明による森林資源の新たな有効活用技術の高度化 28 ～ 32
エアａ 基幹課題 樹木の生物機能の解明とその機能性の新たな有効活用 28 ～ 32
エアａＰＦ３ 外部プロ課題 漆生成メカニズムに基づく高品質漆の開発 田端雅進、升屋勇人 科研費 26 ～ 29

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

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

政府等受託 28 ～ 30

基盤事業

キ１０２ 基盤事業課題 森林気象モニタリング 野口宏典 交付金 28 ～ 32
キ１０４ 基盤事業課題 収穫試験地における森林成長データの収集 小谷英司 交付金 28 ～ 32
キ１０５ 基盤事業課題 森林水文モニタリング 阿部俊夫、久保田多余子 交付金 28 ～ 32
キ１０８ 基盤事業課題 森林における降雨・渓流水質モニタリング 篠宮佳樹 交付金 28 ～ 32

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

太田敬之、八木橋勉、齋
藤智之、野口麻補子

交付金 28 ～ 32

キＴＳ１ 基盤事業課題 森林生態系の長期モニタリング
太田敬之、八木橋勉、齋
藤智之、野口麻補子

政府外受託 21 ～ 30

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

政府外受託 21 ～ 30
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１－２）平成２８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 

「アオダモを加害するトネリコクロハバチの生態」 

アオダモは、材質が堅く強い粘りがあることから、木製バットの素材等に使われている。これまで、

アオダモの重要害虫は知られていなかったが、東北支所構内の造林地で 2012年頃から激しい食葉被害が

発生していた。潜在害虫となることから調査を行った。その結果、加害種は、トネリコクロハバチ

Macrophya satoi Shinohara et Li （ハチ目 ハバチ科）であることがわかった。本種は幼虫のみなら

ずメス成虫も、葉を旺盛に食害し、被害を激化させていた。本種は年１回の発生で、アオダモの新葉が

展葉し終える５月中頃に新成虫が羽化し、メスは葉脈脇や葉縁部の葉肉組織内に１個ずつ卵を産み込ん

だ。6月上旬から幼虫が出現しはじめ、葉の表面あるいは裏面に、表層を削り取るような食痕を残した。

齢が進行すると、葉肉組織全体を摂食するようになり、葉に穴をあけた。７月下旬頃から最後の脱皮が

はじまり、体色がくすんだ緑から光沢のある鮮黄緑色に代わり、８月下旬頃迄には土中に潜った。土中

では土を固めたマユ（土窩）を形成し、そのまま越冬した。被害は５年で終息した。主因は、捕食寄生

蜂による卵期と土中の終齢幼虫期の死亡によるものであった。また、大発生時に、電柱の黄色ワイヤー

カバーに多数の成虫が停まっていたことから、色に対する反応を調べたところ、成虫は黒、赤、緑、青、

白にはほとんど反応せず、橙と黄色系の色に強く誘引されることがわかった。林床に黄色の水盤を設置

するだけで、多数の成虫を捕殺できたが、それらのほとんどはオスであった。現在、オス誘殺による交

尾率低減の可能性について検討を進めている。

１－２）－（２）チーム長（山地保全担当） 

岡本 隆 

「平成 28年台風 10号豪雨により岩手県内で発生した土砂災害の実態と要因」 

平成 28年 8月の台風 10号にともなう豪雨により岩手県内の小本川、閉伊川両流域では深刻な土砂災

害が発生した。土砂災害の実態把握と当時の降雨特性を明らかにするため、現地調査およびアメダス雨

量解析をおこなった。現地調査の結果、多くの渓流域で土石流や土砂流が発生し、大量の土砂が河川に

流出した実態が明らかとなった。渓岸の残存断面には、上位に崩積土層、下位に渓流堆積物層が数メー

トルの厚さで堆積し、これらの堆積物層が今回の土砂流出の主たる生産源と考えられた。これとは対照

的に、渓流の上部に位置する山腹斜面では崩壊発生数は相対的に少なくその規模も小さかった。露頭観

察によれば、一部の山腹斜面では表土層厚が 0.5 mに満たず、すぐ下位に基岩が露出していた。薄い表

土層は崩壊材料の不足による山腹崩壊の少なさを説明しうる一方で保水性に乏しい環境にあるともいえ

る。雨量解析の結果、現地では極めて強い時間降雨の発生が明らかとなった。小本川流域のアメダス岩

泉の観測値から算出された確率年（その降雨量が平均的に何年に１回記録されるかを統計的に表した値）

は日雨量で 21.7年、最大時間雨量で 305年であり、ピーク時に 300年に 1度しか発生しないような豪雨

が生じていたといえる。これらから本災害の発生過程を整理すると、台風通過時の短時間豪雨が山腹斜

面の薄い表土層では十分に保水されず、その多くが速やかに渓流域に流出して異常出水となった結果、

渓岸崩壊や渓床堆積物の侵食による大量の土砂流出が引き起こされたと考えられた。

１－２）－（３）チーム長（光環境変動担当） 

齋藤武史 
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「津波被災海岸林における被覆工施工後の環境改善効果の解明」 

 

 東日本大震災の津波で流失した海岸林の跡地に設置した２か所の植栽試験地（岩手県久慈市および岩

手県宮古市摂待地区）で、裸地にクロマツ、アキグミ（下層木として混植）等の苗木を植栽した後３年

目までの地温の季節変化を継続観測し、被覆工施工による苗木植栽当年度における地温環境（夏季の高

温、冬季の凍結）の緩和効果を解明するとともに、その後の下層植生の繁茂にともなう地温環境緩和効

果の推移（経年変化）を調査した。さらに、宮古市摂待地区の植栽試験地で地表面付近の地熱流束を約

２年間継続して観測し、当該試験地で実施した被覆工の施工にともなって、断熱と遮光の効果がもたら

され、その結果地表面付近の温度環境の変動が緩和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 

                                               

「高密度と低密度の航空レーザ計測データによる平均樹高と本数密度の推定精度の比較」                    

 

 航空レーザ計測には、レーザ計測密度が 4 点/m2以上の高密度と、1 点/ m2以下の低密度があり、低密

度の方が計測コストは低く、また行政機関による既存のデータも豊富である。秋田県北部で高密度レー

ザ計測したデータを、1点、0.5点、0.25点/m2と間引き、平均樹高と本数密度の推定精度を比較した。

まず航空機 LiDARの林冠高のパルスデータを集計し、多数の LiDAR指数を計算した。平均樹高について、

最も決定係数が大きいLiDAR指数は80パーセンタイルであったので、これを用いて推定式を作成した。

レーザ密度毎に平均樹高の推定精度を比較したところ、レーザ密度に依らず 2.3m 前後であった。一方

で、本数密度では多数の LiDAR指数を用いて、変数選択法で対数重回帰式を作成した。この結果、本数

密度の精度はレーザ密度に依らず 300 本/ha 前後であった。以上から、航空レーザ計測での平均樹高

と本数密度の精度はレーザ密度に依らず、計測コストの点から低密度レーザ計測でも十分に有効と評価

した。 

 

 

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。これまで実際の分布調査によるデータをもとに分布予測モデルにより、日本国内の分布予測を

行ってきたが、本年度は野外に散布した際の土壌微生物の群集構造への影響評価を行った。岩手県盛岡

市の樹齢約 50年のスギ人工林の林縁 1m2に、S. japonica胞子懸濁液 1Lを散布した。また、対照区とし

て約 100 年生アカマツ天然林、およびスギ人工林付近で、それぞれ 1m2の非散布区を設定した。各区で

A0層を除去し、ランダムに 20mlの土壌を 10地点から、約 2週間ごとに 1年間、28回採取した。採取土

から DNA抽出を行い、得られた DNA を鋳型に、ITS１領域をターゲットにしたバーコード付きの Illumina

用アダプタープライマーで PCR増幅を行い、Illumina Miseqを用いて解析した。その結果、主座標分析

では各区は異なるクラスターを形成し、各区で種構成が異なると考えられた。散布区では 12 月末まで

Sydowia japonica が検出されたが、以降頻度は減少し、未検出となった。全体的に比較的高い頻度で出

現したのは Mortierella と未同定子嚢菌、および Archaeorhizomyces であった。Archaeorhizomyces は
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マツ林で 6 月に最大 33%の頻度で検出された。菌類の多様性の季節性については十分な解像度は得られ

なかったが、冬期では両区で Archaeorhizomycesの頻度はやや低下する傾向にあった。また、夏期に対

照区で未同定子嚢菌の頻度がやや上昇したのに対し、Mortierella では逆の傾向にあった。ただし、散

布区とマツ林内ではこうした傾向は認められなかった。結論として散布の影響は少ないと考えられた。

１−２）－（６）森林生態研究グループ 

  太田敬之（研究グループ長）、直江将司 

  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。ヒバ、スギの天然更新の研究のためにそれぞれ 24年前に設定された試験地での調査結果および標

高と種子の酸素同位体との関係についての研究計画について報告する。 

「門馬山ヒバ天然林における 24年間の林分動態」 

岩手県早池峰山近辺の通称門馬山ヒバ試験地には天然生のヒバ林が隔離分布している。1992 年に光環

境の改変がヒバ幼樹の成長に及ぼす影響を調べるため、鬱閉したヒバ天然林に 2つのプロットを設定し、

1994 年に片方のみ上木の伐採を行い（択伐区）、片方には伐採を行わず（対照区）にヒバ幼樹の成長を

比較した。 

2007 年、2016 年に毎木調査が再度行われた。択伐区では上木伐採以降に、多くの樹種の広葉樹が更

新し、ヒバの生存率も高かったが対照区では小径木のヒバが枯死し、広葉樹の定着も進まなかった。ヒ

バ上木の肥大成長は択伐区のほうが対照区より有意に大きく、光環境の改善はヒバ大径木の成長にも有

効であることが示された。 

ヒバ幼樹については 1992年にマーキングをしたものの最大は 120cm、平均高が 60cm程度であったが、

2016 年現在、択伐区の最大樹高は 325cm、胸高直径 3.9cmだったのに対し、対照区では最大樹高が 87cm

でありほとんど成長が見られなかった。 

「秋田県スギ天然林の更新調査」 

秋田県の佐渡スギ群落保護林において台風被害後の林分構造の変化を 1992年から継続調査を行って

いる。スギと広葉樹の生育立地の違いを明らかにするため、今年度は地表面と根株上の調査コドラート

において高木性広葉樹の幼樹（樹高 30cm～130cm）の分布について調査を行った。ブナ、ミズナラ、ハ

ウチワカエデなどの主要な広葉樹では地表面と根株では密度の有意差は見られなかった。根株上で有意

に高い樹種としてはコシアブラ、ナナカマドが抽出され、これらは種子重が小さいことが共通項として

みられた。 

「長距離の種子散布を評価する手法の開発」 

長距離の種子散布は植物の分布拡大や個体群間の遺伝子流動、温暖化からの避難に大きな役割を果た

している。長距離散布の評価手法を開発するため、種子の酸素同位体比からその種子の生産された場所

の特定を試みた。その結果、ウワミズザクラについて種子の酸素同位体比から生産された標高が特定で

きることが明らかになった。今後は他の樹種での検証や、種子の酸素同位体比から生産された緯度の特

定、実際の種子散布距離の推定を進めていく予定である。 
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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 

  

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

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

 

「スギコンテナ苗と裸苗の成長と形状比の関係」 

 

これまでに、コンテナ苗の樹高成長は，植栽時の苗の形状比が平均60程度の集団であれば、裸苗と同

等以上であるが、形状比が平均100程度の集団では、裸苗と比較して劣ることがわかってきた。この研究

では、集団の平均値ではなく、個体ごとの形状比と成長との関係に注目し、コンテナ苗と裸苗の成長を

４成長期にわたって調査した。１成長期ごとの形状比と相対成長率の関係は、相対樹高成長率では、す

べての成長期において、形状比とは負の相関があったが，特に1成長期目と２成長期目の相関が強かった。

相対地際直径成長率では、すべての成長期において、形状比とは正の相関があり、特に1成長期目と２成

長期目の相関が強かった。このことから、形状比が高い個体は、成長初期には樹高成長を抑え，直径成

長を優先することが明らかになった。また、樹高の成長量に関しては、４成長期にわたる経時的データ

について線形混合効果モデルを用いて解析した結果、形状比が高いことは樹高成長量に対しても、有意

に負の効果があった。以上のことから、相対成長率だけでなく、樹高成長量に対しても、高過ぎる形状

比は、負の効果があることが明らかになった。本研究内容は日本森林学会誌98巻に掲載された。 

 

「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」 

 

斜面崩壊は、降水量の多い温帯モンスーン地域に位置し、急峻な地形をもつわが国の森林において主

要な地表攪乱のひとつである。本研究では、斜面崩壊が樹木の更新初期過程に果たす役割とそのメカニ

ズムを明らかにすることを目的とした。2013年8月の記録的な大雨によって複数の斜面崩壊が発生した冷

温帯林の山地小流域において、斜面崩壊跡地および、隣接する攪乱を受けていない林床に調査区を設置

し、シードトラップによる種子供給量の把握と樹木実生の発生・生存・成長の観測を行った。 

斜面崩壊跡地は、その形成過程により、発生域・流走域・堆積域の3つの攪乱タイプに区分される。

本試験地の斜面崩壊跡地では、優占種のサワグルミ実生の樹高は、攪乱から2生育期間を経過した2016

年時点で、他の2つの攪乱タイプと比較して発生域で低かった。一方、発生域では、2016年のスギ、イタ

ヤカエデ実生の加入が多かった。斜面崩壊の発生域においては、土壌の水分条件が低いことにより優占

種の樹高成長が抑えられるため、他の攪乱タイプと比較して長い期間にわたり、新たな実生が加入可能

な状態が維持されることが示唆された。 

 

「林冠下でのササの抑制処理」 

 

ササが分布する地域では、林冠下でも伐採地でも、ササが繁茂することによって更新木や植栽木を被

圧し、成長を阻害することが知られている。したがって、更新木の成長にとってササの抑制は不可欠で

ある。林冠下の林床は伐採地に比べて暗く、ササの現存量も少ないため、伐採後の明るい環境になって

からササの抑制処理を行うよりも、林冠下であらかじめ抑制処理を行っておいた方が効果的である可能

性が高い。そこで本研究ではササの抑制のための刈払い、薬剤散布とこれらの組み合わせ処理を林冠下

で行った結果を報告する。処理区の設定は、筍期・連年刈払い、通常期・連年刈払い、薬剤散布、薬剤

散布＋一回刈払いの各処理に対照区を加えた５種類である。薬剤はササを枯殺せず、新芽の形成・成長

を抑制するフレノックを用いた。新芽が形成できなくなった稈は寿命と共に枯れるが、数年後には薬剤

の効果が切れて生存部分から再び増加を始める。実験は2012年に開始した。処理後４年が経過した2016

年時点では、刈払い作業を含む3処理は初回の刈払いの効果が絶大で、急激に現存量を減らした。その後
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の発生稈は殆どなかったため、刈払いのみの場合でも、３年で地下部も含め完全に枯死した。また、フ

レノックのみの処理は3年掛かって徐々に地上部現存量が低下したが、４年目には当年稈の発生が増加し、

回復し始めている。このため、フレノックの１回散布では抑制は不十分であった。これらの結果から、

伐採後の開放地では困難なササの抑制が、林冠下では単純な刈り払い処理でも実現可能であることが示

された。処理開始時の開空率に因るが、林冠下での抑制処理によって更新面の明るさをコントロールで

きる見込みがでてきた。このため、林冠下でのササの抑制処理は耐陰性の高い樹種の前生稚樹の定着を

図る目的に最適な方法だと考えられた。

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、久保田多余子、 

小野賢二、野口宏典、萩野裕章（9月 1日～） 

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

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

組んでいる。本年度の主な研究成果は以下に示す通りである。 

「間伐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」 

間伐に伴う森林流域から下流域への懸濁物質（SS）および SSに含まれる放射性セシウム 137（Cs-137）

の流出の実態を明らかにするため、茨城県内のスギ人工林・落葉樹林から成る流域で、間伐前から間伐

後まで渓流水に含まれる SS 濃度及び SS 中の Cs-137 濃度を調査した。試験流域では、2012 年秋（流域

の北東部の約 1/5の面積を対象）、2013年夏（残りの面積を対象）に本数で 35％の間伐率の列状間伐が

スギを対象に実施され、谷沿いに作業道が作設された。間伐後、出水時の SS濃度は間伐前より高い値が

観察された。しかし、間伐前より高い SS 濃度の出現回数は間伐翌年から急激に減少した。作業道路面の

被覆度（当初は平均 26％）は約 2 年後に 81％、約 3 年後に 89％と、間伐直後より大きく上昇した。こ

れらより、間伐により作業道等に裸地が生じ SS 流出が増加すること、作業道の被覆度が回復すると SS

流出が抑制されることが示された。SS 中の Cs-137 濃度は間伐中、間伐後に明確な上昇は観察されず、

時間とともに低下する傾向であった。以上より、間伐中、間伐後において明確な Cs-137濃度の増加とい

った、間伐に起因すると考えられる Cs-137の下流域への流出増大の兆候は認められなかった。間伐直後、

出水時の SS流出は増えることから、Cs-137の流出増加が懸念されるが、大きな出水があると SSの Cs-137

濃度が低下する、流域内部の裸地の減少により SS流出が減る、等の Cs-137流出を抑制する現象も起こ

ることも明らかとなった。

「野外実験による森林の濁水ろ過機能の解明」 

施業や崩壊などで山地から流出する濁り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、ナラ林とスギ林において濁水ろ過実験を 1年間に各 4回実施した。そ

の結果、初回は懸濁物質の 9割前後をろ過できたが、濁水を流し続けると土壌表層の目詰まりによって

徐々に機能低下することが明らかとなった。別途、堆積リターを倍増して実験したが、ろ過機能向上は

認められなかった。ただし、翌春のろ過実験では、ろ過機能がわずかに回復し、冬期間のリター細片化

で濁水との接触面積が増大したためと推察された。ろ過速度は見かけの浸透能と正の相関があり、林種

によらず同じ式で近似できた。簡易な浸透能試験でろ過機能を推定できる可能性がある。さらに、実験

後の水路跡からの濁水発生状況も調査したところ、懸濁物質の流出量は過去に調べた未撹乱林床と明確

な違いなく、本実験の総負荷量 33.3 kg/m2では大きな問題はないと考えられる。なお、人工物（園芸用

支柱、ネット）設置により落葉堆積量が増加するかを調べる実験では、調査地の落葉移動が不活発で明

瞭な結果が得られなかった。 
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「森林蒸発散量の長期変動と気候との関係」 

森林流域からの蒸発散量は樹木の成長や伐採などの森林施業および気候変動によって変化し、水循環

科学のみならず水資源利用の立場からも重要である。近年、日本各地の森林理水試験地で長期間の水文

および気象データが蓄積されることにより、森林蒸発散量と気候変動の関係を長期間に渡り実証的に解

析することが可能になった。本研究で調査の対象とする山形県最上郡真室川町にある釜淵森林理水試験

地においても、1939年から 2016年現在まで流量と気象観測が行われている。そこで、1939年から 2015

年までの 77年間の降水量および流出量のデータを用いて、流域水収支法（森林蒸発散量≒降水量－流出

量）により森林蒸発散量を推定し、その長期変動と気候変動との関係を調べた。本試験地は 11月から翌

年の4月まで降雪の影響を受けるため、5月～10月までの無積雪期の森林蒸発散量を解析の対象とした。

そして、同じく 77 年間の気象観測データより、無積雪期の平均気温、平均湿度、全天日射量を集計した。

森林蒸発散量と気象要素と相関を調べた結果、本試験地の森林蒸発散量は気温や平均湿度よりも全天日

射量と相関が高いことが明らかになった。 

「土壌物理性改善法としての各種耕起工が海岸林の生育基盤内土壌硬度分布に及ぼす効果」 

大津波で被災した仙台平野の海岸防災林再生現場では、事業初期段階に生育基盤として造成した盛土

表面に水溜まりが発生している所がある。この状態は植栽したクロマツ苗の活着・生育に悪影響を与え

ることから、こうした盛土における土壌の物理特性に関する調査を実施した。さらにこうした盛り土に

対する、土壌物理性改善法としての各種耕起工に関して、その効果を検討した。 

水溜まりが生じている盛土は全般に堅密で、土壌構造は未発達だった。地表部では滞水に由来するグ

ライ層形成が確認された。盛土の全孔隙率は低い傾向を示し、特に 0～50cm深で低かった。全孔隙に対

して粗孔隙が少ないものは特に透水係数が低く、締固めによる孔隙の縮小や減少が透水性不良の原因と

なったと推察された。海砂に比べて盛土はシルトや粘土の含有率が高く、粒度に幅があった。そのため、

盛土は海砂に比べ締め固まりやすいと考えられた。この盛土材料そのものの特性に加えて盛土造成時の

重機走行による締固めが盛土に水溜まりが生じた原因と考えられた。

津波被災海岸林再生事業地の現場では、盛土への水溜まりの発生解消と硬盤層破砕を目的として、造

成後の生育基盤盛土に対して耕起工を実施し始めている。耕起後の盛土に対し、工法別に土壌硬度鉛直

分布を測定して、その改良効果を評価した。その結果、スケルトン式バックホウ、リッパードーザ、プ

ラウとサブソイラを用いた耕起工では、いずれも刃の到達深度まで耕起が及んでいる様子が認められて

いたため、耕起工は土壌物理性の改善に効果的であることが分かった。また、事業着手初期に造成され

た未耕起盛土で認められるような長期にわたる水溜まりの発生も認められなかった。以上から、いずれ

の工法も耕起完了から 1～20 ヶ月が経過していたが、土壌物理性改善効果は時間が経過しても持続して

いたことが示された。

「生育基盤盛土を伴う海岸林での根系伸長深度と固結層出現深度の関係の検討」 

東日本大震災津波により被災した海岸防災林の再生に際して、地下水位が地表に接近した箇所では根

系成長の範囲を確保するために、生育基盤として盛土をして嵩上げを行い、海岸林を造成する事例が多

い。しかし、盛土によって用意された土壌は海岸砂丘の砂質土壌に比べて硬くなりやすく、この土壌の

硬さが生育基盤盛土に植栽した樹木の根系成長を阻害する可能性が懸念されている。しかし、盛土を伴

う海岸林造成の事例は震災以前には少なく、硬い盛土内での根系成長についての知見は少ない。そこで、

盛土に植栽されたクロマツ根系の伸長状況と土壌硬度の鉛直分布に関して調査を行い、その関係を検討

した。 

調査は仙台平野に造成された盛土を伴う海岸林再生事業地で行った。クロマツ根系の伸長に関する調

査では、実際に根を掘り出し、盛土内において根系が伸長した最大深度を測定した。土壌硬度の鉛直分

布の調査は、SH型貫入試験機を用いて対象木直近で行った。土壌硬度の指標値には、貫入試験機の 3 kg

重錘 1打撃あたりの貫入量として表される S値（cm/drop）を用いた。日本造園学会緑化環境工学研究委
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員会（2000）は「S値 0.7以下が鉛直方向に 5 cm以上連続した場合、多くの根が進入困難な固結層と見

なす」としている。この固結層の上面を固結層出現深度と定義し、土壌硬度鉛直分布の測定結果から求

めた。全調査木 73 個体に対する根系伸長深度と固結層出現深度の間には正の相関が認められた（相関係

数 0.706）。このことから固結層の存在が根系伸長を阻害していることが明らかになった。一方で、根系

伸長深度と固結層出現深度の回帰係数は 0.82で、固結層出現深よりも根系伸長深度の方が小さくなる傾

向が見られた。回帰係数は、固結層の判定基準値の上限を S値 0.7から引き上げると大きくなり、上限

を S値 0.8とした場合には 0.90、上限を S値 0.9とした場合には 1.09となった。これらのことから、S

値が 0.7より大きい場合でも、根系伸長が阻害されていることが明らかになった。 

１−２）－（９）生物多様性研究グループ 

 島田卓哉（研究グループ長）、鈴木祥悟、工藤琢磨 

 当研究グループでは、森林に生息する野生動物（主に哺乳類と鳥類）に関する研究を行っている。野

生動物の生息実態や生態を解明することは、森林生態系の働きを解明するためにも、野生動物による農

林業被害を軽減するためにも、そして希少生物を保全するためにも、重要な課題である。28年度に実施

した研究の主な内容は以下の通りであるが、長期継続的な研究については前年度以前の結果も含んでい

る。 

「北東北地域におけるニホンジカの分布拡大状況の解明」 

ニホンジカの北東北地域における分布拡大最前線を把握し、今後の動態を予測することを目的として、

調査を開始した。今年度は各県のニホンジカ出没状況を整理し、分布域の推定のための適切な手法につ

いて検討を行った。 

「福島第一原子力発電所事故によって放出された放射性物質の野ネズミおける蓄積実態」 

福島第一原子力発電所事故によって放出された放射性物質の森林生態系及び野生動物への影響を評

価するため、2011 年 10 月より福島県川内村、飯舘村で調査を行っている。震災後 6 年目の調査を実施

し、小哺乳類（とくにアカネズミ）の放射性セシウム蓄積量が減少していないこと、メスの方が蓄積が

多いことを明らかにした。これらの知見は、放射性物質の森林内の動態を解明し、またリスク評価を行

う上で重要な情報となる。 

「マツ枯れ被害地の樹種転換‐猛禽類の営巣林を再生する‐」 

人工林と猛禽類の営巣林の両方を、マツ枯れ被害地に再生することが可能な転換樹種を明らかにする。

そのために、岩手県内に面積 200 ㎞ ２の調査地を設定し、そこに含まれる、すべての森林を踏査して猛

禽類の巣を探索し、営巣木の樹種を特定した。その結果、営巣木は 73 本発見され、内訳はアカマツが

72.6 ％（53 本）、カラマツが 20.5 ％（15 本）、スギが 5.5 ％（４本）、ミズナラが 1.4 ％（１本）で

あった。これらのことから、今後、被害地が拡大すると、約７割の猛禽類が営巣木を失うと予測される。

アカマツと比較してカラマツに営巣する猛禽類の数が少なかったのは、アカマツ林と比べてカラマツ林

の面積が半分にも満たないためと考えられる。したがって、転換樹種をカラマツとし、これを被害先端

地や被害蔓延地の皆伐後に植え直すことで、被害防除効果が期待できだけでなく、約 30年後には、人工

林と猛禽類の営巣林の両方が再生されると推察される。

「間伐がカラマツ人工林の鳥類群集におよぼす影響」 

食葉性昆虫の捕食や樹木種子の散布などにより森林の健全性に貢献していると考えられる森林性鳥類
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について、間伐により繁殖群集がどのような影響を受けるかを明らかにするために、姫神鳥獣試験地(カ

ラマツ人工林)で間伐前後に「なわばり記図法」による調査を行った。

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

についての研究を担当している。中でも、東北地方で被害拡大が著しい松くい虫（マツ材線虫病）被害

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

的に対応している。また、専門分野で培った技術の他分野への応用にも取り組んでいる。28年度に実施

した研究の主な内容は以下の通りである。 

「マツ材線虫病の流行パタンに及ぼす環境要因の効果の定量化」 

マツ材線虫病の流行過程に及ぼす気象条件などの環境要因の寄与程度を評価するため、野外林分での

アカマツ枯損動態調査と平行してマツノマダラカミキリ発生数、枯死木およびそこから脱出するマツノ

マダラカミキリ成虫から分離した線虫の毒性調査、および接種実験によるアカマツの材線虫病感受性の

年次変動を定量的に計測することを試みた。枯損動態調査区の 283 本の調査木のうち、2014 年、2015

年、2016年の感染によると考えられる罹病枯死木はそれぞれ８本、６本、１本（暫定）であった。また、

調査区内に発生した枯死木から 2015年、2016年に脱出したマツノマダラカミキリ成虫は 48頭、８頭と

推定された。2015年と 2016年の夏にマツノザイセンチュウを接種したアカマツ苗木の枯損率は 9.8％、

2.0％で非常に低かった。枯損動態調査区のアカマツ罹病枯死木、および調査区周辺のアカマツ枯死木か

ら脱出したマツノマダラカミキリ成虫から分離・培養したマツノザイセンチュウ 10系統の病原力に年次

間差は確認できなかった。短い調査期間の間で流行過程に及ぼす環境要因の効果を解析できるだけのデ

ータは収集できなかったが、この目的を達するための各種パラメータの計測方法は確立できた。今後、

本研究で使用した調査地において標準化された手法での各種パラメータの計測を継続することで、目標

の達成を目指す。

「マツノマダラカミキリの同属種ヒゲナガカミキリの飼育・採卵方法の検討」 

マツ材線虫病の病原体マツノザイセンチュウは、マツノマダラカミキリ成虫によってマツ類枯死木か

ら健全木へと運ばれる。マツノマダラカミキリと同属（ヒゲナガカミキリ属）のヒゲナガカミキリは主

にモミを利用するが、マツ類枯死木から見つかることもある。野外におけるヒゲナガカミキリ成虫のマ

ツノザイセンチュウ保持数の情報はほとんどないため、ヒゲナガカミキリがマツノザイセンチュウを運

ぶ可能性があるかどうかを調べておく必要がある。そのための実験材料を得るために、まずヒゲナガカ

ミキリの飼育・採卵方法を検討した。その結果、成虫の餌にはアカマツの太めの健全枝が、また産卵木

には伐倒後１か月以上置いたカラマツの幹が利用可能であることが明らかになった。幼虫の飼育はマツ

ノマダラカミキリ用人工飼料で可能であったが、野外のヒゲナガカミキリと比べて体サイズが小さくな

り、また死亡率も高かったので、今後さらに人工飼料を改良する必要がある。

「ニホンジカ・カモシカ識別キットを製品化」 

ニホンジカは東北北部にも出没するようになり、今後の被害拡大が懸念されている。ニホンジカの分

布域や生息密度を把握するために、ニホンジカの糞を利用する方法がある。ところが、ニホンジカの糞

粒とカモシカの糞粒は形がよく似ており、見た目では区別できないため、カモシカが多く生息している

地域では糞の数だけではニホンジカの生息状況を明確に把握することができなかった。昨年、我々は糞

の表面に付着している DNAを調べることによって両種を識別する方法を開発し本誌で報告した。その方
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法は以下の３つのステップで構成されている。 

(1) 糞の表面を爪楊枝の先で軽くこすり DNA抽出用の液に浸し保温する（約 15分）。

(2) (1)で得られた DNA抽出液を検査試薬に一滴加え保温する（約 60分）

(3) 検査試薬の色の変化でニホンジカの糞なのかカモシカの糞なのかを識別する。

今回我々は、この技術を「ニホンジカ・カモシカ識別キット」として製品化することに成功した。本キ

ットを用いることで、ニホンジカとカモシカが混在する地域においてもニホンジカの糞を明確に識別す

ることが可能となる。本製品の詳細については、（株）ニッポンジーンのサイト（下記 URL）を参照され

たい。

http://www.nippongene.com/kensa/products/lamp-kit/sika/sika-kamosika.html

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 

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

な側面から研究している。平成 28年度は７課題を担当した。主要な成果は以下の通りである。 

「木材利用の合理化に関する研究」 

 東北地域の平成 27年度の素材生産量は 519万 m3となり、東北大震災の影響を乗り越え拡大している。

A 材の需要である製材向けは 220 万 m3と停滞したが、宮城県に大型工場が新たに稼働している。合板に

関しては近年では青森県に LVL工場が、岩手県にも合板工場が稼働を始めており、震災後の混乱を経て

再配置された。東北は普通合板製造において 47%のシェアを持っており、地域内の生産された原木の１

／３を消費しており、今後とも東北の市場に強い影響を与えると考えられる。製紙用チップ向けはバイ

オマス発電での利用が本格化し、従来からの合板向けとの合間で強く影響を受けている。素材生産にお

ける針葉樹シフトもあり、国産材に依存する広葉樹材では原木が不足する事態となった。そのような状

況下で系列工場間でのトラックの往復利用による集荷圏の拡大など努力がなされている。バイオマス発

電向けは各発電所とも必要数量を集荷しているが、新しく建設されるものもあり今後については不透明

である。従来、大きな木材需要のなかった地域で、バイオマス発電所が出来たことにより活発化してい

る事例もあるが、従来の需要と重なる地域も多く、依然調整段階であると言える。

東北地域においては並材から低質材の需要が急増し、そのことが素材生産業者の投資意欲を刺激して

いる。一方で A材需要の停滞しており、山元の林業経営の強化にまでは結びついていない。民有林にお

いては森林経営計画の策定率が低く、バイオマス材としての販売機会を喪失している。 

「林業経営の世代間信託と森林経営ビジネス化に関する研究」 

近年、我が国では長期にわたる立木価格の低迷や高齢化により森林所有者の林業経営からの撤退が顕

在化し、森林の機能が発揮されにくい状況にある。一方で、国家財政が逼迫する中、森林再生の費用負

担の在り方やその担い手について、国民共通の理解が求められている。こうした中、素材生産業、原木

市場、木材加工業などの原木を必要とする事業体の中には、事業規模を拡大するとともに、林地を積極

的に購入し林業経営までをも行う事例がみられる。また、林地の購入まではしないまでも、規模のメリ

ットを生かし、いわば信託的な管理受託まで行う例もみられるようになっている。世界の林業経営に目

を向けると、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なり第三者に経

営信託されている例もあり、こうした世界の動きは、今日では ESG投資（環境:Environment、社会:Social、

企業統治:Governance に配慮している企業を重視・選別して行う投資）への期待も後押しし、1992年に

採択された森林原則声明以降、顕著になってきている。そこで、我が国の林業経営における世代間継承

の新たなスキームを構築する事を目的として、海外との比較から、人口減少が著しく将来の森林経営が

危惧される東北地方をモデルとして我が国の独自性と共通性を分析し、いわば世代間の森林信託の条件
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の解明を進めている。本年度は、昨年度の成果である林業経営の世代間信託の与件として考えられた①

経営規模の拡大、②人工林育成林業を専門とする新たな林業経営組織の必要性、③林業経営を目的とす

る所有再編、の 3つの指標に関わり、我が国における事例の発掘と分析を行った。現在のところ、①信

託あるいは信託的契約を通じ、いわば再造林費用を担保するための森林ファンドを内包しながら、長期

施業受委託（経営権付託）による林業経営、ならびに②林地購入による所有者自らの林業経営、といっ

た 2つの性格を持つ林地における経営権の流動化が並行して進行している実態が明らかになりつつある。 
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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 コンテナ苗を使ってみませんか 農業日誌（平成29年）(一般

財団法人農林統計協会、616
頁)、pp.28-29

2016.10.

2 駒木貴彰 多雪地域に適した低コスト再造林技術の開発 林野、117:18 2016.12.

3

駒木貴彰 NPO法人才の木10周年記念トークカフェ盛岡＆第
211回木を勉強する会「どう変わる日本の森林－市
民・山主・行政・業界の共通価値は創造できるか
－」の概要

木材工業、72(3):116-119 2017.03.

4
駒木貴彰 多雪地域での低コスト再造林 雪と造林(豪雪地帯林業技術

開発協議会)、17号、19-22
2017.03.

5

駒木貴彰 多雪地域での低コスト再造林 研究者からのたより　ここ
までやれる多雪地帯の再造
林の低コスト化，森林保険
だより 2017 Spring No.7:7

2017.03.

6
駒木貴彰、天野智将、小谷英司、久保山
裕史、吉田貴紘、柳田高志

中小規模木質バイオマス発電施設に対する燃料供
給と熱電併給事業の採算性

平成28年版研究成果選集、
pp.26-27

2016.08.

7

駒木貴彰、八木橋勉、野口麻穂子、八木
貴信、天野智将、鹿又秀聡、櫃間岳、玉
城聡、織部雄一朗、新井隆介 (岩手県林
業技術センター)、成松眞樹 (岩手県林業
技術センター)、長岐昭彦 (秋田県林業研
究研修センター)、中村人史、渡部公一
(山形県森林研究研修センター)、外舘聖
八朗 (ノースジャパン素材流通協同組
合)、松本和馬 (一般社団法人国際環境研
究協会)

ここまでやれる多雪地域の再造林の低コスト化 平成28年版研究成果選集、
6-7

2016.08.

8

渡部公一 (山形県森林研究研修セン
ター)、中村人史 (山形県森林研究研修セ
ンター)、岡部和広(山形県農業総合研究
センター園芸試験場)、松本和馬(一般社
団法人国際環境研究協会)、駒木貴彰

スギ伐採跡地に植栽したワラビの地表被覆力と雑
草木抑制効果

東北森林科学会誌、
21(1):18-24

2016.03.

9
田端雅進・小谷二郎（石川農林研） ウルシ萌芽木の成長とクローン分布 漆サミット2016、26 2016.11

10

Katrin N.E. Fitza（プレトリア大学）,
Masanobu Tabata（田端雅進）, Natsumi
Kanzaki（神崎菜摘）, Koki Kimura（木
村公樹・青森県林業研究所）, Jeff
Garnas（プレトリア大学）, Bernard
Slippers（プレトリア大学）

Host specificity and diversity of
Amylostereum associated with Japanese
siricids（日本のキバチ類と関係するキバチウロ
コタケ属菌の宿主特異性と多様性）

Fungal Ecology 24: 76-81 2016.1

11
小谷二郎・池田虎三（石川農林研）、田
端雅進

ウルシの萌芽の発生パターン 第6回中部森林学会大会プロ
グラム講演要旨集,13

2016.1

12
中村 人史・渡部公一・古澤優佳（山形県
森林研究研修セ）・田端雅進

山形県におけるウルシ林の被害実態 漆サミット2016、27 2016.11

13
石井智朗（岩手大）、小谷二郎（石川農
林研）、白幡学（岩手大）、井城泰一、
田端雅進

ウルシ萌芽木の成長に与える密度の影響 日本森林学会大会学術講演
集、128:P2-136

2017.03

14

KANZAKI Natsumi (神崎菜摘)、TANAKA E.
Suguru (田中克・東大)、FITZA Katrin
(プレトリア大)、KOSAKA Hajime (小坂
肇)、SLIPPERS Bernard (プレトリア
大)、KIMURA Koki (木村公樹・青森県)、
TSUCHIYA Satoshi (土屋慧・青森県)、
TABATA Masanobu (田端雅進)

Deladenus nitobei n. sp. (Tylenchomorpha:
Allantonematidae) isolated from Sirex nitobei
(Hymenoptera: Siricidae) from Aomori, Japan,
a new member of the siricidicola
superspecies.（ニトベキバチより分離された新種
昆虫寄生線虫、Deladenus nitobei）

Nematology、18:1199-1217 2016.12

15

SUZUKI Satoru (鈴木覚)、SAKAMOTO
Tomoki (坂本知己)、NOGUCHI Hironori
(野口宏典)

Wind damage risk estimation for strip cutting
under current and future wind conditions
based on moment observations in a coastal
forest in Japan(列状伐採を行った海岸林の現在
および将来の気象条件下における風害リスクの
モーメント観測に基づく評価)

Journal of Forest
Research、 21:223-234

2016.1
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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

16
太田敬之、櫃間岳（国際農林水産業研究
センター）

門馬山ヒバ天然林における24年間の林分動態 日本森林学会大会講演要旨
集 128: 240

2017.03

17
太田敬之・川崎達郎・鈴木和次郎（只見
ブナセンター）

福島県本名スギ天然林の林分構造の動態 東北森林科学会大会講演要
旨集 21:57

2016.08

18
安藤博之（関東森林管理局森林技術・支
援センター）・太田敬之・宮本和樹

高齢級カツラ人工林の成長調査 関東森林学会講演要旨集
6:45

2016.1

19
倉本惠生、宮本和樹、伊藤幸介 (新潟県
森林研究所)、五十嵐哲也、酒井武、太田
敬之

茨城県内ヒノキ林における2016年春の雄花生産と
林齢・立木サイズとの関係

関東森林学会講演要旨集
6:45

2016.1

20

田中憲蔵、梶本卓也、齊藤哲、川崎達
郎、小松雅史、壁谷大介、矢崎健一、太
田敬之、田淵隆一、松本陽介、宇都木
玄、酒井武、飛田博順、伊東宏樹、大橋
伸太、黒田克史、高野勉、赤間亮夫、高
橋正通

福島原発事故で汚染された森林における様々な樹
木種の放射性セシウム濃度

関東森林研究、67:45-48 2016.03

21

宮本和樹、正木隆、太田敬之、安藤博之
(関東森林管理局森林技術・支援セン
ター)、鈴木和次郎 (只見町ブナセン
ター)、須崎智応 (関東森林管理局茨城森
林管理署)、池田伸 (関東森林管理局森林
技術・支援センター)

高齢スギ・ヒノキ人工林における過去の間伐履歴
が林分構造と成長におよぼす影響

日本森林学会大会講演要旨
集 128: 208

2017.03

22
直江将司 鳥類や哺乳類によるタネまきが森林の動態に果た

す役割を解く
グリーン・パワー、451、22 2016.06.

23
直江将司 花咲かクマさん：ツキノワグマのタネまきが野生

のサクラを温暖化から救う
Bears Japan、17(1)、15－
16

2016.07. 

24 直江将司 花咲かクマさん 温暖化からサクラを守る 自然保護、553、24－25 2016.09.

25
直江将司 温暖化条件下で標高方向の種子散布が果たす役

割：酸素安定同位体を用いた評価
日本生態学会大会講演要旨
集、64:T03-3

2017.03. 

26

直江将司、T陀安一郎（総合地球環境学研
究所)、正木隆、小池伸介（東京農工大
学)

Negative correlation between altitudes and
oxygen isotope ratios of seeds: exploring its
applicability to assess vertical seed
dispersal（種子の酸素安定同位体比と標高の負の
相関：垂直散布を評価する上での有用性を探索す
る）

Ecology and Evolution、
6、6817-6823

2016.10.

27

直江将司、阿部真、田中浩、赤間亮夫、
高野勉、山崎良啓 (京都大学)、藤津亜季
子 (東京農工大学)、原澤翔太 (京都大
学)、正木隆

コナラ落葉に含まれる放射性セシウムの空間分布
に斜面方位と落葉量が与える影響

日本森林学会誌、99:34-40 2017.02.

28

直江将司、陀安一郎（総合地球環境学研
究所)、酒井陽一郎（滋賀県琵琶湖環境科
学研究センター)、正木隆、小林和樹（日
本大学)、中島晶子（日本大学)、佐藤喜
和（酪農学園大学)、山崎晃司（東京農業
大学)、清川紘樹（東京大学)、小池伸介
（東京農工大学)

Mountain-climbing bears protect cherry
species from global warming through their
vertical seed dispersal(登山家クマが標高方向
の種子散布によってサクラを温暖化から救う)

Current Biology、
26(8):R315-R316

2016.04.

29

加藤大貴 (東京農工大学)、藤津亜希子
(東京農工大学)、直江将司、正木隆、小
池伸介 (東京農工大学)

高木層と低木層における鳥類種子散布者の比較 日本生態学会大会講演要旨
集、64:P1-B-079

2017.03.

30

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

針葉樹植林地によって断片化した広葉樹林パッチ
における、果実食鳥の種数・個体数の規定要因：
景観構造・林分特性・餌資源量の相対的重要性

日本鳥学会2016年度大会、
B28

2016.09. 

31

Lawrence N. Hudson (Natural History
Museum) and 514 co-authors including
NAOE Shoji (直江将司) as 329th and
YAMAURA Yuichi (山浦悠一) as 504th

The database of the PREDICTS (Projecting
Responses of Ecological Diversity In Changing
Terrestrial Systems) project (プレディクト
データベース：変化しつつある陸域システムのな
かの生物多様性の応答の予測)

Ecology and Evolution、
7:145-188

2017.01.

32 八木橋勉 今日もリスが走る 森林科学、77:58 2016.06.

33
八木橋勉 種子発芽 木のタネ検索図鑑-同定・生

態・調査法-（文一総合出版
304頁）、234-235

2016.08.

34
八木橋勉 種子休眠 木のタネ検索図鑑-同定・生

態・調査法-（文一総合出版
304頁）、236-237

2016.08.
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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

35

八木橋勉 発芽実験 木のタネ検索図鑑-同定・生
態・調査法-（文一総合出版
304頁）、238-239

2016.08.

36

八木橋勉 コンテナ苗を活用した取り組み ウッドファーストあきた低
コスト造林セミナー、基調
報告1:1-24（縮刷）

2016.10.

37

八木橋勉 天然更新にかかる最近の研究事例 平成28年度「天然力を活用
した森林づくりの推進のた
めの勉強会」、配布資料
5:1-48（縮刷）

2017.03.

38

八木橋勉、中村克典、齋藤智之、松本和
馬 (国際環境研究協会)、八木貴信、柴田
銃江、野口麻穂子、駒木貴彰

海岸林再生に向けたクロマツの通年植栽 森林総合研究所平成28年版
研究成果選集、48-49

2016.08.

39

八木橋勉、中村克典、齋藤智之、松本和
馬 (現国際環境研究協会)、八木貴信、柴
田銃江、野口麻穂子、駒木貴彰

クロマツコンテナ苗は時期を選ばずに植えられる
のか？

森林総合研究所（東北支
所・林木育種センター東北
育種場・森林整備センター
盛岡水源林事務所）公開講
演会講演要旨集、1-2

2016.10.

40

八木橋勉、櫃間岳 (国際農研セ)、齋藤智
之、高田克彦 (秋田県大木高研)、長谷川
陽一 (国際農研セ)

ヒバのジェネットは伏条でどこまで拡がるのか？ 日本生態学会大会講演要
旨、64:H02-03

2017.03.

41

八木橋勉、中谷友樹 (立命館大)、中原健
一、那須野俊、櫃間岳、野口麻穂子、八
木貴信、齋藤智之、松本和馬 (国際環境
研究協会)、山田健、落合幸仁 (住友林
業)

スギコンテナ苗と裸苗の成長と形状比の関係 日本森林学会誌、
98(4):139-145

2016.08.

42

YAGIHASHI Tsutomu (八木橋勉)、OTANI
Tatsuya (大谷達也)、NAKAYA Tomoki (中
谷友樹・立命館大学)、TANI Naoki (谷尚
樹・国際農林水産業研究センター)、SATO
Tamotsu (佐藤保)、ABD RAHMAN
Kassim(FRIM) & NIIYAMA Kaoru (新山馨)

Suitable habitats for the establishment of
Shorea curtisii seedlings in a primary hill
forest in Malaysia(マレーシア丘陵天然林におけ
るShorea curtisiiの更新適地)

Journal of Tropical
Forest Science、28
(Special Issue): 353-358

2016.08.

43

櫃間岳 (国際農研セ)、八木橋勉、
Himmapan Woraphun (タイ王室森林局)、
Vacharangkura Tosporn (タイ王室森林
局)

間伐強度と斜面位置がチーク人工林の成長に及ぼ
す影響

日本森林学会学術講演集、
128:P2-149

2017.03.

44

SATO Tamotsu (佐藤保)、YAGIHASHI
Tsutomu (八木橋勉)、NIIYAMA Kaoru (新
山馨)、ABD RAHMAN Kassim (マレーシア
森林研究所)、AZIZI Ripin (Green
Forest Resources)

Coarse woody debris stocks and inputs in a
primary hill dipterocarp forest, Peninsular
Malaysia(半島マレーシアの成熟した丘陵フタバガ
キ林の粗大有機物量とその加入量)

Journal of Tropical
Forest Science、28:382-
391

2016.08

45

宇都木玄、飛田博順、壁谷大介、陣川雅
樹、原山尚徳、上村章、八木橋勉、奥田
史郎、重永英年、松田修 (九州大学)、大
矢信次郎 (長野県)

コンテナ苗を利用した一貫作業で再造林の低コス
ト化へ挑戦

森林総合研究所第3期中期計
画成果集、6-7

2016.10.

46

小高信彦、久高将洋 (Yambaru Green)、
大城勝吉 (Yambaru Green)、中田勝士
(環境省・やんばる)、高嶋敦史 (琉大・
農)、城間篤 (向陽高)、渡久山尚子 (東
村博)、宮本麻子、齋藤和彦、八木橋勉

沖縄島北部やんばる地域の固有鳥類ノグチゲラ・
ヤンバルクイナ・ホントウアカヒゲの2007年から
2016年における繁殖期の分布回復傾向について

日本鳥学会2016年度講演要
旨集、104

2016.09.

47

NIIYAMA Kaoru (新山馨)、 SATO Tamotsu
(佐藤保)、 YAGIHASHI Tsutomu (八木橋
勉)、 IIDA Shigeo (飯田滋生)、 KIMURA
Katsuhiko (木村勝彦・福島大学)、
Azizi Ripin (Green Forest
Resources)、 Abdul Rahman Kassim
(Forest Research Institute
Malaysia)、 KOSUGI Yoshiko (小杉緑
子・京都大学)

Phenology of vegetative growth and
reproduction in lowland and hill dipterocarp
forests in Peninsular Malaysia（半島マレーシ
アの低地及び丘陵フタバガキ林における成長と繁
殖の生物季節）

日本生態学会大会講演要
旨、64:S13-2

2017.03.
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48

谷尚樹 (ジルカス)、Soon Leong Lee
(FRIM)、Chai Ting Lee (FRIM)、Kevin
Kit Siong Ng (FRIM)、Norwati Muhammad
(FRIM)、Greuk Pakkad (国際農研セ)、増
田真佑 (筑波大学)、上野真義、新山馨、
八木橋勉、大谷達也、近藤俊明 (広島大
学)、沼田真也 (首都大学)、西村千
(FRIM)、奥田敏統 (広島大学)、Abd
Rahman Kassim (FRIM)、Samsudin Musa
(FRIM)、津村義彦 (筑波大学)

持続的な熱帯林管理のためのフタバガキ科林業樹
種の交配特性を考慮した択伐施業の高度化

日本森林学会大会学術講演
集、128:S4-2

2017.03.

49

TANI Naoki (谷尚樹・国際農研セ)、N.
S. Lee (FRIM)、 C. Lee (FRIM)、K. Ng
(FRIM)、 M. Norwati (FRIM)、G. Pakkad
(チェンマイ大学)、MASUDA Shinsuke (増
田真佑・筑波大学)、UENO Saneyoshi (上
野真義)、NIIYAMA Kaoru (新山馨)、
YAGIHASHI Tsutomu (八木橋勉)、OTANI
Tatsuya (大谷達也)、KONDO Toshiaki
(近藤俊明・広島大学)、NUMATA Shinya
(沼田真也・首都大学)、NISHIMURA Sen
(西村千・住友林業)、 OKUDA T (奥田敏
統・広島大学)、 K. Abd Rahman
(FRIM)、 M. Samsudin (FRIM)、TSUMURA
Yoshihiko (津村義彦・筑波大学)

Selective logging simulations and male
fecundity variation support customisation of
management regimes for specfic groups of
dipterocarp species in Peninsular Malaysia
（セレクティブロッギングシミュレーションと
メールフェカンディティの変異が半島マレイシア
の特定のディプテロカルプ種群のマネジメントレ
ジームのカスタマイゼーションをサポートする）

Journal of Tropical
Forest Science、28:369-
381

2016.08.

50
齋藤智之 タケノコの出荷制限解除に向けた竹林のセシウム

除去方法の提案
フォレストウィンズ、No.68 2017.02.

51
齋藤智之、酒井武、杉田久志 (富山県農
林公社)、八木橋勉、池田重人、田中浩

落葉広葉樹林の林床におけるササ3種の放射性セシ
ウム汚染の実態

東北森林科学会誌、
22(1):20-26

2017.03.

52
齋藤智之、酒井武、星野大介、九島宏
道、杉田久志 (富山県農林公社)

林冠下のササを完全に衰退させるには抑制後何年
かかるのか？

日本生態学会大会講演要
旨、64:P2-B-41

2017.03.

53
岡本透、齋藤智之 ササの一斉開花の周期は何年なのか？－木曽およ

びその周辺地域の歴史資料から分かったこと－
第128回日本森林学会大会学
術講演集、P2-072:242

2017.03.

54

TOBITA Hiroyuki (飛田博順)、KUCHO
Ken-ichi (九町健一・鹿児島大)、
SHIBATA Mitsue (柴田銃江)、IMAYA
Akihiro (今矢明宏)、KABEYA Daisuke
(壁谷大介)、SAITO Tomoyuki (齋藤智
之)、OKAMOTO Toru (岡本透)、ONO Kenji
(小野賢二)、MORISADA Kazuhito (森貞和
仁)

Variation of foliar 15N natural abundance in
Alnus species regenerated at different
altitude after a massive landslide on Mt.
Ontake in central Japan(御嶽山の大規模岩屑流
跡の異なる標高に天然更新したハンノキ属樹種の
葉の窒素安定同位体比の変動)

Abstracts of the 10th
international confernece
on the applications of
stable isotopes to
ecological studies、152

2016.04

55

池邉茉莉 (鹿児島大・院理工)、中島沙映
(鹿児島大・理)、山元巧 (鹿児島大・
理)、柴田銃江、今矢明宏、壁谷大介、齋
藤智之、岡本透、小野賢治、森貞和仁、
飛田博順、九町健一 (鹿児島大・院理工)

山崩れによりかく乱された御嶽山における根粒と
根圏土壌中のフランキアの群集構造

日本微生物生態学会第31回
大会、298

2016.10.

56
野口麻穂子 カラマツ下刈り省略の注意点－植栽初期に十分な

下刈りを－
岩手の林業、711:6-7 2017.02.

57
野口麻穂子、和田覚 (秋田県林業研究研
修センター)

秋田県における植栽密度の異なるスギ若齢林の林
分構造と成長

日本森林学会誌、99(1):41-
45

2017.02.

58
野口麻穂子、正木隆、八木橋勉、齋藤智
之、櫃間岳 (国際農林水産業研究セン
ター)、柴田銃江

壮齢時の本数密度の違いが高齢アカマツ人工林の
成長に及ぼす影響

東北森林科学会大会講演要
旨集、21:22

2016.08.

59
野口麻穂子、杉田久志 (富山県農林公
社)、岡本隆、高橋利彦 (木工舎「ゆ
い」)、篠宮佳樹

冷温帯林の斜面崩壊跡地における樹木実生の定着
と成長に影響を及ぼす要因

日本森林学会大会学術講演
集、128:P2-070

2017.03.

60

NOGUCHI Mahoko (野口麻穂子)、MIYAMOTO
Kazuki (宮本和樹)、OKUDA Shiro (奥田
史郎)、ITOU Takeharu (伊藤武治)、
SAKAI Atsushi (酒井敦)

Heavy thinning in hinoki plantations in
Shikoku (southwestern Japan) has limited
effects on recruitment of seedlings of other
tree species(四国のヒノキ人工林における強度間
伐が他樹種の稚樹の更新に及ぼす効果は限定的で
ある)

Journal of Forest
Research、21(3):131-142

2016.06.

61

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 (東北森林管理局)、小西
光次 (東北森林管理局)

下刈り実施・省略下でカラマツ稚樹が示す樹形ア
ロメトリーの経年変化

日本森林学会大会学術講演
集、128:P2-111

2017.03.

62
成松眞樹 (岩手県林業技術センター)、八
木貴信、野口麻穂子

カラマツコンテナ苗の植栽時期が植栽後の活着と
成長に及ぼす影響

日本森林学会誌、
98(4):167-175

2016.08.
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63
宮本和樹、奥田史郎、野口麻穂子、伊藤
武治、酒井敦

ヒノキ人工林における強度間伐後の落葉量の経年
変化

森林総合研究所四国支所年
報、57:23-24

2016.10.

64
稲垣善之、宮本和樹、奥田史郎、野口麻
穂子、伊藤武治

高知県の標高の異なるヒノキ林における窒素利用
様式

地球惑星科学連合大会2016
年大会、MIS06-11

2016.05.

65
稲垣善之、宮本和樹、奥田史郎、野口麻
穂子、伊藤武治

地形の異なるヒノキ林における樹冠葉量の推定 日本生態学会大会講演要旨
集、64:P2-Q-460

2017.03.

66
佐藤保、酒井武、正木隆、平田晶子 (元
森林総研PD)、野口麻穂子

針葉樹人工林の混交林・広葉樹林化を成功させる 森林総合研究所　第３期中
期計画成果集、pp.8-9

2016.10.

67

HOSHIZAKI Kazuhiko (星崎和彦・秋田県
立大学)、NOGUCHI Mahoko (野口麻穂
子)、MATSUSHITA Michinari (松下通
也)、SHIBATA Mitsue (柴田銃江)、
HOSHINO Daisuke (星野大介)、
TAKAHASHI Kazunori (高橋和規)、OSUMI
Katsuhiro (大住克博・鳥取大学)、
SUZUKI Wajiro (鈴木和次郎・只見町ブナ
センター)、MASAKI Takashi (正木隆）

A quarter-century monitoring of reproductive
investment in major tree species in a
temperate forest，northern Japan(北日本の温帯
林における主要樹種の繁殖投資に関する四半世紀
にわたるモニタリング)

ILTER 1st Open Science
Meeting、Population
Dynamics4

2016.10.

68

NIWA Shigeru (丹羽慈・自然環境研究セン
ター)、TOYOTA Ayu (豊田鮎・自然環境研究セ
ンター)、KISHIMOTO Toshio (岸本年郎・自然
環境研究センター)、SASAKAWA Kôji (笹川幸
治・東京大学大学院)、ABE Shin (阿部真)、
CHISHIMA Takeshi (千嶋武・東京大学)、HIGA
Motoki (比嘉基紀)、HIURA Tsutom (日浦勉・
北海道大学)、HOMMA Kosuke (本間航介・新潟
大学)、HOSHINO Daisuke (星野大介)、IDA
Hideyuki (井田秀行・信州大学)、KAMATA
Naoto (鎌田直人・東京大学)、KANEKO Yohei
(金子洋平・新潟大学)、KAWANISHI Motohiro
(川西基博・鹿児島大学)、KOBAYASHI
Kazutaka (小林和貴・東北大学)、KUBOTA
Kaname (久保田要・宮崎大学)、KURAJI
Koichiro (蔵治光一郎・東京大学)、MASAKI
Takashi (正木隆)、NIIYAMA Kaoru (新山
馨)、NOGUCH Mahoko (野口麻穂子)、NOMIYA
Haruto (野宮治人)、SAITO Satoshi (齊藤
哲)、SAKIMOTO Michinori (嵜本道徳・京都大
学)、SAKIO Hitoshi (崎尾均・新潟大学)、
SATO Shigeho (佐藤重穂)、SHIBATA Mitsue
(柴田銃江)、TAKASHIMA Atsushi (高嶋敦史・
琉球大学)、TANAKA Hiroshi (田中浩)、
TASHIRO Naoaki (田代直明・九州大学)、
TOKUCHI Naoko (德地直子・京都大学)、
TORIKAI Hisahiro (鳥飼久弘・奄美野鳥の
会)、YOSHIDA Toshiya (吉田俊也・北海道大
学)

Monitoring of the ground-dwelling beetle
community and forest floor environment in 22
temperate forests across Japan.（日本全国22ヶ
所の温帯林における地表徘徊性甲虫群集および林
床環境のモニタリング）

Ecological Research、
31:607-608

2016.09.

69
岡本隆 豪雪地域の地すべりに及ぼす積雪荷重の影響 日本地すべり学会東北支部

シンポジウム講演集(平成28
年度)、20-22

2016.04.

70 岡本隆 積雪期における地すべりの長期変動観測 秋田の森林づくり、724:6-7 2016.06.

71 岡本隆 本の紹介（土砂災害と防災教育） 森林技術、896:36-37 2016.11.

72
岡本隆、大丸裕武、村上亘 地すべり地における融雪浸透－タンクモデルを用

いた融雪期の地下水位予測
日本地すべり学会研究発表
講演集、55:231-232

2016.08.

73

SHIBASAKI Tatsuya (柴崎達也・京都大
学)、MATSUURA Sumio (松浦純生・京都大
学)、OKAMOTO Takashi (岡本隆)

Experimental evidence for shallow, slow-
moving landslides activated by a decrease in
ground temperature(地温低下によって活発化する
緩慢な浅層地すべりの実験的根拠)

Geophysical Research
Letters、DOI:
10.1002/2016GL069604

2016.07.

74

大沢光（京都大学）、松浦純生（京都大
学）、岡本隆、柴崎達也（国土防災技
術）、平島寛行（防災科学技術研究所）

積雪地の地すべりにおける特異な間隙水圧変動 日本地すべり学会研究発表
講演集、55:193

2016.08.

75

平島寛行 (防災科学技術研究所)、松浦純
生 (京都大学)、大沢光 (京都大学)、阿
部修 (防災科学技術研究所)、岡本隆

融雪土砂災害予測にむけた積雪モデルの応用 雪氷研究大会（2016・名古
屋）講演要旨集、C2-4

2016.09.

76

中町聡 (オリエンタルコンサルタンツ)、
松浦純生 (京都大学)、阿部修 (防災科学
技術研究所)、平島寛行 (防災科学技術研
究所)、岡本隆、大沢光 (京都大学)、柴
崎達也 (国土防災技術)

樹木分布が林内の融雪特性に及ぼす影響 雪氷研究大会（2016・名古
屋）講演要旨集、P1-59

2016.09.
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77

井良沢道也 (岩手大学)、檜垣大助 (弘前
大学)、小岩直人 (弘前大学)、高橋未央
(弘前大学)、岡本隆、安野雅満 (タック
エンジニアリング)、多田信之 (タックエ
ンジニアリング)、中島達也 (アジア航
測)、新井瑞穂 (アジア航測)、落合達也
(アジア航測)、笠原亮一 (日本工営)、齋
藤彰朗 (国土防災技術)、佐藤聡 (国土防
災技術)、広瀬伸二 (国土防災技術)、講
武学 (国土防災技術)、佐藤達也 (国土防
災技術)、大坪俊介 (国土防災技術)、真
壁さくら (国土防災技術)

2016年8月30日台風10号による岩手県岩泉町及び宮
古市における土砂災害

砂防学会誌、69(6):71-79 2017.03.

78 齋藤武史 津波に耐えた木々が発揮する環境保全機能 岩手の林業、705:6-7 2016.08.

79
齋藤武史、村井宏 (森と緑の研究所) 津波で流失した海岸林跡地における苗木植栽後3年

目までの地温の推移
東北森林科学会第21回大会
講演要旨集、55

2016.08.

80
齋藤武史、村井宏 (森と緑の研究所) 津波で被災した海岸林跡の盛土地における地熱流

束の季節変化と被覆工の影響
平成28年度日本海岸林学会
三沢大会研究発表会要旨
集、18-19

2016.10.

81
篠宮佳樹 海岸防災林再生事業で造成された生育基盤の深耕

による硬度の変化
みどりの東北、150:4 2016.09.

82
篠宮佳樹、今矢明宏、高梨清美 (仙台森
林管理署)、坂本知己

水溜まりが生じた生育基盤盛土の物理性－海岸防
災林再生事業初期に造成された盛土の事例－

森林総合研究所研究報告、
15(4):151-159

2016.12.

83
篠宮佳樹、小林政広、澤野真治、坪山良
夫、志知幸治

列状間伐前後の森林流域における懸濁態物質の流
出実態

東北森林科学会講演要旨
集、21:45

2016.08.

84
篠宮佳樹、小林政広、坪山良夫、澤野真
治、志知幸治、釣田竜也、大貫靖浩、伊
藤優子

列状間伐前後の森林流域における懸濁態物質およ
び放射性セシウムの流出実態

水環境学会講演要旨集、
51:490

2017.03.

85
小林政広、篠宮佳樹、伊藤優子、坪山良
夫

作業道の作設をともなう間伐作業時における森林
からの流出成分の一時的な変化

日本地球惑星科学連合2016
年大会予稿集、AHW16-P02

2016.05.

86
小林政広、蛭田利秀（福島県農林水産
部）、篠宮佳樹、伊藤優子、大貫靖浩、
山口紀子 (農研機構)

福島県の森林における土壌水中の放射性セシウム
濃度

日本土壌肥料学会年次大会
講演要旨集、62:6

2016.09.

87
玉井幸治、澤野真治、壁谷直記、清水貴
範、小林政広、篠宮佳樹、飯田真一、大
貫靖浩

東北地方太平洋沖地震直後の流出量増加と浅層地
下水位の低下

第128回日本森林学会大会学
術講演集、220

2017.03.

88

石塚成宏、田中永晴、稲冨素子 (森林総
研PD)、金子真司、三浦覚、古澤仁美、山
田毅、平井敬三、志知幸治、相澤州平、
池田重人、篠宮佳樹

炭素窒素蓄積量測定における4点土壌試料混合の影
響と評価

日本森林学会大会学術講演
集、128:275

2017.03.

89

蛭田利秀 (元福島県林業研究センター)、
川口知穂 (福島県いわき農林事務所)、壽
田智久 (福島県県中農林事務所)、坪山良
夫、大谷義一、小林政広、篠宮佳樹

落葉・落枝および林床における放射性セシウムの
動態

東北森林科学会誌、
21(2):43-49

2016.10.

90 阿部俊夫 雪融け水はどっちが多い？－落葉広葉樹林とスギ
林との比較－

岩手の林業、702:6-7 2016.05.

91
阿部俊夫、岡本隆、篠宮佳樹 林床のリター堆積量に影響する要因と人工物設置

によるリター堆積量の変化
東北森林科学会大会講演要
旨集、21:41

2016.08.

92
阿部俊夫、岡本隆、篠宮佳樹 スギ林における濁水ろ過実験とその後の地表流観

測
日本森林学会大会学術講演
集、128:278

2017.03.

93
相澤州平、伊藤江利子、橋本徹、延廣竜
彦、阪田匡司、阿部俊夫、北村兼三

定山渓森林理水試験地における無機態窒素流出負
荷量の長期変動

北方森林研究、65:73-74 2017.02.

94
萩野裕章 クロマツの葉への砂粒子衝突実験 平成28年度日本海岸林学会

三沢大会講演要旨集、p.28-
29

2016.10.

95
萩野裕章、坂本知己 海岸林風況モデルによる本数調整効果の計算 第128回日本森林学会大会学

術講演集、P2-222
2017.03.

96
新田響平 (秋田県林業研究研修セン
ター)、萩野裕章

勾配及び静砂垣間隔が垣内の風速に与える影響 平成28年度日本海岸林学会
三沢大会講演要旨集、p.26-
27

2016.10.

97
壁谷直記、黒川潮、北村兼三、清水晃、
浅野志穂、萩野裕章

去川理水試験地Ⅱ号沢における部分伐採が河川流
出量に与えた影響の評価

森林総合研究所九州支所年
報、28:11-12

2017.01.

98 久保田多余子 間伐が森林の水源涵養機能に及ぼす影響 みどりの東北、148:4 2016.07.

99
久保田多余子 森林施業が森林蒸発散量の長期変動に及ぼす影響 第21回東北森林科学会大会

講演要旨集、21:43
2016.08.

100
久保田多余子 海岸林内の排水状態とクロマツの塩害との関係 東北森林科学会誌、

22(1):9-14
2017.03.
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101

KUBOTA Tayoko (久保田多余子)、KAGAWA
Akira (香川聡)、KODAMA Naomi (児玉直
美・Swiss Federal Institute for
Forest，Snow，and Landscape Research
WSL，)

Iffects of salt water immersion caused by a
tsunami on δ13C and δ18O values of Pinus
thunbergii tree-ring cellulose（津波によって
引き起こされた海水浸水がクロマツの年輪セル
ロース中のδ13C and δ18Oへ与える影響）

Ecological Research、
32:271-277

2017.02.

102
延廣竜彦、坪山良夫、久保田多余子、玉
井幸治

茨城県北部のヒノキ林における間伐に伴う林分構
造と樹冠通過雨量の変化

水利科学、60(2):1-11 2016.06.

103

小野賢二 盛土の表面に水溜まりが出来ることがあるのはな
ぜか？

ワンポイント解説　海岸林
造成技術の高度化に向けて
森林総合研究所第3期中期計
画成果、40:38-39

2016.12.

104

小野賢二 森林土壌の除塩は必要か？ ワンポイント解説　海岸林
造成技術の高度化に向けて
森林総合研究所第3期中期計
画成果、40:26-27

2016.12.

105

小野賢二 マツヤスギの赤枯れはなぜ起きたのでしょうか？ ワンポイント解説　海岸林
造成技術の高度化に向けて
森林総合研究所第3期中期計
画成果、40:14-15

2016.12.

106
小野賢二 盛土工を伴う海岸林再生の現状－小友試験地の根

系調査から明らかになったこと－
第3回高田松原再生講座、6-
16

2017.02.

107

小野賢二 津波被災海岸林の再生事業において造成された生
育基盤盛土の現状

平成28年度岩手県林業技術
センター・国立研究開発法
人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プロ
グラム資料、1

2017.02.

108
小野賢二、今矢明宏 (JIRCAS)、高梨清美
(林野庁東北森林管理局仙台森林管理
署)、坂本知己

盛土の物理性および盛土への各種耕起工が土壌硬
度鉛直分布に及ぼす効果の評価－

森林総合研究所研究報告、
15巻3号:65-78

2016.09

109
小野賢二、今矢明宏 (JIRCAS)、坂本知己 海岸林復旧事業における生育基盤盛土の現状と留

意点－土壌物理矯正法としての各種掻き起こし工
が盛土内の土壌硬度分布に及ぼす効果－

日本土壌肥料学会講演要旨
集、62:162

2016.09

110
小野賢二、藤井一至、安田幸生 多雪地域落葉広葉樹林における土壌水動態の季節

変動
第64回日本生態学会大会講
演要旨、P2-N-400

2017.03.

111

小野賢二、野口宏典、坂本知己、瀧邦雄
(日本緑化センター)、小山直人 (日本緑
化センター)、猪俣景悟 (ダイトウテクノ
グリーン)、長谷川秀三 (ジオグリーン
テック)

海岸防災林の生育基盤として造成された盛土の土
壌硬度と根系成長の関係

東北森林科学会第21回大会
講演要旨集、44

2016.08.

112
金山昴平 (南山大)、藤本潔 (南山大)、
小野賢二、渡辺信 (琉球大)、谷口真吾
(琉球大)

西表島船浦湾マングローブ林におけるヤエヤマギ
ルギとオヒルギの細根生産・蓄積量

第22回日本マングローブ学
会平成28年度大会講演要旨
集、9

2016.12.

113
森下智陽、深山貴文、安田幸生、阪田匡
司、小野賢二

多雪地域のブナ林とカラマツ林における土壌中お
よび積雪中モノテルペン濃度

日本土壌肥料学会講演要旨
集、62:1-1-2

2016.09.

114

ITO Eriko (伊藤江利子)、MIURA Satoru
(三浦覚)、AOYAMA Michio (青山道夫・福
島大)、SHICHI Koji (志知幸治)、ONO
Kenji (小野賢二)

How much the radiocesium fallout remain in
forest surface soils?(大気圏核実験で降下した
放射性セシウムは森林土壌にどの程度留まってい
るか)

日本地球惑星科学連合2016
年大会予稿集、MAG24-06

2016.05. 

115

宮本尚子、飯塚和也（宇都宮大学）、内
山憲太郎、小野賢二、大平峰子、那須仁
弥、木村恵、上野真義、津村義彦（筑波
大学）、山田浩雄

スギ立木の心材色の予測に向けたカリウム含量分
析およびゲノムワイド関連解析

第80回日本植物学会研究発
表記録、p.154(P-0304)

2016.09

116

松井夕貴 (南山大)、藤本潔 (南山大)、
小野賢二、渡辺信 (琉球大)、谷口真吾
(琉球大)、サイモンリパイ (ミクロネシ
ア連邦ポンペイ州政府) 外

マングローブ泥炭堆積域における群落レベルでの
海面上昇影響の実態と近未来予測（予報）

第22回日本マングローブ学
会平成28年度大会講演要旨
集、10

2016.12.

117

金子真司、赤間亮夫、藤原健、橋本昌
司、平井敬三、池田重人、今村直広 (森
林総研PD)、梶本卓也、川崎達郎、小林政
広、小松雅史、三浦覚、大橋伸太、大貫
靖浩、小野賢二、齊藤哲、阪田匡司、鈴
木養樹、高野勉

森林内の放射性セシウムの分布・動態に及ぼす乾
性・湿性沈着の影響

第128日本森林学会大会学術
講演集、87

2017.03

118
野口宏典、坂本知己、阿部俊夫、小野賢
二、渡部公一 (山形県森林研究研修セン
ター)

クロマツとコナラ幼齢木の立木引き抜き抵抗力 平成28年度日本海岸林学会
三沢大会講演要旨集、30-31

2016.10.
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119

鈴木覚、野口宏典、南光一樹、勝島隆
史、加藤徹 (静岡県農林技術研究所森
林・林業センター)、渡井純 (静岡県農林
技術研究所森林・林業センター)

樹木の被害から竜巻の強さを知る 平成28年度版研究成果選
集、50-51

2016.08

120

深山貴文、山野井克己、溝口康子、安田
幸生、野口宏典、小南裕志、北村兼三、
森下智陽、安宅未央子（森林総研PD）、
吉村謙一（京大農）、松本一穂（琉大
農）、　高梨聡、和田龍一（帝京科学大
生命環境）、吉藤奈津子、岡野通明

多様な森林に立地するフラックスタワー群を用い
たBVOC観測ネットワークの概要

第57回大気環境学会年会講
演要旨集、308

2016.09

121
島田卓哉 アカネズミの採餌行動−植物個体内変異が作り出す

ばらつきへの対応−
「日本のネズミ &#8212; 多
様性と進化」（東京大学出
版会）、111-128

2016.10.

122

SHIMADA Takuya (島田卓哉) Within-plant variability in seed
characteristics and its effects on foraging
behaviors of seed consumers（コナラ種子形質に
おける植物個体内変異とその種子捕食行動への影
響）

22nd International
Conference of Zoology，
abstract、22:IS28

2016.11.

123

SHIMADA Takuya (島田卓哉)、ONODERA
Rokuya (小野寺緑也・北海道大学)、
AKIMOTO Yuka (秋元佑香・北海道大学)、
SAITOH Takashi (齊藤隆・北海道大学)

Different population responses of three
sympatric rodent species to acorn masting（同
所的に生息する野ネズミ3種の堅果生産量に対する
反応の違い）

7th Scientific Congress
of East Asian Federation
of Ecological Societies
(EAFES7), abstract、7:S14

2016.04.

124

島田卓哉、山田文雄 (森林総研非常勤職
員)、中下留美子、亘悠哉、菊地文一 (元
多摩動物園)、奥田圭 (福島大学)、小野
綾美 (筑波大学)、中島亜利香 (筑波大
学)、藤岡正博 (筑波大学)、堀野眞一

野ネズミにおける放射性セシウム蓄積量の個体間
変異の要因

日本生態学会大会講演要旨
集、64:P2C130

2017.03.

125

ONODERA Rokuya (小野寺緑也・北海道大
学)、AKIMOTO Yuka (秋元佑香・北海道大
学)、SHIMADA Takuya (島田卓哉)、
SAITOH Takashi (齊藤隆・北海道大学)

Different population responses of three
sympatric rodent species to acorn masting-the
role of tannin tolerance（同所的に生息する3種
の野ネズミの堅果生産量に対する反応の違い）

Population Ecology、
59(1):29-43

2017.01.

126

山田文雄 (森林総研非常勤職員)、島田卓
哉、中下留美子、亘悠哉、堀野眞一、菊
地文一 (元多摩動物園)

福島原発事故5年間の小型哺乳類における放射性セ
シウム濃度の変化

「野生生物と社会」学会大
会講演要旨集、22:P-23

2016.11.

127
鈴木祥悟、島田卓哉、八木橋勉 森林総合研究所東北支所構内の鳥類と哺乳類の目

録II
森林総合研究所東北支所年
報、57:27-30

2016.11.

128
鈴木祥悟、島田卓哉、大西尚樹、堀野眞
一

盛岡市の市街地に近接する樹林地への野生動物の
出現状況

東北森林科学会第21回大会
講演要旨集、21:29

2016.08.

129
工藤琢磨 マツ枯れ被害地の樹種転換-猛禽類の営巣林を再生

する-
岩手の林業、708、4-5 2016.11

130

磯野昌弘 羽化トラップを利用した土壌昆虫の調べ方 http://www.ffpri.affrc
.go.jp/thk/research/or
g/documents/soil_insec
t.pdf、29pp.

2016.03.

131
磯野昌弘 樹氷の森を褐変させた蛾の大発生 フォレストウインズ、65:1-

2
2016.06.

132
磯野昌弘 トウヒツヅリヒメハマキの大発生を終息させた土

着天敵の波状攻撃
東北森林科学会第21回大会
講演要旨集、p.28

2016.08.

133
磯野昌弘 オス偏重性比への誘導によるトネリコクロハバチ

防除の可能性
第61回日本応用動物昆虫学
会大会講演要旨、I114

2017.03.

134 升屋勇人 北米のミズキ類炭疽病はアジア起源？ Forest Winds、No.67 2016.12.

135
升屋勇人、菊地泰生 (宮崎大)、佐橋憲生 サクラてんぐ巣病菌のゲノムを読む 森林防疫、65(4):118-124 2016.07.

136
升屋勇人、市原優、相川拓也、高橋由紀
子 (森林総研PD)、窪野高徳

スギ黒点病菌Sydowia japonicaの潜在分布予測 日本菌学会第60回大会要
旨、60: 67

2016.09

137

MASUYA Hayato (升屋勇人)、MANABE
Riichiroh (真鍋理一郎)(理研)、OHKUMA
Moriya (大熊守也)(理研)、ENDOH Rikiya
(遠藤力也)(理研)

Draft genome sequence of Raffaelea quercivora
JCM11526, a Japanese oak wilt pathogen
associated with the platypodid beetle,
Platypus quercivorus（カシノナガキクイムシに
随伴するナラ枯れ関連菌　Raffaelea quercivora
JCM11526のドラフトゲノム）

Genome Announcements、
4(4):e00755-16

2016.08.
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138
真宮靖治 (元玉川大)、升屋勇人 殺線虫効果など抗生物活性を示す物質を産生する

八王子産Penicillium citrinum
第24回日本線虫学会年次大
会要旨集、O32

2016.09.

139
高橋由紀子 (森林総研PD)、升屋勇人、窪
野高徳

スギ黒点病感染雄花花序枝におけるSydowia
japonica のジェネット組成

第60回菌学会大会要旨、
60:68

2016.05.

140
高橋由紀子 (森林総研PD)、升屋勇人、窪
野高徳

スギ人工林ににおけるSydowia japonica の自然感
染率

樹木医学会大会要旨集、
21:24

2016.11.

141
高橋由紀子 (森林総研PD)、升屋勇人、窪
野高徳

自然環境下のスギ雄花におけるスギ黒点病菌
Sydowia  japonicaの感染状況

樹木医学研究、21(1):1-7 2017.01.

142
加賀谷悦子、上田明良、升屋勇人、神崎
菜摘

アメリカマツノキクイムシ(甲虫目:キクイムシ科)
の生態と随伴生物：日本への侵入リスクの考察の
ために

日本応用動物昆虫学会誌、
60(2):77-86

2016.05.

143

春間俊克 (筑波大)、山路恵子 (筑波
大)、升屋勇人、関根由莉奈 (日本原子力
開発機構)、香西直文 (日本原子力開発機
構)

鉱山跡地に自生するススキ（Miscanthus
sinensis）の内生菌が産生するAl解毒物質の同定

第64回日本生態学会要旨、
P2-Q-467

2017.03.

144

宮本敏澄 (北海道大)、升屋勇人、小泉章
夫 (北海道大)、山口岳広、石原誠、山岡
裕一 (筑波大)、岡根泉 (筑波大)

北海道大学構内で発生したハルニレの集団枯損に
ついて.

平成28年度北方森林学会大
会要旨、P-27

2016.11.

145

Stephen Miller (ルーカス大、アメリ
カ)、MASUYA Hayato (升屋勇人)、Jian
Zhang (高密市病院、中国)、Emily Walsh
(ルーカス大、アメリカ)、Ning Zhang
(ルーカス大、アメリカ)

Real-time PCR detection of dogwood
anthracnose fungus in historical herbarium
specimens from Asia（アジア由来の標本における
ハナミズキ炭疽病菌のリアルタイムPCRによる検
出）

PLoS ONE、
doi:10.1371/journal.pone.
0154030

2016.04.

146

山中智博 (法政大)、小野剛 (東京都)、
升屋勇人、柴田葵 (法政大)、堀江博道
(法政大)、廣岡裕吏 (法政大)

Colletotrichum sp.によるヒメツバキ炭疽病（新
称）

平成28年度日本植物病理学
会関東部会要旨、p.26

2016.09.

147
正木隆、五十嵐哲也、永光輝義、菊地
賢、升屋勇人、神崎菜摘、長谷川元洋、
加賀谷悦子、滝久智

林業地域の中で生物多様性を保全する広葉樹林 森林総合研究所第3期中期計
画成果集、66-67

2016.10.

148

太田祐子 (日本大学)、小牧義輝 (東京
大)、出野貴仁 (東京大)、田中健文 (東
京大)、槇原寛 (元森林総研)、服部力、
升屋勇人、北島博、島田律子 (東京都)

小笠原群島固有の絶滅危惧種コバトベラの枯死原
因

樹木医学研究、20:133-137 2016.07.

149

田中裕里佳 (九州大)、阪上宏樹 (九州
大)、藤本登留 (九州大)、吉田茂二郎
(九州大)、久米篤 (九州大)、榎木勉 (九
州大)、高嶋敦史 (琉球大)、雉子谷佳男
(宮崎大)、升屋勇人

微生物で処理したスギ黒心心材の液体注入性 日本木材加工技術協会第34
回年次大会要旨集、33-34

2016.10.

150

YAMAJI Keiko (山路恵子・筑波大)、
WATANABE Yumiko (渡辺由美子・筑波
大)、 MASUYA Hayato (升屋勇人)、
SHIGETO Arisa (重藤ありさ・筑波大)、
YUI Hiroshi (由井博・筑波大)、HARUMA
Toshikatsu (春間俊克・筑波大)

Root Fungal Endophytes Enhance Heavy-Metal
Stress Tolerance of Clethra barbinervis
Growing Naturally at Mining Sites via Growth
Enhancement, Promotion of Nutrient Uptake and
Decrease of Heavy-Metal Concentration（根内生
菌は栄養吸収による成長促進と重金属濃度の減少
を通じてリョウブの重金属耐性を高める）

PLoS ONE、
doi:10.1371/journal.pone.
0169089

2016.12.

151
中村克典 岩手県三陸地方で拡大しつつあるナラ枯れ被害 樹木医学研究、20(2):118-

119
2016.08.

152

NAKAMURA-MATORI Katsunori (中村克
典）

Characteristics of pine wilt epidemic in
north-eastern Japan: from the stand-based
descriptions of the dameage levels（東北日本
でのマツ材線虫病の流行にみられたいくつかの特
徴：林分を単位とした被害量調査から）

2016 IUFRO working party
7.02.10 pine wilt disease
international symposium
proceedings、p.111

2016.08.

153

中村克典 津波に耐えた木はその後どうなった？ ワンポイント解説海岸林造
成技術の高度化に向けて
（森林総合研究所第3期 中
期計画成果40（森林機能発
揮-21））、pp.12-13

2016.12.

154

中村克典 赤枯れしにくい樹種は？ ワンポイント解説海岸林造
成技術の高度化に向けて
（森林総合研究所第3期 中
期計画成果40（森林機能発
揮-21））、pp.16-17

2016.12.

平成29年版　森林総合研究所東北支所年報

21



著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号頁 発行年月

155

中村克典 津波は松くい虫被害を拡大させたか？ ワンポイント解説海岸林造
成技術の高度化に向けて
（森林総合研究所第3期 中
期計画成果40（森林機能発
揮-21））、pp.20-21

2016.12.

156

中村克典 海岸の砂地に広葉樹を植えても育つの？ ワンポイント解説海岸林造
成技術の高度化に向けて
（森林総合研究所第3期 中
期計画成果40（森林機能発
揮-21））、pp.30-31

2016.12.

157 中村克典 海岸林におけるマツ材線虫病対策 樹木医学研究、21(1):37-43 2017.01.

158
中村克典 松くい虫被害に対する防除戦略：考え方と実際 第128回日本森林学会大会学

術講演集、73
2017.03.

159
佐藤大樹、中村克典 マツノマダラカミキリを防除対象とした糸状菌製

剤バイオリサマダラの現場施用について
第6回関東森林学会大会講演
要旨集、16

2016.10.

160
浦野忠久、杉本博之 (山口県農林総合技
術センター)、中村克典

マツノマダラカミキリの被覆粘着資材を用いた防
除へのサビマダラオオホソカタムシの導入試験

第128回日本森林学会大会学
術講演集、223

2017.03.

161
佐藤大樹、浦野忠久、前原紀敏、中村克
典

バイオリサマダラを事業的に施用した際の防除効
果

第128回日本森林学会大会講
演要旨、224

2017.03.

162

MATSUI Tetsuya(松井哲哉)、HIRATA
Akiko(平田晶子)、NAKAO Katsuhiro(中尾
勝洋)、OHASHI Haruka(大橋春香・森林総
研PD)、TANAKA Nobuyuki(田中信行・東京
農業大学)、NAKAMURA Katsunori(中村克
典)

Predicting pine wilt disease spreading under
the climate change in East Asia(東アジアにお
ける気候変化に対する松枯れ分布拡大の予測)

The 7th EAFES
International Congress
(Abstract Book)、p.229

2016.04.

163

松井哲哉、平田晶子 (森林総研非常勤職
員)、中尾勝洋、小南裕志、田中信行 (農
大)、大橋春香 (森林総研PD)、高野宏平
(森林総研PD)、竹内渉 (東大)、中村克典

気候変動によりマツ材線虫病リスク域は全球ス
ケールで拡大するか？

日本生態学会第64回全国大
会講演要旨、P2-G-228

2017.03.

164 前原紀敏 カミキリムシと線虫の相性の良さ Forest Winds、66 2016.09.

165

MAEHARA Noritoshi (前原紀敏)、KANZAKI
Natsumi (神崎菜摘)

Transfer of Bursaphelenchus okinawaensis
(Nematoda: Aphelenchoididae) associated with
Monochamus maruokai  (Coleoptera:
Cerambycidae) into M. alternatus  (Coleoptera
: Cerambycidae) and Psacothea hilaris
(Coleoptera: Cerambycidae)（キマダラヒメヒゲ
ナガカミキリの線虫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）

Nematology、18(6):679-685 2016.07

166
前原紀敏、神崎菜摘 クロコブゾウムシの線虫Bursaphelenchus

niphadesはマツノマダラカミキリに乗り移れるの
か？

日本応用動物昆虫学会大会
講演要旨集、61:183

2017.03

167

KANZAKI Natsumi (神崎菜摘)、SAKAMOTO
Hironori (坂本洋典・茨城大)、MAEHARA
Noritoshi (前原紀敏)

Diplogasteroides nix  n. sp. (Nematoda:
Diplogastridae), a cryptic species related to
D. andrassyi , isolated from Monochamus
urussovii  (Coleoptera: Cerambycidae) from
Hokkaido, Japan, with remarks on the body
surface structures.（Diplogasteroides
andrassyi  の隠蔽種、D. nix  の新種記載とその
体表面構造）

Nematology、18:753-773 2016.07

168
相川拓也、升屋勇人 マツノマダラカミキリ成虫の上翅に付着している

菌類でマツノザイセンチュウはよく増える？
日本線虫学会第24回大会講
演要旨集、24:19

2016.09.

169
相川拓也、堀野眞一、市原優 「ニホンジカ・カモシカ識別キット」の開発 日本森林学会大会学術講演

集、128:176
2017.03

170
相川拓也、堀野眞一、市原優 シカとカモシカの糞をすばやく識別 平成28年版 研究成果選集

2016、54-55
2016.08

171
相川拓也、市原優、升屋勇人、安佛尚志
(産総研・生物プロセス)、前原紀敏、中
村克典

ビロウドカミキリにおける細胞内共生細菌の解析 日本応用動物昆虫学会大会
講演要旨集、61:176

2017.03.

172
石黒秀明 (石黒樹木医事務所)、相川拓也 マツノマダラカミキリの産卵痕を経由したアカマ

ツ枯死木へのマツノザイセンチュウの侵入
日本森林学会誌、98:124-
127

2016.08

173
中島剛（青森県産業技術センター林業研
究所）、井城泰一、山野邉太郎、相川拓
也、中村克典

接種後1年4ヶ月及び2年4ヶ月経過した抵抗性クロ
マツ接木苗におけるマツノザイセンチュウの分布

日本森林学会大会学術講演
集、128、285

2017.03.

174
伊藤昌明 (青森県産業技術センター林業
研究所)、相川拓也、蝦名雄三 (青森県林
政課)

青森県南西部のマツ材線虫病初期被害地における
マツノマダラカミキリ幼虫の罹病木穿入密度

日本森林学会大会学術講演
集、128:268

2017.03
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175

Marta Alves（Universidade de
Aveiro）、Anabela Pereira
（Universidade
de Aveiro）、Patrícia Matos
（Universidade
de Aveiro）、Joana Henriques
（INIAV/Unidade）、Cláudia
Vicente（Universidade de Évora）、
Takuya Aikawa（相川拓也）、Koichi
Hasegawa（Chubu University）、
Francisco Nascimento（Universidade de
Évora）、Manuel Mota（Universidade de
Évora）、António Correia
（Universidade de Aveiro）、Isabel
Henriques（Universidade de Aveiro）

Bacterial community associated to the pine
wilt disease insect vectors Monochamus
galloprovincialis and Monochamus alernatus.
（マツ材線虫病の媒介昆虫Monochamus
galloprovincialisとマツノマダラカミキリに関
連したバクテリアコミュニティー）

Scientific Reports、
doi:10.1038/srep23908

2016.04

176 小谷英司 次は何を植えますか？地位について みどりの東北、146:pp.6 2016.04.

177
小谷英司 森林での災害把握に役立つ空中写真と人工衛星画

像の利用
季刊森林総研、35:pp.6-7 2016.11.

178
小谷英司、天野智将 土倉沢カラマツ人工林収穫試験地における定期調

査の概要
東北支所年報、57:pp.20-21 2016.12.

179
小谷英司、天野智将、駒木貴彰 木質バイオマス発電施設設置に対する森林資源量

分析
東北森林科学会大会講演要
旨集、21:pp.2

2016.08.

180
小谷英司、田中真哉、西園朋広、細田和
男

航空機LiDARによる平均林冠高法の比較分析 第128回日本森林学会大会学
術講演集、1pp.

2017.03.

181

小谷英司、鷹尾元(JIRCAS)、田中真哉、
細田和男、西園朋広、古家直行、北原文
章、家原敏郎、山田祐亮、金森匡彦 (日
林協)

高・低密度航空レーザデータによるスギ林本数密
度推定

写真測量学会H28年次学術講
演会発表論文集、pp.73-74

2016.05.

182

KODANI Eiji (小谷英司)、TAKAO Gen (鷹
尾元・JIRCAS)、TANAKA Shinya (田中真
哉)、HOSODA Kazuo (細田和男)、
NISHIZONO Tomohiro (西園朋広)、FURUYA
Naoyuki (古家直樹)、KITAHARA Fumiaki
(北原文章)、IEHARA Toshiro (家原敏
郎)、YAMADA Yusuke (山田祐亮)、
KANAMORI Masahiko (金森匡彦・日林協)

Comparative analyses of high and low density
LiDAR data for forest stand volume and mean
height in man-made Sugi coniferous forest
area(スギ人工林での高・低密度航空LiDARデータ
を用いた林分材積と平均樹高推定式の比較分析)

IUFRO International
Symposium
FORCOM/SFEM/2016
Abstract、pp.15

2016.09.

183
西園朋広、細田和男、富村洋一 (森林総
研非常勤職員)、佐野真琴、小谷英司

秋田地方のスギにおける樹高を用いた一変数材積
式の検討

関東森林研究、67(2):223-
226

2016.11.

184
山田毅、高橋幸男 (釜石地方森林組合)、
西園朋広、小谷英司、天野智将、平井敬
三

枝条収穫の違いがスギ林土壌の理化学特性と林分
成長に及ぼす影響

森林立地、58(2):61-68 2016.12.

185
西園朋広、細田和男、富村洋一 (森林総
研非常勤職員)、佐野真琴、北原文章、小
谷英司

樹高を用いた一変数材積式の検討-複数地方のスギ
の事例-

関東森林学会講演要旨集、
6:40

2016.10.

186
高橋正義、細田和男、西園朋広、齋藤英
樹、石橋聡、古家直行、小谷英司

長期モニタリングデータによるカラマツの成長 特
性と環境要因

第128回日本森林学会大会学
術講演集、P2-058

2017.03.

187

田中真哉、小谷英司、鷹尾元 (国際農林
水産業研究センター)、細田和男、金森匡
彦 (日本森林技術協会)、佐野真琴 (佐野
真)

航空機LiDARデータを用いた立木密度の推定: UAV
空撮画像による上層木本数の検証

日本森林学会大会学術講演
集、128:P2-027

2017.03.

188
天野智将 東北地方に適した一貫作業システム ウッドファーストあきた低

コスト造林セミナー、基調
報告2:1-36（縮刷）

2016.10．

189
天野智将 東北地域における一貫作業の取組 平成28年版森林総合研究所

東北支所年報、57:40-41
2016.11.

190
天野智将 東北地域における一貫作業システム 平成28年版森林総合研究所

東北支所年報、57:39-40
2016.11.

191 天野智将 東北地域の木材流通の現状と課題 木材情報、307:6-9 2016.12.

192
天野智将、大塚生美、林雅秀 (山形大学) 1-2)-(11)　森林資源管理研究グループ 平成28年版森林総合研究所

東北支所年報、57:10
2016.11.

193
横田康裕、天野智将、藤掛一郎 (宮崎大) 木質バイオマス発電のための原燃料の安定供給体

制の構築－大分県日田地域の事例－
林業経済学会2016秋季大
会、D8

2016.11.
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194

杉山真樹、天野智将、伊神裕司、山本幸
一、小木曽純子 (林野庁)、長谷川良一
(岐阜県生活技術研究所)、井上雅文 (東
京大学)、有馬孝禮 (東京大学)

国産家具の製品ベースでの木材使用量および国産
材率の把握

木材利用システム研究、
2:26-28

2016.09.

195
大塚生美 「緑の雇用」と東日本大震災後の森林所有者の林

業技術者への期待
森林組合、554:9-12 2016.08.

196
大塚生美 林地集積の実態－Ｔ林業の事例－ 育林経営の崩壊と再編に関

する研究報告書、pp44-47
2016.08.

197
大塚生美 震災後の東北における原木需給の現局面と青森県

森連の躍進
育林経営の崩壊と再編に関
する研究報告書、pp48-54

2016.08.

198
大塚生美 森林施業規制と住民投票制度、林業税に関する研

究－アメリカ・オレゴン州を事例として－
環境情報科学、45(3):79-84 2016.09.

199 大塚生美 市場組織化による林業ビジネスモデルの一形態 関東森林学会大会、45 2016.10.

200
大塚生美 県庁所在都市と周辺地域の労働力確保事情－山形

県の事例－
平成28年度「緑の雇用」事
業の評価に関する調査報
告、pp72-90

2017.02.

201

大塚生美 社有林の経営動向 ミクロデータで見る林業の
実像：2005・2011年農林業
センサスの分析（日本林業
調査会、藤掛一郎・田村和
也編）、pp113-131

2017.03.

202
大塚生美 わが国における林地集積の二面性 日本森林学会大会学術講演

集、128:194
2017.03.

203
大塚生美、中村克典、林雅秀（山形大
学）

マツ枯れ対策と木質バイオマス利用に関する研究 東北森林科学会大会、22 2016.08.

204

大塚生美、中村克典、林雅秀（山形大
学）

松枯れ対策と木質バイオマス利用の複合効果と課
題 ー環境・林業・社会の調和型林業ビジネスモデ
ル実装化プロジェクトからー

林業経済学会2015年秋季大
会要旨集、A22

2016.11.
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１－４）研究資料 

 
（１） 三ツ沢ブナ天然林収穫試験地と男鹿山スギ林収穫試験地における定期調査の概要 
 

小谷英司（地域資源利用チーム）・天野智将（森林資源管理研究グループ）・ 
細田和男・西園朋広・山田祐亮(本所資源解析研究室) 

 
 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。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。 
 
１. 三ツ沢ブナ天然林収穫試験地の定期調査結果の概要 
 この試験地は、東北森林管理局山形森林管理署最上支署の 2209 林班た小班のブナ林に

1959 年に設定された。試験地は山形県戸沢村にあり、標高は 340m、地質は頁岩および砂

質頁岩である。調査地はブナの二次林であり、樹種はブナを主とするが、ホオノキ、トチノ

キ、コナラが混じる。試験区内の立木に対して、1959 年から約 10 年おきに毎木調査を行っ

てきた。 
 2016 年 10 月に第 6 回の定期調査を実施した。残念ながら、番号ペンキが 9 割以上消え

ていた。このために、まず胸高位置のペンキからプロットの範囲を確定した。次いで、新た

に番号を設定してプロット内の全立木の直径を測定し、代表木として約半数の 56 本の樹高

を測定し、残りは樹高曲線から樹高を推定した。また番号復元の補足情報のために、全立木

の立木位置を測量した。測定と試験地整備作業に 5 人日を要した。 
 調査結果の概要を、図-1 に示す。林齢は森林簿からの引用であり、参考値である。本数密

度は、自然枯死のために調査開始時の 496 本から 213 本へと減少した。平均直径と平均樹

高は順調に成長しており、林分材積も 345 から 536 m3/ha へと増加した。 
 東北地域の代表的広葉樹であるブナについての長期モニタリングデータとして重要であ

り、今後も調査を継続する。 
 

２． 男鹿山スギ収穫試験地の定期調査結果の概要 

 この試験地は、東北森林管理局米代西部森林管理署の 2089 林班ほ小班のスギ林に 1938 年に

設定された。試験地は秋田県男鹿市にあり、標高は 300m である。調査地の地質は頁岩であり、土

壌型は BD型であり、傾斜方位は北北西、傾斜は 10-20°である。1908 年に、4300 本/ha で植栽さ

れ、下刈りが 6 回、蔓きりが 5 回、除伐が 1932-50 年で 7 回、間伐(1936)が 1 回行われた。1938 年

より調査を開始し、これまでに約 5 年毎に毎木調査を行ってきた。 

 2016 年 11 月に第 15 回の定期調査を実施した。胸高直径、樹高、枝下高を直径巻き尺と超音波
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測高器を用いて測定した。測定と試験地整備作業に、約 12 人日を要した。 

これまでの成長経過と今回の調査結果の概要を図-2 に示す。優良区、中庸区、貧弱区と、試験

区設定時点では３つに区分して設定された。しかし、地位の指標となる平均樹高は、昨年の調査

で第一区から第三区で、33.5m、33.2m、32.2m であり、ほぼ差は無かった。成長経過について、調

査初期には、第二区の本数密度がやや大きかったが、その後は全ての項目で試験区間での差は

大きくない。1936 年の間伐以降は、無間伐の状態で試験地は推移している。高齢林にも関わらず、

樹高成長、材積成長ともに順調である。高齢なスギ林の成長経過を示す貴重なデータであり、今

後も調査を継続する。 
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図２ 男鹿山スギ林収穫試験地の林分変数の時系列変化 
（□：第一分区、○：第二分区、△：第三分区） 

図１ 三ツ沢ブナ林収穫試験地の林分変数の時系列変化 
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２ 平成２８年度の広報活動の記録 

２－１）地域再生シンポジウム「持続的な広葉樹利用による地域再生～森林生態系を保全し

ながら～」 

（東北支所、東北大学大学院農学研究科 主催、置賜林業推進協議会 共催） 

[シンポジウム]

○開催期日：平成２８年９月２９日（木曜日）１３：００～１７：００

○開催場所 山形県南陽市文化会館

○来場者数 １１９名

 [現地検討会] 

○開催期日：平成２８年９月３０日（金曜日）８：００～１２：３０

○開催場所 山形県米沢市、川西町、小国町

○参加者数 ５６名

２－２）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２８年１０月１５日（土曜日）１０：００～１５：３０

○開催場所：東北支所構内

[室内イベント]：標本展示室、応接室、玄関ロビー、廊下

・クラフトコーナー（東北育種場）

・マツノザイセンチュウ抵抗性品種[抵抗性苗]（東北育種場）

・山崩れの様子を見てみよう

・小型無人機（ドローン）による森林撮影の室内デモ

・マツノマダラカミキリとのふれあい体験

・身近にいる野生動物

・林木遺伝子銀行１１０番（東北育種場）

・緑の相談コーナー

・クイズラリー

[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 ３４５名

２－３）公開講演会 （東北支所、東北育種場、東北北海道整備局 共催）（一般公開同時開催） 

○開催期日：平成２８年１０月１５日（土曜日）１０：３０～１４：３０

○開催場所 森林総合研究所東北支所会議室

○来場者数 延人数１６０名

○研究発表課題（東北支所分）
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・「クロマツコンテナ苗は時期を選ばずに植えられるのか？」   

東北支所育林技術研究グループ長 八木橋勉  

 

・「海岸林は津波をどれくらい弱めるのか？」  

東北支所森林環境研究グループ主任研究員 野口宏典 

 

・「シカ？それともカモシカ？－どちらの糞かをすばやく識別－」 

                              東北支所生物被害研究グループ主任研究員 相川拓也 

 

・「雪国の造林コストを大幅に削減する方法とは」        

東北支所支所長 駒木貴彰 

 
 [東北支所職員 発表要旨] 

 

クロマツコンテナ苗は時期を選ばずに植えられるのか？ 

東北支所 

育林技術研究グループ長 八木橋勉 

 

 東北地方の津波被害後の海岸林の再生事業では、植栽が大面積にわたるため、作業時期 

を分散させることができる通年植栽が求められています。そこで、宮城県仙台市において、 

クロマツの通年植栽の可能性を検討するため、厳冬期の１月を除き、２ヶ月おきに通年で 

クロマツコンテナ苗を植栽する試験を行いました。その結果、いずれの植栽時期でも越冬 

後の生存率が98% 以上と高く、成長にも大きな問題はみられませんでした。今後、より多 

くの地域で検証する必要がありますが、コンテナ苗を用いれば、クロマツは、厳寒期を除 

いて通年植栽できる可能性が示されました。 

 

 

海岸林は津波をどれくらい弱めるのか？ 

東北支所                        

森林環境研究グループ主任研究員 野口宏典 

 

 2011 年の東日本大震災を契機として、海岸林が津波を抑える効果に対する注目が高まっ

ています。そこで、海岸林の管理（密度管理と下層への広葉樹の導入）が津波を抑える効

果に対してどう影響するかを数値シミュレーションによって評価しました。その結果、過

密クロマツ林に比べて、密度管理を行なったクロマツ林は、津波を抑える効果は低いもの

の、より大きな規模の津波に耐えられることが明らかになりました。また、クロマツの下

層に導入する広葉樹は、津波への耐性は小さいものの、その存在によってクロマツ林だけ

の場合よりも津波を抑える効果を高めることを明らかにしました。 
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シカ？それともカモシカ？－どちらの糞かをすばやく識別－ 

      東北支所 

                                     生物被害研究グループ主任研究員 相川拓也 

 

シカとカモシカの糞を簡単かつ迅速に識別する手法を開発しました。糞の表面に付着し

ている両種のDNA を検出することにより識別する方法です。このDNA 識別法では、専門的

な技術や機器を一切必要とせず、また、短時間で識別できることから、これまでDNA の操

作を行ったことがない、より現場に近い人でも容易に扱うことができます。この糞識別法

を利用することで、シカとカモシカが混在する地域においても、シカの生息状況が精確に

把握できるようになります。 

 

 

雪国の造林コストを大幅に削減する方法とは 

                                                       東北支所 

                                                              支所長 駒木貴彰 

 

 東北地域の人工林伐採後の再造林率は20 ～ 30％と低く、再造林率向上には初期造林コ

ストの低減が不可欠です。そこで、多雪地型の一貫作業の導入や、下刈りコストの削減に

よる初期造林コストの半減を目的に研究を行いました。その結果、伐採作業用の機械を地

拵え作業に利用するとコストは通常作業の60％以下、植栽作業は70％程度に削減できるこ

とが分かりました。また、下刈りについては、スギとカラマツともに作業回数を従来の二

分の一から三分の一に削減できることを明らかにしました。さらに、造林作業のコストを

評価するコストシミュレーターを開発し、様々な作業を組み合わせたときのコスト評価を

できるようにしました。 

 

 

２－４）平成２８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２９年２月３日（金曜日）９：１５～１６：００ 
○開催場所：盛岡プラザおでって ３Fホール 

○研究発表課題（東北支所分） 
１．「津波被災海岸林の再生事業において造成された生育基盤盛土の現状」 

        東北支所森林環境研究グループ主任研究員 小野賢二 

○来場者 １０８名 
 

[東北支所職員 発表要旨] 

 

津波被災海岸林の再生事業において造成された生育基盤盛土の現状 
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東北支所森林環境研究グループ主任研究員 小野賢二 

 

東日本大震災大津波で被災した海岸防災林の再生事業に際し、津波に対して根返りし

にくい林帯を造成する観点から、地下水位が高い場合には、植栽木の根系の健全な成長

が確保されるよう盛土を行い生育基盤の造成を行っている。しかし、事業初期に造成さ

れた盛土では、造成時の重機走行による締固めによって「固結」した土層が形成され、

地表面に水溜まりが生じて問題となっている。こうした固結層は根系発達を阻害するば

かりでなく、固結層の上部には滞水層が形成されるため、生育基盤盛土に植栽した苗の

生育に悪影響を与える可能性が懸念される。 
本発表では、震災後進められてきた海岸林再生事業の方針やその現状を解説する。ま

た、海岸林再生事業が進む中で健在化した問題点を、事業初期に造成された盛土を対象

とした土壌断面調査の結果に基づいて整理する。現在、東北森林管理局仙台森林管理署

では、硬化した生育基盤盛土の物理性改善を目的として、造成後の生育基盤盛土を対象

にスケルトンバケット式バックホウなどの機材を活用した基盤改良を実施している（写

真参照）。本発表では、その有効性について長谷川式土壌貫入計を用いた土壌硬度測定結

果に基づいて検討する（下図参照）。最後に、今後の海岸林再生事業を進めるに当たって

留意すべき課題として、基盤造成後の基盤改良に際しての留意点、さらに今後基盤造成

を新たに行う箇所に対しての留意点を紹介したい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

写真 基盤改良（土壌物理性矯正）で活用さ

れるスケルトンバケット式バックホウ 
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３ 平成２８年度の会議等の記録 

３－１）研究業務報告会 

平成２８年度東北支所業務報告会は、平成２８年１２月５日（月）～６日（火）、及び１２月１２日

（月）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２８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２９年２月１９日（金）１３：３０～１６：１５ 

  東北支所 大会議室 
○評議委員 

松葉瀬裕之 東北森林管理局森林整備部長 

渋谷晃太郎 岩手県立大学総合政策学部 教授 

村上 素子 若葉デザイン一級建築士事務所 代表 
○説明者 
  ＜東北支所＞ 

駒木貴彰（支所長）            田端雅進（産学官民連携推進調整監） 

坂本知己（地域研究監）          福田智数（庶務課長） 
山下正起（庶務課課長補佐）        磯野昌弘（昆虫多様性保全担当チーム長） 
齋藤武史（光環境変動担当チーム長）    小谷英司（地域資源利用担当チーム長） 
升屋勇人（森林微生物管理担当チーム長）  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）    小野賢二（森林環境研究グループ主任研究員） 
野口宏典（森林環境研究グループ主任研究員）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）  金野 勇（地域連携推進室長） 
米沢茂信（研究情報専門職） 

＜東北育種場＞ 

関 充利（場長）              織部雄一朗（育種課長） 

那須仁弥（育種課主任研究員） 

○評議会の概要 

１）東北支所における２８年度の研究運営状況の報告 

    以下の資料を基に平成２８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２８年度東北支所研究活動一覧 

平成２８年版支所年報 
フォレストウィンズ 
一般公開・公開講演会パンフレット 
公開講演会講演要旨 
岩手県林業技術センター合同成果報告会プログラム及び講演要旨 

 
２）平成２８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 

「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」 
          林野事業 
            「海岸防災林の根系成長を確保する生育基盤盛土の土壌物理性の解明」 
    低コスト再造林関係：農林水産技術会議 地域戦略プロジェクト  

        「優良苗の安定供給と下刈り省力化による一貫作業システム体系の開発」 
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漆対策関係：農林水産技術会議 農食研プロジェクト  

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

  [配布資料]：研究成果選集  

       冊子（森林・林業と放射性物質の現状と今後）  
３）林木育種センター東北育種場における平成２８年度の活動概要 

    以下の資料を基に平成２８年度の活動概要について説明を行った。 
[配布資料]：平成２８年度東北育種場活動概要 

         東北の林木育種 
 ４）平成２７年度評議員講評に対するその後の取り組み及び第４期中長期計画 
    前年度評議員講評に対するその後の支所及び林木育種センター東北育種場の取り組みについて

説明を行った。 
５）研究成果紹介 

以下３課題の研究成果について発表を行った。 
    ・生育基盤盛土に植栽されたクロマツの根系成長と土壌硬度の関係 

（東北支所森林環境研究グループ主任研究員 野口宏典） 
・蔵王におけるアオモリトドマツの大量枯損と被害の終息過程  

（東北支所昆虫多様性保全担当チーム長 磯野昌弘） 
・東北育種基本区選抜のアカマツ精英樹交配家系における幹の通直性と諸形質のとの遺伝

相関の推定               （東北育種場育種課主任研究員 那須仁弥） 
６）評議員講評 

松葉瀬裕之 氏  

渋谷晃太郎 氏 

村上 素子 氏 
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Ⅱ 業 務 運 営 資 料





１ 組 織・職 員

１－１）組織・職員

（平成29年3月31日現在，太字は所属の長）

駒木 貴彰東北支所長

田端 雅進産学官民連携推進調整監

関 充利育種調整監（併）

金野 勇 米沢 茂信地域連携推進室 研究情報専門職

瀧川 英久業 務 係

都筑 俊夫庶 務 係

櫻 玲子会 計 係

福田 智数庶 務 課 長

課長補佐 用 度 係 ，大渕 翼山下 正起 今野 敏彦

専 門 職 鈴木 裕子

坂本 知己地域研究監

磯野 昌弘チーム長（昆虫多様性保全担当)

岡本 隆チーム長（山地保全担当)

齋藤 武史チーム長（光環境変動担当)

小谷 英司チーム長（地域資源利用担当)

升屋（白土）勇人チーム長（森林微生物管理担当)

森 林 生 態 研 究 グ ル ー プ ，直江 将司太田 敬之

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

森 林 環 境 研 究 グ ル ー プ ，阿部 俊夫，萩野 裕章，久保田（岡本）多余子，篠宮 佳樹

小野 賢二，野口 宏典

生物多様性研究グループ ，鈴木 祥悟，工藤 琢磨島田 卓哉

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

森林資源管理研究グループ ，大塚（内田）生美天野 智将
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１－２）異動一覧（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

　転　入

発令日 氏　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

28.  4. 1 山下　正起 庶務課課長補佐
(研)農業・食品産業技術総合研究機構東北農業研究セ
ンター企画管理部情報広報課課長補佐

28.  4. 1 太田　敬之 森林生態研究グループ長 本所森林植生研究領域主任研究員

28.  9. 1 萩野　裕章 森林環境研究グループ主任研究員 本所森林防災研究領域主任研究員

29.  1. 1 直江　将司 森林生態研究グループ 新規採用

　転　出

発令日 氏　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

28.  4. 1 山本　岳人
本所コンプライアンス推進室
コンプライアンス専門役

連絡調整室長

28.  4. 1 八木　貴信 九州支所森林生態系研究グループ主任研究員 森林生態研究グループ主任研究員

29. 3.31 大渕　　翼 退職（林野庁林政課会計経理第２班用度係） 庶務課用度係

29. 3.31 駒木　貴彰 定年退職 支所長

29. 3.31 坂本　知己 定年退職 地域研究監

29. 3.31 鈴木　祥悟 定年退職 生物多様性研究グループ主任研究員
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２ 施設・試験地等

２－１）土地・施設

(単位：㎡)建物・土地面積

建 物 土 地
区 分

庁舎等 宿舎 庁舎等 宿 舎 試験施設 実 験 林 樹木園 苗 畑 他 計

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

8,368 8,368好摩実験林

377 0 3,593 0 4,457 176,092 0 0 211,890山形実験林 27,748

(553) (553)森林理水試験地(※１)

（ ）書きは借地。 山形森林管理署最上支署国有林。※１

主な施設

名 称 面 積 所 属

育林実験棟 ㎡ 共 通495
ブナ帯環境変動解析棟 〃351
粗試料調整測定室 〃142
共同実験室 〃101
雪害特殊実験棟 森林生態研究グループ・育林技術研究グループ339
鳥獣実験室 生物多様性研究グループ323
森林防疫実験棟 生物被害研究グループ222
林地保全実験室 森林環境研究グループ64
ガラス室 森林生態研究グループ111
温 室 〃68
隔離温室 生物被害研究グループ76
共同実験室（山形実験林） 共 通295
安比二酸化炭素動態観測施設
（観測小屋） 共 通21

２－２）共同研究に利用できる機器

○ シーケンサーDNA

310-2［性能概要］パーキンエルマー社
の塩基配列の決定及びマイクロサテライト分析に用いる。DNA

共同研究に利用できる機器として登録している。

［担 当］チーム長(森林微生物管理担当)、生物被害研究グループ
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○ 軟 線発生装置X

［性能概要］ソフテックス製 2CMBW-
樹木種子・木材等の非破壊検査に用いる。
共同研究に利用できる機器として登録している。

［担 当］育林技術研究グループ

○ 走査型電子顕微鏡

JSM- LV［性能概要］日本電子製 5310
生物等の微細表面構造の観察に用いる。
共同研究に利用できる機器として登録している。

［担 当］生物被害研究グループ

○ 全窒素・全炭素測定装置

NC- F［性能概要］住化分析センター製スミグラフ 22
植物体・土壌の窒素炭素分析に用いる。
共同研究に利用できる機器として登録している。

［担 当］森林環境研究グループ

（平成 年度における共用利用の実績は無かった。）28

平成29年版　森林総合研究所東北支所年報

36



　　（１）東北森林管理局管内 平成29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 米代東部 １５６に，に1-3 4.20 〃 昭９ 平４０ 森林資源管理研究Ｇ

秋12 上大内沢人工林収穫試験地 上小阿仁支署 １３４い1-4 0.48 〃 昭１４ 平７４ 森林資源管理研究Ｇ

秋21 添畑沢スギ間伐試験地 米代西部 １２５は
17.05
の内

〃 昭２８ 平６９ 育林技術研究Ｇ

秋22 添畑沢人工林択伐試験地 米代西部 〃 〃 〃 昭３１ 平６９ 育林技術研究Ｇ

秋27 岩川人工林収穫試験地 米代西部
９９と，ち
１００は

0.45 〃 昭１５ 平６７ 森林資源管理研究Ｇ

秋32 馬場目人工林成績調査地 米代西部 ２０２４と，ち，り 1.84 〃 昭１２ 平２９ 森林資源管理研究Ｇ

秋33 男鹿山人工林収穫試験地 米代西部 ８９ほ 1.25 〃 昭１３ 平６９ 森林資源管理研究Ｇ

秋35 務沢天然林施業試験地 秋　田 １８ぬ 1.00 〃 昭３ 平5７ 育林技術研究Ｇ

秋39 大又赤倉カラマツ間伐試験地 秋　田 ２１８２ち 2.17 カラマツ 大６ 平６９ 育林技術研究Ｇ

秋41 大沢人工林収穫試験地 秋　田 １１６４と，と1-2 1.37 スギ 昭１３ 平６８ 森林資源管理研究Ｇ

秋42 土倉沢人工林収穫試験地 秋　田 １０８９わ，わ1-3 2.44 カラマツ 昭２３ 平２９ 森林資源管理研究Ｇ

秋51 三ツ沢天然林収穫試験地 最上支署 ２０９た 2.35 ブナ 昭３４ 平７７ 森林資源管理研究Ｇ

秋52 深沢人工林成績調査地 最上支署 ２５り，ぬ，る 0.60 スギ 昭９ 平３１ 森林資源管理研究Ｇ

秋54 大明神人工林成績調査地 最上支署 １０５２に，ほ，へ 1.42 〃 昭１２ 平３２ 森林資源管理研究Ｇ

秋55 朝日沢人工林収穫試験地 最上支署 １０５７に 0.61 カラマツ 昭３４ 平６２ 森林資源管理研究Ｇ

秋56 戸沢山人工林収穫試験地 山　形 ２１８ら，ら1 2.14 スギ 昭１３ 平６５ 森林資源管理研究Ｇ

秋61 釜淵森林理水試験地 最上支署
８１り，ぬ，る，わ，
か

14.15 〃 〃 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２２ 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29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5７ 育林技術研究Ｇ

青 3 穴川沢第２ヒバ林成長量試験地 青　森 １３へ 8.15 〃 大１４ 〃 育林技術研究Ｇ

青11 津刈沢スギ種子産地試験地 津　軽 ３９ほ，へ 4.71 スギ 昭１２ 平２９ 育林技術研究Ｇ

青13 冷水沢ヒバ林成長量試験地 下　北 ３９は 1.33 ヒバ 昭２ 平5７ 育林技術研究Ｇ

青18 乙供アカマツ本数間伐試験地 三八上北 ８０い 1.90 アカマツ 昭２６ 平６２ 育林技術研究Ｇ

青19 三本木ブナ林総合試験地 三八上北
５３へ，と，ちり，
ぬ，る，を，わ，
か，４７り

88.14 ブナ，スギ他 昭１８ 平６９ 森林生態研究Ｇ

青21 岩手アカマツ立木度比較試験地 盛　岡 ５１２へ，と，ち 3.90 アカマツ 〃 平5７ 育林技術研究Ｇ

青35 黒沢尻ブナ林総合試験地 岩手南部

1+６１６ほ1-2，へ，
と1-2，ち，り，ぬ，
る，る54-68，
を1-28，わ1-22，
か1-6，よ1-14

101.03
ブナ，スギ，

他Ｎ７
昭１９ 平３１ 森林生態研究Ｇ

青39 アカマツ一関総合試験地 岩手南部
2+６０い-さ
６３ろ，ほ

30.11 アカマツ 昭１０ 平４７
育林技術研究Ｇ
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 森林資源管理研究Ｇ

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 森林資源管理研究Ｇ

青66 中居村ミズナラ天然更新試験地 三陸北部 ９４ぬ1-2 2.60 〃 〃 平６９ 育林技術研究Ｇ

青69
冠雪害の育林的防除技術開発試験
地

仙　台 ２１７ね 1.89 スギ 昭５９ 平３１ 森林生態研究Ｇ

青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28 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 平３０ 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３２ 森林環境研究Ｇ

青75 ブナ天然更新施業地動態試験地 盛　岡 7０５い4-5 3.81 ブナ 平１１ 平６０ 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 森林環境研究Ｇ

青77 津波被害地海岸防災林植栽試験地 仙　台 88 0.07 クロマツ 平２４ 平２8 地域研究監

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２9 地域研究監

青79
朝比奈岳ヒバ漏脂病抑制のための密
度管理実証試験地

下　北 １０４４に内 0.20 ヒバ 平２５ 平３９ 育林技術研究Ｇ

青80
海岸防災林復旧事業区における土壌
環境観測試験地

仙　台 ８７る-2 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

漆生成メカニズムに基づく高品質漆の開発
東北支所
田端雅進

補助金 26～29 基盤研究A

寄生細菌“ボルバキア”によって引き起こさ
れるビロウドカミキリの生殖撹乱現象の解明

東北支所
相川拓也

補助金 28～30 基盤研究B

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

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

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

流域水収支法で推定した森林蒸発散量の同位
体年輪年代学的解析を用いた検証

東北支所
久保田多余子

基金 28～30 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

伐採前のササ抑制とヒノキの前生稚樹による
確実な天然更新

東北支所
齋藤智之

基金 27～30 基盤研究C

野ネズミと種子食昆虫との相互作用がコナラ
堅果の生存過程に与える影響の解明

東北支所
島田卓哉

基金 28～30 基盤研究C

林業経営の信託化を実現させる諸条件の解
明：日本の特殊性と一般性

東北支所
大塚生美

基金 27～29 基盤研究C

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

オス卵をたくさん産ませてハバチ個体群の増
殖を抑え込む

東北支所
磯野昌弘

基金 27～29 挑戦的萌芽

動物散布における種子散布距離決定要因の特
定：鳥類と哺乳類による散布の統合から

東北支所
直江将司

基金 27～28 若手研究B

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

漆生成メカニズムに基づく高品質漆の開発
東北支所
田端雅進

東北支所　升屋　勇人 26～29 基盤研究A

歴史的な輸出漆器の科学分析評価と漆器産地
の解明に関する研究

明治大学
宮腰哲雄

東北支所　田端　雅進 27～30 基盤研究A

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

寄生細菌“ボルバキア”によって引き起こさ
れるビロウドカミキリの生殖撹乱現象の解明

東北支所
相川拓也

東北支所　升屋　勇人 28～30 基盤研究B

寄生細菌“ボルバキア”によって引き起こさ
れるビロウドカミキリの生殖撹乱現象の解明

東北支所
相川拓也

東北支所　前原　紀敏 28～30 基盤研究B

寄生細菌“ボルバキア”によって引き起こさ
れるビロウドカミキリの生殖撹乱現象の解明

東北支所
相川拓也

東北支所　中村　克典 28～30 基盤研究B

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

東北支所　相川　拓也 26～28 基盤研究B

エコロジカル・ビッグデータの森林群集理論
への利用可能性－種間競争の生活史通算評価

秋田県立大学
星崎和彦

東北支所　野口麻穂子 27～31 基盤研究B

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

秋田県立大学
蒔田明史

東北支所　齋藤　智之 27～30 基盤研究B

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２８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２８年８月９日～１０日

（２）開催場所：福島県郡山市安積町、川俣町

（３）出 席 者：森林総合研究所東北支所、林木育種センター東北育種場、青森県産業技術セン

ター林業研究所、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、

秋田県林業研究研修センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究

センター

事務局：福島県林業研究センター

（４）議事概要

ア 各専門部会の開催状況について

イ 各専門部会からの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・連携研究）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 企画調整専門部会の検討結果について

カ その他 ①次期開催県について ②その他

（５）現地検討会

テーマ「震災と原子力災害からの復興について」

４－２ ）平成２８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２８年７月２２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、青森産業技術センタ

ー林業研究所、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、

秋田県林業研究研修センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究

センター

事務局：福島県林業研究センター

（４）議事概要

ア 各専門部会の開催状況について

イ 各専門部会における地域重要課題について

ウ 各専門部会からの提案事項（共同研究・連携事業）について

エ 各専門部会からの提案事項（その他協議・提案等）について

オ その他

①総会について

②各専門部会の次期開催県について

③その他

２ ）木材利用専門部会

（１）開催期日：平成２８年６月３０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、青森県産業技術セン

ター林業研究所、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、

秋田県林業研究研修センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究

センター
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事務局：岩手県林業技術センター

（４）議事概要

ア 木材利用に関する重要な研究課題や最新技術等について、国立研究開発法人森林総合研

究所から情報提供

イ 各県における主要な研究課題とその対応状況、最近の研究成果について情報交換

、 （ 、ウ 上記イを踏まえ 東北林業試験研究機関連絡協議会への提案事項 共同研究・連携事業

その他）を協議

（５）現地検討会

テーマ「木質専燃発電事業の概要と燃料確保の状況について」

）森林保全専門部会３

（１）開催期日：平成２８年６月２３日～２４日

（２）開催場所：青森県青森市、深浦町

（３）出 席 者：森林総合研究所東北支所、林木育種センター東北育種場、青森県産業技術セン

ター林業研究所、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、

秋田県林業研究研修センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究

センター

事務局：青森県産業技術センター林業研究所

（４）議事概要

ア 今後の研究推進上緊急に取り組む必要のある研究（平成２９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（室内協議）

・病虫獣害発生情報

・最近の保護上の話題及び研究成果の予報

エ 現地検討会

・飛び火的に発生したマツ材線虫病被害地における青森県の被害対策について

・マツノマダラカミキリ成虫が高頻度で捕獲されるモニタリングサイトの概況

４ ）資源 ・環境専門部会

（１）開催期日：平成２８年７月１４日～１５日

（２）開催場所：秋田県秋田市、由利本荘市

（３）出 席 者：森林総合研究所東北支所、林木育種センター東北育種場、青森県産業技術セン

ター林業研究所、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、

秋田県林業研究研修センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究

センター

事務局：秋田県林業研究研修センター

（４）議事概要

ア 最近の研究課題と成果及び情報提供について

イ 地域の重要課題として共同研究を推進する必要のある課題について

ウ 次期開催県について

エ 現地協議

・海岸クロマツ林の低コスト造林手法について

）特用林産部会（ メール会議、秋季研修会）５

（１）開催期日：平成２８年６月９日～２４日（メール会議）

平成２８年１０月４日～５日（秋季研修会）

平成29年版　森林総合研究所東北支所年報

42



（３）出 席 者：森林総合研究所東北支所、林木育種センター東北育種場、青森県産業技術セン

ター林業研究所、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、

秋田県林業研究研修センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究

センター、新潟県森林研究所

事務局：宮城県林業技術総合センター

（４）議事概要

ア 特用林産研究に関する問題点地域重要課題について

イ 特用林産研究に関する地域重要課題について

エ 特産部会として共同研究・連携事業に向けた取組について

（５）基調講演

・森林総合研究所きのこ・微生物研究領域長 根田 仁「森林総合研究所におけるきのこ研

究の現状と動向」

・森林総合研究所東北支所産学官民連携推進調整監 田端雅進「特用林産物研究の現状」

（６）研修

菌類採取及び鑑定会

６ ）林木育種部会

（１）開催期日：平成２８年７月４日～５日

（２）開催場所：山形県新庄市、金山町

（３）出 席 者：森林総合研究所東北支所、林木育種センター東北育種場、青森県産業技術セン

ター林業研究所、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、

秋田県林業研究研修センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究

センター、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

イ 各機関における雪害抵抗性品種の開発に対応した取り組み

エ 競争的資金の獲得状況及び応募状況

・現在実行している課題

・平成２７年度と平成２８年４月に応募した課題

オ 最近の研究成果と情報提供

ア 現地検討会

「スギ次世代化に向けた第２世代精英樹の選抜について」

４－ ３ ） 平成 ２ ８年度 林業 研究 ・技術 開発 推進東 北ブロッ ク会議全体会議及び研究

分科会

（１）開催期日：平成２８年１０月２６日

（２）開催場所：森林総合研究所東北支所

（３）出 席 者：林野庁研究指導課、森林総合研究所、森林総合研究所東北支所、林木育種セン

ター東北育種場、東北森林管理局、東北森林管理局森林技術・支援センター、

青森県農林水産部林政課、青森県産業技術センター林業研究所、岩手県農林水

産部森林整備課、岩手県林業技術センター、宮城県農林水産部林業振興課、

宮城県林業技術総合センター、秋田県林業研究研修センター、山形県森林研究

研修センター、福島県農林水産部農業振興課、福島県林業研究センター

事務局：森林総合研究所東北支所地域連携推進室
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（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２８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・要望事項

コ その他

４－４ ）産学官民連携の取り組み

１．喚応会（異業種経営者の会）での講演

15:00 16:30日時：平成２８年４月２２日（金） －

場所：盛岡市繋字湯の舘 湯守 ホテル大観37-1

「 」講演：森林総合研究所東北支所 地域研究監 坂本知己 海岸林について知っておきたいこと

参加者：主に東北各県及び新潟県の企業経営者２０名

２ ．岩手県森林・林業林政連絡協議会

13:00 16:00日時：平成２８年６月８日（水） －

場所：盛岡市「サンセール盛岡」

参加者：岩手県１１名。東北森林管理局１８名、森林総合研究所東北支所３名など３５名

３ ． 「岩手町横断松くい虫防除帯森林整備推進協定」締結式と記念講演

13:30 14:30日時：平成２８年７月２７日（水） －

場所：岩手県広域交流センター「プラザあい」１ 多目的ホール」F

参加者：５３名

４ ．岩手生態学ネットワーク 第１６回 「私たちのエネルギーと生物・生態系」

14:00 16:30日時：平成２８年８月２１日（日） －

場所：アイーナ会議室８０４

講演：森林総合研究所東北支所 生物多様性研究グループ 島田卓哉「福島第一原子力発電所

事故が森林に住むネズミに与えた影響」

参加者：１２０名

５ ． 地 域 再 生 シ ン ポ ジ ウ ム 「 持 続 的 な 広 葉 樹 利 用 に よ る 地 域 再 生 ～ 森 林 生 態 系 を

保全しながら～」

13:00 13:00日時：平成２８年９月２９日（木） －３０日（金）

場所：山形県南陽市文化会館、米沢市、川西町、小国町

主催：森林総合研究所東北支所、東北大学大学院農学研究科

共催：置賜林業推進協議会
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参加者：シンポジウム１１９名、現地検討会５６名

６．平成２８年度盛岡まちかど森林教室

13:30 15:00日時：平成２８年１０月１２日（水） －

場所：盛岡森林管理署

「 」講演：①森林総合研究所東北支所地域研究監 坂本知己 海岸林を再生するために求められた研究

②森林総合研究所東北支所生物多様性研究グループ主任研究員 鈴木祥悟「カラマツ人工林

への鳥類の誘致」

参加者：２７名

７ ．豪雪協技術交流会「多雪地帯での低コスト造林技術」

13:00 12:00日時：平成２８年１１月１０日（木） －１１日（金）

場所：石川県小松市 石川県南加賀農林総合事務所、小松市西俣県有林

講演：森林総合研究所東北支所支所長 駒木貴彰

参加者：技術交流会２５名、現地検討会１５名

８ ． NPO法人才の木１０周年記念トークカフェ盛岡＆第２１１回木を勉強する会

「どう変わる日本の森林－市民・山主 ・行政 ・業界の共通価値は創造できるか－」

13:30 16:30日時：平成２８年１１月１２日（水） －

501A B場所：いわて県民情報交流センター会議室 ・

参加者：２５名

９ ．第２回漆連携推進会議

13:00 15:30日時：平成２９年１月１１日（水） －

場所：岩手県議会事務局第２会議室

参加者：１７名

１ ０ ．独立行政法人科学技術振興機構の助成による国際交流事業 「日本 ・アジア青

少年サイエンス交流事業 （ さ く らサイエンスプラン （科学技術交流活動コース ） ） 」

講演

9:00 10:30日時：平成２９年１月１１日(水 ) －

場所：森林総合研究所東北支所

How tsunamis damaged coastal forrests講演：森林総合研究所東北支所地域研究監 坂本知己「

」and how coastal forests decreased the damage caused by tsunamis

参加者：山形大学農学部ロペス・ラリー准教授、中国・東北林業大学１２名、モンゴル生命科

学大学５名、ドイツ・ハノーファー大学教員１６名、山形大学農学部・農学研究科学生

８名、合計４２名

１ １ ．第３回高田松原再生講座

13:00 17:00日時：平成２９年２月４日（土） －

場所：陸前高田市コミュニティーホール大会議室

主催： 法人高田松原を守る会・ 一財）ベターリビング・ 一財）日本緑化センターNPO （ （

後援：岩手県、陸前高田市、日本海岸林学会、日本造園建設業協会岩手県支部 （一財）日本、
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樹木医会岩手県支部、松保護士会、陸前高田ロータリークラブ

講演：森林総合研究所東北支所森林環境研究グループ主任研究員 小野賢二「盛土工を伴う海

岸林再生の現状－小友試験地の根系調査から明らかとなったこと－」

４－５ ）東北国有林森林・林業技術協議会

14:00 16:30（１）開催期日：平成２９年３月１７日(金 ) －

（２）開催場所：東北森林管理局

（３）参 加 者：森林総合研究所東北支所、森林総合研究所育種センター東北育種場、森林総合

研究所森林整備センター東北北海道整備局、東北森林管理局 ２９名

（４）協 議 等：

今年度の活動及び次年度予定

＜東北支所＞

１．再造林作業の低コスト化への取組

２．研究紹介

林野庁「平成２８年度海岸防災林の生育基盤盛土造成のためのガイドライン作成

調査委託事業」

３．平成２８年度森林総合研究所東北支所産学官連携、プロジェクト紹介

「 、 」農食研事業課題名 日本の漆文化を継承する国産漆の増産 改良・利用技術の発

＜林木育種センター東北育種場＞

１．平成２８年度の開発品種と特定母樹・エリートツリーについて

２．次代検定林等の調査と設定について

３．林木ジーンバンク事業の取組について

４．原種の樹種別・品種別・年度別配布状況（参考）

５．その他

＜森林整備センター東北北海道整備局＞

１．平成２８年度東北北海道整備局事業実績

２．平成２８年度取組実施状況

３．平成２９年度東北北海道整備局事業計画

４．民国連携の推移

５．水源林造成事業地の試験地等フィールド提供

＜東北森林管理局＞

１．調査に係る平成２８年度の結果及び平成２９年度の予定について

２．技術開発課題について

３．低コストに係る取組について

４．森林技術・支援センターの活動について

５．フィールドの提供について

６．ニホンジカ対策

７．その他

＜その他協議事項＞

１．東北国有林森林・林業技術協議会要領の改正について
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５ 海外派遣

　技術協力・調査・研究
氏　　名 行　　先 用　　　　　務 期　　間 経費負担先

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」のたい熱帯季節林の炭素動
態に関する調査

H28. 8.28～
              9. 9

環境省受託事業
費／森林炭素収
支

中村　克典 韓国
「材線虫病パタン」の研究成果をユフ
ロワーキングユニット7.02.10マツ材線
虫病会議2017において研究発表

H28. 8.29～
               9. 2

科学研究費補助
金／材線虫病パ
タン

小野　賢二
ミクロネシ

ア連邦

「マングローブ主要構成種の地下部生
産・分解プロセスと立地環境の関係」
のための現地調査

H28. 8.30～
              9. 9

科学研究費補助
金／地下部生産
補

田端　雅進
南アフリカ

共和国

二国間交流事業共同研究による「外来
重要害虫ノクチリオキバチのリスク評
価と定着防止に関する研究」における
シンポジウム開催、現地調査及び研究
打合せ

H28.11.12 ～
            11.19

二国間交流事業
共同研究／害虫
定着防止

八木橋　勉 タイ王国

「タイ低地熱帯季節林の森林タイプの
成立要因と降水量シフトによる森林機
能への影響評価」によるタイ熱帯季節
林の森林動態に関する現地調査及び研
究打合せ

H28.11.28～
            12. 6

科学研究費補助
金／タイ低地熱
帯

齋藤　智之 タイ王国

「タイ低地熱帯季節林の森林タイプの
成立要因と降水量シフトによる森林機
能への影響評価」によるタイ熱帯季節
林の森林動態に関する現地調査及び研
究打合せ

H28.11.28～
            12. 6

科学研究費補助
金／タイ低地熱
帯

野口麻穂子 タイ王国

「タイ低地熱帯季節林の森林タイプの
成立要因と降水量シフトによる森林機
能への影響評価」によるタイ熱帯季節
林の森林動態に関する現地調査及び研
究打合せ

H28.11.28～
            12. 6

科学研究費補助
金／タイ低地熱
帯
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６ 研修・講習

  ６－１）派遣

氏  名 始 期 終 期 実   施   機   関

小野　賢二 28. 7.11 28. 7.15
森林総合研究所
立地環境領域養分動態研究室
森林防災研究領域気象害・防災林研究
室

  ６－２）受け入れ

氏  名 所　　属 研    修    内   容 受     入     先

石井　智朗 岩手大学農学部
ウルシに発生する重要な葉枯・胴枯
性病害の診断・調査法

28.  4.11 29. 3.31 チーム長（森林微生物管理担当）
産学官民連携推進調整監

板橋　朋洋
秋田県立大学生
物資源科学部生
物環境科学科

高齢ヒバ林の森林調査、及び冷温
帯渓畔林の森林調査法

28. 9.12 28. 9.16 育林技術研究グループ

上山　芝穂
秋田県立大学生
物資源科学部生
物環境科学科

高齢ヒバ林の森林調査、及び冷温
帯渓畔林の森林調査法

28. 9.12 28. 9.16 育林技術研究グループ

松井　優弥
日本大学生物資
源科学部森林資
源科学科

野ネズミ捕獲調査法 28. 9.12 28. 9.16 生物多様性研究グループ

尾上　竜一 岩手大学農学部 ヒバ人工林・天然林調査法 28. 9.12 28. 9.16 森林生態研究グループ

平成２８年度所内短期技術研修

研       修       名

期　　間
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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
一般財団法人日本緑化セン
ター会長進藤清貴

平成２８年度「樹木と緑化の総合技術講
座」講師：講師

東京都渋谷区
茨城県つくば市

H28.6.17
H28.8.31-9.1

産学官民連携推進調整監 田端雅進

株式会社ファインズ代表取締
役木津広美

経営者による異業種交流会『喚応会』講
師：講師

岩手県盛岡市 H28.4.22 地域研究監 坂本知己

遠野市長本田敏秋 遠野エコセミナー２０１６「松枯れ対策
と里山の整備」講師：講師

岩手県遠野市 H28.4.10 生物被害研究グループ長 中村克典

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 H28.7.3-4 チーム長（森林微生物管理担当） 升屋勇人

静岡市長田辺信宏 三保松原松林保全研修会講師：講師 静岡県静岡市 H28.6.24-25 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
小山富美男

平成２８年度森林調査研修講師：講師 東京都八王子市 H28.7.4 チーム長（地域資源利用担当） 小谷英司

一般財団法人日本緑化セン
ター会長進藤清貴
一般財団法人日本緑化セン
ター緑化事業部藤井孝信

第１２回松枯れ防除実践講座講師：講師 青森県弘前市 H28.9.8-9 生物被害研究グループ長 中村克典

岩手県沿岸広域振興局農林部
長

平成２８年度沿岸広域地区ナラ枯れ被害
対策連絡協議会講師：講師

岩手県大船渡市 H28.7.27 チーム長（森林微生物管理担当） 升屋勇人

一般社団法人日本樹木医会宮
城県支部支部長後藤昭浩

平成２８年度東北地区樹木医講演会講
師：講師

宮城県松島町 H28.10.8 生物被害研究グループ 相川拓也

ゾエティス・ジャパン株式会
社プラントヘルスビジネス統
括部部長田中克典

松枯れ対策シンポジウム２０１６講師：
講師

東京千代田区 H28.9.21 生物被害研究グループ長 中村克典

国立大学法人高知大学長脇口
宏

平成２８年度非常勤講師：講師 高知県高知市 H28.9.14-18 産学官民連携推進調整監 田端雅進

岩手県農林水産部長 平成２８年度岩手県松くい虫防除技術講
習会講師:講師

岩手県矢巾町 H28.9.1.2 生物被害研究グループ 前原紀敏

宮城県農林水産部長 流域森林・林業活性化シンポジウム講
師:講師

宮城県仙台市 H28.9.30 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２８年度一貫作業システム現地検討
会における講師:講師

宮城県白石市 H28.10.13 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２８年度一貫作業システム現地検討
会における講師:講師

岩手県八幡平市 H28.10.27 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 コンテナ苗低密度植栽試験現地検討会に
おける講師：講師

秋田県由利本荘
市

H28.9.6 育林技術研究グループ 野口麻穂子

長野県森林組合連合会代表理
事会長藤原忠彦

森林病虫獣害防除研修会講師：講師 長野県上田市 H28.10.11-12 生物被害研究グループ長 中村克典

東北森林管理局長 平成２８年度一貫作業システム現地検討
会における講師:講師

宮城県気仙沼市 H28.9.27 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 盛岡まちかど森林教室講師：講師 岩手県盛岡市 H28.10.12 生物多様性研究グループ 鈴木祥悟

盛岡森林管理署長 盛岡まちかど森林教室講師：講師 岩手県盛岡市 H28.10.12 地域研究監 坂本知己

長野県諏訪地方事務所長 諏訪地方松くい虫予防対策研修会講師：
講師

長野県諏訪市 H28.10.13 生物被害研究グループ長 中村克典

岩手県林業技術センター所長
阿部忠一

平成２８年度林業普及指導員等資質向上
研修（現地出前講座）講師：講師

岩手県盛岡市 H28.11.11 森林資源管理研究グループ長 天野智将

独立行政法人国際協力機構筑
波国際センター所長芳賀克彦

２０１６年度課題別研修「自然災害に対
する森林の防災機能などの生態系を活用
した防災・減災（ＥＣＯ－ＤＲＲ）機能
強化のための能力向上」に係る講義講
師：講師

岩手県盛岡市、
宮古市、大槌
町、釜石市、大
船渡市、陸前高
田市。
宮城県気仙沼
市、石巻市、松
島町、仙台市、
名取市、岩沼市

H28.11.21.-
24

地域研究監 坂本知己

北上川中流流域森林・林業活
性化センター会長伊藤達朗

森林作業道作設技術研修会講師：講師 岩手県奥州市 H28.12.2 森林資源管理研究グループ長 天野智将

京都大学霊長類研究所長湯本
貴和

共同利用研究会「霊長類の食性の進化」
講演：講師

愛知県犬山市 H29.2.3-5 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

（公社）福島県森林・林業・
緑化協会会長齋藤卓夫

海岸防災林再生シンポジウム講師（アド
バイザー兼務）：講師

福島県福島市 H29.1.31 森林環境研究グループ 萩野裕章

東北森林管理局長 平成２８年度森林・林業技術交流発表会
特別講演講師：講師

秋田県秋田市 H29.2.1-2 チーム長（地域資源利用担当） 小谷英司

秋田県鹿角地域振興局長吉尾
成一

平成２８年度鹿角地方林業振興懇話会講
師：講師

秋田県鹿角市 H29.2.19 支所長 駒木貴彰

日本松保護士会会長岩瀬森の
助

日本松保護士会一般社団法人設立総会記
念講演講師：講師

滋賀県彦根市 H29.3.1-2 生物被害研究グループ長 中村克典

盛岡広域振興局林務部長 第３回一貫作業に係る研修会講師：講師 岩手県盛岡市 H29.2.13 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
阿部忠一

平成２８年度林業技術普及セミナー講
師：講師

岩手県矢巾町 H29.3.8 森林資源管理研究グループ長 天野智将
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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
岩手県環境影響評価技術審査
会事務局
岩手県環境生活部環境保全課
総括課長

第５７回岩手県環境影響評価技術審査会 岩手県盛岡市 H28.4.14 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

公益社団法人日本地すべり学
会東北支部支部長奥山武彦

Ｈ２８年度日本地すべり学会東北支部シ
ンポジウムコーディネーター

宮城県仙台市 H28.4.25 チーム長（山地保全担当） 岡本　隆

九州森林管理局長 九州森林管理局宮崎南部森林管理署管内
の海岸防災林整備事業調査に伴う現地調
査等

宮崎県日南市 他 H28.5.11-13 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２８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委員

岩手県盛岡市 H28.4.28 森林資源管理研究グループ長 天野智将

【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

「（仮称）大船渡港バイオマス混焼石炭
火力発電所建設事業」に係る事業実施予
定地の現地調査

岩手県大船渡市 H28.5.13 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

第６９回全国植樹祭福島県実
行委員会幹事長

第６９回全国植樹祭植樹専門委員会第３
回会議

福島県福島市 H28.5.18 地域研究監 坂本知己

盛岡広域振興局土木部長 盛岡広域振興局公共事業等に係る希少野
生動植物調査検討委員会現地調査会

H28.5.18 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

盛岡広域振興局土木部長 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

H28.5.20 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

盛岡広域振興局土木部　岩手
土木センター長

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

H28.5.27 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

日本特用林産振興会会長織田
沢俊幸

特用林産物産地再生対策事業に係る検討
委員会

東京都千代田区 H28.5.25 育林技術研究グループ 齋藤智之

東北森林管理局長 ＪＲ山田線第４回斜面防災協議会 岩手県盛岡市 H28.5.12 チーム長（山地保全担当） 岡本　隆

岩手県環境生活部廃棄物特別
対策室長

次期産業廃棄物最終処分場整備予定地で
の地質調査等に係る希少野生動植物現地
調査

岩手県八幡平市 H28.5.30 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

岩手県環境生活部廃棄物特別
対策室長

次期産業廃棄物最終処分場整備予定地で
の地質調査等に係る希少野生動植物現地
調査

岩手県八幡平市 H28.5.31 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

岩手県環境影響評価技術審査
会事務局
岩手県環境生活部環境保全課
総括課長

第５８回岩手県環境影響評価技術審査会 岩手県盛岡市 H28.6.2 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

中部森林管理局長 「笹の花」開花に係る現地調査 愛知県設楽町 H28.6.9-10 育林技術研究グループ 齋藤智之

岩手県林業技術センター所長 いわて林業アカデミー運営協議会 岩手県矢巾町 H28.6.20 支所長 駒木貴彰

東北森林管理局長 平成２８年度東北森林管理局保護林等設
定管理委員会（第１回）

秋田県秋田市 H28.7.1 育林研究グループ長 八木橋勉

東北森林管理局長 平成２８年度東北森林管理局保護林等設
定管理委員会（第１回）

秋田県秋田市 H28.7.1 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

岩手県環境影響評価技術審査
会事務局
岩手県環境生活部環境保全課
総括課長

岩手県環境影響評価技術審査会 岩手県盛岡市 H28.7.7 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

日本特用林産振興会会長織田
沢俊幸

特用林産物産地再生対策事業の竹林除染
試験計画にかかる打ち合わせ会

栃木県宇都宮市 H28.6.27 育林技術研究グループ 齋藤智之

盛岡広域振興局土木部長 盛岡広域振興局公共事業等に係る希少野
生動植物調査検討委員会現地調査会

H28.7.15 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

宇都宮大学農学部長夏秋知英 ササ群落の放射能測定 栃木県塩谷町
栃木県宇都宮市

H28.6.28-29 育林技術研究グループ 齋藤智之

青森森林管理署長 ヒバ林復元（ヒバ林復元プロジェクト）
に係る現地指導等

青森県外ヶ浜町 H28.7.13
H28.8.18

育林研究グループ長 八木橋勉

青森県農林水産部林政課長 平成２８年度第１回松くい虫被害対策検
討会

青森県深浦町 H28.7.26-27 生物被害研究グループ長 中村克典

青森県農林水産部林政課長 平成２８年度第１回松くい虫被害対策検
討会

青森県深浦町 H28.7.26-27 生物被害研究グループ 相川拓也

東北森林管理局長 平成２８年度東北森林管理局林野公共事
業評価（期中の評価）「技術検討会」

秋田県秋田市 H28.7.20 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 岩手県盛岡市 H28.7.26 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

東北森林管理局長 ＪＲ山田線第５回斜面防災協議会 岩手県盛岡市 H28.7.7 チーム長（山地保全担当） 岡本　隆

東北地区広域原木流通協議会
会長下山裕司

第１回東北地区需給情報連絡協議会 岩手県盛岡市 H28.7.22 森林資源管理研究グループ長 天野智将

一般社団法人海外産業植林セ
ンター専務理事・事務局長大
渕弘行

「海外植林事業の新たな経営手法の開発
調査」のための調査研究委員会

東京都中央区 H28.8.5 森林資源管理研究グループ 大塚生美

一般社団法人日本森林技術協
会理事長福田隆政

「平成２８年度低密度植栽技術の導入に
向けた調査委託事業」第１回検討委員会

東京都千代田区 H28.8.23 支所長 駒木貴彰

秋田県林業研究研修センター
所長石田良春

平成２８年度秋田県研究課題評価に係る
外部評価委員会

秋田県秋田市 H28.9.1 支所長 駒木貴彰

株式会社森林環境リアライズ
代表取締役堀束恭弘

「平成２８年度低コスト造林技術実証・
導入促進事業」検討委員会

東京都港区 H28.8.22 支所長 駒木貴彰
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依　頼　者 内　　　　　容 用　務　先 実施月日 チーム長・研究グループ 氏　　名
治山懇話会世話人代表鈴木雅
一

治山懇話会が主催するシンポジウムに出
席し、「海岸林を考える～東日本大震災
から5年～」をテーマとした話題提供及
びパネルディスカッションへの参加

東京都渋谷区 H28.9.27 地域研究監 坂本知己

岩手大学農学部付属寒冷
フィールドサイエンス教育研
究センター長澤口勇雄

仁鮒水沢スギ植物群落保護林の調査 秋田県能代市 H28.10.7-8 森林生態研究グループ長 太田敬之

治山懇話会世話人代表鈴木雅
一

治山懇話会が主催するシンポジウム「海
岸林を考える～東日本大震災から5年
～」の事前打合せ

東京都千代田区 H28.9-7-8 地域研究監 坂本知己

東北森林管理局長 平成２８年度第２回東北森林管理局保護
林等設定管理委員会

秋田県秋田市 H28.9.5 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

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 岩手県盛岡市、
八幡平市、岩手
町、矢巾町

H28.9.6 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

治山研究会会長猿島康浩 「第５６回治山研究発表会」の審査員 東京都渋谷区 H28.9.25-27 地域研究監 坂本知己

東北森林管理局長 台風１０号による山地災害の実態及び流
木の流下形態の現地調査

岩手県岩泉町 H28.9.13-14 チーム長（山地保全担当） 岡本　隆

東北森林管理局長 台風１０号による山地災害の実態及び流
木の流下形態の現地調査

岩手県岩泉町 H28.9.13-14 森林環境研究グループ 阿部俊夫

岩手県林業技術センター所長 平成２８年度岩手県林業技術センター試
験研究評価に係る外部評価委員会

岩手県矢巾町 H28.9.27 支所長 駒木貴彰

国土交通省九州地方整備局国
営海の中道海浜公園事務所長

海の中道海浜公園松林再生・保全検討会 福岡県福岡市 H28.10.3-5 地域研究監 坂本知己

国土交通省九州地方整備局国
営海の中道海浜公園事務所長

海の中道海浜公園松林再生・保全検討会 福岡県福岡市 H28.10.3-5 森林環境研究グループ 萩野裕章

琉球大学熱帯生物圏研究セン
ター長酒井一彦

平成２８年度共同利用研究「マングロー
ブ分布北限地域ヤエヤマヒルギ林分とオ
ヒルギ林分における地下部細根生産力と
地上部生産力んかんけい」についての研
究

沖縄県竹富町 H28.11.29-
12.2

森林環境研究グループ 小野賢二

岩手県林業技術センター所長 第２回いわて林業アカデミー運営協議会 岩手県矢巾町 H28.11.9 支所長 駒木貴彰

青森県農林水産部林政課長 平成２８年度第２回松くい虫被害対策検
討会

青森県青森市 H28.10.25 生物被害研究グループ長 中村克典

青森県農林水産部林政課長 平成２８年度第２回松くい虫被害対策検
討会

青森県青森市 H28.10.25 生物被害研究グループ 相川拓也

青森県農林水産部林政課長 平成２８年度ナラ枯れ被害対策検討会 青森県青森市 H28.10.25 チーム長（森林微生物管理担当） 升屋勇人

日本特用林産振興会会長織田
沢俊幸

特用林産物安全供給推進復興事業にかか
る竹林除染試験検討会

栃木県宇都宮
市、那須町

H28.11.1 育林技術研究グループ 齋藤智之

茨城県農林水産部林政課長 いばらき漆振興コンソーシアムに係る意
見聴取

茨城県水戸市 H28.10.17 産学官民連携推進調整監 田端雅進

一般財団法人日本緑化セン
ター会長進藤清貴

試験植栽地における技術指導 岩手県陸前高田
市

H28.11.8-9 地域研究監 坂本知己

岩手南部森林管理署長 北上川中流国有林の森林計画に関する住
民懇談会

岩手県奥州市 H29.1.24 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 岩手県盛岡市 H28.11.8 森林環境研究グループ 久保田多余子

岩手県環境影響評価技術審査
会事務局
岩手県環境生活部環境保全課
総括課長

岩手県環境影響評価技術審査会 岩手県盛岡市 H28.11.8 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

九州森林管理局長 海岸防災林整備事業調査（宮崎北部地
区）検討委員会第１回検討委員会

宮崎県日南市 H28.11.16-18 地域研究監 坂本知己

静岡県経済産業部森林・林業
局森林整備課長

平成２８年度第１回三保松原のマツ材線
虫病の微害化に向けた現地技術指導

静岡県静岡市 H28.11.8-9 生物被害研究グループ長 中村克典

東北森林管理局長 平成２８年度第３回東北森林管理局保護
林等設定管理委員会

秋田県秋田市 H28.10.27 育林研究グループ長 八木橋勉

東北森林管理局長 平成２８年度東北森林管理局技術開発委
員会

秋田県秋田市 H28.12.7 育林研究グループ長 八木橋勉

茨城県企画部県北振興課長
茨城県農林水産部林政課長

いばらき漆振興コンソーシアム 茨城県常陸太田
市

H28.11.11 産学官民連携推進調整監 田端雅進

九州森林管理局長 海岸防災林整備事業調査（宮崎県南部地
区）検討委員会に併せ、平成２６年度整
備方針を策定した箇所（一ツ葉地区）の
現地調査等を行う

宮崎県宮崎市 H28.11.17-18 地域研究監 坂本知己

岩手県環境保健研究センター
所長

岩手県環境保健研究センター研究評価委
員会

岩手県盛岡市 H28.11.28 産学官民連携推進調整監 田端雅進

東北森林管理局長 平成２８年度治山・林道工事コンクール
審査委員

秋田県秋田市 H28.11.10-11 チーム長（山地保全担当） 岡本　隆

岩手県知事達増拓也 岩手県森林審議会 岩手県盛岡市 H28.12.5 支所長 駒木貴彰

一般財団法人日本緑化セン
ター会長進藤清貴

飛砂に係るモニタリング調査指導 福岡県福岡市 H28.12.6-8
H28.12.20-22

森林環境研究グループ 萩野裕章

山形森林管理署長 第５回山形県蔵王地域におけるアオモリ
トドマツ被害に係る検討会

山形県山形市 H28.12.13 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５回山形県蔵王地域におけるアオモリ
トドマツ被害に係る検討会

山形県山形市 H28.12.13 育林研究グループ長 八木橋勉
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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
気仙地区森林病害虫被害対策
連絡会議会長
（大船渡農林振興センター林
業振興課長）

平成２８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 H28.11.30 生物被害研究グループ長 中村克典

一般社団法人日本森林技術協
会理事長福田隆政

「平成２８年度低密度植栽技術の導入に
向けた調査委託事業」第２回検討委員会

東京都千代田区 H28.12.7 支所長 駒木貴彰

国土防災技術株式会社新潟支
店長渡邊衛

上鰕池追加地区地すべり防止工事の施工
効果判定調査検討員会

新潟県十日町市 H28.11.27-28 チーム長（山地保全担当） 岡本　隆

北上川中流流域森林・林業活
性化センター会長伊藤達朗

平成２８年度森林作業業道作設コンクー
ル第２次審査

岩手県花巻市、
遠野市、一関
市、奥州市

H28.12.1-2 森林資源管理研究グループ長 天野智将

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 H28.12.1 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

岩手県環境影響評価技術審査
会事務局
岩手県環境生活部環境保全課
総括課長

岩手県環境影響評価技術審査会 岩手県盛岡市 H28.12.1 森林環境研究グループ 久保田多余子

神宮司廳営林部長笹岡哲也 分根法によるウルシ苗の育成技術指導 三重県伊勢市 H28.12.15-17 産学官民連携推進調整監 田端雅進

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２３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 H29.1.27 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

株式会社森林環境リアライズ
代表取締役堀束恭弘

「平成２８年度低コスト造林技術実証・
導入促進事業」検討委員会

東京都千代田区 H28.12.26 支所長 駒木貴彰

東北森林管理局長 平成２８年度森林・林業技術交流発表会
審査委員

秋田県秋田市 H29.2.1-2 支所長 駒木貴彰

九州森林管理局長 海岸防災林整備事業調査（宮崎南部地
区）検討委員会第２回検討委員会

宮崎県串間市 H29.1.26-27 地域研究監 坂本知己

日本特用林産振興会会長織田
沢俊幸

第２回特用林産物産地再生対策事業に係
る検討委員会

東京都千代田区 H29.2.22 育林技術研究グループ 齋藤智之

盛岡広域振興局林務部長 盛岡地域アカマツ利用促進連絡会議 岩手県盛岡市 H29.1.6 支所長 駒木貴彰

宮城県環境生活部長 宮城県環境影響評価技術審査会 宮城県仙台市 H29.1.30 育林技術研究グループ 野口麻穂子

岩手県農林水産部森林整備課
総括課長

平成２８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 H29.2.9 森林資源管理研究グループ長 天野智将

岩手県環境影響評価技術審査
会事務局
岩手県環境生活部環境保全課
総括課長

岩手県環境影響評価技術審査会 岩手県盛岡市 H29.1.19 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

東北森林管理局長 第７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 H29.2.6 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 H29.1.19 森林環境研究グループ 久保田多余子

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２８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 H29.2.3 生物被害研究グループ長 中村克典

一般社団法人日本森林技術協
会東北事務所所長工藤公也

「クマタカ希少野生動植物種保護管理対
策調査」委員会

秋田県秋田市 H29.2.21 生物多様性研究グループ 工藤琢磨

一般社団法人日本森林技術協
会理事長福田隆政

「平成２８年度低密度植栽技術の導入に
向けた調査委託事業」第３回検討委員会

東京都千代田区 H29.2.15 支所長 駒木貴彰

岩手県森林審議会会長岡田秀
二

岩手県森林審議会松くい虫対策部会 岩手県盛岡市 H29.2.10 支所長 駒木貴彰

東北森林管理局長 平成２８年度東北森林管理局林野公共事
業事業評価「技術検討会」

秋田県秋田市 H29.2.27 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２８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 H29.2.15 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 第３回いわて林業アカデミー運営協議会 岩手県矢巾町 H29.2.14 支所長 駒木貴彰

東北森林管理局長 平成２８年度第４回東北森林管理局保護
林等設定管理委員会

秋田県秋田市 H29.2.15 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

秋田県林業研究研修センター
所長石田良春

気象観測技術指導 秋田県大潟村 H29.2.13-17
の内の2日間

森林環境研究グループ 萩野裕章

東北森林科学会会長高橋孝悦 本学会のオンラインジャーナルのCinii
からJ-STAGEへの移行手続きについての
説明

山形県鶴岡市 H29.2.1-2 育林技術研究グループ 齋藤智之

東北森林科学会会長高橋孝悦 本学会のオンラインジャーナルのCinii
からJ-STAGEへの移行手続きについての
説明

山形県鶴岡市 H29.2.1-2 森林環境研究グループ 阿部俊夫

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
長中居哲弥

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 H29.3.2 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

岩手県環境影響評価技術審査
会事務局
岩手県環境生活部環境保全課
総括課長

岩手県環境影響評価技術審査会 岩手県盛岡市 H29.2.9 生物多様性研究グループ長 島田卓哉
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依　頼　者 内　　　　　容 用　務　先 実施月日 チーム長・研究グループ 氏　　名
岩手県環境影響評価技術審査
会事務局
岩手県環境生活部環境保全課
総括課長

岩手県環境影響評価技術審査会 岩手県盛岡市 H29.2.20 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

宮城県環境生活部長 宮城県環境影響評価技術審査会 宮城県仙台市 H29.2.21 育林技術研究グループ 野口麻穂子

岩手県環境影響評価技術審査
会事務局
岩手県環境生活部環境保全課
総括課長

岩手県環境影響評価技術審査会 岩手県盛岡市 H29.2.9 森林環境研究グループ 久保田多余子

静岡県経済産業部森林・林業
局森林整備課長

平成２８年度第２回三保松原のマツ材線
虫病の微害化に向けた現地技術指導

静岡県静岡市 H29.3.7-8 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審査
委員

岩手県盛岡市 H29.3.9 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２８年度低コスト造林技術実証・
導入促進事業」検討委員会

東京都港区 H29.3.8 支所長 駒木貴彰

九州森林管理局長 海岸防災林整備事業調査（宮崎南部地
区）検討委員会第３回検討委員会

宮崎県宮崎市 H29.2.21-22 地域研究監 坂本知己

秋田県生活環境部長田中昌子 第１回秋田県版レッドデータブック改訂
検討委員会（哺乳類）

秋田県秋田市 H29.2.24 生物多様性研究グループ長 島田卓哉

国土交通省九州地方整備局国
営海の中道海浜公園事務所長

海の中道海浜公園松林再生・保全検討会 福岡県福岡市 H29.2.22-24 地域研究監 坂本知己

国土交通省九州地方整備局国
営海の中道海浜公園事務所長

海の中道海浜公園松林再生・保全検討会 福岡県福岡市 H29.2.22-24 森林環境研究グループ 萩野裕章

京都府農林水産部長 第３回丹波漆再生プロジェクト会議 京都府福知山市 H29.3.7-8 産学官民連携推進調整監 田端雅進

東北森林管理局長 平成２８年度森林計画等に関する検討会 秋田県秋田市 H29.3.14 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 岩手県盛岡市 H29.3.23 森林環境研究グループ 久保田多余子

一般財団法人日本緑化セン
ター会長進藤清貴

高田松原再生に取り組む事業における、
植栽地の現地調査

岩手県陸前高田
市

H29.3.22-23 地域研究監 坂本知己
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８ 視察・見学

区 分 員数（人）

国 ８４

都道府県 ９３

林業団体 ４８

一般 ４７３

学生 ６５

計（国内） ７６３

国外 ３９

合計 ８０２

９ 刊行物

名 称 出版回数 印刷部数 回 巻（号） 備考/

森林総合研究所東北支所年報 １ ｵﾝﾗｲﾝｼﾞｬｰﾅﾙ 平成 年版 年刊28 No.57

フォレストウィンズ ４ ～ 季刊1,000 No.65 No.68

１０ 図書

（単行書）

年度末蔵書数平成２８年度受入

（管理換による除籍・和 書 洋 書

収書等を含む）購 入 寄 贈 計 購 入 寄 贈 計

冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊

51 6 57 0 0 0 17,152

（雑誌等逐次刊行物）

年度末蔵書数平成２８年度受入

（管理換による除籍・和書 洋書 製本冊数

収書等を含む）購入 寄贈 計 購入 寄贈 計 購入 寄贈 計

冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊

293 364 657 168 168 79 0 79 31,5470

（その他の資料）

年度末蔵書数平成２８年度受入

（管理換による除籍・和 書 洋 書

収書等を含む）購 入 寄 贈 計 購 入 寄 贈 計

冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊

9 9 0 0 0 9,4830
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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28年度東北林業試験研究機関連絡協議会 28. 6.  9 宮城県林業技術総合センター

　　特用林産専門部会（メール会議） 28. 6.24

２　平成28年度東北林業試験研究機関連絡協議会 28. 6.23 青森県産業技術センター

　　森林保全専門部会 28. 6.24 林業研究所

３　平成28年度東北林業試験研究機関連絡協議会 28．6.30 岩手県林業技術センター 岩手県紫波郡矢巾町

　　木材利用専門部会 28．7.  1 宮古市

４　平成28年度東北林業試験研究機関連絡協議会 28. 7.  4 林木育種センター東北育種場 山形県新庄市、

　　林木育種部会 28. 7.  5 金山町

５　平成28年度東北林業試験研究機関連絡協議会 28. 7.14 秋田県林業研究研修センター 秋田県秋田市、

　　資源・環境専門部会 28. 7.15 由利本荘市

６　平成28年度東北林業試験研究機関連絡協議会 28. 7.22 福島県林業研究センター 福島県郡山市

　　企画調整専門部会

７　平成28年度東北林業試験研究機関連絡協議会 28. 8.  9 福島県林業研究センター

　　総会 28. 8.10

８　平成28年度東北林業試験研究機関連絡協議会 28.10. 4 宮城県林業技術総合センター 宮城県大崎市

　　特用林産専門部会秋季研修会 28.10. 5

９　平成28年度東北育種基本区特定母樹等普及促進会議
　　及び林業研究・技術開発推進東北ブロック会議
　　育種分科会

28.10.25 林野庁
林木育種センター東北育種場

東北支所

11  平成28年度林業研究・技術開発推進東北ブロック会議 28.10.26 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

12　東北支所業務報告会 28.12.  5 東北支所 東北支所

28.12.  6
28.12.12

13　東北支所研究評議会 29. 2.20 東北支所 東北支所

１２   諸  行  事
行　　　事 年月日

１　森林総合研究所一般公開・公開講演会

  　（東北支所、東北育種場、盛岡水源整備事務所　合同開催）

２　平成27年度森林・林業技術交流発表会 29. 2.  1 東北森林管理局

29. 2.  2

３　岩手県林業技術センター・森林総合研究所東北支所・

    林木育種センター東北育種場合同成果報告会

４　東北国有林・林業技術協議会 29. 3.17 東北森林管理局

盛岡プラザおでって

青森県青森市、
深浦町

28.10.15 東北支所

福島県郡山市、
川俣町

開催場所

29. 2.  3
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１３   内部委員会

・苗畑・実験林委員会

委員：田端雅進、金野　勇、小谷英司、齋藤智之、久保田多余子、相川拓也、瀧川英久（事務局）

会議：第１回委員会（2月21日）

　　　第２回委員会（3月 1日）

・住宅委員会

委員：福田智数、大渕　翼、磯野昌弘、八木橋勉、工藤琢磨、都筑俊夫（事務局）

会議：第１回委員会（12月19日）

      第２回委員会（ 2月22日）

・安全衛生委員会

委員：田端雅進、福田智数、山下正起、石井基弘(産業医)、瀧川英久、齋藤智之（4～9月）、

      大渕　翼（4～9月）、八木橋勉(10～3月)、櫻　玲子（10～3月）、都筑俊夫（事務局）

会議：第１回委員会（ 4月20日）、第２回委員会（ 5月20日）、第３回委員会（ 6月13日）、

　　　第４回委員会（ 7月 6日）、第５回委員会（ 7月28日）、第６回委員会（ 8月 5日）、

　　　第７回委員会（ 9月13日）、第８回委員会（10月25日）、第９回委員会（11月25日）、

　　　第10回委員会（12月28日）、第11回委員会（ 2月17日）、第12回委員会（ 3月24日）

・施設整備委員会

委員：坂本知己、田端雅進、金野　勇、福田智数、八木橋勉、篠宮佳樹、中村克典、天野智将

　　　山下正起（事務局）、今野敏彦（事務局）

会議：なし

・図書委員会

委員：田端雅進、金野　勇、櫻　玲子、前原紀敏、齋藤武史、野口麻穂子、工藤琢磨、大塚生美

　　　米沢茂信（事務局）

会議：第１回委員会（6月28日）

　　　第２回委員会（7月 8日)

１４   内部会議

・支所業務調整会議

メンバー：駒木貴彰、田端雅進、坂本知己、金野　勇、福田智数、山下正起

会議：毎週月曜日開催

・支所運営会議

メンバー：駒木貴彰、田端雅進、坂本知己、関　充利、金野　勇、米沢茂信、瀧川英久、福田智数、

　　　　　山下正起、都筑俊夫、櫻　玲子、今野敏彦、磯野昌弘、岡本　隆、齋藤武史、小谷英司、

　　　　　升屋勇人、太田敬之、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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