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ま え が き

平成20年度の東北支所年報が発行になる頃には､ 青森支場､ 好摩分場､ 秋田支場が合併し東北支場に改編

されて50周年となる記念事業が行われていると思います｡ 本事業を進める中で､ 林業試験場の親睦団体であ

る ｢林試会｣ が発行していた ｢樹影｣ (昭和29年創刊で７月､ 33年５月に20号で廃刊) と言う雑誌の存在を

OBの一人から教えられました｡ 当時を知る大変貴重な資料であり､ 支所の図書室に大切に所蔵されていま

すので興味のある方はお越し頂き是非ともご覧下さい｡ さて､ その中には現在の東北支所の基となった青森

支場､ 好摩分場､ 秋田支場､ 釜淵分場の職員らによる記事が多くあり､ その幾つかを以下に紹介します｡

東北支所の前身と言っても良いであろう好摩試験地が､ 昭和12年に国鉄花輪線の分岐点である好摩駅近く

に作られた背景として､ 昭和９年10年の相次ぐ冷害による東北地方の農山村の凶荒に端を発した経済再生運

動の流れがあったことが書かれています｡ この様な社会的状況から真っ先に取り上げられた研究テーマは､

農山村の経済的地位の向上や山地・河川災害の軽減などであり､ 今から見ても当然のことと思えます｡

また､ 支分場をいかに運営すべきかについても､ 多くの記事が見られます｡ 例えば､ 好摩分場の千葉氏は､

｢本・支・分場を総合したときに始めて林業試験場の性格が発揚される｣､ ｢地方にいるものとして当然積極

的に本場と連絡をとり試験業務の実施にあたるべき｣､ ｢単なる思いつきや､ 狭い視野からの研究でなく時代

の進行方向を明確につかみ､ いたずらに世論に迎合せず､ 一歩先んじた研究テーマが選択されるべき｣ と投

稿しています｡ 更に秋田支場の佐保氏は､ 実地の林業との結びつきをゆるめることなく研究をすすめるため

に ｢支場を林業試験場のレーダーたらしめなければならない｣､ 地方の林業経営の頭脳であるために ｢支場

は常に地方林業の指導機関でなければならない｣ と述べています｡ 今は無人となった釜淵分場について四手

井氏は､ ｢敗戦の翌々年の12月に家族で着任したが､ 翌日から汽車は不通になり翌年の春まで荷物が着かず､

親子四人着のみ着のままの生活を冬中続け､ 栄養の ｢え｣ の字も残っていない様な野菜と塩ホッケの日が何

日も続いた｣ 等のエピソードを紹介しています｡

翻って今の東北支所・東北の森林・林業・木材産業を眺めて見ます｡ 東北支所の世帯は昭和50年代の３部

12研究室体制から６研究グループ２チーム体制と縮小され､ 一人当たりの業務量は増えたものの､ 当時と比

べ研究予算・生活環境は格段に向上したものと思います｡

東北の林業・林産業は今､ 実態が見えない巨大金融の地球上を股に掛けた無秩序な動きに大きく翻弄され

た日本経済の中で､ 材価低迷・需要縮小といった大きな負担を強い続けられています｡ この様な状況下､ 更

に｢21世紀は森林・林業が有史以来､ 最も力を発揮しなければならない時代｣において､ 東北支所は何をすべ

きかが問われていると思います｡ 上に述べられたキーワード､ ｢本・支場の総合化｣ ｢一歩先んじた研究テー

マ｣､ ｢支場は林業試験場のレーダー｣､ ｢地方林業の指導機関｣ を基に､ 小さな頭で今後の試験研究の方向性

を考えてみます｡

｢森林自体には価値などありはしない｡ 私たちの関わり方次第でいかようにも輝き､ 価値を生み出してく

れる｣ と多くの人が言っているように､ 先ず支所は､ 森林・林業にしっかりと関わって行き ｢森林の価値化｣

をバックアップすることが必要と考えます｡ そのためには､ 長期的視点 (スギやカラマツ人工林資源の取扱

い､ 温暖化による気象災害・病虫害の増大､ 松枯れを予測した樹種転換､ 木材・バイオマス自給率向上の施

策､ 人口減少・高齢化の中で供給拡大に対応できる収穫運搬システム､ 大径化する間伐・主伐材への木材産

業の対応､ バイオマスエネルギー利用の需要と供給のマッチングなど) に立って､ それぞれの研究者自らが

中心となって解決出来る課題を見出し､ 支所内のグループ､ 県市町村・現場関係者・分野が違う人達と協力

しながら仕事を進めて行くことが大切であると思っています｡

森林総合研究所東北支所長 山 本 幸 一
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課題記号番号・区分 課 題 名 責任者／担当者 予算区分 期 間

ア
森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開
に向けた開発研究

アア 重点分野 地球温暖化対策に向けた研究

アアａ 重点分野
森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・
活用技術の開発

アアａ１ 研究課題群
森林に関わる温室効果ガス及び炭素動態を高精度に計測
する手法の開発

アアａ１１５ 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 平井敬三 林野庁 15～24

アアａ１１８ プロジェクト課題
アジア陸域炭素循環観測のための長期生態系モニタリン
グとデータのネットワーク化促進に関する研究

安田幸生
環・地球
環境保全

19～23

アアａ２ 研究課題群
森林､ 木材製品等に含まれるすべての炭素を対象にした
炭素循環モデルの開発

アアａ２１１ プロジェクト課題
地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響の評価と高度対策
技術の開発

櫃間 岳､ 安田幸生､
小野賢二､ 星野大介､
西園朋広､ 林 雅秀

技会プロ 18～22

アアａ３ 研究課題群
温暖化が森林生態系に及ぼす影響を予測・評価する技術
の開発

アアａ３１１ プロジェクト課題
環境変動と森林施業に伴う針葉樹人工林のＣO２吸収量
の変動評価に関する研究

西園朋広
環・地球
環境保全

16～20

アアａ３１２ プロジェクト課題
温暖化の危険な水準及び温室効果ガス安定化レベル検討
のための温暖化影響の総合的評価に関する研究

中村克典
環・環境
総合

17～22

アアａ４ 研究課題群
荒廃林又は未立木地における森林の再生の評価・活用技
術の開発

アアａ４０１６１ 小プロ課題 ガス交換的視点による東南アジア熱帯雨林の機能評価 野口正二
科 研 費
(分担)

20～23

アアｂ 重点課題
木質バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システム
の開発

アアｂ２ 研究課題群
地域に散在する未利用木質バイオマス資源の効率的な収
集・運搬技術の開発

アアｂ２１４ プロジェクト課題 バイオマス利用モデルの構築・実証・評価 西園朋広 技会プロ 19～23

アイ 重点分野
森林と木材による安全・安心・快適な生活環境の創出に
向けた研究

アイａ 重点課題
生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術
の開発

アイａ１ 研究課題群
固有の生態系に対する外来生物又は人間の活動に起因す
る影響の緩和技術の開発

アイａ１０１ 研究項目
森林の人為的改変や外来生物が生物多様性に及ぼす影響
の緩和技術の開発

アイａ１０１０１ 実行課題 生息地評価による森林生物保全手法の開発 市原 優､ 磯野昌弘
一般研究
費

18～22

アイａ１１７ プロジェクト課題
樹木の局所的な絶滅が景観レベルの種多様性に及ぼす影
響の評価

柴田銃江､ 星野大介 科研費 19～22

アイａ２ 研究課題群 固有種・希少種の保全技術の開発

アイａ２１２ プロジェクト課題
レブンアツモリソウをモデルとした特定国内野生希少動
植物の保全に関する研究

八巻一成

環・公害
防止 学
振・二国
間

17～20

アイａ３ 研究課題群
緊急に対応を必要とする広域森林病虫害の軽減技術の開
発

アイａ３０１ 研究項目
緊急に対応を必要とする広域森林病害虫の被害軽減技術
の開発

アイａ３０１０１ 実行課題 緊急に対応を必要とする病害虫の識別と対策技術の開発 田端雅進
一般研究
費

18～21

アイａ３０１０２ 実行課題 寒冷地におけるマツ材線虫病の拡大予測技術の開発
中村克典､ 市原優､
前原紀敏

一般研究
費

18～22

アイａ３１６ プロジェクト課題
マツ材線虫病北限未侵入地域における被害拡大危険度予
測の高精度化と対応戦略の策定

中村克典､ 杉田久志､
柴田銃江､ 相川拓也

交付金プ
ロ

19～22

アイａ４ 研究課題群 獣害発生機構の解明及び被害回避技術の開発
アイａ４０１ 研究項目 鳥獣害における総合的被害管理技術の開発

１ 平成２０年度に東北支所で分担した研究課題
１－１) 実行課題一覧



平成21年版 森林総合研究所東北支所年報

― 2 ―

課題記号番号・区分 課 題 名 責任者／担当者 予算区分 期 間

アイａ４０１０１ 実行課題 総合的な鳥獣害管理技術の開発 堀野眞一
一般研究
費

20～22

アイｂ 重点課題 水土保全機能の評価及び災害予測・被害軽減技術の開発

アイｂ１ 研究課題群
環境変動､ 施業等が水循環に与える影響の評価技術の開
発

アイｂ１１１ プロジェクト課題 水流出に及ぼす間伐影響と長期変動の評価手法の開発
平井敬三､ 野口正二､
安田幸生､ 杉田久志

交付金プ
ロ

18～22

アイｃ 重点課題 森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発
アイｃ２ 研究課題群 里山の保全・利活用及び森林環境教育システムの開発

アイｃ２１２ プロジェクト課題
人と自然のふれあい機能向上を目的とした里山の保全・
利活用技術の開発

八巻一成

交付金プ
ロ､
科 研 費
(分担)

18～22

アイｃ２１６ プロジェクト課題
森林の生物多様性がもたらす生態系サービスの評価手法
の開発と持続的活用に関する研究

柴田銃江 環境総合 20～22

アイｄ 重点課題
安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術の
開発

アウ 重点分野
社会情勢変化に対応した新たな林業・木材利用に関する
研究

アウａ 重点課題 林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発
アウａ１ 研究課題群 木材利用部門と連携した活力ある林業の成立条件の解明

アウａ１０１ 研究項目
森林・林業・木材利用を統合づけた ｢日本林業モデル｣
の開発

アウａ１０１０１ 実行課題
林業経営体の経営行動のモデル化と持続可能な経営条件
の定量的評価

林 雅秀
一般研究
費

18～22

アウａ１０１０２ 実行課題 木材利用セクターにおける国産材利用行動のモデル化 天野智将
一般研究
費

18～22

アウａ１０１０３ 実行課題 ｢日本林業モデル｣ の開発と新林業システムの経済評価 林 雅秀
一般研究
費

18～22

アウａ１０１５２ 小プロ課題 信頼と社会規範が森林所有者行動に与える影響 林 雅秀 科研費 18～20

アウａ１１１ プロジェクト課題 地域資源活用と連携による山村振興
八巻一成､ 天野智将
林 雅秀

交付金プ
ロ

18～20

アウａ１１４ プロジェクト課題
中国における木材市場と貿易の拡大が我が国の林業・木
材産業に及ぼす影響の解明

天野智将
交付金プ
ロ

20～22

アウａ２ 研究課題群 担い手不足に対応した新たな林業生産技術の開発

アウａ２１６ プロジェクト課題 広葉樹林化のための更新予測および誘導技術の開発 杉田久志､ 八木橋勉
技会高度
化事業

19～23

アウａ３ 研究課題群 持続可能な森林の計画・管理技術等の開発

アウａ３０１ 研究項目
林業の活力向上に向けた新たな森林の計画・管理技術の
開発

アウａ３０１０１ 実行課題
多面的な森林の調査､ モニタリングおよび評価技術の開
発

八巻一成
一般研究
費

18～23

アウａ３０１０２ 実行課題 長伐期循環型を目指す育林技術の開発 森澤 猛
一般研究
費

18～22

アウａ３１１ プロジェクト課題
基準・指標を適用した持続可能な森林管理・計画手法の
開発

平井敬三
交付金プ
ロ

18～22

アウａ３１２ プロジェクト課題
北方天然林における持続可能・活力向上のための森林管
理技術の開発

杉田久志､ 森澤 猛､
櫃間 岳､ 中村充博､
天野智将

交付金プ
ロ

18～22

アウａ３１４ プロジェクト課題
航空写真とＧＩＳを活用した松くい虫ピンポイント防除
法の開発

中村克典
技会高度
化事業

18～21

イ
森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向けた基礎
研究

イイ 重点分野 森林生態系の構造と機能の解明

イイａ 重点課題 森林生態系における物質動態の解明

イイａ１ 研究課題群
森林生態系における物質動態の生物地球化学的プロセス
の解明

イイａ１０１ 研究項目
森林の物質動態における生物・物理・化学的プロセスの
解明

イイａ１０１０２ 実行課題
土壌・微生物・植物間の物質動態に関わる生物・化学的
プロセスの解明

平井敬三
一般研究
費

18～22
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課題記号番号・区分 課 題 名 責任者／担当者 予算区分 期 間

イイａ１０１０３ 実行課題 土壌炭素蓄積量の変動プロセスの解明
志知幸治､ 小野賢二
星野大介

一般研究
費

18～22

イイａ１０１６１ 小プロ課題
スギ林 ｢切り捨て間伐｣ が森林生態系の窒素動態に及ぼ
す影響の解明

平井敬三 科研費 18～20

イイａ１０１７１ 小プロ課題
高精度な古植生復元のための針葉樹を主体とする気孔分
析法の確立

志知幸治 科研費 20～22

イイａ１０１７２ 小プロ課題
難分解性有機物 ｢リグニン｣ を指標とした､ 森林土壌に
おける腐植生成プロセスの解明

小野賢二 科研費 20～22

イイａ１１１ プロジェクト課題 森林流域の水質モニタリングとフラックスの広域評価 平井敬三､ 志知幸治
交付金プ
ロ

17～20

イイａ２ 研究課題群
森林生態系における水・二酸化炭素・エネルギー動態の
解明

イイａ２０１ 研究項目 森林生態系における水・エネルギー移動プロセスの解明

イイａ２０１０１ 実行課題 森林生態系における水動態の解明 野口正二
一般研究
費

18～22

イイａ２０１０２ 実行課題 森林生態系の微気象特性の解明 齋藤武史､ 安田幸生
一般研究
費

18～22

イイｂ 重点課題 森林生態系における生物群集の動態の解明
イイｂ１ 研究課題群 森林に依存して生育する生物の種間相互作用等の解明
イイｂ１０１ 研究項目 生物多様性と生物間相互作用のメカニズム解明

イイｂ１０１０１ 実行課題
環境変化にともなう野生生物の遺伝的多様性および種多
様性の変動要因解明

鈴木祥悟､ 中村充博
一般研究
費

18～22

イイｂ１０１０２ 実行課題 野生生物の生物間相互作用の解明
川路則友､ 柴田銃江､
島田卓哉

一般研究
費

18～22

イイｂ１０１７１ 小プロ課題
種子の生存過程追跡のための 非破壊的成分分 析法の開
発

島田卓哉､ 柴田銃江 科研費 19～20

イイｂ１０１７８ 小プロ課題
マツノマダラカミキリ蛹室における抗菌ペプチドが及ぼ
す生物間相互作用

前原紀敏 科研費 20～22

イイｂ１０２ 研究項目 樹木加害生物の生物学的特性の解明と影響評価

イイｂ１０２０１ 実行課題 樹木加害微生物の樹木類への影響評価と伝播機構の解明 田端雅進､ 市原 優
一般研究
費

18～22

イイｂ１０２０２ 実行課題 樹木寄生性昆虫の加害機構の解明と影響評価 前原紀敏､ 相川拓也
一般研究
費

18～22

イイｂ１０２５４ 小プロ課題
病原体とその媒介者の両方をターゲットにしたマツ材線
虫病の微生物的防除

前原紀敏 科研費 18～20

イイｂ１０２５８ 小プロ課題
細胞内寄生細菌“ボルバキア”がマツノマダラカミキリ
の生殖機能に与える影響の解明

相川拓也 科研費 19～21

イイｂ１０２５９ 小プロ課題
種子病原菌による森林生態系の個体群動態制御機構の解
明

市原 優 科研費 19～21

イイｂ１１２ プロジェクト課題 虫えいを侵入門戸とする樹木病原菌の感染機構の解明 市原 優 科研費 19～21

イイｂ１１３ プロジェクト課題
被食防御物質タンニンに対する耐性 から見た森林性齧歯
類の生態学的特性の解明

島田卓哉 科研費 19～20

イイｂ２ 研究課題群 森林生態系を構成する生物個体群及び群集の動態の解明
イイｂ２０１ 研究項目 森林生物の機能と動態のメカニズム解明

イイｂ２０１０１ 実行課題 環境変化に対する植物の生理生態的機能変化の解明 八木貴信
一般研究
費

18～22

イイｂ２０１０２ 実行課題 森林植物の分布要因や更新・成長プロセスの解明
新山馨､ 柴田銃江､
杉田久志､ 八木貴信､
星野大介

一般研究
費

18～22

ウ 基盤事業

ウa112 森林水文モニタリング
森林気象環境チーム
長､ 森林環境Ｇ

一般研究
費

ウa114 森林の成長・動態に関する長期モニタリング
森林生態Ｇ､ 育林技
術Ｇ

政府外受
託

ウa115 収穫試験地における森林成長データの収集 西園朋広
一般研究
費



１－２) 平成２０年度研究概要

１－２) － (１) チーム長 (針葉樹病害担当)

田端雅進 (チーム長)

｢東北地方におけるキバチ類の分布と材変色被害の実態｣

ニホンキバチやヒゲジロキバチは､ スギやヒノキに材変色被害を起こす｡ キバチ類の中には､ その他にア

カマツなどの枯死と関係があるニトベキバチが知られている｡ これらの中で特にニホンキバチの分布やその

キバチによる材変色被害の実態などが四国地方を中心に明らかにされている｡ しかし､ 東北地方におけるキ

バチ類の分布やスギの材変色被害は十分には明らかになっていない｡ このため著者らは､ ①宮城・岩手・秋

田県のスギ・ヒノキ・クロマツ・アカマツ林におけるキバチ類の分布と発生消長､ 及び②スギ材変色被害の

実態を調査した｡

調査地は､ 岩手県のスギ３林分､ ヒノキ１林分､ カラマツ２林分､ アカマツ３林分､ 秋田県のスギ１林分､

宮城県のクロマツ２林分であった｡ キバチ類の生息を確認するため､ キバチ類専用の誘引器を設置した｡ キ

バチ類の調査は､ １週間から２週間に１回行った｡

被害実態の調査地は､ 宮城・岩手・秋田県のスギ人工林で10林分を調査した｡ 調査対象は､ 間伐後１年以

内の間伐木伐根29～60本を対象に､ 間伐木の被害本数率を調査した｡

ニホンキバチは､ 全てのスギ・ヒノキ・カラマツ・クロマツ・アカマツ調査林分で誘殺され､ オナガキバ

チとヒゲジロキバチは､ スギ・ヒノキ・カラマツ調査林分で捕獲された｡ 一方､ ニトベキバチはクロマツ・

アカマツ林のそれぞれ１調査林分で確認された｡

オナガキバチの発生期間は､ ６月中旬から８月上旬であった｡ ヒゲジロキバチでは､ ６月下旬から８月中

旬で､ ニホンキバチでは７月下旬から９月下旬であった｡ 一方､ ニトベキバチの発生期間は､ ９月上旬から

中旬で､ 他のキバチに比べて発生期間が短かった｡

スギ材変色被害は､ すべての調査林で確認された｡ 各林分の被害率は､ 11.8～48.7％であった｡

以上の結果から､ ニホンキバチとヒゲジロキバチは､ スギ・ヒノキ・カラマツ林に分布し､ 宮城・岩手・

秋田県のスギ林で材変色被害を起こしていることが明らかになった｡

１－２) － (２) チーム長 (森林水流出担当)

野口正二 (チーム長)

｢2008年岩手・宮城内陸地震前後における震源地周辺の先行土湿｣

岩手県南部を震源とするマグニチュード7.2の地震 (2008年岩手・宮城内陸地震) が2007年６月14日午前

８時43分に発生し､ 宮城県栗原市や岩手県奥州市で震度６強のゆれが観測され､ 死者13人､ 行方不明10人の

被害をもたらした｡ この地震によって､ 荒砥沢ダムでの大規模地すべりをはじめ､ 震源地周辺の山地で無数

の中・小規模の斜面崩壊が発生した｡ 地すべりなどの災害を生じさせる主な誘因として降雨と融雪が挙げら

れ､ 土砂災害は土壌中の水分量が多いほど発生が高く､ また､ 何日も前に降った雨が影響している場合があ

ることが指摘されている｡ そこで､ この2008年岩手・宮城内陸地震の震源地近傍のアメダスデータから降水

量､ 積雪深と気温データを解析し､ 過去の日降水量の重み付き総和で計算される土湿の指標である先行降水

指数 (API30) を求め､ 地震が生じた前後の期間の土湿について明らかにした｡ 地震が生じた日の祭畤と駒

ノ湯のAPI30は､ それぞれ18.0mmと20.4mmであった｡ 融雪期や日降水量が100mmを越えるイベント直後のよ
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うなAPI30が高い土湿状態でなかったことが災害の被害をより大きくしなかったと考えられた｡ また､ 地震

後のAPI30は､ 過去に記録されている高い降雨イベント時や多雪年の融雪時のAPI30に達していないことが明

らかになった｡ 今後､ 災害の復旧活動を進めるとともに､ 震源地周辺の環境モニタリングを継続することが

重要だと判断された｡

１－２) － (３) チーム長 (地域資源利用担当)

天野智将 (チーム長)

｢地域資源の適正利用｣

東北地域における提案型施業実施事業体の育成と成果について調査を行った｡ 森林組合と民間業者との連

携が上手く構築され成果があったと評価できる事例がある一方､ 大きな組織であっても新しい事業として十

分な成果を上げているとは言えない経営体もあり､ 経営トップの意識改革が必要などの課題が明らかになっ

た｡

近年増大している合板分野における国産材利用について､ 東北から北海道､ 北陸､ 山陰の各地方に範囲を

拡大して調査を行った｡ 北海道においては､ 道外企業によるカラマツ集荷が強化され､ 道内の製材及び合板

企業との競争が強くなっていること｡ 北陸及び山陰地方では各県の素材供給能力が弱いことから企業間の競

争が厳しく､ 各ユーザーは独自の集荷体制を作っていることなどが明らかになった｡

天然林材の利用､ 特に広葉樹材について研究を行った｡ 海外資源ではもっとも輸入されていたロシアにお

ける輸出関税強化により輸入が減少した｡ これにより国産材の利用圧が高まっている｡ また流通量の減少に

伴い､ 価格形成機能が期待されて銘木市へ材が集中している｡ しかし､ 国産材の供給も減少しており､ 利用

側は安定資源を求めて北米材等への依存を強めつつある｡

｢我が国の木材需給の安定｣

中国大連地区で木材加工企業の調査を行った｡ ロシアにおける丸太輸出関税強化の動きを受けて､ 米材へ

の転換がおきつつあった｡ 工場の大型化が進む一方で､ 世界同時不況の影響から操業率が低下しており､ 経

営的に厳しい状況にある｡

１－２) － (４) 森林生態研究グループ

杉田久志 (研究グループ長)､ 森澤 猛､ 八木貴信

｢早池峰山のコメツガ・オオシラビソ林における種子の豊凶と実生の消長｣

種子の豊凶､ 実生・稚樹の発生・消失過程は､ 森林の更新を左右する重要な要因である｡ 亜高山帯針葉樹

林では多くの場合林床に多数の針葉樹稚樹や実生がみられるが､ オオシラビソ稚樹が地表と根張り・倒木の

両方にみられるのに対し､ コメツガ稚樹は根張り・倒木上に限定されていることが報告されている (Sugita

& Tani, 2001)｡ そのような定着場所のちがいの成立過程を明らかにするため種子の豊凶を10年間､ 実生の

発生と生残を11年間追跡し､ 実生・稚樹バンクの成立状況を解析した｡ オオシラビソは1998､ 2003､ 2005年

に豊作となり､ その間にも小規模な結実がみられたが､ コメツガは1998と2005年の豊作以外にはほとんど結

実がみられなかった｡ 豊作年の翌年には多数の実生が発生した｡ 実生の消失は当年生のあいだが急激で１年

生以降は緩やかとなり､ とくにコメツガの当年生時の減少が著しかった｡ 根張り・倒木上では､ 両樹種とも

比較的消失が緩やかで､ コホートが消滅する前に次のコホートが補充され､ 実生バンクが成立していた｡ し
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かし､ 地表上では､ オオシラビソが実生バンクを維持していたのに対し､ コメツガは大発生直後に高い実生

密度を示したものの､ 速やかに消滅して､ 実生バンクは持続していなかった｡ 以上のことから､ コメツガ稚

樹が根張り・倒木上に限定されているのは､ 地表上において実生バンクが維持されないためであると考えら

れる｡

｢木曽ヒノキ天然更新に及ぼすササ抑制処理の効果｣

薬剤によるササ抑制処理がヒノキ天然更新施業に与える効果を検証するため､ 長野県三浦実験林内帯状皆

伐天然更新試験地の更新木樹冠とササの面積比率の変遷を空中写真を用い､ 1969年の伐採終了から2005年ま

での36年間について経時的に解析した｡ 除草剤散布と刈払いによりササ抑制処理が行なわれた伐採帯 (処理

区) では､ ササ面積比率の低下が計３回あったと推察され､ ササ抑制効果の持続期間は３年間程度であった

と見積もられた｡ しかし､ ササ抑制処理が行なわれなかった伐採帯 (対照区) では､ 2005年までのほぼ全期

間､ 伐採直後を除いてササの衰退が見られなかった｡ 2005年において更新林分は､ 処理区では林地の70％以

上を覆っていたが､ 対照区では約24％が覆われていたのみであった｡ 1979年のササ面積比率と2005年の更新

木樹冠面積比率の間に負の相関が見られ､ ササ抑制処理によりヒノキ天然更新が促進されたと考えられた｡

処理区の更新林分は上層平均樹高が同等の標準的な人工林に比べやや疎であったものの､ 樹高成長に伴い林

分の状態は改善されていくと見込まれる｡

｢ブナ天然更新施業地のササ植生におけるブナ稚樹の成長戦略｣

天然更新施業の中で行われる択伐は､ 人工の林冠ギャップを形成することで森林下層の光環境を大きく改

善し､ 目的樹種 (ここではブナ) の稚樹だけでなく､ 競合する下層植生 (ここでは特にササ) の成長をも促

進する｡ 択伐によって変化した競争関係の中､ 更新成功のためにブナ稚樹が示す成長戦略の解明は､ 天然林

のギャップ更新メカニズム､ そして施業の成否の決定要因を明らかにするという､ 基礎と応用の両方の意味

で重要である｡ この研究は､ 秋田駒ヶ岳の竜川山国有林 (岩手県雫石町) の事業として天然下種第２類の施

業が行われた林分に調査地を設定し､ ササが優占する下層植生に生育するブナ稚樹の成長を追跡した｡ 本年

度はデータの一部をとりまとめ､ 稚樹の樹形アロメトリーに関わる部分を原著論文として国際誌に投稿した｡

１－２) － (５) 育林技術研究グループ

柴田銃江 (研究グループ長)､ 櫃間岳､ 星野大介､ 八木橋勉

｢冷温帯落葉樹林の二酸化炭素動態｣

冷温帯落葉樹林の二酸化炭素循環モデル開発の一環として､ 生理生態および物質生産的な側面からブナ林

の生態特性の解明を目的としている｡ 本年度は､ 安比のブナ二次林において､ 個葉レベルの光合成測定や樹

冠葉量の季節変化の解析を行い､ 個葉レベルの光合成能力に年変動があること､ 樹冠葉量の季節的パタンな

どを明らかにした｡ また､ 森林による二酸化炭素吸収量の推定精度を上げるため､ 枝葉および繁殖器官の落

下量を継続して測定し､ 同林分４ha内で生立木および枯死木の現存量を調べ､ 結実量の測定データをとりま

とめた｡ その結果､ 純一次生産量には林分の樹木成長年変動が大きく関わり､ その樹木成長変動には当年降

水量が大きく影響していることを明らかにした｡ これらの成果を2009年３月の日本生態学会および日本森林

学会にて発表した｡
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｢樹木の生活史特性解明｣

森林を保全､ 管理する上で､ 森林群集内の様々な樹木の生活史とその個体群維持機構を明らかにすること

は重要である｡ そこで､ ブナやカエデ類などの温帯落葉広葉樹林の主要構成種 (15種) について､ 実生期か

ら成木の繁殖に至るまでの生活史パラメータ (死亡､ 滞留､ 成長､ 繁殖) の約20年間の観測データを取りま

とめた｡ その結果､ 死亡率は樹種や生活史段階による差が大きいが､ 成長率の種間差は小さいことがわかっ

た｡ 全体的な傾向として､ 耐陰性が高いとされる樹種では死亡率は低いが成長率も低いのに対して､ 耐陰性

が低い樹種では死亡率は高いが成長率も高かくなっていた｡ ただし､ これらのパラメータの樹種間での順位

は､ 生活史段階によって複雑に入れ替わっていることも明らかになった｡ このような生活史全体を通じた生

活史パラメータの変化は､ 群集内での各樹種の位置づけや個体群の動きを複雑に変化させると考えられた｡

｢ヒバ択伐林の動態と個体成長｣

ヒバ天然林の択伐施業技術を高度化するため､ 下北半島にある冷水沢成長量試験地における80年間の択伐

施業履歴を解析し､ ヒバ天然林の択伐が林分構造に与える影響および択伐の持続可能性について調べた｡ 試

験地の林分蓄積は維持しているものの径級構造は変化し､ 中径木比率が低下していることが明らかになり､

択伐施業の持続可能性の検証にはさらに長い調査期間が必要だと考えられた｡ この成果を2008年10月の

IUFRO学会 (於静岡) にて発表した｡ また､ ヒバ択伐林の林分構造および更新木の成長推移を明らかにする

ため､ 同試験地において小中径木の伐倒調査を行った｡

｢ヒノキ林の長期動態｣

木曽ヒノキ林の集団枯損が発生し問題化している老齢林分において､ 長期追跡データをとりまとめたとこ

ろ､ 初期枯死木周辺でその後の枯死木が次々と発生するなど集団枯損は局地的に生じたものであり､ 枯死量

が経年的に減少するなど期間限定的な特徴があるとして､ これを速報的短報として公表した｡ なお､ 集団枯

損部以外では枯死木が生じていないこと､ 生残木は僅かであるが成長を継続していたことから､ 林分全体が

衰弱状態にあるとは考えられなかった｡ 以上のことから､ 集団枯損は突発的・局地的に生じた何らかの自然

攪乱が原因であると結論できた｡

｢ブナ天然更新施業の再検討｣

伐採後短期的には更新良好と判断された苗場山ブナ天然更新試験地において､ 伐採後長期経過後の伐採率

別の材積回復率を明らかにし､ 材積ベースではどの伐採率でも更新が良好とは言えない現状を示した｡ この

試験地は､ ブナの天然更新の手法確立を目指して1967年に設定され､ 伐採率や林床処理の効果などを検証す

るために継続的に調査が行われてきた｡ 本研究では､ このうち保残母樹を伐採していない５つの伐採区

(100％､ 70％､ 50％､ 30％､ ０％の５段階の伐採率) を用い､ 択伐率の異なるブナ林の材積の回復過程を調

査した｡ 各伐採区内の50m×50mの範囲で伐採前の1968年に行われた毎木調査の結果と､ 2002-2003年に行っ

た毎木調査の結果を比較することで､ その回復過程を解析した｡ 伐採から約35年が経過したにも関わらず､

胸高断面積合計が伐採前の値まで回復した伐採区はなく､ 期待されたほどの更新は進んでいない結果となっ

た｡
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１－２) － (６) 森林環境研究グループ

平井敬三 (研究グループ長)､ 安田幸生､ 小野賢二､ 志知幸治

｢森林生態系における二酸化炭素吸収・放出量の測定｣

森林生態系におけるCO２吸収・放出量やその変動特性を調べるために､ 岩手県安比高原にあるブナ二次林

にてCO２フラックス観測を行った (2000年４月より継続中)｡ CO２フラックスとは大気－森林間のCO２交換

速度を表し､ 林内空気のCO２貯留変化量と合わせて正味生態系CO２交換量 (NEE) を評価することができる｡

2007年は､ 夏にブナの葉食害虫であるブナアオシャチホコが大発生し､ ブナの葉が大きな食害を受けたため､

正味の年間CO２吸収量が激減した｡ 翌年の2008年は､ 冬期の積雪量が少なく､ また３月から４月の気温が高

めだったことから､ ブナの葉が例年よりも２週間ほど早く開葉した｡ しかし､ 開葉時期が早かったため春先

の低温に合い､ おもに樹冠上層部の葉が霜害を受けた｡ 通常､ NEEは開葉後一ヶ月程度でCO２吸収のピーク

に達するが､ 2008年では約二ヶ月を要していた｡ 2008年における正味CO２吸収量は､ 成長期 (葉が光合成を

行っていた期間) が長かったため､ 霜害等はあったものの平年並みの吸収量を示していた｡

｢２固体13Ｃ核磁気共鳴法を利用した落葉分解過程における有機炭素動態の解析｣

樹木から林床へ供給された落葉が分解し､ 土壌に有機物として貯まっていく初期過程を明らかにするため､

固体13Ｃ核磁気共鳴法によって解析を行った｡ その結果､ 落葉の分解が進むに連れて落葉中の有機物組成は

土壌に蓄積している有機物の組成とほぼ同じになることが明らかとなった｡ また､ 組成毎の有機物の分解速

度をもとに､ 毎年林床に貯まっていく落葉量を計算したところ､ 実際の森林に貯まっている落葉層の量と一

致し､ 固体13Ｃ核磁気共鳴法による定量結果はほぼ妥当であることが確認できた｡ 固体13Ｃ核磁気共鳴法は従

来法のように薬品を用いた抽出・生成を必要としないため､ 有機物本来の構造を壊さずそのままの状態で解

析できる｡ したがって､ 固体13Ｃ核磁気共鳴法は森林における有機物動態研究に大いに利用価値のある手法

となりうると考えられた｡

｢東北における水質モニタリングとフラックスの評価｣

積雪地域において､ 積雪が渓流水質に及ぼす影響や､ 森林流域からの流出する物質量を評価するため､ 姫

神 (岩手県盛岡市) および釜淵 (山形県真室川町) 試験地において､ 降水と渓流水中の主要溶存成分のモニ

タリングを行った｡ 両試験地における2008年の降水量は2007年より約300mm少なかったため､ 降水による

流入負荷量および渓流水による流出負荷量もほとんどの溶存成分で2007年より減少した｡ 姫神試験地では､

無機態窒素の渓流水による流出負荷量は降水による流入負荷量の21％､ 硫黄の流出負荷量は流入負荷量の45

％であり､ 両成分とも流域内に蓄積していた｡ 一方､ 釜淵試験地では､ 無機態窒素の流出負荷量は流入負荷

量の26％であり､ 流域内に蓄積していたが､ 硫黄の流出負荷量は流入負荷量の240％であり､ 流域から損出

となっていた｡ こうした違いは両試験地の土壌や地質の違いによるものと考えられる｡ その他の溶存成分は､

両試験地ともに流出負荷量は流入負荷量を上回っており､ 流域から損失となっていた｡

｢スギ緑葉の分解－間伐による林内環境変化の影響－｣

間伐で還元された緑葉の多くが地面に接地しない状態で存在する ｢切り捨て間伐｣ における緑葉の分解や

窒素動態への影響を検討するため､ 地表と空中に緑葉を入れたリターバッグを設置し､ 間伐による１年間追

跡した｡ 対象は茨城県城里村の桂試験地 (間伐林分) と秋田県大館市の長坂試験地 (間伐林分と非間伐林分)

の約40年生スギ林である｡
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間伐林分では､ 分解速度は両試験地とも空中と地表設置の違いはなかった

が､ 地表設置の方が窒素含有率の増加は大きく､ 窒素固定活性が高かった｡

分解速度が桂試験地よりも速い長坂試験地では､ 積雪中で比較的湿潤な環

境下におかれる冬季にも分解が進んでいた｡ また､ 間伐と非間伐林分を比

べた場合､ 分解速度は間伐林分の方が遅く､ 窒素含有率の増加が地表設置

で小さかった｡ 試料の水分含有率は間伐林分で低いことから､ 分解が遅い

原因は地表を含む林内の水分環境が間伐によって低くなるためと考えられ

た｡

１－２) － (７) 生物多様性研究グループ

堀野眞一 (研究グループ長)､ 鈴木祥悟､ 島田卓哉､ 大西尚樹

当研究グループでは､ 森林に生息する野生動物の生態やその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｡ 20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｡

種子捕食／散布者としての機能評価のため､ 岩手県盛岡市周辺において､ 森林性齧歯類３種 (アカネズミ､

ヒメネズミ､ ニホンリス) 及び草地性齧歯類１種 (ハタネズミ) を対象として､ タンニン耐性 (タンニン結

合性唾液タンパク質及びタンナーゼ産生細菌量) の評価を行った｡ その結果､ アカネズミ､ ヒメネズミ､ ニ

ホンリスは高いタンニン耐性を示し､ ハタネズミは低い耐性を示すことを見出した｡ また､ タンニン耐性に

著しい種内変異が存在し､ 生息環境及び食性履歴の違いが影響している可能性が示唆された｡ また､ コナラ

種子を対象として､ 近赤外分光法を用いて被食防御物質タンニンの非破壊的成分分析法の開発を行った｡ さ

らに､ その有効性を評価するために､ 得られた検量モデルを用いて､ コナラ種子の生存過程に個々の種子の

形質が与える影響の評価を行い､ タンニン含有率が種子の生存に影響を与えることを明らかにした｡

ニホンジカ (以下､ シカ) が自然植生に与える影響とその回復過程を調査した｡ シカの個体数増加と分布

拡大のため農林業被害と自然植生への過度の影響が生じている事態を受けて､ 特定鳥獣保護管理計画制度に

則った管理が多くの自治体によって進められている｡ これらシカ管理の進展に伴うシカ密度の変化によって

自然植生が受ける影響を明らかにするため､ 茨城県内に建設した大規模実験シカ柵 (面積１/４km２および

１/16km２の２基) を使って実験を行った｡ ここではとくに広葉二次林の構造変化に注目し､ 個体識別した

樹木 (総数約3,000本) の樹高と生枝下高 (その樹木の最も低い生葉の地上候) を測定することによって林

内における生葉分布構造を解明する方法を採った｡ まず､ 2002年から2005年にかけて柵内にシカ各１頭を導

入し (シカ生息密度４頭/km２および16頭/km２に相当)､ その条件下で樹木に生じた変化を調査した｡ その結

果､ シカの口の届く高さの範囲 (おおむね２m以下) において､ 16頭/km２では生葉を持つ樹木数が顕著に減

少した｡ 一方､ ４頭/km２では明瞭な変化がほとんど生じなかった｡ ただし､ 樹種別に見るとごく一部に激

減した植物もあった｡ 2005年にシカを搬出した後も､ シカから受けた影響の回復過程を追跡するため調査を

継続した結果､ 16頭/km２では回復が見られたが､ その速度は遅かった｡ 今年度の調査結果でも実験開始前

の状態と比較するとまだかなり隔たりがあった｡ ４頭/km２では元々影響が軽微であったため､ その後の変

化も小さかった｡
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積雪期の降雪による物質の流入
負荷量把握のための試料の採取
(姫神試験地 (岩手県盛岡市))



間伐が繁殖鳥類群集に与える影響について明らかにするために､ 盛岡森林管理署管内のカラマツ人工林

(標高750m) で､ 間伐前１年と間伐後６年目までの繁殖鳥類群集を ｢なわばり記図法｣ により調査した｡ 全

種合計の繁殖密度は､ 間伐区では間伐後２､ ３年目に増加し､ ４年目には間伐前の密度まで減少したが､ ５､

６年目には再度増加した｡ 対照区との比較では､ 間伐後２年目以降は常に間伐区の方が高く推移した｡ セン

サス時の記録密度 (10ha当たりの観察記録数) により比較を行ったところ､ 間伐区で間伐後に対照区より高

くなったのは､ ウグイス､ センダイムシクイ､ ノジコ､ アオジなど､ 林の下層で採餌や営巣を行う種類が多

かった｡ 間伐区と対照区の繁殖種と出現種について種構成に違いがあるかをファイ係数により検討したとこ

ろ､ 間伐前後を通じて両区域の鳥類群集は有意に類似していた｡ また､ 優占度構成の比較においても､ 間伐

前後を通じて､ 両区間､ 各年間の群集組成の類似度 (木元のCπ) は0.9以上と非常に高かった｡

１－２) － (８) 生物被害研究グループ

磯野昌弘 (研究グループ長)､ 中村克典､ 前原紀敏､ 市原 優､ 相川拓也

｢DNA情報を利用した簡易なマツ材線虫病診断法の開発｣

マツ材線虫病はマツノザイセンチュウにより引き起こされる日本で最も重要な森林病害である｡ これまで､

本病の診断は専門的な知識や技術を備えた専門研究機関でのみ行われてきたが､ 現場の実務者でも診断を行

えるよう､ 簡易な診断法を開発した｡ 診断は以下の３つのステップから成る： １) 枯死マツから採取した

材片を抽出液に入れ材内のDNAを抽出する｡ ２) その一部を検出液に移しマツノザイセンチュウのDNA

だけを特異的に増幅する｡ ３) 検出液の色からザイセンチュウの存否を判定する｡ これにより､ 従来１

～２日を要していた診断が約90分に短縮される｡ また､ 液体の色で判定するため誰でも一目で結果を知るこ

とができる｡ このように､ 本診断法は専門的な知識や技術を必要とせず､ 人を選ばない操作性に優れた診断

法であることから､ 今後マツ材線虫病防除のための新たなツールとして活用が期待される｡ 本診断法は現在

特許出願中である｡

｢マツノザイセンチュウ近縁種群とヒゲナガカミキリ族との親和性｣

近年､ マツノザイセンチュウ近縁種群がマツノマダラカミキリと同族のカミキリムシによって媒介される

例が次々と見つかっている｡ 本研究では､ 寒天培地を用いた人工蛹室でマツノザイセンチュウ近縁種群３種

をヒゲナガカミキリ族２種と組み合わせ､ 線虫がカミキリムシに媒介されるための便乗ステージの出現頻度

を指標に両者の親和性を調べた｡ その結果､ カミキリムシ無しの対照区ではどの線虫種においても便乗ステー

ジは全く出現しなかったのに対し､ 広葉樹を宿主とするクワノザイセンチュウとタラノザイセンチュウは広

葉樹食のセンノカミキリの存在下で､ また針葉樹を宿主とするマツノザイセンチュウは針葉樹食のマツノマ

ダラカミキリの存在下で多数の便乗ステージが出現し､ 高い親和性を示した｡ 一方､ それぞれ逆の組み合わ

せでも便乗ステージが少し出現したので､ 今後､ 線虫の分子系統解析の結果と合わせて､ その生態的および

進化的意義を考察する｡

｢針葉変色時期の異なるマツ枯死木からのマツノマダラカミキリの発生数の違い｣

寒冷地では年間を通じて松くい虫被害による針葉変色木が発生するが､ 防除では媒介者であるマツノマダ

ラカミキリが発生する可能性の高い木を優先的に処理する必要がある｡ そこで､ 秋田県秋田市の海岸マツ林

で５月～11月に発生したアカマツ・クロマツ枯死木でマツノマダラカミキリ産卵痕の見られたものから伐倒

丸太を採取し成虫の発生を調べた｡ 成虫は７月から10月に針葉が変色した枯死木から多く発生し､ ６月以前
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や11月では発生は非常に少ないか､ 全くなかった｡ 発生した成虫のマツノザイセンチュウ保持状況と枯死木

の針葉変色時期との間には特に関係は見られなかった｡ これらのことから､ 寒冷地における松くい虫防除の

ための伐倒駆除では７月から10月に針葉が変色する枯死木を主な対象とすればよいと結論した｡

｢スギ枝枯菌核病菌の感染部位としてのスギタマバエ虫えいの組織構造｣

スギ枝枯菌核病は､ 主に東北地方に分布するスギの枝枯性病害である｡ 本病の病原菌Scolicosporium sp.

は､ スギタマバエの虫えいによる芽枯れ部からスギ緑枝上に菌糸束を伸ばし､ 皮層組織に侵入して枝を枯死

させる｡ そのため虫えいが本菌の初期感染部位であることが示唆されているが､ その詳細は不明である｡ 本

研究では､ スギタマバエ虫えいが本菌の感染部位となる要因について組織学的側面から明らかにするために､

スギタマバエ虫えいと健全針葉の組織構造を解剖観察により比較した｡ 虫えいは開口しており､ 内部は空洞

になっていた｡ 成熟した虫えいは､ 内部に栄養組織が形成されていた｡ 針葉の健全部では､ 表皮細胞とクチ

クラ層が発達していたのに対して､ 虫えい内壁では観察されなかった｡ 虫えい内壁では､ 病原菌の侵入を阻

止する役割を持つこれらの組織が欠落しているため､ 組織内への菌の侵入が容易になっている可能性が考え

られた｡ 今後接種試験等によって菌の侵入過程を明らかにする必要がある｡

｢スギ間伐林分における落葉分解昆虫の減少｣

間伐は､ 林内の光環境を大きく改善し林床植生の発達を促す｡ これらは､ さらに､ 他の生物の餌資源や生

息場所となり周辺からの移入を促すことにより林内の生物多様性を増大させると考えられている｡ 一方､ 既

に林内に棲みついている昆虫に間伐がどのような影響を与えているかは不明である｡ そこで､ 間伐の実施さ

れたスギ林５箇所と､ ７年以上間伐の実施されていないスギ林４箇所に､ 森林総研式羽化トラップを設置し

林床から羽化する昆虫を比較した｡ その結果､ 間伐林分では､ 林床に堆積している落葉量に減少がみられる

とともに､ これらの資源に依存していると考えられているタマバエ類とトビムシ類及びそれらに寄生する蜂

類の減少がみられた｡ これらから､ 間伐は､ 乾燥ストレスや餌資源量の減少をつうじて､ 林床を棲み場所と

する落葉分解昆虫に負の影響を与えていると考えられた｡

１－２) － (９) 森林資源管理研究グループ

八巻一成 (研究グループ長)､ 西園朋広､ 林 雅秀

｢国立公園と協働｣

国立公園の管理においては､ さまざまな主体の参画による ｢協働｣ がますます重要性を増してきている｡

わが国の国立公園は､ 国有地や公有地のほか､ 私有地などが含まれる地域制公園であることから､ 土地所有

者や地域住民､ さらには公園来訪者や国民などが､ そこにある資源の利用や保全をめぐって重層的に関わり

合っている｡ そのため､ それらの利害について合意を形成し､ 協働による公園管理を進めることが重要であ

る｡ 国立公園における協働を進めるためには､ 国立公園管理への関与のあり方に関する明確な指針が必要で

あることから､ ｢かかわり主義｣ をもとに考え方の整理を行った｡

かかわり主義では対象への関与のあり方を､ 対象との関わりの深さをもとに捉える｡ つまり､ 国立公園地

域の土地や資源との関わりの濃淡や､ 国立公園という制度が目的とする対象との関わりの程度をもとに､ 国

立公園管理への関与のありかたを考える｡ 国立公園は国を代表する優れた風景地を保護する目的で国が指定

したものであるから､ 国民の代表として国が積極的に関わり責任を持つ必要がある｡ また､ 国立公園の指定

によって伝統的な資源利用が規制を受ける地域住民もまた､ 管理に深く関わる権利があり､ 相当の発言権を
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有している｡ 一方､ 個々人としての国民や利用者は､ 国立公園内の資源に対してレクリエーション利用を楽

しむ権利を有してはいるが､ 管理にまで責任を負っているとは通常いえず､ 発言権は相対的に低い｡ このよ

うに､ 国立公園やその資源に対してどれだけ責任を果たし得るかという点が､ 国立公園管理への関与のあり

方を決める重要な指針になるのである｡

｢森林資源量の広域的な把握｣

京都議定書の第１約束期間以降で求められているフルカーボン・アカウンティングモデルでは､ 計算を行

うメッシュ (３次) ごとに初期条件として､ 期首の林分密度及び樹高などの林分構造パラメータを与える必

要がある｡ 昨年度までに､ 林野庁の森林資源モニタリング調査のグリッド格子点上の点データを面データに

拡張する手法を検討してきた｡ 本年度は､ 昨年度までに開発された手法を用いて､ スギを対象に林齢による

林分構造の変化を地域別に解析し､ 林分構造パラメータについて全国規模のメッシュ地図を作成した｡

｢東北地方のスギ人工林における林分成長の推移｣

これまでに､ 秋田地方のスギ人工林に設置された収穫試験地データを解析し､ １) 地位の良い林分で､ 弱

度の間伐を繰り返し実施した場合には､ 間伐林の総純収穫量が無間伐林のそれを上回るが､ ２) 地位の悪い

林分では間伐によって総純収穫量に差があるとはいえないという予想を得た｡ さらなる理解を得るために､

本年度は､ 林分成長の時間経過を表現できる成長曲線を用いた解析をおこなった｡ その結果､ これまでの予

想とは異なり､ 林分成長に与える間伐の影響 (適度な間伐による総純収穫量の増加､ ピーク林齢の高齢への

推移) は､ 地位に依存しない､ 普遍的な傾向であると示唆された｡ ただし､ 地位の悪い林分で､ 林分成長に

与える間伐の影響が認められるにはかなりの長期を要すると思われた｡

｢森林資源の利用・管理と社会関係｣

森林所有者と素材生産業者との間の社会関係が森林管理問題に与える影響について､ 秋田県内の素材生産

業者等を対象として実施した聞き取り調査にもとづいて分析し､ 研究成果のとりまとめを行った｡ そのなか

で､ 伐採契約に将来の継続的な契約を前提にしない弱い紐帯､ あるいは､ 契約相手の森林所有者同士が互い

に知り合いではないような開放的なネットワークを利用している素材生産業者は､ そうでない業者と比較し

て高い生産性を達成することが可能であることが明らかになった｡ 素材生産業の高い生産性は､ 国産材が利

用されないという森林管理問題の緩和に結びつくものと考えられる｡

また､ 昨年度に引き続いて岩手県二戸市浄法寺地区を中心とした生漆の持続的生産に関わって､ 社会的ネッ

トワークの視点から調査を行った｡ 昨年度と同様に､ 漆掻き同士のほか､ 漆原木の入手先､ 生漆の販売先､

漆振興に関わる行政の関係者らとのネットワークについて､ リストを提示する方法によって調べた｡ この調

査を進めるなかで､ 2008年度までに文化財修復の用途での大量の需要発生と､ 浄法寺漆の認証制度の導入と

いう２つの大きな環境変動が発生した｡ これら環境変動にともなって従来の生漆流通のあり方も変化しつつ

ある｡ そこでこれら環境変動にともなう社会的ネットワーク変動､ そしてその結果としての生漆生産の持続

性にどのような影響を与えたのか､ という点は興味深く､ 今後も調査を継続することが必要と考えられた｡
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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

１

Sugita H (杉田久志), Kunisaki T
(國崎貴嗣), Takahashi T (高橋健保)
and Takahashi R (高橋良一)

Effects of previous forest types and
site conditions on species composition
and abundance of naturally regenerated
trees in young Cryptomeria japonica
plantations in northern Japan.
(スギ人工林の混生樹の樹種構成と

混交歩合に及ぼす前生林分と土地条
件の影響)

Journal of Forest Research 13：155-164 2008.06

２

Sugita,H. (杉田久志)
Hitsuma,G. (櫃間 岳)
Kanazashi,T. (金指達郎)
Hiyane,A. (比屋根 哲)

Effects of selection cutting on the
structure of Thujopsis dolabrata var.
hondai forest at the Ohata Experime
ntal Forest, northern Japan (大畑ヒ
バ施業実験林における択伐がヒバ林
の構造に及ぼす影響)

Abstracts of the conference on Feasibility
of Silviculture for Complex Stand
Structures：
Designing Stand Structures for Sustainabi
lity and Multiple Objectives Oct 24-27,
2008, B-nest Shizuoka, Shizuoka, Japan,
144

2008.10

３
富田基史､ 陶山佳久､ 関 剛､
杉田久志

アカエゾマツ孤立個体群の繁殖シス
テム：近交弱勢と繁殖成功パターン
に着目して

日本生態学会東北地区会第53回大会講演
要旨

2008.11

４ 杉田久志､ 猪内次郎､ 田口春孝 カラマツ人工林帯状皆伐・地掻き処
理後のウダイカンバの定着と成長

東北森林科学会第13回大会講演要旨集､
84

2008.08

５
杉田久志 ブナ天然更新施業技術はどこまで確

立しているのか ―黒沢尻試験地の
調査結果からみえてきたこと―

森林総合研究所東北支所研究情報 ８�：
１-６.

2008.08

６
富田基史､ 陶山佳久､ 杉田久志 近親交配は稚樹個体群のデモグラフィー

に影響を与えるか？アカエゾマツ孤
立個体群の全個体遺伝子型解析

日本生態学会大会講演要旨集､ 56：377 2009.03

７
杉田久志 現在の植生から得られる情報からみ

た亜高山帯植生の成立 ―分布域お
よび樹種の生態的特性―

日本生態学会大会講演要旨集､ 56：184 2009.03

８
杉田久志､ 岩本宏二郎､ 森澤 猛､
齋藤智之､ 壁谷大介､ 岡本 透､
酒井寿夫

御嶽山における密なチマキザサ林床
をもつ亜高山帯針葉樹林の構造と動
態

森林総合研究所研究報告 ７：81-89 2008.06

９
杉田久志､ 長池卓男､ 高橋利彦 積雪環境傾度にともなうコメツガの

実生生残パターンのちがい ―富士
山､ 早池峰山､ 八幡平の事例―.

日本生態学会大会講演要旨集､ 56：259 2009.03

10 杉田久志､ 金指達郎､ 高橋利彦 早池峰山のアカエゾマツ南限個体群
の動態.

日本森林学会大会講演要旨､ 120：243 2009.03

11
森澤 猛､ 杉田久志､ 橋本良二､
赤井龍男

木曽ヒノキ帯状皆伐天然更新試験地
におけるササおよび樹冠被覆率の36
年間の変遷

日本森林学会講演要旨集､ 120：(印刷中) 2009.03

12
齋藤智之､ 壁谷大介､ 長谷川元洋､
岡本 透､ 西山嘉彦､ 森澤 猛､
三村晴彦

ササを制御した木曽ヒノキ天然更新
試験地における設定40年後のササの
回復状況

日本森林学会中部支部大会研究発表講演
要旨集､ 57：11

2008.10

13
齋藤智之､ 壁谷大介､ 長谷川元洋､
岡本 透､ 西山嘉彦､ 森澤 猛､
三村晴彦

ササを制御した木曽ヒノキ天然更新
試験地における設定40年後のササの
回復状況

中部森林研究､ 57：(印刷中) 2009.03

14 森澤 猛､ 杉田久志､ 齋藤智之 木曽ヒノキの天然更新について (Ⅳ)
－24年間 (1984年～2004年) の動態－

日本森林学会中部支部会大会講演要旨
57：11

2008.10

15 森澤 猛､ 杉田久志､ 齋藤智之 木曽ヒノキの天然更新について (Ⅳ)
－24年間 (1984年～2004年) の動態－

中部森林研究 57：９-10 2009.03

16 森澤 猛､ 杉田久志､ 齋藤智之 木曽ヒノキの天然更新について (Ⅳ)
－24年間 (1984年～2008年) の動態－

中部森林研究､ 57：(印刷中) 2009.03

17

森澤 猛､ 杉田久志､ 橋本良二､
赤井龍男

木曽ヒノキ帯状皆伐天然更新試験地
におけるササおよび樹冠被覆率の36
年間の変遷 －空中写真を用いたサ
サ抑制処理効果の解析－

日本森林学会大会講演要旨､ 120：627 2009.03

18

Tanaka, Hiroshi (田中 浩)､
Igarashi, Tatsuya (五十嵐哲也)､
Niiyama, Kaoru (新山 馨)､
Shibata, Mitysue (柴田銃江)､
Miyamoto, Asako (宮本麻子)､
Nagaike, Takuo (長池卓男､ 山梨森
林総研)

Changes in plant diversity after
conversion from secondary broadleaf
forest to Cryptomeria plantation forest：
chronosequencial changes in forest
floor plant diversity.
(広葉樹二次林からスギ人工林への

転換後の植物多様性の変化：林床植
物の時系列変化)

Abstracts of the conference on Feasibility of
Silviculture for Complex Stand Structures；-
Designing Stand Structures for Sustainability
and Multiple Objectives-､ 103.

2009.03
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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

19

Tanaka, H. (田中 浩)､ Niiyama, K.
(新山 馨)､ Shibata,M.(柴田銃江)､
Yagihashi, T. (八木橋 勉)､
Niwa, H.､ Hayashi, A.､ Nagaike, T.

Chronosequencial changes in forest
stand structure and composition.
(時間経過による森林植物群集の変

化)

Abstract of the International Workshop
"Balancing Ecosystem Values, Innovative
Experiments for Sustainable Forestry"､ ：
165-166

2004.08

20

Mitsue Shibata (柴田銃江)､
Satoshi Kikuchi (菊地 賢)､
Hiroshi Tanaka (田中 浩)､
Hiroshi Yoshimaru (吉丸博志)､
Kaoru Niiyama (新山 馨)

Effects of human disturbance of forest
on reproduction of a heterodichogamous
maple,
Acer mono (カエデの繁殖生態に対
する人為撹乱の影響)

Sustainability and Biodiversity Assessment
on Forest Utilization Options. 255-260.
Research Institute for Humanity and Nature
2008

2008.03

21

Mitsue Shibata (柴田銃江)､
Satoshi Kikuchi (菊地 賢)､
Hiroshi Tanaka (田中 浩)､
Masahiro Sueyoshi (末吉昌宏)､
Hiroshi Yoshimaru (吉丸博志)､
Kaoru Niiyama (新山 馨)

Effects of population density, sex
morph, and tree size on reproduction
in a heterodichogamous maple,
Acermono, in a temperate forest of
Japan. (森林の人為かく乱や性表現
などがカエデの送受粉成功に与える
影響)

Ecological Research､ 24：１-９ 2009.01

22

Takashi Masaki (正木 隆)､
Shigeta Mori (森 茂太)､
Takuya Kajioto (梶本卓也)､
Mitsue Shibata (柴田銃江)､
Gaku Hitsuma (櫃間 岳)

Growth response of Pinus densiflora
trees after thinning in a dense old-
growth plantation (高密度老齢アカ
マツ林の択伐に対する成長応答)

Abstracts of the conference on Feasibility
of Silviculture for complex stand structures,
６th workshop of "uneven-aged silviculture"
IUFRO group､ 94

2008.10

23

Yu Matsuki (松木 悠 京大)､
Ryunosuke Tateno (館野隆之輔 鹿
児島大)､
Mitsue Shibata (柴田銃江)､
Yuji Isagi (井鷺裕司 京大)

Highly variable patterns of pollen
movement in Magnolia obovata
revealed by paternity analysis of pollen.
(花粉分析によるホオノキの遺伝子

流動の解明)

日本森林学会大会講演要旨､ 120：P27
am-I17

2009.03

24

Yu Matsuki (松木 悠､ 京大)､
Ryunosuke Tateno (館野隆之輔)､
Mitsue Shibata (柴田銃江)､
Yuji Isagi (井鷺裕司､ 京大)

Pollination efficiencies of
flower-visiting insects as determined
by direct genetic analysis of pollen
origin. (体表花粉の遺伝解析による
訪花昆虫の送粉効果評価)

American Journal of Botany､ 95�：925：
930

2008.08

25

Shin Abe (阿部 真)､
Hideyo Motai(茂田井英代 神奈川県)､
Hiroshi Tanaka (田中 浩)､
Mitsue Shibata (柴田銃江)､
Yohsuke Kominami (小南陽亮 静
岡大)､ Tohru Nakashizuka (中静透
東北大)

Population maintenance of the short-
lived shrub Sambucus in a deciduous
forest. (落葉樹林における低木樹種
の個体群維持機構)

Ecology､ 89�：1155-1167 2008.10

26

Atushi Ushimaru (丑丸敦史)､
Chikako Ishida (石田ちか子)､
Shoko Sakai (酒井章子)､
Mitsue Shibata (柴田銃江)､
Hiroshi Tanaka (田中 浩)､
Kaoru Niiyama (新山 馨)､
Tohru Nakashizuka (中静透 東北大)

The effects of human management on
spatial distribution of two bumble bee
species in a traditional agro-forestry
Satoyama landscape. (里山ランドス
ケープの管理がマルハナバチ類の分
布に与える影響)

Journal of Apicultural Research､ 47�：
296-303

2008.11

27
清水太介 (高知大)､ 藤原新二､
市栄智明､ 渡辺陽子､ 柴田銃江､
新山 馨

環境変動指標としての木材の解剖学
的特徴

日本木材学会中国四国支部大会講演要旨､
19：16-17

2007.11

28 柴田銃江､ 正木 隆､ 中静 透 (東
北大)

行列モデルによる温帯林構成種の生
活史比較

日本森林学会大会講演要旨､ 120：PC３-
29

2009.03

29 高橋明子 (京大)､ 柴田銃江､
島田卓哉

コナラ種子におけるサイズと化学防
御形質のフェノロジー

日本森林学会大会講演要旨､ 120：PC１-
33

2009.03

30

高橋明子 (京大)､ 柴田銃江､
島田卓哉

どんなドングリが生き残るのか？非
破壊成分分析を用いたコナラ種子の
形質の違いが生存過程に与える影響
の解明

日本生態学会大会講演要旨､ 56：298 2009.03

31
奥村みほ子 (新潟大)､ 安田雅俊､
福井晶子､ 柴田銃江､ 正木 隆､
箕口秀夫 (新潟大)

埋設式巣箱を用いた野ネズミ種子消
費量の推定ー小川学術保護林におけ
る10年間の年変化ー

日本生態学会大会講演要旨､ 56：323 2009.03

32

Matsui,T (松井哲哉)､
Nakaya,T (立命館大)､
Yagihashi,T (八木橋 勉)､
Taoda,H. (垰田 宏)､
Tanaka,N. (田中信行)

Comparing accuracy of predictive
distribution models for Fagus crenata
forests. (ブナ林分布予測モデルの精
度比較)

森林立地､ 46�：93-102. 2004.12
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33

Yagihashi,T. (八木橋 勉)､
Hayashida, M. (林田光祐・山形大)

Effects of pulp removal through bird
ingestion on seed germination in cool
temperate forest, Japan. (鳥類による
被食を通した果肉の除去が種子発芽
に及ぼす影響)

Abstracts of International symposium-
Workshop on Frugivores and seed dispersal
３：283.

2000.08

34

Yagihashi,T. (八木橋 勉)､
Otani,T. (大谷達也)､ Abd Rahman
Kassim､ Tanouchi,H. (田内裕之)､
Matsui, T. (松井哲哉)

Monitoring the regeneration growth
of Shorea curtisii after selective
logging at the Semangkok hill forest,
Malaysia. (マレーシアセマンコック
丘陵林における択伐後のShorea
curtisiiの更新)

Book of Abstracts for the annual meeting
of the International Environmetrics Society
18：122.

2007.08

35

Tsutomu Yagihashi (八木橋 勉) Towards the Improvement of the
Selective Logging System in Hill
Dipterocarp Forests, Malaysia. (マレー
シア丘陵フタバガキ林における択伐
指針の改善に向けて)

JIRCAS Newsletter､ 50：７. 2007.07

36 正木 隆､ 田中信行､ 八木橋 勉､
小川みふゆ､ 佐藤 保

ブナの天然更新を再考する 日本森林学会大会学術講演集､ 120：A23 2009.03

37 松井哲哉､ 田中信行､ 八木橋 勉 温暖化がブナ林の分布に及ぼす影響
の予測

日本花粉学会大会講演要旨集､ 49：37-
38

2008.09

38
松井哲哉､ 八木橋 勉､ 中谷友樹､
垰田 宏､ 吉永秀一郎､ 大丸裕武､
田中信行

気候変化シナリオに基づくブナ林の
分布可能域予測と脆弱性､ 感受性の
評価.

日本生態学会大会講演要旨集､ 52：139. 2005.03

39 八木橋 勉 丘陵フタバガキ択伐林での新たな研
究展開

ジルカスニュース､ 50：７. 2007.07

40
八木橋 勉､ 小川みふゆ､ 田中信行､
柴田銃江､ 田中 浩､ 正木 隆､
中静 透 (東北大)

伐採35年後の苗場山ブナ天然更新試
験地における伐採率による更新状況
の違い

東北森林科学会講演要旨集､ 13：65 2008.07

41

八木橋 勉､ 大谷達也 (国際農研セ)､
谷 尚樹 (国際農研セ)､
Abd Rahman Kassim (FRIM)､
松井哲哉､ 中谷友樹 (立命館大)､
田内裕之

半島マレーシア丘陵林における択伐
後のShorea curtisiiの更新

日本森林学会大会学術講演集､ 120：Pa
３-30

2009.03

42

T.Masaki (正木 隆)､
K.Osumi (大住克博)､
K.Hoshizaki (星崎和彦)､
D.Hoshino (星野大介)､
K.Takahashi (高橋克規)､
K.Matsune (松根健二)､
W.Suzuki (鈴木和次郎)

Diversity of tree species in mountain
riparian forest in relation to disturbance-
mediated microtopography (山地性
渓畔林の種多様性と攪乱由来の微地
形の関係)

In：H.Sakio (崎尾 均)､ (ed) Ecology
of Riparian Forest in Japan: Disturbance,
life-history and regeneration (日本の渓畔
林の生態：その攪乱と生活史､ 更新)､
pp.251-266､ Springer､ Tokyo

2008.08

43 星野大介､ 高橋利彦､ 小野賢二､
安田幸生

冷温帯二次林におけるブナの粗大有
機物の土壌供給量

第120回日本森林学会大会 2009.03

44

中森由美子 (和歌山林試)､
星野大介 (森林総研東北)､
鳥丸 猛 (ウメオ大)､
西村尚之 (名産大)

紀伊半島温帯針葉樹林における樹木
群集動態に及ぼす地形の影響

日本生態学会大会講演要旨集､ 56：348 2009.03

45
星野大介､ 壁谷大介､ 齋藤智之､
西村尚之 (名産大)､ 山本進一 (名大)

赤沢自然休養林 奥千本における24
年間の林分動態

日本森林学会中部支部大会研究発表会講
演要旨集､ 57：１

2008.10

46
星野大介､ 壁谷大介､ 齋藤智之､
松下通也 (名大)､ 西村尚之 (名産大)､
山本進一 (名大)

赤沢自然休養林 奥千本における24
年間の林分動態

中部森林研究､ 57､ １-４ 2009.03

47 星野大介､ 高橋利彦 (木工舎ゆい)､
小野賢二､ 安田幸生

冷温帯二次林におけるブナの粗大有
機物供給速度

日本森林学会大会学術講演集 (CD-ROM)､
L31

2009.03

48

Hitsuma,G. (櫃間岳)
Kanazashi,T. (金指達郎)
Sugita,H. (杉田久志)

Stand structure change of Thujopsis
dolabrata var. hondai forest under
selection cutting during 80 years
(80年間の択伐施業によるヒバ林の
構造変化)

Abstracts of the conference on Feasibility of
Silviculture for Complex Stand Structures：
Designing Stand Structures for Sustainability
and Multiple Objectives Oct 24-27, 2008,
B-nest Shizuoka, Shizuoka, Japan, 139

2008.10

49 櫃間 岳､ 星野大介､ 齋藤武史､
片山 隼

北東北ブナ２次林の林内光環境
－年推移および季節と場所による変
動－

日本生態学会大会講演要旨集､ 56：275 2009.３

50 櫃間 岳､ 星野大介､ 齋藤武史､
片山 準 (岩大)

北東北ブナ二次林の林内光環境
年推移および季節と場所による変動

日本生態学会大会講演要旨集､ 56：275 2009.03

51 櫃間 岳 ヒバ天然林択伐施業の持続可能性を
探る

みどりの東北53､ ６ 2008.８
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52

Hirai, Kezio (平井敬三)､ Yamana
ka, Takashi (山中高史)､ Noguchi,
Kyotaro(野口享太郎)､ Kaneko, Shin
ji(金子真司)､ Takahashi, Masamichi
(高橋正通)

A cnotribution of asymbiotical nitrog
en fixation activity to nitrogen immo
bilization in decomposing green need
les of Japanese cedar at a site of
non-commercial thnning. (切り捨て
間伐林のスギ分解緑葉の窒素不動化
における窒素固定活性の寄与)

Abstracts, 11th North American Forest
Soil Conference､ 72

2008.06

53

Hirai, Keizo (平井敬三)､ Kaneko,
Shinji(金子真司)､ Takahashi, Masa
michi(高橋正通)

Estimation of nitrogen mineralization
of forest soil by temperature, nitrogen
contents and soil type, and its appli
cation in Japan. (日本の森林土壌に
おける温度､ 窒素含有率､ 土壌型を
用いた窒素無機化の推定とその適用)

Book of abstructs EUROSOIL 2008､ 154 2008.08

54

Koarashi, Jun (小嵐淳) (原子力研
究機構)､ Atarashi-Andoh, Mariko
(安藤麻里子) (原子力研究機構)､
Ishizuka, Shigehiro (石塚成宏)､
Miura, Satoru (三浦 覚)､ Saito,
Takeshi (齋藤武史)､ Hirai, Keizo
(平井敬三)

Quantitative aspects of heterogeneity
in soil organic matter dynamics in a
cool-temperate Japanese beech forest:
a radiocarbon-based approach. (冷温
帯のブナ林の土壌有機物動態におけ
る空間異質性の定量的側面：放射性
炭素を基礎としたアプローチ)

Global Change Biology 15：631-642. 2009.03

55
平井敬三､ 野口享太郎､ 金子真司､
高橋正通

樹木の成長に必要な窒素を､ 土壌は
いつ､ どこで､ どのくらい供給する
のか？

森林総合研究所平成20年度研究成果選集､
56-57

2008.07

56 平井敬三､ 小林 元 (信州大学)､
稲垣善之

森林生態系における窒素の動態. 森林技術､ 795:18-21. 2008.06

57

大原偉樹､ 金子智紀 (秋田県林試)､
和田 覚 (秋田県林試)､ 北田正憲､
齋藤武史､ 平井敬三､ 杉田久志､
八木橋勉

スギ人工林における間伐前後の高木
性広葉樹の侵入状況と下層植生の繁
茂量

日本森林学会関西支部論文集､ 59: 2008.10

58

大原偉樹､ 金子智紀 (秋田県林試)､
和田 覚 (秋田県林試)､ 北田正憲､
齋藤武史､ 平井敬三､ 杉田久志､
八木橋勉

スギ人工林における高木性広葉樹の
侵入状況と下層植生の繁茂量

日本森林学会大会学術講演集､ 120:A26 2009.03

59
平井敬三､ 小野賢二､ 金子智紀､
山中高史､ 金子真司､ 高橋正通､
野口享太郎

スギ緑葉の分解における窒素固定の
役割－間伐による林内環境変化の影
響－

日本生態学会講演要旨集､ 56:454 2009.03

60
平井敬三 林地の生産力を支える土壌窒素-土

壌､ 気候､ 立地条件から土壌窒素の
無機化が推定できるか－

森林総合研究所東北支所研究情報､ 8:1-
6 2008.12

61
平井敬三 森林土壌における現地窒素無機化の

発現に関わる要因-対象スケールに
よる重みの違い－.

日本ペドロジー学会2008年度大会講演要
旨集：34 2008.04

62 平井敬三､ 野口享太郎､ 高橋正通､
金子真司

土壌中の移動窒素量からみた樹木に
よる窒素吸収量の評価.

日本森林学会大会講演要旨集､ 120：542 2009.03

63

Yukio Yasuda(安田幸生)､ Toshikazu
Ohtani (大谷義一)､ Yasuko Mizogu
chi (溝口康子)､ Tsuyoshi Nakamura
(中村強) (バロン電子)､ Miyahara
Hideyuki (宮原秀行) (バロン電子)

Development of a CO2 gas analyzer
for monitoring soil CO2 concentrations
(土中埋設用CO2濃度分析器の開発)

Journal of Forest Research､ 13：320-325 2008.10

64

Hiroki Iwata (岩田拓記) (筑波大)､
Asanuma Jun (浅沼順) (筑波大)､
Yoshikazu Ohtani (大谷義一)､
Yasuko Mizoguchi (溝口康子)､
Yukio Yasuda (安田幸生)

Vertical Length Scale of Transporting
Eddies for sensible Heat in the Unst
able Roughness Sublayer Over a For
est Canopy (森林樹冠上における不
安定時粗度境界層の顕熱輸送渦スケー
ルについて)

Journal of Agricultural Meteorology (農
業気象)､ 65(1)：印刷中

2009.03

65
大谷義一､ 溝口康子､ 高梨 聡､
中井祐一郎､ 安田幸生

アジアにおけるタワーフラックス観
測サイトの現状分析と観測精度向上
の取り組み

森林総合研究所平成20年版成果選集､ 4-
5

2008.07

66 安田幸生､ 小野賢二､ 森下智陽 安比高原ブナ二次林における冬期積
雪面CO2フラックスの変動特性

日本農業気象学会2009年全国大会 2009.03

67 安田幸生 森林の二酸化炭素吸収・放出量を測
る

みどりの東北､ 60：7 2009.03

68 安田幸生､ 小野賢二､ 森下智陽 安比高原ブナ二次林における冬期積
雪面CO2フラックスの変動特性

日本農業気象学会2009年全国大会講演要
旨集､ 98

2009.03
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69

小野賢二､ 安田幸生､ 森下智陽､
金子真司､ 平井敬三

多雪地域冷温帯林における冬季積雪
面二酸化炭素フラックスの経時観測－
岩手県安比高原ブナ二次林における
事例－

日本生態学会講演要旨集､ 56:448 2009.03

70 安田雅俊､ 八木橋勉 有刺鉄線によるモモンガの事故死. リスとムササビ､ 15: 1-3. 2004.11

71

Kenji Ono(小野賢二)､ Keizo Hirai
(平井敬三)､ Tomoko Sugimoto(杉
元倫子)､ Kyoko Katsumata-Saito(勝
亦京子)､ Sumaporn Kasemsumran
(スマポン カセムスムラン)､ Masa
hiro Amari(甘利雅拡)

Identification of the peculiar absorpti
on bands for lignin and holocellulose
in tree litters in the near infrared
region. (樹木リター中のリグニンや
ホロセルロースに対する近赤外領域
における特異的吸収バンドの特定)

Proceedings of the first asian NIR sympo
sium and the 24th Japanese NIR forum､
276-277

2008,11

72

Ono, Kenji(小野賢二)､ Miki, Kouji
(三木幸司) (日本ビュッヒ)､ Amari,
Masahiro(甘利正紘) (畜産草地研究
所)､ Hirai, Keizo(平井敬三)

Near-infrared reflectance spectroscopy
for the determination of lignin-derived
compounds in the decomposed and
humified litters of coniferous and
deciduous temperate forests in North
ern Kanto District, Central Japan.
(近赤外分光分析による日本の関東
地域にある針葉樹と広葉樹林におけ
る分解および腐植化過程にあるリタ-
中のリグニン由来物質の定量

Soil Science and PlantNutrition､ 54(2):
188-196.

2008.04

73

Jariya Parasatsrisupab(チャリア パラ
サトゥスリスパブ)､ Sumaporn Kas
emsumran(スマポンカセムスムラン)､
Kenji Ono(小野賢二)､ Nattaporn
Suttiwijitpukdee (スッチウィジトゥ
プクディ)､ Warunee Thanapase (ワ
ルニー タナパセ)､ Kyoko Katsuma
ta-Saito(勝亦京子)､ Tomoko Sugim
oto (杉元倫子)､ Satoru Miyata (宮
田悟)､ Tadao Goto (後藤忠男)､
Kenji Iiyama (飯山賢治)

Preliminary study of quantiative
determination of cellulose, hemi-
celluloseand lignin in artificial biomass
samples by using near infrared
spectroscopy. (NIRによる人工バイ
オマス試料中のセルロース､ ヘミセ
ルロース､ リグニンの定量に関する
予備的研究)

Proceedings of the first asian NIR sympo
sium and the 24th Japanese NIR forum､
236-237

2008.11

74

Eriko ITO (伊藤江利子)､
Kenji ONO (小野賢二)､
Makoto ARAKI (荒木 誠)

Regional evaluation of nitrification
activity with easily measured factors:
a review (森林土壌における硝化活
性の広域的簡易評価に関する総説)

森林立地､ 50: 1-8. 2008.06

75

小野賢二､ 平井敬三､ 森田沙綾香､
平舘俊太郎

北関東地域の森林土壌におけるリター
分解および有機物の腐植化プロセス
の解析－13C固体NMRによる有機物
組成の経時的解析

日本土壌肥料学会講演要旨集､ 54:30 2008.09

76

小野賢二､ 安田幸生､ 森下智陽､
金子真司､ 平井敬三

多雪地域冷温帯林における冬季積雪
面二酸化炭素フラックスの経時観測－
岩手県安比高原ブナ二次林における
事例－

第56回日本生態学会大会講演要旨集､ 448 2009.03

77
小野賢二､ 平井敬三､ 森田沙綾香・
平舘俊太郎 (農環研)

北関東地域の森林土壌におけるリター
分解および有機物分解の腐植化プロ
セスの解析.

日本土壌肥料学会講演要旨集､ 5：30 2008.09

78
小野賢二､ 平井敬三､ 森田沙綾香､
平舘俊太郎

落葉分解リターや表層土壌試料中の
有機物組成への46%フッ化水素酸処
理の影響

日本森林学会大会学術講演集､ 120::Pa2-
41

2009.03

79
小野賢二､ 安田幸生､ 平井敬三､
森下智陽､ 金子真司

冷温帯多雪地域ブナ二次林における
冬季積雪面二酸化炭素フラックスの
経時観測.

日本生態学会大会講演要旨集､ 56：448 2009.03

80

Ishiwatari Ryoshi (石渡良志) (元都
立大)､ Fujino Naoki (藤野直樹)
(首都大)､ Brincat David (首都大)､
Yamamoto Shuichi (山本修一) (創
価大)､ Takahara Hikaru (高原光)
(京都府大)､ Shichi Koji (志知幸
治)､ Krivonogov K. Sergey (ロシ
ア科学アカデミー)

A 35 kyr record of organic matter c
omposition and δ13C of n-alkanes
in bog sediments close to Lake Baik
al: Implications for paleoenvironment
al studies. (バイカル湖に隣接する
湿原堆積物の有機物およびアルカン
13Cに関する3.5万年間の記録:古環
境研究のための暗示)

Organic Geochemistry､ 40:51-60 2009.01
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81

Bezrukova V. Elena (ロシア科学ア
カデミー)､ Krivonogov K. Sergey
(ロシア科学アカデミー)､ Takahara
Hikaru (高原光) (京都府大)､ Let

unova P. Polina (ロシア科学アカデ
ミー)､ Shichi Koji (志知幸治)､
Abzaeva A. Anna (ロシア科学アカ
デミー)､ Kulagina V. Nataliya (ロ
シア科学アカデミー)､ Zabelina S.
Yulia (ロシア科学アカデミー)

Lake Kotokel as a stratotype for the
Late Glacial and Holocene in Southe
astern Siberia. (シベリア南西部のコ
トケリ湖における晩氷期および完新
世の植生および花粉記録)

Doklady Earth Sciences､ 420:658-663 2008.06

82

Shichi Koji (志知幸治)､ Takahara
Hikaru (高原光) (京都府大)､ Kriv
onogov K. Sergey (ロシア科学アカ
デミー)､ Bezrukova V. Elena (ロ
シア科学アカデミー)､ Hase Yoshi
taka (長谷義隆) (御所浦白亜紀博
物館)､ Watanabe Takahiro (渡邊隆
広) (東北大)､ Nakamura Toshio
(中村俊夫) (名古屋大)

Late Pleistocene and Holocene veget
ation records from the central coastal
and southern inland regions of Lake
Baikal. (バイカル湖の中央湖岸およ
び南部内陸地域における後期更新世
と完新世の植生変遷)

Terra Nostra (IPC/IOPC Abstract Volume)､
2008/2:255

2008.09

83
志知幸治､ 渡邊隆広 (東北大)､ 西
村弥亜 (東海大)､ 中村俊夫 (名古
屋大)､ 河合崇欣 (名古屋大)

VER98-1 St.5コアの花粉分析に基づ
くバイカル湖北部地域の過去５万年
間の植生変遷

日本BICER協議会年報2007年度:27-31 2008.12

84

志知幸治､ 高原光 (京都府大)､ Kri
vonogov Sergey (ロシア科学アカデ
ミー)､ 渡邊隆広 (東北大)､ 中村俊
夫 (名古屋大)､ 西村弥亜 (東海大)､
長谷義隆 (御所浦白亜紀博物館)､
河合崇欣 (名古屋大)

バイカル湖北部, 南部および中央湖
岸地域における過去５万年間の植生
変遷

日本生態学会大会講演要旨集､ 56:307 2009.03

85 橋本 徹､ 三浦覚､ 池田重人､
志知幸治

樹木指標による土壌CO2フラックス
の空間変動の推定

日本森林学会誌､ 90:386-390 2008.12

86 志知幸治 第四紀の気候変動と植生変遷－バイ
カル湖の花粉分析結果から－

日本花粉学会大会講演要旨集､ 49:27-28 2008.09

87 池田重人､ 岡本透､ 志知幸治 北上山地中央部の櫃取湿原周辺にお
ける晩氷期以降の植生変遷

日本植生史学会大会講演要旨集､ 23:XX 2008.11

88

Negishi JN (根岸淳二郎),
Sidle RC, Ziegler A, Noguchi S
(野口正二), Abdul Rahim N

Contribution of intercepted subsurfac
e flow to road runoff and sediment

transport in a logging-distributed t
ropical catchment (伐採攪乱を受け
た熱帯流域におきえる林道流出に対
する地中流の貢献と土砂輸送)

Earth Surface Processes and Landforms､
33 (８)､ 1174-1191

2008.06

89 金子智紀､ 野口正二､ 武田響一 隣接するスギ人工林３林分の樹冠通
過雨量の比較

東北森林科学会第13回大会要旨集､ 70 2008.08

90 細田育広､ 村上 亘､ 野口正二 釜淵森林理水試験地観測報告－１・
２・３号沢試験流域－(2001年1月～
2005年12月)

森林総合研究所研究報告､ 8(1):51-70 2009.03

91 Horino, Shin-Ichi (堀野眞一)､
Nomiya, Haruto (野宮治人)

Defecation of sika deer, Cervus nipp
on.

Mammal Study､ 33(4):143-150 2008.12

92 堀野眞一 シカ生息密度既知の大規模実験柵に
おける糞粒法の適用.

日本哺乳類学会 (2008年度) 大会講演要
旨集､ 99

2008.09

93
大井 徹､ 堀野眞一､ 矢部恒晶､
奥村栄朗､ 吉田 洋､ 常田邦彦､
石井信夫､ 室山泰之

ニホンザルの保護管理に関する各都
府県の取り組みと課題.

日本哺乳類学会 (2008年度) 大会講演要
旨集､ 17

2008.09

94

松尾浩司 (宇大)､ 野宮治人､ 堀野
眞一､ 柴田銃江､ 八木橋勉､ 田中
浩､ 新山 馨､ 伊藤英人 (筑波大)､
丹羽慈 (東大院)､ 北原英治

ニホンジカの生息密度による林床植
物への影響 大規模実験柵設定後1年
間の変化

日本林学会大会学術講演集 115: 701 2004.04

95 堀野眞一 高山植物に忍び寄る影 シカ分布拡
大の脅威.

みどりの東北､ 52:7 2008.07

96 鈴木祥悟 お花見はウソで決まる みどりの東北､ 58:7 2009.01

97
鈴木祥悟､ 由井正敏 (岩手県立大) カラマツ人工林における間伐が繁殖

鳥類群集に与える影響Ⅱ－間伐後６
年目までの変化－

東北森林科学会大会講演要旨集､ 13:68 2008.08

98 鈴木祥悟 並木は動物たちの通り道 フォレストウインズ､ 34 2008.08

99 中村充博 “アカゲラ誘致”で松枯れ防止作戦 バーダー､ 22(9)：72-73 2008.09

100 中村充博､ 鈴木祥悟､ 由井正敏 (岩
手県立大学)

アカゲラの生息密度と森林タイプ 東北支所研究情報､ 8 (2) 2008.10
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101 中村充博､ 鈴木祥悟､ 由井正敏 (岩
手県立大)

アカゲラ誘致のための人工巣丸太の
架設実験 東北森林科学会大会講演要旨集､ 13:6 2008.08

102

Ami,Nakajima (中島亜美・東京農工
大学)､ Shinsuke,Koike (小池伸介・
東京農工大学)､ Takashi,Masaki (正
木隆)､ Takuya,Shimada (島田卓
哉)､ Koji,Yamazaki (山崎晃司・
茨城県自然博物館)､ Koichi,Kaji
(梶 光一・東京農工大学)

Altitudinal changes in the fruiting p
henology of a deciduous oak in rela
tion to the feeding behavior of Asiat
ic black bears (ミズナラの落果フェ
ノロジーにおける標高間変異：ツキ
ノワグマの採餌行動と関連して)

Biology of Bear Intrusions (Proceedings
of International Workshop on "The Mech
anism of the Intrusion of Bears into Resi
dential Areas")､ 72-75

2008.11

103

Akiko,Takahashi (高橋明子・京都大
学)､ Takuya,Shimada (島田卓哉)

Selective consumption of acorns by
the Japanese wood mouse according
to tannin content: a behavioral count
ermeasure against plant secondary
metabolites (アカネズミにおけるタ
ンニン含有率に対応した堅果の選択
的利用)

Ecological Research､ 23:1033-1038 2008.11

104

Takuya,Shimada (島田卓哉) The role of salivary proteins in cou
ntermeasuring against dietary tannins
in the Japanese wood mouse Apode
mus speciosus (アカネズミにおける
タンニンに対する対抗手段としての
唾液タンパク質の役割)

11th International Conference on Rodent
Biology､ 124

2008.07

105
島田卓哉 堅果とアカネズミとの関係 －タン

ニンに富む堅果をアカネズミが利用
できるわけ－

哺乳類科学､ 48(1):155-158 2008.06

106 島田卓哉､ 高橋明子 (京都大学) 種子捕食者の選択的資源利用と森林
の種多様性

日本生態学会大会講演要旨集､ 56:168 2009.03

107
島田卓哉､ 齊藤 隆 (北海道大学) 生きものの数の不思議を解き明かす 生きものの数の不思議を解き明かす (島

田卓哉・齊藤隆､ 責任編集)､ 69p (総頁
数)

2009.03

108 島田卓哉 野ネズミと堅果との関係 －アカネ
ズミのタンニン防御メカニズム

｢日本の哺乳類学１ 小型哺乳類｣､ 273-
297 2008.05

109
西井絵里子 (北海道大学)､
島田卓哉､ 齊藤 隆 (北海道大学)

野生下での野ネズミのタンニン馴化
機構 －タンニン摂取量の季節変動
と糞中タンナーゼ活性の関係－

日本生態学会大会講演要旨集､ 56:323 2009.03

110

大西尚樹､ 湯浅卓 (野生動物管理事
務所)､ 森光由樹 (兵庫県立大学/森
林動物研究センター)､ 吉田淳久 (野
生動物管理事務所)､ 間宮寿頼 (富山
県自然博物園ねいの里)､ 大井徹

Is there a genetic difference between
invasive and non-invasive bears?

(人里に出没したクマと出没しなかっ
たクマに遺伝的な差違はあるのか？)

International Workshop on "The Mechani
sm of the Intrusion of Bears into Reside
ntial Areas" (クマ類の出没メカニズム
に関する国際ワークショップ) 講演要旨
集､ 13

2008.11

111

大西尚樹､ 湯浅卓 (野生動物管理事
務所)､ 森光由樹 (兵庫県立大学/森
林動物研究センター)､ 吉田淳久 (野
生動物管理事務所)､ 間宮寿頼 (富山
県自然博物園ねいの里)､ 大井 徹

Is there a genetic difference between
invasive and non-invasive bears? (人
里に出没したクマと出没しなかった
クマに遺伝的な差違はあるのか？)

FFPRI Scientific Meeting Report 4 "Biol
ogy of Bear Intrusions", 56-59

2009.03

112

大井 徹､ 大西尚樹､ 古澤仁美 (森
林総研)､ 藤井 猛 (広島県)

Nutritional condition and dietary pro
file of invasive bears in Hiroshima
Prefecture,western Japan (広島県で
出没したクマの栄養状態と食性履歴
について)

International Workshop on "The Mechani
sm of the Intrusion of Bears into Reside
ntial Areas" (クマ類の出没メカニズム
に関する国際ワークショップ) 講演要旨
集､ 10

2008.11

113

大井 徹､ 大西尚樹､ 古澤仁美 (森
林総研)､ 藤井 猛 (広島県)

Nutritional condition and dietary pro
file of invasive bears in Hiroshima
Prefecture, western Japan (広島県で
出没したクマの栄養状態と食性履歴
について)

FFPRI Scientific Meeting Report 4 "Biol
ogy of Bear Intrusions", 44-47

2009.03

114 大西尚樹 体毛を用いたツキノワグマの個体情
報収集

森林総合研究所関西支所年報､ 47 2008.12

115 大井 徹､ 大西尚樹､ 山田文男､
北原英治

京都府で有害捕獲されたツキノワグ
マの性・年齢構成の特徴

哺乳類科学､ 48: 17-24 2008.06

116
大西尚樹､ 鵜野レイナ(慶大・先端
生命)､ 石橋靖幸(森林総研・北海道)､
玉手英利(山形大・理)､ 大井徹

系統地理学的アプローチからツキノ
ワグマの分布拡大過程をさぐる

日本生態学会2009年度大会大会プログラ
ム・講演要旨集､ 247

2009.03

117
大西尚樹､ 金澤文吾 (四国自然史科
学研究センター)､ 長久保義紀 (生
態系トラスト協会)

四国におけるツキノワグマの個体情
報の収集～体毛をもちいた遺伝学的
手法による個体識別～

保全生態学研究､ 13: 129-135 2008.05
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118

金澤文吾 (四国自然史科学研究セン
ター)､ 草刈秀紀 (ＷＷＦジャパン
自然保護室)､ 大西尚樹､ 八束 翔
(麻布大学大学)､ 村上 賢 (麻布大
学大学)

四国剣山山系におけるツキノワグマ
個体数推定の課題

野生生物保護学会2008年度大会講演要旨
集､ 87-88

2008.11

119 磯野昌弘､ 井上大成､ 岡部貴美子､
田中 浩

スギ間伐林分における落葉分解昆虫
の減少

日本昆虫学会大会講演要旨集 68： 67 2008.09

120

Katsunori Nakamura Attraction trap for monitoring Mono
chamus alternatus adults: its usefulne
ss and limitationsマツノマダラカミ
キリ成虫モニタリングのための誘引
トラップ：その有効性と限界)

Pine wilt disease: a worldwide threat to
forest ecosystems (マツ材線虫病：森林
生態系に対する世界的脅威)､ 369-378

2008.09

121

Katsunori Nakamura Expansion of pine wilt disease in ja
pan and the measures employed at t
he edge of the spreading area of da
mage (日本におけるマツ材線虫病
の拡大と被害先端地域での対応策)

Proceedings International Symposium on
Pine Wilt Disease､ 3-13

2008.12

122

Regine Gries (サイモンフレーザー
大学)､ Paul W. Schaefer (USDA A
ricultural Research Service)､ Katsu
nori Nakamura ､ Gerhard Gries
(サイモンフレーザー大学)

Sex pheromone of Lymantria dispar
is antagonistic to pheromonal attracti
on of male L. mathura (マイマイガ
の性フェロモンはカシワマイマイ雄
のフェロモン誘引を抑制する)

Canadian Entomologost､ 141: 53-55 2009.02

123
Katsunori Nakamura-Matori Vector-host tree relationships and the

abiotic environment (媒介者－宿
主樹木間の関係と被生物的環境要因)

Pine wilt disease (マツ材線虫病)､ 144-
161

2008.08

124 岡田充弘 (長野県林業総合センター)､
中村克典

オオゾウムシSipalinus gigas (Fabrici
us) のアカマツ製材面への加害

日本森林科学会誌､ 90: 306-308 2008.10

125

太田和誠 (秋田県立大学)､ 星崎和
彦 (秋田県立大学)､ 中村克典､ 板
垣恒夫 (共立航空撮影)､ 田代隼人
(共立航空撮影)､ 井上みずき (秋田
県立大学)､ 蒔田明史 (秋田県立大
学)､ 中北 理

空中写真によるマツ材線虫病被害木
判読の汎用性

日本森林学会大会学術講演集､ 120: Pc1-
42

2009.03

126

太田和誠 (秋田県立大学)､ 星崎和
彦 (秋田県立大学)､ 中村克典､ 蒔
田明史 (秋田県立大学)､ 小林一三
(元秋田県立大学)､ 真宮靖治 (元森
林総研)

針葉変色を伴わないアカマツから脱
出したマツノマダラカミキリ成虫の
マツノザイセンチュウ保持数

樹木医学研究､ 12: 127-128 2008.07

127
金谷整一､ 荒田洋一､ 水之浦義輝､
池亀寛治､ 手塚賢至､ 秋庭満輝､
中村克典､ 川口エリ子､ 吉丸博志

絶滅危惧種ヤクタネゴヨウにおける
殺線虫剤の樹幹注入１年後の効果

森林防疫､ 57: 233-240 2008.11

128
中村克典 平成18年豪雪でクロマツ海岸林に発

生した雪害木におけるマツノマダラ
カミキリの生息状況

東北森林科学会大会講演要旨集､ 13: 79 2008.08

129 中村克典 マイった困ったマイマイガ ForestWinds､ No.35 2008.08

130

太田和誠 (秋田県立大学)､ 星崎和
彦 (秋田県立大学)､ 中村克典､ 蒔
田明史 (秋田県立大学)､ 小林一三
(元秋田県立大学)､ 真宮靖治 (元森
林総研)

外部病徴の見られないアカマツから
脱出したマツノマダラカミキリ成虫
のマツノザイセンチュウ保持数

樹木医学研究､ 13(1): 17-20 2009.01

131

中村克典､ 太田和誠 (秋田県立大学)､
星崎和彦 (秋田県立大学)､ 蒔田明
史 (秋田県立大学)､ 長岐昭彦 (秋
田県森林技セ)､ 小澤洋一 (岩手県
林業技セ)､ 中北 理

寒冷地におけるマツ材線虫病被害木
へのマツノマダラカミキリの寄生実
態：変色開始時期の異なる被産卵木
からの成虫脱出数および線虫保持状
況

日本森林学会大会学術講演集､ 120: G11 2009.03

132

Kanzaki Natsumi､ Maehara Norito
shi､ Aikawa Takuya､ Giblin-Davis
R.M.､ Center B.J.

An entomoparasitic adult form of
Bursaphelenchus luxuriosae. (Bursap
helenchus luxuriosaeの昆虫寄生態成
虫)

Abstract of International Congress of Ne
matology､ 5：221

2008.07

133 前原紀敏､ 島津光明 Beauveria bassianaによるマツノマ
ダラカミキリの防除

東北森林科学会講演要旨集､ 13:5 2008.08

134
前原紀敏､ 神崎菜摘 Bursaphelenchus 属線虫３種のマツ

ノマダラカミキリとセンノカミキリ
への乗り移り

日本森林学会大会学術講演集､ 120:290 2009.03
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135

Natsumi Kanzaki (神崎菜摘)､
Noritoshi Maehara (前原紀敏)､
Takuya Aikawa (相川拓也)､
Katsumi Togashi (富樫一巳) (東大)

First report of parthenogenesis in the
genus Bursaphelenchus Fuchs, 1937:
a description of Bursaphelenchus
okinawaensis sp. nov. isolated from
Monochamus maruokai (Coleoptera:
Cerambycidae ) ( Bursaphelenchus属
線虫における単為生殖の最初の報告：
キマダラヒメヒゲナガカミキリから
分離した新種線虫 Bursaphelenchus
okinawaensisの記載)

Zoological Science､ 25:861-873 2008.08

136

Noritoshi Maehara (前原紀敏) Introduction of Part V "Related Mic
robes"､ Interactions of pine wood n
ematodes, wood-inhabiting fungi, and
vector beetles (マツノザイセンチュ

ウ､ 材内菌類､ 媒介昆虫の相互作用)､
Concluding Remarks of Part V "Rel
ated Microbes"

Pine Wilt Disease (Zhao, B.G., Futai, K.,
Sutherland, J.R. and Takeuchi, Y. eds.)､
262-263､ 286-298､ 299-300

2008.10

137
Noritoshi Maehara (前原紀敏) Microbial control of Bursaphelenchus

xylophilus by fungi (菌類によるマツ
ノザイセンチュウの微生物的防除)

Pine Wilt Disease: A worldwide threat to
forest ecosystem (Vieira, P.R. and Mota,

M.M. eds.)､ 359-368

2008.10

138

Natsumi Kanzaki (神崎菜摘)､
Noritoshi Maehara (前原紀敏)､
Takuya Aikawa (相川拓也)､
Robin M. Giblin-Davis (フロリダ大)､
Barbara J. Center (フロリダ大)

The first report of a putative "entom
oparasitic adult form" of Bursaphele
nchus (Bursaphelenchus属線虫の推
定 ｢昆虫寄生態成虫型｣ の最初の報
告)

Journal of Parasitology､ 95(1):113-119 2009.02

139 前原紀敏､ 島津光明 菌類によるマツ材線虫病の微生物的
防除－病原体とその媒介者を対象に－

林業と薬剤､ 187:15-22 2009.03

140
前原紀敏 菌類によるマツノザイセンチュウの

微生物的防除－ ｢兵糧攻め制御法｣
開発の試み－

東北支所研究情報､ 8(4):1-6 2009.02

141
前原紀敏 シリーズ森とむし(2) マツノマダラ

カミキリとマツノザイセンチュウの
相性

山林､ 1490:52-55 2008.07

142
神崎菜摘､ 前原紀敏､ 相川拓也､
Robin M. Giblin-Davis (フロリダ大)､
Barbara J. Center (フロリダ大)

タラノザイセンチュウの ｢寄生態成
虫｣

日本線虫学会大会講演予稿集､ 16:38 2008.09

143 新屋良治 (京大)､ 前原紀敏 マツ材線虫病研究最近の動向－第11
9回日本森林学会大会より－

森林防疫､ 57:145-149 2008.07

144 前原紀敏 マツノザイセンチュウの微生物的防
除－菌類利用の試み

日本線虫学会大会講演予稿集､ 16:13 2008.09

145
衣浦晴生､ 所 雅彦､ 岡田充弘 (長
野林セ)､ 齊藤正一 (山形森セ)､
市原 優

２種樹木成分のカシノナガキクイム
シ合成フェロモン剤に及ぼす協力効
果の検討

日本林学会関西支部大会講演要旨集､ 59:
69

2008.10

146

Ugawa, Shin (鵜川 信)､ Ichihara,
Yu (市原 優)､ Fukuda, Kenji (福
田健二)､ Suzuki, Kazuo (鈴木和夫)

Ectomycorrhizae and ectomycorrhizal
fungal fruit bodies in pine stands d

ifferentially damaged by pine wilt di
sease (被害程度の異なるマツ材線
虫病被害地における菌根と菌根性菌
類子実体)

Mycoscience､ 50: 63-69 2009.01

147

Ichihara, Yu (市原 優)､
Masuya, Hayato (升屋勇人)､
Kubono, Takanori (窪野高徳)

Pathogenicity of two fungi isolated f
rom the decayed seeds of Fagus cre
nata in Japan (日本においてブナ腐
敗種子から分離された２菌の病原性)

Proceedings of the 8th IUFRO Internatio
nal Beech Symposium､ 184

2008.09

148

所 雅彦 (森林総研)､ 衣浦晴生
(森林総研関西)､ 市原 優､ 斉藤正
(山形県森林セ)､ 岡田充弘､ 小山泰
弘(長野県林総セ)

カシノナガキクイムシの誘引効果を
高めるナラ類揮発性成分の探索

日本森林学会大会講演要旨集 (CD-ROM)､
120:Pb2-04

2009.03

149

所 雅彦､ 市原 優､ 齊藤正一 (山
形県森林セ)､ 岡田充弘 (長野県林
総セ)､ 小山泰弘 (長野県林総セ)､
衣浦晴生

カシノナガキクイムシ集合フェロモ
ンの誘引効果を高めるナラ類揮発性
成分の探索

日本森林学会関東支部大会講演要旨集､
60:39

2008.10

150 市原 優､ 升屋勇人､ 窪野高徳 スギタマバエ虫えい形成過程におけ
る組織構造の変化

東北森林科学会講演要旨集､ 13:21 2008.08

151 窪野高徳､ 壽田智久､ 市原 優 スギ黒点病菌の子実体形成過程と胞
子飛散時期

東北森林科学会講演要旨集､ 13:20 2008.08
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152
市原 優､ 升屋勇人､ 加賀谷悦子､
窪野高徳

ナラ類集団枯損被害地におけるカシ
ノナガキクイムシの穿孔数とミズナ
ラ萎凋の関係

東北森林科学会誌､ 14(1):7-11 2009.03

153

市原 優､ 窪野高徳､ 升屋勇人､ 田
端雅進､ 田中功二 (青森県農林総合
研究センター林業試験場)､ 兼平文
憲 (元青森県林業試験場)

ヒバ漏脂病におけるCistella japonica
接種方法の改良

日本森林学会大会講演要旨集 (CD-ROM)､
120:Pc1-45

2009.03

154 窪野高徳､ 壽田智久 (福島県林業試
験所)､ 市原 優

菌類を用いたスギ花粉飛散防止技術
の開発に向けて

日本森林学会大会講演要旨集 (CD-ROM)､
120:K12 2009.03

155
斉藤正一 (山形県森林研究研修セン
ター)､ 市原 優､ 浦晴生 (森林総
研関西)､ 野正 明 (サンケイ化学)

集合フェロモン剤および共力剤の併
用によるカシノナガキクイムシの誘
引

東北森林科学会誌､ 13(2): 1-4 2008.11

156

Togashi Katsumi､ Taga Y.､
Iguchi K.､ Aikawa Takuya

Bursaphelenchus mucronatus (Nemat
oda: Aphelenchoididae) vectored by
Monochamus urussovi (Coleoptera:
Cerambycidae) in Hokkaido, Japan.
(北海道でシラフヨツボシヒゲナガ
カミキリに媒介されるニセマツノザ
イセンチュウ)

Journal of Forest Research 13: 127-131 2008.04

157

Masuya Hayato､ Kusunoki Manabu､
Kosaka Hajime､ Aikawa Takuya

Haradamyces foliicola anam. gen. et
sp. nov., a cause of zonate leaf blig
ht disease in Cornus florida in Japan.
(輪紋葉枯病の病原体 Haradamyces
foliicola)

Mycological Research､ 113: 173-181. 2009.02

158

Aikawa Takuya Transmission biology of Bursaphelen
chus xylophilus in relation to its ins
ect vector. (媒介昆虫に関連したマ
ツノザイセンチュウの伝播生態)

Pine Wilt Disease､ 123-138 2008.

159 相川拓也､ 神崎菜摘､ 菊地泰生 マツ材線虫病診断キットの開発 日本森林学会学術講演集､ 120:287 2009.03

160
相川拓也､ 菊地泰生 マツノザイセンチュウの遺伝子情報

を利用した簡易なマツ材線虫病診断
法

平成20年度森林・林業技術交流発表会特
別発表要旨集､ 1

2009.02

161
相川拓也､ 前原紀敏､ 市原 優､
神崎菜摘

マツを枯らすのはマツノザイセンチュ
ウだけ？－Bursaphelenchus属線虫10
種のマツに対する病原性調査

東北森林科学会講演要旨集､ 13:78 2008.08

162
相川拓也 マツ樹体内で優占するのは誰？－増

えやすいマツノザイセンチュウと増
えにくいマツノザイセンチュウ－.

林業と薬剤､ 186：13-18 2008.12

163 田端雅進､ 坂本幸夫､ 横山桂一郎､
滝川 瞭

キンイロアナタケによるヒノキ根株
腐朽病-被害実態とクローン分布-

日本森林学会学術講演集119: P2d18 2008.03

164 田端雅進 サルノコシカケのもうひとつの顔
ガンに効くというけれど…

Forest Winds 2008.05

165 田端雅進 サルノコシカケのもうひとつの顔
ガンに効くというけれど…

みどりの東北No.54:9 2008.09

166 田端雅進､ 今 純一､ 小澤洋一 東北地方におけるキバチ類の分布と
材変色被害の実態

東北森林科学会講演要旨集13:18 2008.08

167 法眼利幸､ 斉藤雅一､ 田端雅進､
久林高市

和歌山県で発生したヒノキきぞめた
け病について

日本森林学会関西支部講演要旨集:72 2008.10

168

庄子 康､ 山口和男､ 八巻一成 Estimating annual visitors flow in D
aisetsuzan National Park, Japan: com
bining self-registration books and inf
rared trail traffic counters

Journal of Forest Research, 13(5):286-
295

2008.10

169 八巻一成 国立公園管理と協働 森林科学､ 53:23-26 2008.06

170 八巻一成 書評：視えざる森の暮らし－北上山
地・村の民族生態史－

森林科学､ 55:45 2009.03

171 八巻一成､ 庄子 康 レブンアツモリソウ保全における社
会ネットワーク構造

第120回森林学会大会学術講演集､ 377p 2009.03

172 八巻一成 自然環境と登山体験に配慮した登山
道管理

渡辺悌二編著 ｢登山道の保全と管理｣,
古今書院, 173-184

2008.09

173 八巻一成 森林環境資源の利用と保全をめぐる
諸課題

森林技術､ 794:18-19 2008.05

174
八巻一成､ 山口和男､ 庄子 康 赤外線カウンターと入林届による登

山利用者数の推定､ 利用体験を考慮
した自然公園管理のあり方

小林昭裕・愛甲哲也編著 ｢利用者の行動
と体験｣､ 古今書院, 72-84, 214-229

2008.10
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175
庄子 康､ 八巻一成､ 愛甲哲也 絶滅危惧種の保全に対する利害関係

者の認識の違い―礼文島のレブンア
ツモリソウをめぐって―

日本地域政策研究､ 6:97-104 2008.03

176

Nishizono Tomohiro (西園朋広)､
Tanaka Kunihiro. (田中邦宏)､

Hosoda Kazuo. (細田和男)､
Awaya Yoshio (粟屋善雄) and
Oishi Yasuhiko (大石康彦)

Effects of thinning and site producti
vity on culmination of stand growth:
results from long-term monitoring
experiments in Japanese cedar (Cry
ptomeria japonica D. Don) forests
in north-eastern Japan (地位と間伐
が林分成長の減退に与える影響－東
北地方のスギ人工林に設置された収
穫試験地の結果－)

Journal of Forest Research 13(5):264-
274.

2008.10

177 西園朋広 秋田スギ－雑感 みどりの東北､ 59：6 2009.02

178

西園朋広､ 田中邦宏､ 粟屋善雄､
大石康彦､ 林 雅英､ 横田康裕､
天野智将､ 久保山裕史､ 八巻一成､
古井戸宏道

秋田地方のスギ人工林における林分
材積成長量の経年変化

日本森林学会誌､ 90(4):232-240 2008.08

179 西園朋広､ 林雅秀､ 八巻一成､ 天野
智将

岩川人工林収穫試験地における定期
調査の概要

森林総合研究所東北支所年報､ 49: 39-
40

2008.10

180

森 茂太､ 諏訪錬平 (琉球大)､ 山
路恵子 (筑波大)､ A.T.M. RafiqulHo
que､ 萩原秋男 (琉球大)､ S.G.Proku
shkin, O.V.Masuyagina, O.A.Zyranova,
A.P.Abaimov (スカチョフ森林研)､
上田龍四郎 (北海道ダルトン)､
大澤 晃 (京都大)､ 宮城 健､
金城 勝 (沖縄研森林資源研)､
石田 厚､ 西園朋広､ 梶本卓也､
千葉幸弘､ 松浦陽次郎､ 藤間剛､
荒木眞岳､川崎達郎､小池孝良(北大)､
Marjnah Umari (ムラワルマン大学)

樹木個体の新しいスケーリング 日本生態学会講演要旨集56：I1-06 2009.03

181
西園朋広 間伐・地位と林分成長の経年推移と

の関係－成長曲線を用いたスギ人工
林収穫試験地データの解析－

日本森林学会講演集120：B31 2009.03

182
西園朋広 間伐・地位と林分成長の経年推移と

の関係－成長曲線を用いたスギ人工
林収穫試験地データの解析－

日本森林学会講演集､ 120:B31 2009.03

183 西園朋広､ 林 雅秀､ 八巻一茂､
天野智将

岩川人工林収穫試験地における定期
調査の概要

森林総合研究所東北支所年報､ 49：39-
40.

2008.10

184

西園朋広､ 田中邦宏､ 粟屋善雄､ 大
石康彦､ 林 雅秀､ 横田康裕､ 天野
智将､ 久保山裕史､ 八巻一成､ 古井
戸宏通

秋田地方のスギ人工林における林分
材積成長量の経年推移

日本森林学会誌 90(4):232-240. 2008.08

185 山本伸幸､ 林 雅秀､ 田中 亘 2005年農林業センサス ｢農林業経営
体｣ 概念の予備的検討

日本森林学会大会講演要旨集､ 120: C08 2009.03

186 林 雅秀 グローバル化時代における林政研究
の課題

林業経済研究､ 54(2): 55-57 2008.07

187
林 雅秀 未整備モデル事業における森林所有

者との関係の構築
森林吸収源目標達成に資する効率的・効
果的な森林整備の手法に関する調査報告
書 (Ｈ20年度)

2009.03

188 高橋正也､ 比屋根哲､ 林 雅秀 社会ネットワーク分析による農村集
落住民ネットワークの把握

林業経済学会秋季大会 (2008年) 2008.11

189 林 雅秀､ 岡 裕泰､ 田中 亘､
久保山裕史

森林所有者の意思決定と社会関係 日本森林学会大会講演要旨集､ 120: C05 2009.03

190 岡 裕泰､ 林 雅秀､ 田中 亘､
久保山裕史

森林所有者の主伐－更新意思決定と
地域における長期的木材供給

日本森林学会大会講演要旨集､ 120: H20 2009.03

191 田中 亘､ 山本伸幸､ 林 雅秀 林業経営統計調査からみた主業的林
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１－４) 研究資料

１－４) － (１)

森林総合研究所東北支所構内の鳥類Ⅱ－繁殖鳥類の1999年から2008年までの年次変動－

鈴木祥悟 (生物多様性研究グループ)

１ はじめに

森林総合研究所東北支所構内で､ 1999年から2008年までの10年間､ 繁殖期の鳥類生息状況を調査したので

報告する｡

２ 調査地と方法

調査地は森林総合研究所東北支所構内とその周辺地域で､ 調査コースは前報 (森林総合研究所東北支所構

内の鳥類Ⅰ－出現鳥類の季節変化－) と同様である｡ 1999年から2008年までの10年間､ 鳥類の繁殖最盛期で

ある５月下旬から６月下旬の晴または薄曇りの日の早朝に各年１回 (2008年は期間中４回の調査を実施した

が６月中旬のデータを使用した)､ 既設道 (2.1㎞) に沿ってラインセンサス法 (観察半径50ｍ､ 歩行速度2.1

㎞／hour) による調査を行い､ 繁殖期の鳥類群集を明らかにした｡

３ 結果

各年のラインセンサス結果を表１に示す｡

各年の調査で15～21種が観察され､ 10年間では19科30種の鳥類が確認された｡ 優占種は､ ヒヨドリ､ カワ

ラヒワ､ スズメ､ コムクドリなどであった｡ ５年ごとに前期 (1999年～2003年) と後期 (2004年～2008年)

に分けてみてみると､ カルガモ､ ツバメ､ メボソムシクイ (当地域では繁殖しない亜種であり､ ジジロ､ ジ

ジロと鳴く) は前期だけ､ ホトトギス､ キセキレイは後期にだけ観察された｡ 10年間の動向を明らかにする

ために､ 調査期間を通じて観察された種の観察数について回帰分析 (直線､ 有意水準0.05) を行ったところ､

ハクセキレイ､ ヒガラ､ シジュウカラ､ コムクドリは増加傾向を示し､ ヤマガラ､ アオジ､ ムクドリは減少

傾向を示した｡ また､ ５年ごとに前期 (1999年～2003年) と後期 (2004年～2008年) に分け､ ウイルコクソ

ンの順位和検定 (U検定､ 有意水準0.05) を行ったところ､ 種数､ 合計観察数のほかコムクドリを除いた種

には有意な違いが認められなかった｡ コムクドリは両期間の観察数に違いがみられ､ この検定でも後期に増

加していることが明らかであると思われる｡

鳥類は繁殖期には営巣場所を中心とした"なわばり"を形成して生活していることから､ 年１回のラインセ

ンサス法による結果であるが､ 繁殖期の鳥類群集の大まかな動向は把握できていると考えられる｡

今後も､ 繁殖鳥類群集の動態を､ 東北支所構内や周辺部の環境変化とともに明らかにしていきたいと考え

ている｡
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表１ 繁殖期の出現鳥類

＊：センサス範囲外だが調査地内で観察したもの
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年 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

月日 6.09 6.16 5.28 6.04 6.02 6.27 6.10 6.06 6.06 6.11

科 名 種 名

カモ カルガモ 2 1 6

キジ キジ 1 ＊ ＊ 1

ハト キジバト 5 3 10 5 8 5 4 3 3 4

カッコウ カッコウ ＊ 2 ＊ ＊ ＊ ＊ 4 3 ＊ ＊

〃 ホトトギス 1

キツツキ アオゲラ 1 1

〃 アカゲラ 1 5 5 9 7 3 5 6 5 7

〃 コゲラ 3 1 3 2 1

ヒバリ ヒバリ ＊ ＊ ＊

ツバメ ツバメ 2

セキレイ キセキレイ 1 1

〃 ハクセキレイ 3 1 1 3 1 5 3 4

ヒヨドリ ヒヨドリ 14 19 23 18 13 14 17 16 15 13

モズ モズ 1 1 1 1 6 2 1 ＊ ＊

ウグイス メボソムシクイ 1 1

ヒタキ キビタキ 1 1 1 2

エナガ エナガ 3 1

シジュウカラ ヒガラ 3 3 4 3 4 5 4 6 5 4

〃 ヤマガラ 3 6 3 3 1 3 2 2

〃 シジュウカラ 3 7 10 8 4 8 9 12 12 11

メジロ メジロ 2 2

ホオジロ ホオジロ 1 1

〃 アオジ 2 2 1 1 2 1 ＊

アトリ カワラヒワ 8 12 10 11 13 18 5 9 13 11

〃 イカル 1

ハタオリドリ スズメ 22 15 16 23 22 13 17 16 13 28

ムクドリ コムクドリ 7 10 5 11 7 18 16 17 12 34

〃 ムクドリ 3 5 5 6 1 1 ＊

カラス ハシボソガラス ＊ 1 3 6 6 4 4 3 2 8

〃 ハシブトガラス 7 4 11 9 10 9 7 9 3 7

出現数計 84 104 115 112 115 113 97 109 88 140

種数 19 20 21 19 19 17 15 17 15 21



１－４) － (２)

森林総合研究所東北支所構内の鳥類Ⅰ－出現鳥類の季節変化－

鈴木祥悟 (生物多様性研究グループ)

１ はじめに

森林総合研究所東北支所の構内では､ 建物敷の他に苗畑や実験林など緑地もあることから様々な鳥類を観

察することができる｡ そこで､ どのような鳥類が生息しているかを一年を通じて調査したので報告する｡

２ 調査地と方法

調査地は､ 岩手県盛岡市と岩手郡滝沢村にまたがる森林総合研究所東北支所の構内13.34ha (このうち庁

舎等が1.63ha､ 実験林が6.20ha､ 苗畑が3.76haを占めている) とその周辺地域で東西に長い形状である｡ 実

験林の林況は､ 見本林および各種試験のために植栽された林齢30～48年の各種針葉樹と広葉樹の人工林や林

齢約100～120年のアカマツ天然林となっている｡ 調査地の北側は､ 巣子川をはさんで水田や住宅地となって

おり､ また､ 南側は果樹研究所リンゴ研究拠点の圃場 (リンゴ園) となっている｡

調査は､ 2008年１月～12月までの１年間､ 各月３回 (上､ 中､ 下旬)､ 原則として晴または薄曇りの日の

早朝 (5:44～8:10の時間帯) にラインセンサス法により行った｡ すなわち､ 構内のほぼ全域をカバーするよ

うに､ 既設の道路2.1㎞に沿って１時間かけて歩行 (時速2.1㎞) し､ 観察半径50ｍ内に出現する鳥類の種類

と個体数を記録した (図1)｡ なお､ 記録個体には､ 上空を通過したものも含んでいる｡

３ 結果

月別の出現鳥類と個体数 (各月３回の調査の平均個体数) を表１に示す｡ 今回の調査では､ 26科56種の鳥

類を確認することができた｡

一年を通じて生息していると考えられるものは (10ヶ月以上の期間出現した種)､ キジバト､ アオゲラ､

アカゲラ､ コゲラ､ ヒヨドリ､ エナガ､ ヒガラ､ ヤマガラ､ シジュウカラ､ カワラヒワ､ スズメ､ ムクドリ､

ハシボソガラスとハシブトガラスである｡ また､ 当地域での鳥類の繁殖期である５月下旬から６月下旬の期

間に継続的に出現したのは､ カッコウ､ ハクセキレイ､ モズ､ キビタキ､ メジロ､ アオジとコムクドリであ

り､ これらは前出の種とともに､ 構内で繁殖している可能性が高い｡

種数は､ 鳥類の季節的な移動期である春季と秋季に多い傾向がみられた｡

優占種は､ 年間を通じてヒヨドリ､ シジュウカラ､ カワラヒワ､ スズメやハシブトガラスなどである｡

なお､ オオハクチョウ (３月)､ カワラバト (８月) とムクドリ (12月) は､ 群れが上空を通過したもの

である｡

参考資料

森林総合研究所東北支所 (1994) 鍋屋敷実験林施業計画 (計画期間 自 平成６年４月～平成16年３月)

浅沼晟吾 (1999) 40年を迎えた東北支所での樹木の成育. 東北支所たより453：１－４

日本鳥学会 (2000) 日本鳥類目録改訂第６版
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表１ 各月の出現鳥類 (各月３回の調査の平均個体数)

＊：センサス範囲外だが調査地内で観察したもの

＊＊：調査地外で観察したもの

平成21年版 森林総合研究所東北支所年報

― 27 ―

年 2008
月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

科 名 種 名
サギ ダイサギ 0.3

〃 アオサギ 1.3
カモ オオハクチョウ 15 ＊＊ 0.7

〃 カルガモ 0.7 0.3 ＊ 0.7
タカ トビ ＊ 0.3 0.3 0.3

〃 オオタカ 0.3 0.3
〃 ノスリ 0.3

ハヤブサ ハヤブサ ＊
キジ キジ ＊ ＊ 0.3
ハト キジバト 1 1.7 2.7 5.3 4 6 5 3 1 2.7

〃 カワラバト 8.3
カッコウ カッコウ ＊ 1 ＊ 0.7

〃 ホトトギス 0.3
カワセミ ヤマセミ 0.3
キツツキ アオゲラ 0.7 ＊ 0.3 0.7 1 0.3 0.3 ＊＊ 0.3 0.3 0.3

〃 アカゲラ 4.7 4.3 3.7 3.7 3 6 4.3 5 2.7 5.3 4 4.7
〃 コゲラ 0.7 2.7 2.3 0.7 1.3 1.3 3 3 2 2 1 1.7

ヒバリ ヒバリ 1.3 ＊ ＊ 1
セキレイ キセキレイ 0.3 0.7

〃 ハクセキレイ 0.7 2 3.3 2 1 1 3.7 1 1.3
〃 セグロセキレイ 0.7 0.3 0.7

サンショウクイ サンショウクイ 0.3
ヒヨドリ ヒヨドリ 8.3 6.3 6.7 15 20.7 20.3 21.3 19.7 11.3 18.3 17.3 17.7
モズ モズ 0.3 0.3 0.3 2.3 2 3.3 0.3
ミソサザイ ミソサザイ 1 1 0.7 0.7
ツグミ ルリビタキ 0.3

〃 クロツグミ 1 0.3 0.3 0.3
〃 アカハラ 1
〃 ツグミ 2 1.7 7.7 9 1.7 2.3 5.3

ウグイス ウグイス 1.3 0.7
〃 センダイムシクイ 0.3
〃 キクイタダキ 12.3 13.7 5 4.3 3.7 3

ヒタキ キビタキ 2.3 2.3 0.7 0.3
〃 コサメビタキ 0.3

エナガ エナガ 0.3 0.7 0.7 1 0.3 0.7 1.7 0.3 4.3 10.3
シジュウカラ コガラ 1 2.7

〃 ヒガラ 5.3 4.3 2.7 4.3 5 4.3 6.7 3.3 8 10.7 15 11
〃 ヤマガラ 3 4 1.3 3.3 1.7 2 2.3 2.3 4.3 3.3 6.3 3.7
〃 シジュウカラ 16 16.7 11.3 11.3 14.3 10 12.3 18 15 20.7 19.3 12.3

メジロ メジロ 3.7 4.3 2 2.3 7 1.7 3 1
ホオジロ ホオジロ 0.7 1 0.3

〃 カシラダカ 6.3 37 4.3 6 11.3 2.7
〃 アオジ 2 3 1.3 0.3 1.3

アトリ アトリ 12
〃 カワラヒワ 0.3 3.3 23 20.3 14.7 11.7 21.3 7.3 2 21 18.7 7.7
〃 マヒワ ＊ 21.7 18.7 0.7 27.3
〃 ベニマシコ 1
〃 ウソ 1
〃 イカル 0.3
〃 シメ 0.7 0.7 5.3 1.3 2 2.7 0.7 4.3

ハタオリドリ スズメ 9.7 12.3 16.7 19.7 17.3 23.7 19 39.3 5 12.3 13.7 14
ムクドリ コムクドリ 16.3 24.3 10 6.7

〃 ムクドリ ＊ 3.3 0.7 1 0.3 5.3 6.3 2 2.7 6 83.3
カラス カケス 0.7 0.7 1 0.3 1 1.7 0.7 2.3

〃 ハシボソガラス 2.7 4.7 4.3 2.7 3 7.3 5.7 2.3 1 1.7 5.7 4.3
〃 ハシブトガラス 6.3 9.3 10.3 7 4 7 12.3 4 3 4.7 11.3 11

個体数／hour 75 110.7 145.4 158 132.3 134.3 138.3 142.4 71.9 127 160.3 233.7
種数 (＊含む) 20 22 25 27 33 26 23 22 23 26 25 25



１－４) － (３)

下内沢人工林収穫試験地および男鹿山人工林収穫試験地における定期調査の概要

西園朋広・林 雅秀・八巻一成* (森林資源管理研究グループ長) ・

天野智将 (チーム長 (地域資源利用担当))

*現 北海道支所 北方林管理研究グループ

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､ 下内沢人工林収穫試験地および男鹿山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｡ なお､ 調査に協力頂

いた米代西部森林管理署および米代東部森林管理署の方々と森林総合研究所本支所森林管理研究領域の方々

に厚くお礼申し上げる｡

２ 下内沢人工林収穫試験地調査の概要

この試験地は､ 東北森林管理局米代東部森林管理署156林班に小班､ に１－３小班のスギ人工林に1937年

に設置された｡ 試験地は秋田県大館市にあり､ 海抜高は約330ｍであり､ 傾斜は６～14°で斜面方位は南東

である試験地のスギは1898年に植裁された｡ 植裁本数は3000本/haである (1899年に660本/haの補植がなされ

た)｡ 植裁後1903年まで毎年下刈りが実施され､ 1915年と1932年には蔓切りが実施された｡ また､ 1916年と

1918年には除伐が実施され､ 1932年には間伐が実施された｡ 1934年に林分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分区および第３分区と記す)｡ 試験区

の面積は第１分区で0.23ha､ 第２分区で0.23haおよび第３区で0.24haである｡ 試験地の立木に対して､ 1934

年､ 1939年および1949年に毎木調査が行われ､ その後1974年まで５年おきに毎木調査が行われた｡ さらに

1984年と1999年に毎木調査が行われた｡ すべての測定時点において胸高直径7.0cm以上のスギ個体について

胸高直径､ 樹高が測定された｡ なお､ 試験地設定後1939年､ 1954年､ 1959年､ 1964年､ 1974年および1991年

に間伐が実施された｡

2008年10月１日～２日に12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､ 立木番号および胸高帯を全ての個体に白ペンキで記入した｡ さらに､ コンパス測量

をおこない､ 樹木位置図を作成した｡ 全ての作業には､ 12人日 (うち作業員６人日) を要した｡ 調査結果の

うち本数密度と林分材積の集計結果をこれまでの成長経過と併せて図１に示す｡ なお､ 図上には調査時の生

立木のみの集計値がプロットされている｡

本試験地に関連した報告として､ 寺崎ら (1964)､ 和泉ら (2007)､ 西園ら (2008) およびNishizono et al.

(2008) 等がある｡

３ 男鹿山人工林収穫試験地調査の概要

この試験地は､ 東北森林管理局米代西部森林管理署管内2089林班ほ小班のスギ人工林に､ 1938年に設定さ

れた｡ 試験地は秋田県男鹿市にあり､ 海抜高は約300ｍ､ 傾斜は10～20°で斜面方位は北北西である｡

試験地のスギは1908年に植栽された｡ 植栽本数は4500本/haである (1909-1911年に補植がなされた)｡ 下

刈り､ 蔓切りが当時の習慣によって行われ､ 1932年に除伐､ 1936年に間伐 (本数間伐率15％､ 材積間伐率10

％) が実施された｡ 1938年に林分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

平成21年版 森林総合研究所東北支所年報

― 28 ―



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0.19ha､ 第２分区で0.23

ha､ 第３分区で0.19haである｡ 試験区内の立木に対して1938年から1998年まで５年おきに､ さらに1998年と

2003年に毎木調査を行っている｡ すべての測定時点において胸高直径7.0cm以上のスギ個体について胸高直

径､ 樹高が測定された｡ なお､ 試験地設定以後､ 間伐は行われていない｡

2008年10月８日に､ 試験地設定以来14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､ 立木番号および胸高帯を全ての個体に白ペンキで記入した｡ 全ての作業

には17人日を要した｡ なお､ 今回の調査は森林管理研究領域に関連する本支所の職員による合同調査会とし

て実施した｡ 調査結果のうち本数密度と林分材積の集計結果をこれまでの成長経過と併せて図２に示す｡ 図

上には調査時の生立木のみの集計値がプロットされている｡

本試験地に関連した報告として､ 寺崎ら (1964)､ 小坂ら (1969)､ 金 (1979)､ 西園ら (2005)､ 和泉ら

(2007)､ 西園ら (2008) およびNishizono et al. (2008) 等がある｡
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図１ 下内沢人工林収穫試験地の成長経過
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図２ 男鹿山人工林収穫試験地の成長経過
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２ 平成２０年度の広報活動の記録
２－１) 東北支所一般公開

○開催期日：平成２０年１０月１８日 (土曜日) １０：００～１５：３０

[常設展示] ：標本展示室

[特別展示] ：大会議室

・木の葉のしおり作り

・森の息づかい－森林のＣＯ２吸収・放出－

・マイった､ 困った ｢マイマイガ｣

・森林と生き物のかかわり

・こま作り

・松くい虫被害対策の原状 (東北育種場)

・いろいろある木の堅さ (東北育種場)

・森のエリートと花粉の少ないスギコーナー (東北育種場)

[特別展示] ：応接室

・写真展示 ｢森の自然他｣

[別棟特別展示] ：ブナ帯環境変動解析棟

・虫の鳴き声＆鳥の鳴き声当てクイズ

[野外イベント]

・苗木プレゼント

・森のキノコ汁試食

・木の高さを測る

・野外自然観察会

・ネイチャーゲーム (森林インストラクター)

・子ども樹木博士認定試験 (東北育種場)

・緑の相談

○来場者 ６５０ 名

２－２) 東北地域森林研究発表会

○開催期日：平成２１年３月５日 (木曜日) １３：１０～１６：００

○開催場所：アイーナ いわて県民情報交流センター ８階８０４号室

○座 長：研究調整監 川路則友

○研究発表次第

１ 地球温暖化と東北の森林 研究調整監 川路則友

２ 安比高原ブナ二次林における二酸化炭素吸収・放出量の観測 森林環境研究グループ 安田幸生

３ 温暖化がブナ林の分布に及ぼす影響 育林技術研究グループ 八木橋 勉

４ 蔵王馬ノ神岳に隔離分布する天然生北限のカラマツの現状と 遺伝資源保全の取り組み

林木育種センター東北育種場 半田孝俊

○来場者 １０１ 名
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[発表要旨]

地球温暖化と東北の森林

研究調整監 川路則友

数多くの生物が生息するこの地球は､ これまでその長い歴史の中で気候の温暖､ 寒冷を繰り返してきまし

たが､ 生物たちはその都度みごとな適応を見せ､ 進化をつづけてきました｡ しかし､ 20世紀後半から顕著な

大気・海洋の平均気温の上昇傾向が認められるようになり､ それらがこれまでのような地球独自のリズムに

よる変化ではなく､ 地球の歴史に比べると非常に短期間に活発になった人間の産業活動による結果と推測さ

れ､ それと同時に単なる気温上昇にとどまらず､ 海水面上昇や生態系へ及ぼす影響を危惧する風潮が高まる

ようになりました｡ この傾向は､ 科学的根拠とともに気候変動に関する政府間パネル (IPCC) による第４

次評価報告書に明記され､ 平成19年11月にスペイン・バレンシアで開かれたIPCC第27回総会の席で公式に

認められました｡

全世界でこれまで地球温暖化の影響を継続的に計測､ 観測する体制は続けられています｡ また､ 温暖化防

止のためのさまざまな取り組みが各地でなされていますが､ その一つとして､ 気候変動をもたらすと考えら

れるＣＯ２等温室効果ガスの吸収源としての森林の果たす役割について各界から熱い期待が寄せられていま

す｡ 森林総合研究所では全国５箇所に観測ステーションを設け､ 森林におけるＣＯ２収支の総合評価に関す

る観測､ 研究を継続的に行っており､ その一つとして東北地域においても岩手県八幡平市安比地区に観測タ

ワーを設置しています｡

今年度の東北地域森林研究発表会では､ とかくグローバルな問題として論じられ､ あまり身近な印象を持

ちにくい地球温暖化問題に注目し､ 上記観測タワーにおける最新の研究成果を示すとともに､ 温暖化傾向が

このまま進んだ場合に植生､ 例えばブナ林の分布がどのように変化するかを予測した研究､ 現在自然分布の

北限となっているカラマツ林の保全に向けた取り組みをご紹介します｡ これを機会に､ 地球温暖化問題を身

近に感じていただければ幸いです｡
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安比高原ブナ二次林における二酸化炭素吸収・放出量の観測

森林環境研究グループ 安田幸生

近年､ 地球温暖化問題に関連して､ 森林による二酸化炭素 (CO２) 吸収の機能が注目されています｡ しか

し､ 森林はCO２を吸収するだけでなく､ 放出もしています｡ このため､ 森林のCO２吸収量は吸収量と放出量

の差 (正味のCO２交換量) によって評価する必要があります｡ 森林は植物の光合成によって大気中のCO２を

吸収し､ 植物や土壌微生物などの呼吸によって大気中へCO２を放出しています｡ 森林と大気間のCO２交換は

おもに風が担っています｡ 森林上に吹く風は､ たえず強くなったり弱くなったりしており､ “風の息”と呼

ばれています｡ 風の息は気流の渦によって生じており､ この渦によって大気と森林のCO２交換が効率的に行

われます｡

森林と大気との正味のCO２交換量のことをCO２フラックスといいます｡ 森林総合研究所東北支所では､ 岩

手県八幡平市にある安比高原ブナ二次林においてCO２フラックス観測を行い､ 森林のCO２吸収・放出量を調

査しています｡ CO２フラックス観測は森林群落上で行われるため､ 観測タワーの設置が必要となります｡ 現

在､ 測定には渦相関法という方法を用いています｡ これは､ 群落上の気流の渦によって生じる風速とCO２濃

度の変動を測定してフラックスを求める方法です｡

この観測から､ まずCO２フラックスの季節変化を明らかにしました｡ ブナ林は落葉広葉樹林なので､ 葉の

無い冬期はCO２が放出されました｡ 春になって葉が開くと､ ブナ林はCO２を吸収し始めました｡ 吸収量は､

しばらくの間､ 日を追うごとに急増しましたが､ 初夏の頃には最大に達し､ 夏から秋にかけて吸収量は減少

しました｡ 黄葉の季節になるとCO２の吸収は止まり､ 再びCO２は放出されました｡ このような季節変化は毎

年みられます｡ 2000年から2006年の観測結果では､ すべての年において正味のCO２交換量が吸収を示しまし

たが､ 年間のCO２吸収量には差がみられました｡ 葉が光合成を行っている期間 (成長期) の平均気温とその

ときのCO２吸収量を比較すると､ 平均気温が低いほどCO２吸収量が多くなるという傾向を得ました｡ これは

植物や土壌微生物などの呼吸によるCO２放出が気温の低下によって抑えられたことが一因ではないかと考え

ています｡

森林のCO２吸収量の増減は気温以外にも､ 日射や降水などのさまざまな気象要素の影響を受けますので､

今後も観測を継続してCO２吸収の変動特性を解明していく必要があります｡ 本発表では､ 安比高原ブナ二次

林での観測の様子を紹介し､ フラックス観測の結果や森林生態系内におけるCO２動態について説明します｡
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温暖化がブナ林の分布に及ぼす影響

育林技術研究グループ 八木橋勉

北海道支所森林育成研究グループ 松井哲哉

森林総合研究所植物生態研究領域 田中信行

現在の気候下における植物の分布確率を環境条件から算出する統計モデルを開発することにより､ その植

物が最も分布しやすい範囲 (生態的分布適域) を予測することができます｡ この統計モデルに､ 将来予測さ

れている温暖化後の気候値を適用することで､ 気候変化による生態的分布適域の面積変化などが評価できま

す｡ 本発表では､ まず過去の気候変遷とそれに伴ったブナの分布の変遷を紹介し､ 続いてブナ林の分布確率

を環境要因から統計的に算出するモデルを用いて､ 現在のブナ林の分布の特徴についてと､ 今後予想されて

いる温暖化がブナ林の分布へおよぼす影響についてお話しします｡

ブナは､ 過去にも氷期と間氷期の気候変動にともなって､ 分布を移動したと考えられ､ 現在はブナ林がな

い北海道東部からも､ およそ12万年前の地層からブナの殻斗の化石がみつかっています｡ 今後の温暖化にと

もなって､ ブナ林の分布はどのように変化するのでしょうか｡

統計モデルから予測されるブナ林の生態的分布適域をみると､ 比較的冷涼で積雪の多い地域であることが

わかります｡ その面積は現在の気候下では26,220km２になります｡ 生態的分布適域の面積は､ 現在の気候条

件に比べると､ CCSR/NIESシナリオでは９％に､ RCM20シナリオでは37％に減少します｡ 九州､ 四国､ 本

州太平洋側の生態的分布適域は両シナリオ下でほとんど消滅し､ 生態的分布適域の広い東北地方でもその面

積が大きく減少します｡ 具体例をあげると､ 現在の白神山地の世界自然遺産地域のうちの95.4％は生態的分

布適域に含まれていますが､ RCM20シナリオおよびCCSR/NIESシナリオによる2100年のブナ林の生態的分

布適域の割合は､ 前者で自然遺産地域の0.6％に､ 後者では０％に減少します｡ RCM20シナリオでは､ 自然

遺産地域内部では白神岳 (1,232m) から向白神岳 (1,243m) にかけての小面積の高標高域にだけ生態的分

布適域が存在する状態となります｡ 温暖化によって､ 北海道にある現在のブナ林の北限より北側に生態的分

布適域が生じますが､ 現在の温暖化による温度変化は､ 過去のブナ林の変遷から予測されるブナ林の移動速

度を上回っています｡ つまり､ 新たにブナ林に適した環境ができても､ 50年から100年と言った短い時間で

そこに到達することはできません｡

逆に､ 現在のブナ林のある地域は､ 生態的分布適域からはずれたからといって､ 突然他の森林になるとは

考えられません｡ 現在の温暖化シナリオでは､ ブナが暑さで生理的に枯死するほどの温暖化は予測されてい

ません｡ ブナ林は､ 比較的冷涼で積雪の多い地域で優占しやすいのですが､ 温暖化によって､ より温暖で積

雪の少ない地域で成長が良い種類との競争に徐々に負けやすくなると考えられるのです｡ その変化は､ 台風

や虫害の急増など､ 想定外の撹乱が無い限りは､ ゆっくりとしたものになるでしょう｡
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蔵王馬ノ神岳に隔離分布する天然生北限のカラマツの現状と
遺伝資源保全の取り組み

林木育種センター東北育種場 半田孝俊

１ 東北地方のカラマツ属の分布の変遷

現在のカラマツの天然分布は本州中部と東北の一部ですが､ 最終氷河期 (２万年前頃) の植物遺体は宮城

県馬ノ神岳の近くから本州中部まで出土しています｡ 現在は千島列島や樺太に分布しているグイマツは仙台

平野以北北海道から出土しています｡

最終氷河期に両種が共存していた可能性がありますが､ 本州にカラマツだけが生き残ったこと､ さらに北

限の馬ノ神岳に生存しているカラマツは､ 形態的にもDNA型でも通常のカラマツとは区別できることで興

味深く､ 今回その特性と遺伝資源保全の取り組みを発表します｡

２ 馬ノ神のカラマツの特徴と遺伝資源保全の取り組み

宮城県蔵王山系馬ノ神岳のカラマツ集団は北限であり､ かつ隔離分布することで知られ､ 1994年７月の第

１回林木遺伝育種セミナーで多面的な検討がなされました｡ その後青森営林局の主催で現地保存の検討会が

開催され､ 種子の採取､ 現地での更新のための地表処理 (天然下種更新区の設定) などが行われてきました｡

東北育種場 (育種場) は自生地から接ぎ木用の穂・球果を採取し､ 1962年接ぎ木３クローン､ 1980年接ぎ

木15クローン､ 1999年実生11家系を場内に保存しました｡ 青森営林局と育種場は2001年に馬ノ神岳に近い国

有林に７家系309本､ 自生地内に７家系60本を植栽しました｡ 前者を生息域外保存の遺伝子保存林と呼びま

す｡

馬ノ神岳では1932年に胸高直径６cm以上の自生個体30本が確認されていましたが､ 現在は11本となってい

ます｡ 1969年と2007年の樹高と胸高直径の測定値はほとんど変化が無く､ 成長は極めて遅いことがわかりま

した｡

1996年に播種､ 育苗をし３箇所に植栽した共通７家系の2007年秋の平均樹高および生存率は育種場内

1.4m､ 72％､ 遺伝子保存林1.2m､ 94％､ 馬ノ神岳0.6m､ 47%であり､ 一般のカラマツと比べると極めて遅い

ことがわかりましたが､ 遺伝子保存林の成長の良い部分では３mを超えている事例もありました｡

1995年に広葉樹を伐開して７箇所設置した天然下種更新区では1997年に合計63本の実生苗がありましたが､

2008年秋には３箇所で全体で27本に減少しました｡ 樹高は最大25cm, 平均10cmでした｡

育種場内に保存しているクローン・家系の観察から通常のカラマツと比較して､ ①長枝が少なく成長が遅

い②開葉時期が遅く､ 葉は緑が濃く､ 黄葉・落葉時期が早い③枝が鋭角につくことが大きな特徴であること

がわかりました｡

このような特性を持つカラマツの遺伝資源を保全し､ 品種改良に活用することが重要です｡
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３ 平成２０年度の会議等の記録
３－１) 研究業務報告会

平成２０年度東北支所業務報告会は､ 平成２０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｡

なお､ 支所内公募型競争的研究補助金 (支所共通費補助金) を獲得した下記の３名はその成果もあわせて

報告した｡

[支所共通費補助金]

・田端雅進：ウルシ振興をより発展させるための基礎研究

・櫃間 岳：ヒバ択伐林の現存量の推定－小径木の成長促進と不均質な林分構造の解明を目指して－

・杉田久志：混交林化したスギ人工林における５年間の林分構造の変化

３－２) 研究評議会

外部有識者に評議員を委嘱し､ 東北支所の平成２０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２１年３月２日 (月) １４：００～１６：３０

東北支所 大会議室

○評議委員

由井正敏 岩手県立大学総合政策学部教授

澤口勇雄 岩手大学農学部附属寒冷フィールドサイエンス教育研究センター教授

田口春孝 小岩井農牧株式会社小岩井農場山林部長

○東北支所説明者

藤田和幸 (支所長) 川路則友 (研究調整監)

新山 馨 (地域研究監) 工藤繁雄 (庶務課長)

田端雅進 (チーム長 (針葉樹病害担当)) 野口正二 (チーム長 (森林水流出担当))

天野智将 (チーム長 (地域資源利用担当)) 杉田久志 (森林生態研究グループ長)

柴田銃江 (育林技術研究グループ長) 平井敬三 (森林環境研究グループ長)

堀野眞一 (生物多様性研究グループ長) 磯野昌弘 (生物被害研究グループ長)

相川拓也 (生物被害研究グループ) 西園朋広 (森林資源管理研究グループ)

佐々木清和 (連絡調整室長) 米沢茂信 (研究情報専門職)

山本幸司 (業務係長)

○評議会の概要

１) 東北支所における平成２０年度の研究運営状況報告

以下の資料を基に､ 平成２０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] ：研究課題一覧､ 平成１９年度支所年報､ 職員の異動､ 主要課題概要､ 平成２０年度事業予

算､ 業務点検票､ 支所研究情報､ Forest Winds､ 研究発表会要旨､ 一般公開用パンフレット､ 東北の森
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林研究 (要覧) 森林総合研究所要覧､ 環境報告書2008

東北の林木育種

２) 研究成果の利活用

�主要成果の紹介

・マツノザイセンチュウのＤＮＡ情報を利用した簡易なマツ材線虫病診断法

相川拓也主任研究員

・間伐率・地位の違いが林分成長の推移に与える影響

西園朋広研究員

�平成２０年度東北地域研究発表会の紹介

表題 ｢地球温暖化と東北の森林｣ 演題３題

３) 森林総合研究所に対する平成１９年度評価結果等について

独立行政法人評価委員会林野分科会による ｢独立行政法人森林総合研究所の平成１９年度の業務の実績

に関する評価結果｣ をもとに､ その概要を説明｡

４) 評議員講評

以下のような助言をいただいた｡

◎ 業績評価に関して､ 長期的研究は重要なので､ 基礎研究､ 先端研究､ 技術的支援部門も含めて､ 支所

として地域への貢献をもっとトータル的に評価できるシステムを考えてはどうか｡ 生物多様性基本法

に沿って､ 森林計画に具体的な指針を出すことが大切である｡

◎ 支所の存在意義を示すものとして､ 柱となるものが必要｡ 東北地域でこれから林業をどうすべきかが

問われている時期でもあるので､ 支所の役割は大きい｡

◎ 研究成果の発表がかなり実用的で､ 林業家にとって有益であった｡ 業績評価については､ 会社組織で

も課題の保守化や人間関係の希薄化など､ 実際に弊害が出ているので､ チームワークを生かす､ 新た

なことにチャレンジする人を評価するなど､ 手法を考えた方が良い｡ 昨今の温暖化問題など､ 林業に

過度の期待が掛かっているので､ それを良い流れと考え､ うまくＰＲして表面活動した方が良い｡
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東北支所長 (藤田 和幸)

研究調整監 (川路 則友)

連絡調整室 (佐々木清和) 研究情報専門職 (米沢 茂信)

業 務 係 (山本 幸司) 下田 直義

庶 務 係 (砂子田 渉) 前原 麻衣､ 佐藤 恵太

庶務課長 (工藤 繁雄) 会 計 係 (都筑 俊夫)

課長補佐 ( ) 用 度 係 (古井 匡) 森田 海

専 門 職 瀧川 英久

地域研究監 (新山 馨)

チーム長 (針葉樹病害担当) (田端 雅進)

チーム長 (森林水流出担当) (野口 正二)

チーム長 (地域資源利用担当) (天野 智将)

森林生態研究グループ (杉田 久志) 森澤 猛､ 八木 貴信

育林技術研究グループ (柴田 銃江) 八木橋 勉､ 星野 大介､ 櫃間 岳

森林環境研究グループ (平井 敬三) 安田 幸生､ 小野 賢二､ 志知 幸治

生物多様性研究グループ (堀野 眞一) 鈴木 祥悟､ 中村 充博､ 島田 卓哉､ 大西 尚樹

生物被害研究グループ (磯野 昌弘) 中村 (真鳥) 克典､ 前原 紀敏､ 市原 優､ 相川 拓也

森林資源管理研究グループ (八巻 一成) 西園 朋広､ 林 雅秀

１ 組 織・職 員
１－１) 組織・職員

(平成21年３月31日現在､ ( ) 内は所属の長)
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発令日 氏 名 新 所 属 旧 所 属

20. 4. 1 赤間 亮夫 多摩森林科学園長 研究調整監

20. 4. 1 齋藤 武史 本所企画部研究管理科地域林業室長
本所気象環境研究領域気象研究室併任 森林環境研究グループ主任研究員

20. 4. 1 森 茂太 本所植物生態研究領域チーム長 (個体生理
担当) 育林技術研究グループ長

20. 4. 1 関 剛 北海道支所森林育成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

21. 1. 1 宮城 孝幸 本所総務部総務課付 連絡調整室長

発令日 氏 名 新 所 属 旧 所 属

20. 4. 1 八木橋 勉 育林技術研究グループ主任研究員 国際農林水産業研究センター林業領域主任
研究員

20. 4. 1 相川 拓也 生物被害研究グループ主任研究員 本所森林微生物研究領域森林病理研究室主
任研究員

20.11.16 新山 馨 地域研究監 本所森林植生研究領域植生管理研究室長

21. 3. 1 大西 尚樹 生物多様性研究グループ 関西支所生物多様性研究グループ

１－２) 異動一覧 (平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日)

転 入

転 出



２－２) 共同研究に利用できる機器

｢DNAシーケンサー｣

[性能概要] パーキンエルマー社310－2

DNAの塩基配列の決定及びマイクロサテライト分析に用いる｡

共同研究に利用できる機器として登録している｡

[担 当] 生物多様性研究グループ

(平成20年度における共用利用の実績は無かった｡)
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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：㎡)

区 分
建 物 土 地

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
好摩実験林

酸性雨モニタ
リング試験地
[建物数]

(☆1)
山形実験林
森林理水試
験地 (☆2)

5,581

377

0

0

16,305

3,593

0

0

2,932

(40)

4,457

49,513
8,368

176,241

(553)

12,531

8,488

37,581

3,651

14,538

15,460

133,400
8,368

(40)

211,890

( ) 書きは借地｡ ☆1は岩手北部森林管理署国有林､ ☆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

ブナ帯環境変動解析棟

粗資料調整測定室

共同実験室

雪害特殊実験棟

鳥獣実験室

森林防疫実験棟

林地保全実験室

ガラス室

温 室

隔離温室

鳥類実験網室

野兎生態飼育舎

野鼠生態飼育舎

安比二酸化炭素動態観測施設

(観測小屋)

495㎡

351

142

101

339

323

222

64

111

68

76

100

97

67

13

共 通

〃

〃

〃

森林生態研究グループ・育林技術研究グループ

生物多様性研究グループ

チーム長 (針葉樹病害担当) ・生物被害研究グループ

森林環境研究グループ

森林生態研究グループ

〃

チーム長 (針葉樹病害担当)

生物多様性研究グループ

〃

〃

共 通
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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 12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 〃

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19 大開人工林収穫試験地 米代西部 1051ろ 1.26 〃 昭11 平21 〃

秋21 添畑沢スギ間伐試験地 米代西部 125は 1 7 . 0 5
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 〃

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 〃

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 〃

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 秋 田 2182ち 2.17 カラマツ 大６ 平69 〃

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 〃

秋44 中山人工林収穫試験地 湯沢支署 1001-Ⅱは,
は1-2

1.49 スギ 昭10 平20 〃

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 〃

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 〃

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 〃

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

２－３) 固定試験地

(１) 東北森林管理局管内 平成21年３月現在
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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 青 森 13へ 8.15 〃 大14 〃 〃

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

青 5 砂川沢ヒバ林成長量試験地 青 森 7ほ 8.52 〃 〃 〃 〃

青 9 岩木山ブナ林樹種更改試験地 津 軽 26は1-4
27か1-2

5.69 スギ, カラ
マツ, トド
マツ他

昭34 平24 森林生態研
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 〃

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 下 北 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 三八上北 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 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, わ

23.21 アカマツ,
カラマツ,
スギ, カ
ンバ類

昭30 平23 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Ｎ
７

昭19 平31 〃

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30 平60 〃

青57 砂原クロマツ種子産地試験地 仙 台 87つ, む 2.50 クロマツ 昭12 平29 森林生態研
究Ｇ

青58 須賀林クロマツ種子生産地試験
地

仙 台 92に 0.89 〃 〃 〃 〃

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 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21 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61 森林生態研
究Ｇ

(２) 東北森林管理局旧青森分局管内 平成21年３月現在
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研究課題 研究代表者 年度 備考

地下部・枯死木を含む物質生産・
分解系調査に基づく熱帯雨林の
炭素収支再評価

東北支所
新山 馨 １９～２２ 基盤研究Ａ

被食防御物質タンニンに対する
耐性から見た森林性齧歯類の生
態学的特性の解明

東北支所
島田 卓哉 １９～２０ 基盤研究Ｂ

遺伝情報に基づいたツキノワグ
マ保護管理ユニットの策定

東北支所
大西 尚樹 ２０～２２ 基盤研究Ｂ

種子の生存過程追跡のための非
破壊的成分分析法の開発

東北支所
島田 卓哉 １９～２０ 萌芽研究

種子病原菌による森林生態系の
個体群動態制御機構の解明

東北支所
市原 優 １９～２１ 萌芽研究

信頼と社会規範が森林所有者行
動に与える影響

東北支所
林 雅秀 １８～２０ 若手研究Ｂ

病原体とその媒介者の両方をター
ゲットにしたマツ材線虫病の微
生物的防除

東北支所
前原 紀敏 １８～２０ 若手研究Ｂ

細胞内寄生細菌“ボルバキア”
がマツノマダラカミキリの生殖
機能に与える影響の解明

東北支所
相川 拓也 １９～２１ 若手研究Ｂ

高精度な古植生復元のための針
葉樹を主体とする気孔分析法の
確立

東北支所
志知 幸治 ２０～２２ 若手研究Ｂ

難分解性有機物 ｢リグニン｣ を
指標とした森林土壌における腐
植生成プロセスの解明

東北支所
小野 賢二 ２０～２２ 若手研究Ｂ

研究課題 研究代表者 研究分担者 年度 備考

ガス交換的視点による東南アジ
ア熱帯雨林の機能評価

京都大学
小杉 緑子 東北支所 野口 正二 ２０～２３ 基盤研究Ａ

樹木の局所的な絶滅が景観レベ
ルの種多様性に及ぼす影響の評
価

森林総合研究所
正木 隆

東北支所 柴田 銃江
星野 大介 １９～２２ 基盤研究Ａ

虫えいを侵入門戸とする樹木病
原菌の感染機構の解明

森林総合研究所
窪野 高徳 東北支所 市原 優 １９～２１ 基盤研究Ｂ

マツノマダラカミキリ蛹室にお
ける抗菌ペプチドが及ぼす生物
間相互作用

森林総合研究所
山内 英男 東北支所 前原 紀敏 ２０～２２ 萌芽研究

３ 研究の連携・協力
３－１) 科学研究費補助金研究課題

職員が代表者

職員が分担者



４ 地域連携のための会議等記録
４－１) 平成２０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２０年９月２日～３日

(２) 開催場所：宮城県仙台市

(３) 出 席 者：森林総合研究所東北支所､ 林木育種センター東北育種場､ 青森県農林総合研究センター

林業試験場､ 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：森林総合研究所東北支所､ 宮城県林業技術総合センター

(４) 議事概要

ア 情報提供について

イ 東北林業試験研究機関連絡協議会の運営方針について

ウ その他

４－２) 平成２０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２０年７月３０日～３１日

(２) 開催場所：宮城県大崎市

(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､ 青森県農林総合研究センター

林業試験場､ 岩手県林業技術センター､ 宮城県林業技術総合センター､ 秋田県農林水産

技術センター森林技術センター､ 山形県森林研究研修センター､ 福島県林業研究センター

事 務 局：宮城県林業技術総合センター

(４) 議事概要

ア 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業について

イ 各専門部会からの報告について

ウ 企画調整部会への提案事項について

エ その他

２) 特用林産専門部会

(１) 開催期日：平成２０年７月１７日～１８日

(２) 開催場所：秋田県南秋田郡大潟村

(３) 出 席 者：森林総合研究所､ 森林総合研究所東北支所､ 青森県農林総合研究センター林業試験場､

岩手県林業技術センター､ 宮城県林業技術総合センター､ 秋田県農林水産技術センター

森林技術センター､ 山形県森林研究研修センター､ 福島県林業研究センター

事 務 局：秋田県農林水産技術センター森林技術センター

(４) 議事概要

ア 特用林産に関する研究課題の報告について

イ 平成２１年度以降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 特用林産研究に関わる問題点について

エ その他
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３) 森林保全専門部会

(１) 開催期日：平成２０年７月１０日～１１日

(２) 開催場所：福島県福島市

(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､ 青森県農林総合研究センター

林業試験場､ 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 今後の研究推進上緊急に取り組む必要のある研究について

イ 情報交換

ウ その他

４) 木材利用専門部会

(１) 開催期日：平成２０年７月１０日～１１日

(２) 開催場所：青森県三戸郡南部町

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

総合研究センター林業試験場､ 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､ 福島県林業研究センター､ �秋田県木

材加工推進機構

事 務 局：青森県農林総合研究センター林業試験場

(４) 議事概要

ア 地域に共通な重要課題について

イ 各県の木材利用研究成果について

ウ 木材利用関係情報について

エ その他

５) 資源・環境専門部会

(１) 開催期日：平成２０年７月１５日～１６日

(２) 開催場所：山形県最上郡最上町

(３) 出 席 者：森林総合研究所東北支所､ 林木育種センター東北育種場､ 青森県農林総合研究センター

林業試験場､ 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

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 最近の研究成果と情報提供について

ウ 平成２０年度の主な試験研究課題について

エ その他
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６) 林木育種部会

(１) 開催期日：平成２０年６月２６日～２７日

(２) 開催場所：岩手県奥州市

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

林総合研究センター林業試験場､ 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 平成２０年度の主要研究課題について

イ 最近の研究成果と情報提供について

ウ 平成２１年度以降研究推進上で取り組みが必要な研究課題

エ その他

４－３) 平成２０年度林業研究開発推進東北ブロック会議

(１) 開催期日：平成２０年９月２６日

(２) 開催場所：岩手県盛岡市 アイーナ いわて県民情報交流センター

(３) 出 席 者：林野庁研究・保全課､ 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センター､ 青森県農林水産部林政

課､ 青森県農林総合研究センター林業試験場､ 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

学術国際部科学技術課､ 秋田県農林水産技術センター森林技術センター､ 山形県森林研

究研修センター､ 福島県農林水産部研究開発室､ 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

ア 森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発に関する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・競争的研究資金の平成２０年度新規採択課題等に関する情報提供

エ 競争的研究資金の研究領域設定に当たっての地域における研究ニーズの把握

オ 各研究機関からの最近の主要な研究成果の紹介と研究成果の行政や現場へのフィードバックの方向

性

カ 各機関からの提案事項

キ その他
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氏 名 行 先 用 務 期 間 経費負担先

八巻 一成 韓国 絶滅危惧種の保全に関する現地調査および
研究打合せ､ セミナー開催

Ｈ20. 6.22-
6.29

特殊法人等受託事
業費 (日本学術振
興会二国間交流事
業)

平井 敬三 アメリカ ｢北米森林土壌会議大会｣ 参加・発表 Ｈ20. 6.21-
7. 1

科学研究費補助金
(スギ切り捨て間
伐)

平井 敬三 オーストリア ｢ユーロソイル2008｣ 大会参加・発表 Ｈ20. 8.23-
9. 1

運営費交付金
海外経費

八巻 一成 イギリス 英国国立公園管理と協働関係の構築に関わ
る現地調査

Ｈ20. 9.13-
9.28

上智大学

島田 卓哉 ロシア ｢第11回国際齧歯類生物学会議｣ 参加・発
表

Ｈ20. 7.22-
7.30

運営費交付金
海外経費

志知 幸治 ドイツ ｢第12回国際花粉学会議および第８回国際
古植物学機構会議｣ 参加・発表

Ｈ20. 8.29-
9. 7

運営費交付金
海外経費

中村 克典 ポルトガル ｢ポルトガルにおけるマツノザイセンチュ
ウ防除戦略に関する国際セミナー｣ 出席

Ｈ20.10. 6-
10.11

欧州委員会

天野 智将 中国 中国大連市における木材加工業の生産状況
と製品販売先の動向に関する実態調査

Ｈ20.10.25-
10.30

特別研究費
(交プロ／経営)

八巻 一成 韓国 ｢世界遺産済州島のよりよい管理に関する
国際会議｣ および ｢国際保護地域研究会議
設立集会｣ 出席

Ｈ20.11. 5-
11.10

環境省受託事業費
(レブンアツモリ
ソウ)

中村 克典 韓国 ｢マツ材線虫病国際シンポジウム｣ 出席 Ｈ20.12. 9-
12.13

韓国山林科学院

野口 正二 マレーシア ｢ガス交換的視点による東南アジア熱帯雨
林の機能評価｣ に関する現地調査及び研究
打合せ

Ｈ21. 1.16-
1.30

科学研究費補助金
／ガス交換

新山 馨 マレーシア 地下部・枯死木を含む物質生産・分解系調
査に基づく熱帯雨林の炭素収支再評価のた
めの毎木調査

Ｈ21. 2. 1-
2.20

科学研究費補助金
／熱帯雨林

平井 敬三 カンボジア ｢PALSARを用いた森林劣化の指標検出と
排出量評価手法の開発に関する研究｣ の打
ち合わせと野外調査ほか

Ｈ21. 2.14-
2.22

環境省受託事業費
PALSAR／温暖拠
点長

氏 名 行 先 研究集会名 出発日 帰国日

平井 敬三 オーストリア ｢ユーロソイル２００８｣ 大会 20. 8.23 20. 9. 1

志知 幸治 ドイツ マール湖に関する現地検討会 20. 8.29 20. 9. 7

前原 紀敏 東京大学
航空写真とＧＩＳを活用した松枯れピンポイン

ト防除法
21. 3. 5 21. 3. 5

川路 則友 岩手県立大学 第５６回日本生態学会大会 21. 3.17 21. 3.19

杉田 久志 岩手県立大学 第５６回日本生態学会大会 21. 3.17 21. 3.19

柴田 銃江 岩手県立大学 第５６回日本生態学会大会 21. 3.17 21. 3.19

堀野 眞一
岩手県立大学

盛岡市民文化ホール
第５６回日本生態学会大会 21. 3.17 21. 3.21

島田 卓哉 岩手県立大学 第５６回日本生態学会大会 21. 3.17 21. 3.19

中村 克典 岩手県立大学 第５６回日本生態学会大会 21. 3.17 21. 3.18

八木 貴信 岩手県立大学 第５６回日本生態学会大会 21. 3.18 21. 3.19

５ 海外派遣
５－１) 技術協力・調査・研究

５－２) 研究交流法による派遣
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氏 名 研 修 名 始期 終期 実施機関
野口 正二 ＴＮＴmipsトレーニング研修 20. 4. 6 20. 4. 9 オープン・ジーアイ
佐々木清和 刈払機取扱作業者安全衛生教育 20. 7.28 20. 7.28 ボイラ・クレーン安全協

会岩手事務所
砂子田 渉 刈払機取扱作業者安全衛生教育 20. 7.28 20. 7.28 ボイラ・クレーン安全協

会岩手事務所
中村 克典 刈払機取扱作業者安全衛生教育 20. 7.28 20. 7.28 ボイラ・クレーン安全協

会岩手事務所
中村 克典 平成２０年度外国語研修 20.11. 1 21. 3.31 東北支所
下田 直義 苗畑・実験林の適切な管理に関する実地研修 20.11. 4 20.11. 5 北海道支所
野口 正二 平成２０年度農林水産関係中堅研究者研修 20.12. 3 20.12. 5 農林水産技術会議事務局
八木 貴信 平成２０年度所内短期技術研修 21. 3. 8 21. 3.14 森林総合研究所

氏 名 所 属 研 修 内 容 期 間 受 入 先
本城 正憲 独立行政法人農業・

食品産業技術総合
研究機構東北農業
研究センター

シーケンサを用いたDNA分析
法の研修

20. 4. 1～
20. 5.31

生物多様性研究グループ

高橋 明子 京都大学大学院農
学研究科

コナラの種子運命の追跡手法の
研修

20. 5.20～
20. 6.30

生物多様性研究グループ

金子 智紀 秋田県農林水産技
術センター森林技
術センター

水文観測およびデータ解析手法
の研修

20. 6. 3～
20. 8.22

チーム長 (森林水流出担
当)

佐々木智恵 宮城県林業技術総
合センター

マツノマダラカミキリの生態と
ボーベリア菌などによる防除､
マツノザイセンチュウの見分け
方､ ナラ類の集団枯死､ その他
東北地方で重要な樹木病害､ 及
びニホンジカ分布拡大に伴う被
害拡大予測の研修

20. 6.17～
20. 6.20

チーム長 (針葉樹病害担
当)
生物被害研究グループ
生物多様性研究グループ

栗橋 孝征 岩手大学農学部農
林環境科学科

樹木病害に関する研修 20. 9.16～
20. 9.22

チーム長 (針葉樹病害担
当)

長井 優弥 岩手大学農学部農
林環境科学科

天然林動態および天然更新技術
に関する研修

20. 8. 5～
20. 9.10

森林生態研究グループ

片山 隼 岩手大学農学部農
林環境科学科

全天写真の解析によるブナ林の
光環境測定の研修

20. 8. 6～
20. 8.31

育林技術研究グループ

高橋 明子 京都大学大学院農
学研究科

コナラの種子運命の追跡手法の
研修

20. 9. 4～
20.10.24

生物多様性研究グループ

６ 研修・講習
６－１) 派遣

６－２) 受け入れ

６－３) 博士号取得者

氏 名 タ イ ト ル 年月日 大学名
相川 拓也 マツノザイセンチュウの病原力と伝播に関する生態学的研究 Ｈ20. 2.29 東京大学
平井 敬三 森林土壌の現地における窒素無機化の定量的評価に関する研究 Ｈ20. 3.14 東京農工大学
堀野 眞一 大規模実験柵などを用いたニホンジカ個体群管理の研究 Ｈ20.12.31 横浜国立大学
西園 朋広 針葉樹単純林における林分成長の長期的推移の解析と収穫予測 Ｈ21. 2.28 九州大学
小野 賢二 植物遺体 (リター) 由来の土壌有機物動態解析のための､ 簡便

かつ迅速な有機物成分定量法の開発
Ｈ21. 3.20 東京理科大学
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依 頼 者 内 容 用 務 先 実施月日 チーム・グループ 氏 名

１岩手県環境生活部自然保護
課総括課長

２岩手町長民部田幾夫

３岩手県農林水産部森林整備
課総括課長

４国立大学法人高知大学農学
部長篠和夫

５(財)日本緑化センター会長
上島重二

６豪雪地帯林業技術開発協議
会会長石川県林業試験場場
長尾重和彦

７青森県森林組合連合会 (青
森県森林病害虫等防除セン
ター) 代表理事会長本間家
大

８秋田県立大学生物資源科学
部森林科学教室教授蒔田明
史

９大船渡地方振興局保健福祉
環境部長

平成２０年度岩手県自然保護指導員
等協議会研修会の講師
マツクイ虫防除用のアカゲラ巣箱設
置活動に係る講師
森林経営意識改革セミナー講師

高知大学農学部集中講義 ｢樹病学実
験｣ 講師
｢第４回松林防除実践講座｣ 講師

平成２０年度豪雪地帯林業技術開発
協議会講師

松くい虫被害防除研修会講師

森林セミナー講演講師

平成２０年度里ジカ対策自立支援フォー
ラム (環境フォーラム) 講師

盛岡市

岩手県岩手町

盛岡市

高知市

長野県小諸市

石川県白山市

青森県深浦町

秋田市

岩手県大船渡市

Ｈ20. 6.24

Ｈ20. 6.28

Ｈ20. 9. 5

Ｈ20. 9. 8-13

Ｈ20. 9.25-26

Ｈ20. 9.29-
10. 1

Ｈ20.10.15-16

Ｈ20.11.20-21

Ｈ21. 1.31

生物多様性研究グ
ループ長
生物多様性研究グ
ループ
チーム長 (地域資
源利用担当)
チーム長 (針葉樹
病害担当)
生物被害研究グルー
プ員
森林生態研究グルー
プ長

生物被害研究グルー
プ員

育林技術研究グルー
プ員

生物多様性研究グ
ループ長

堀野眞一

中村充博

天野智将

田端雅進

中村克典

杉田久志

中村克典

八木橋勉

堀野眞一

７ 講師・委員等の派遣
７－１) 講師派遣

７－２) 専門委員派遣

依 頼 者 内 容 用 務 先 実施月日 チーム・グループ 氏 名

１林業経済学会会長神沼公三
郎

２盛岡地方振興局土木部長

３盛岡地方振興局土木部長

４東北森林管理局長

５東北森林管理局長

６岩手県環境生活部環境保全
課総括課長吉田茂

７大船渡地方振興局長高橋克
雄

８岩手県農林水産部森林整備
課総括課長

９盛岡地方振興局土木部長

10盛岡地方振興局土木部長

11盛岡地方振興局土木部長

12原子力安全・保安院電力安
全課長櫻田道夫

13青森県農林総合研究センター
林業試験場長

林業経済学会第１回理事会

盛岡地方振興局公共事業に係る希少
野生動植物調査検討委員会現地調査

盛岡地方振興局公共事業に係る希少
野生動植物調査検討委員会現地調査

保護林モニタリング調査検討委員会

保護林モニタリング調査検討委員会

岩手県環境影響評価技術審査会の現
地視察
第６回大船渡地方振興局公共事業等
に係る希少野生動植物調査検討委員
会
森林経営意識改革セミナー受講生選
考審査会
盛岡地方振興局公共事業に係る希少
野生動植物調査検討委員会現地調査

盛岡地方振興局公共事業に係る希少
野生動植物調査検討委員会現地調査

盛岡地方振興局公共事業に係る希少
野生動植物調査検討委員会現地調査

君津共同火力株式会社君津共同発電
所６号機増設計画環境影響評価方法
書の環境審査に係る現地調査
ヒバの漏脂病に関する技術指導

東京都文京区

一級河川米代川
筋 米代川災害
復旧現場 ほか
一級河川岩崎川
筋 岩崎川災害
復旧現場 ほか
秋田市

秋田市

岩手県住田町

岩手県大船渡市

盛岡市

主要地方道一戸
葛巻線 田部地
区道路災害防除
工事 ほか
一般県道八幡平
公園線 藤七沢
地区道路災害復
旧工事 ほか
一級河川雫石川
山津田地区河川
災害復旧工事
ほか
千葉県君津市

青森県平内町

Ｈ20. 5.10

Ｈ20. 4.24

Ｈ20. 5.14

Ｈ20. 4.25

Ｈ20. 4.25

Ｈ20. 5.22

Ｈ20. 6.26

Ｈ20. 5.23

Ｈ20. 5.22

Ｈ20. 6. 5

Ｈ20. 6.11

Ｈ20. 6. 5-6

Ｈ20. 7. 2-4

森林資源管理研究
グループ長
生物多様性研究グ
ループ長

生物多様性研究グ
ループ長

森林生態研究グルー
プ長
生物多様性研究グ
ループ長
生物多様性研究グ
ループ
生物多様性研究グ
ループ長

チーム長 (地域資
源利用担当)
生物多様性研究グ
ループ長

生物多様性研究グ
ループ長

生物多様性研究グ
ループ長

研究調整監

チーム長 (針葉樹
病害担当)

八巻一成

堀野眞一

堀野眞一

杉田久志

堀野眞一

島田卓哉

堀野眞一

天野智将

堀野眞一

堀野眞一

堀野眞一

川路則友

田端雅進



平成21年版 森林総合研究所東北支所年報

― 51 ―

依 頼 者 内 容 用 務 先 実施月日 チーム・グループ 氏 名

14岩手県農林水産部長

15岩手県農林水産部長

16岩手県農林水産部長

17岩手県農林水産部長

18岩手県農林水産部長

19岩手県環境影響評価技術審
査会会長

20環境審査顧問会火力部会長
四方浩

21岩手県環境生活部長

22財団法人自然環境研究セン
ター理事長多紀保彦

23長野県林務部長

24岩手県環境生活部長

25環境審査顧問会火力部会長
四方浩

26青森県農林水産部林政課長

27茨城県環境審議会会長加藤
啓進

28東北森林管理局長

29第６回ＩＵＦＲＯ異齢林研
究集会静岡大会運営委員水
永博己

30岩手県林業技術センター所
長

31岩手大学農学部長高畑義人

32岩手大学農学部長高畑義人

33原子力安全・保安院電力安
全課長櫻田道夫

34岩手県農林水産部森林整備
課総括課長

35日本生態学会事務局幹事長
小泉博

36原子力安全・保安院電力安
全課長櫻田道夫

37原子力安全・保安院電力安
全課長櫻田道夫

38大船渡地方振興局長高橋克
雄

39山形県農林水産部長

40岩手県知事達増拓也

41日本造林協会会長國井常夫

平成２０年度森林病害虫等発生予報
会議
平成２０年度森林病害虫等発生予報
会議
平成２０年度森林病害虫等発生予報
会議
平成２０年度森林病害虫等発生予報
会議
平成２０年度森林病害虫等発生予報
会議
第３８回岩手県環境影響評価技術審
査会
環境審査顧問会火力部会

平成２０年度シカ保護管理検討委員
会
モニタリングサイト１０００ (森林・
草原調査) 検討会
特定鳥獣保護管理検討委員会ニホン
ジカ部会
平成２０年度カモシカ保護管理検討
委員会
環境審査顧問会火力部会

平成２０年度松くい虫被害予防対策
検討会
平成２０年度第１回茨城県環境審議
会
森林計画の策定等に係る現地検討会

第６回ＩＵＦＲＯ異齢林研究会国際
研究集会 ｢複雑構造をめざす造林技
術とその実行可能性：森林生態系の
多目的機能と持続可能性のためのデ
ザイン手法｣ に伴う職員派遣
平成２０年度外部評価会議

社会ネットワーク分析に関する調査､
及び葛巻町視察
社会ネットワーク分析に関する調査､
及び葛巻町視察
小名浜パワー事業化調査株式会社
(仮称)小名浜火力発電所環境影響評
価準備書の環境審査に係る現地調査
岩手県地域森林経営プラン発表会審
査員
日本生態学会賞選考委員会

株式会社トクヤマ徳山製造所東発電
所第３号発電設備計画に係る環境影
響評価準備書の環境審査に係る現地
調査
住友共同電力株式会社新居浜東第二
火力発電所１号発電設備建設工事に
係る環境影響評価方法書の環境審査
に係る現地調査
第７回大船渡地方振興局公共事業等
に係る希少野生動植物調査検討委員
会
第２回ナラ枯れ被害拡大防止対策検
討会
岩手県森林審議会

｢平成２０年度森林吸収源目標達成
に資する効率的・効果的な森林整備
の手法に関する調査｣ 第１回委員会

岩手県奥州市

岩手県奥州市

岩手県奥州市

岩手県奥州市

岩手県奥州市

盛岡市

東京都千代田区

盛岡市

東京都台東区

長野市

盛岡市

東京都千代田区

青森県深浦町

水戸市

馬淵川上流森林
計画区 岩手北
部森林管理署管
内
岐阜県中津川市
他

岩手県矢巾町

岩手県葛巻町

岩手県葛巻町

福島県いわき市

盛岡市

東京都千代田区

山口県周南市

愛媛県新居浜市

岩手県大船渡市

山形県寒河江市

盛岡市

東京都千代田区

Ｈ20. 7. 8

Ｈ20. 7. 8

Ｈ20. 7. 8

Ｈ20. 7. 8

Ｈ20. 7. 8

Ｈ20. 7. 9

Ｈ20. 8. 7

Ｈ20. 7.31

Ｈ20. 7.23

Ｈ20. 8.19

Ｈ20. 9.22

Ｈ20.10.10

Ｈ20.10.15-16

Ｈ20.10.15

Ｈ20.10.15

Ｈ20.10.28-30

Ｈ20.10.22

Ｈ20.19-20

Ｈ20.19-20

Ｈ20.10.23-24

Ｈ20.11.14

Ｈ20.11. 4

Ｈ20.11. 6-7

Ｈ20.11.13-14

Ｈ20.12. 9

Ｈ20.11.25

Ｈ20.12.17

Ｈ20. 1.13

研究調整監

チーム長 (針葉樹
病害担当)
生物多様性研究グ
ループ長
生物被害研究グルー
プ長
生物被害研究グルー
プ員
生物多様性研究グ
ループ
研究調整監

生物多様性研究グ
ループ長
育林技術研究グルー
プ
生物多様性研究グ
ループ長
生物多様性研究グ
ループ長
研究調整監

生物被害研究グルー
プ員
研究調整監

支所長

育林技術研究グルー
プ員

支所長

森林資源管理研究
グループ長
森林資源管理研究
グループ員
研究調整監

チーム長 (地域資
源利用担当)
育林技術研究グルー
プ長
研究調整監

研究調整監

生物多様性研究グ
ループ長

支所長

支所長

森林資源管理研究
グループ員

川路則友

田端雅進

堀野眞一

磯野昌弘

中村克典

島田卓哉

川路則友

堀野眞一

星野大介

堀野眞一

堀野眞一

川路則友

中村克典

川路則友

藤田和幸

星野大介

藤田和幸

八巻一成

林 雅秀

川路則友

天野智将

柴田充江

川路則友

川路則友

堀野眞一

藤田和幸

藤田和幸

林 雅秀
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依 頼 者 内 容 用 務 先 実施月日 チーム・グループ 氏 名

42東北森林管理局長

43財団法人山階鳥類委研究所
理事長島津久永

44環境審査顧問会火力部会長
四方浩

45岩手県環境保健研究センター
所長阿部裕行

46東北森林管理局長

47日本造林協会

48東北森林管理局長

49環境審査顧問会火力部会長
四方浩

50環境審査顧問会火力部会長
四方浩

51岩手県環境生活部長

52岩手県環境影響評価技術審
査会会長

53東北森林管理局長

54秋田県立大学大学院生物資
源科学研究科長

55希少野生動植物調査検討委
員会委員長保健福祉環境部
長滝川義明

56財団法人自然環境研究セン
ター理事長多紀保彦

57日本造林協会

58岩手県森林審議会会長岡田
秀二

59国立大学法人北海道大学大
学院環境科学院長岩熊敏夫

60岩手県農林水産部森林整備
課総括課長

61日本造林協会

62希少野生動植物調査検討委
員会委員長保健福祉環境部
長滝川義明

63財団法人自然環境研究セン
ター理事長多紀保彦

64福島県南会津建設事務所長

65東北森林管理局長

66東北森林管理局長

67中部森林管理局長

68日本農業気象学会編集委員
長小林和彦

69岩手大学農学部長高畑義人

70岩手大学農学部長高畑義人

平成２０年度東北森林管理局林野公
共事業評価 (期中の評価) ｢第三者
委員会｣
平成２０年度鳥類標識調査検討会
(第１回)
環境審査顧問会自然環境分科会

岩手県環境保健研究センター研究評
価委員会
平成２０年度東北森林管理局技術開
発委員会
｢平成２０年度森林吸収源目標達成

に資する効率的・効果的な森林整備
の手法に関する調査｣ 第２回委員会
平成２０年度森林・林業技術交流発
表会審査委員
環境審査顧問会火力部会

環境審査顧問会火力部会

希少野生動植物保護検討委員会

第４０回岩手県環境影響評価技術審
査会
平成２０年度森林・林業技術交流発
表会特別発表
修士学位論文審査委員会特別審査委
員
盛岡地方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

平成２０年度 ｢希少動植物データー
ベース整備事業 (佐渡・トキ)｣ 業
務検討委員会
｢平成２０年度森林吸収源目標達成

に資する効率的・効果的な森林整備
の手法に関する調査｣ の委員の現地
調査
岩手県森林審議会松くい虫対策部会

平成２０年度試験､ 論文内容審査会
並びに論文公開審査立会及び､ 生物
圏科学専攻修士論文発表会
地域森林経営プラン認定審査会

｢平成２０年度森林吸収源目標達成
に資する効率的・効果的な森林整備
の手法に関する調査｣ 第３回委員会
盛岡地方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 (事業
事前説明会)
平成２０年度 ｢希少動植物データー
ベース整備事業 (佐渡・トキ)｣ 業
務検討委員会
第９回会津縦貫南道路環境検討会

平成２０年度保護林モニタリング調
査検討委員会
平成２０年度保護林モニタリング調
査検討委員会
木曽ヒノキ天然更新の方向性を検討
する戦略会議
日本農業気象学会編集委員会

社会ネットワーク分析に関する研究
打合わせ､ 及び黒石市視察
社会ネットワーク分析に関する研究
打合わせ､ 及び黒石市視察

秋田市

東京都渋谷区

東京都千代田区

盛岡市

秋田市

東京都千代田区

秋田市

東京都千代田区

東京都千代田区

盛岡市

盛岡市

秋田市

秋田市

盛岡市

新潟県佐渡市

北海道釧路市

盛岡市

札幌市

盛岡市

東京都千代田区

盛岡市

新潟県佐渡市

福島県郡山市

秋田市

秋田市

長野市

東京都文京区

青森県弘前市
他
青森県弘前市
他

Ｈ20.11.18

Ｈ20.12.19

Ｈ20.12. 4

Ｈ20.12.18

Ｈ20.12.17

Ｈ21. 1. 6

Ｈ21. 2. 5

Ｈ21. 1.15

Ｈ21. 1.22

Ｈ21. 2. 9

Ｈ21. 2. 2

Ｈ21. 2. 5-6

Ｈ21. 2.17-18

Ｈ21. 1.27

Ｈ21. 1.26-27

Ｈ21. 2. 1-4

Ｈ21. 2.17

Ｈ21. 2.15-17

Ｈ21. 2.18

Ｈ21. 3. 2

Ｈ21. 2.24

Ｈ21. 2.19-20

Ｈ21. 2.25

Ｈ21. 2.25

Ｈ21. 2.25

Ｈ21. 3.11-12

Ｈ21. 3. 2

Ｈ21. 3.18-19

Ｈ21. 3.18-19

支所長

研究調整監

研究調整監

研究調整監

森林生態研究グルー
プ長
森林資源管理研究
グループ員

支所長

研究調整監

研究調整監

生物多様性研究グ
ループ長
生物多様性研究グ
ループ
生物被害研究グルー
プ員
生物被害研究グルー
プ員
生物多様性研究グ
ループ長

研究調整監

森林資源管理研究
グループ員

支所長

生物多様性研究グ
ループ

チーム長 (地域資
源利用担当)
森林資源管理研究
グループ員

生物多様性研究グ
ループ長

研究調整監

研究調整監

森林生態研究グルー
プ長
生物多様性研究グ
ループ長
森林生態研究グルー
プ員
森林環境グループ
員
森林資源管理研究
グループ長
森林資源管理研究
グループ員

藤田和幸

川路則友

川路則友

川路則友

杉田久志

林 雅秀

藤田和幸

川路則友

川路則友

堀野眞一

島田卓哉

相川拓也

中村克典

堀野眞一

川路則友

林 雅秀

藤田和幸

島田卓哉

天野智将

林 雅秀

堀野眞一

川路則友

川路則友

杉田久志

堀野眞一

森澤 猛

安田幸生

八巻一成

林 雅秀
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依 頼 者 内 容 用 務 先 実施月日 チーム・グループ 氏 名

71財団法人山階鳥類委研究所
理事長島津久永

72財団法人自然環境研究セン
ター理事長多紀保彦

73財団法人自然環境研究セン
ター理事長多紀保彦

74岩手県農林水産部森林整備
課総括課長

平成２０年度鳥類標識調査検討会
(第２回)
｢平成２０年度狩猟鳥獣の指定見直

し及びモニタリング手法等検討調査｣
に係る検討会議
｢平成２０年度狩猟鳥獣の指定見直

し及びモニタリング手法等検討調査｣
に係る検討会議
平成２１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

東京都渋谷区

東京都千代田区

東京都台東区

盛岡市

Ｈ21. 3.23-24

Ｈ21. 3.12

Ｈ21. 3.24

Ｈ21. 4.10

研究調整監

研究調整監

研究調整監

チーム長 (地域資
源利用担当)

川路則友

川路則友

川路則友

天野智将
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８ 視 察・見 学

区 分 員 数 (人)

国

都道府県

林業団体

一般

学生

167

30

3

755

6

計 (国内) 961

国外 1

合 計 962

９ 刊 行 物

１０ 図 書
(単 行 書)

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 1 500 平成20年度 年刊

森林総合研究所東北支所研究情報 4 1,000 Vol.8 No.1～No.4 ４回/年

フォレストウインズ 4 1,000 No.33～No.36 不定期

東北地域森林研究発表会要旨集 1 300 不定期

平成20年度受入 年度末蔵書数

(管理換による除籍

・収書等を含む)

和 書 洋 書

購 入 寄 贈 計 購 入 寄 贈 計

冊

140

冊

0

冊

140

冊

62

冊

0

冊

62

冊

14,900

平成20年度受入 年度末蔵書数

(管理換による除籍

・収書等を含む)

和 書 洋 書 製本冊数

購 入 寄 贈 計 購 入 寄 贈 計 購 入 寄 贈 計

冊

463

冊

304

冊

767

冊

142

冊

1

冊

143

冊

107

冊

0

冊

107

冊

15,816

平成20年度受入 年度末蔵書数

(管理換による除籍

・収書等を含む)

和 書 洋 書

購 入 寄 贈 計 購 入 寄 贈 計

冊

0

冊

0

冊

0

冊

0

冊

0

冊

0

冊

8,996

(雑誌等逐次刊行物)

(その他の資料)
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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20年度東北林業試験研究機関連絡協議会

総会

２ 平成20年度東北林業試験研究機関連絡協議会

森林保全専門部会

３ 平成20年度東北林業試験研究機関連絡協議会

資源・環境専門部会

４ 平成20年度東北林業試験研究機関連絡協議会

特用林産専門部会

５ 平成20年度東北林業試験研究機関連絡協議会

木材利用専門部会

６ 平成20年度東北林業試験研究機関連絡協議会

企画調整専門部会

７ 平成20年度東北林業試験研究機関連絡協議会

林木育種専門部会

８ 平成20年度林業研究開発推進東北ブロック会

議

９ 東北支所業務報告会

10 交プロ・松くい虫北限推進会議

11 交プロ・天然林管理推進会議

12 東北支所研究評議会

20. 9. 2

20. 9. 3

20. 7.10

20. 7.11

20. 7.15

20. 7.16

20. 7.17

20. 7.18

20. 7.10

20. 7.11

20. 7.30

20. 7.31

20. 6.26

20. 6.27

20. 9.26

20.12.11

20.12.12

21. 2.23

21. 2.18

21. 3. 2

宮城県林業技術総合

センター

福島県林業研究セン

ター

山形県森林研究研修

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

青森農林総合研究セ

ンター

林業試験場

宮城県林業技術総合

センター

林木育種センター

東北育種場

林野庁・森林総合研

究所

東北支所

東北支所

北海道支所

東北支所

宮城県仙台市

福島県福島市

山形県最上郡最上

町

秋田県南秋田郡大

潟村

青森県三戸郡南部

町

宮城県大崎市

岩手県奥州市

岩手県盛岡市

東北支所

東北支所

東北支所

東北支所

１２ 諸 行 事

行 事 年 月 日 開催場所

１ 森林総合研究所東北支所一般公開

２ 漆シンポジウム ｢漆振興のさらなる可能性を探る

－今後の課題と研究－｣

３ 平成２０年度東北地域森林研究発表会

20.10.18

20.12.16

21. 3. 5

東北支所

東北支所

いわて県民情報交流センター



１３ 内部委員会

・苗畑・実験林委員会

委員：川路則友､ 宮城孝幸 (～12／31)､ 佐々木清和 (１／１～)､ 田端雅進､ 野口正二､ 西園朋広､

櫃間 岳､ 下田直義 (実務責任者)､ 山本幸司 (事務局)

会議：第１回委員会 (４月25日)､ 第２回委員会 (７月28日)､ 第３回委員会 (８月８日)

第４回委員会 (１月19日)

・住宅委員会

委員：田端雅進､ 八木貴信､ 中村充博 (～９／２)､ 佐藤恵太 (９／３～)､ 佐々木清和､ 工藤繁雄､

砂子田渉 (事務局)

会議：第１回委員会 (10月31日)､ 第２回委員会 (３月16日)

・安全衛生委員会

委員：川路則友､ 工藤繁雄､ 佐々木清和､ 石井基弘､ 星野大介 (～９／２)､ 平井敬三 (９／３～)､

磯野昌弘､ 古井 匡､ 砂子田渉 (事務局)

会議：第１回委員会 (６月13日)､ 第２回委員会 (10月１日)､ 第３回委員会 (10月３日)

・施設整備委員会

委員：新山 馨 (11／16～)､ 川路則友､ 宮城孝幸 (～12／31)､ 工藤繁雄､ 田端雅進､ 林 雅秀､

森澤 猛､ 志知幸治､ 佐々木清和 (事務局)､ 古井 匡 (事務局)

会議：第１回委員会 (１月14日)､ 第２回委員会 (１月20日)

・レクリエーション委員会

委員：山本幸司､ 前原麻衣､ 星野大介､ 志知幸治､ 中村充博､ 八巻一成､ 工藤繁雄､ 砂子田渉 (事務局)

会議：第１回委員会 (7月3日)

・図書委員会

委員：川路則友､ 田端雅進､ 天野智将､ 八木貴信､ 柴田銃江､ 平井敬三､ 堀野眞一､ 磯野昌弘､ 八巻一成､

宮城孝幸 (～12／31)､ 佐々木清和 (１／１～)､ 米沢茂信 (事務局)

会議：第１回委員会 (５月30日)､ 第２回委員会 (７月25日)､ 第３回委員会 (８月29日)
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１４ 内部会議

・支所業務調整会議

メンバー：藤田和幸､ 川路則友､ 新山 馨 (11／16～)､ 宮城孝幸 (～12／31)､ 工藤繁雄､ 佐々木清和

会議：毎週月曜日開催

・支所運営会議

メンバー：藤田和幸､ 川路則友､ 新山 馨 (11／16～)､ 宮城孝幸 (～12／31)､ 工藤繁雄､ 佐々木清和

砂子田渉､ 都筑俊夫､ 古井 匡､ 米沢茂信､ 山本幸司､ 田端雅進､ 野口正二､ 天野智将

杉田久志､ 柴田銃江､ 平井敬三､ 堀野眞一､ 磯野昌弘､ 八巻一成

会議：月２回開催
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