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７ページ：１１行目 誤：管内のエゾマツを 

                    正：管内のトドマツを 

 

 

７ページ：１３行目 誤：Ａ０層は薄く、 

                    正：Ａ層は薄く、 

 

 

７ページ：１４行目 誤：収穫されるので、幹材のみの 

                    正：収穫される。そのため幹材のみの 

 

 

１３ページ：３４ 誤：杉田久志 

                  正：杉田久志 

 

 

１７ページ：１０７ 誤：平井敬三 

                    正：平井敬三 

 

１８ページ：１２１ 誤：Tsuyoshi Yamada (山田 毅) 

                    正：Tsuyoshi Yamada (山田 毅) 



岩手南部森林管理署管内カヌマ沢渓畔林試験地の上空から撮影された､ 着葉期の航空写真 (左上) と落葉期の航空写

真 (左下)｡ 大径木の樹冠や下層植生の葉群が見える｡ 右上は着葉期写真から抽出した林冠面標高図､ 右下は試験地

内の様子｡

(写真提供：育林技術研究グループ)
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ま え が き

最近は､ ｢異分野との連携｣､ ｢イノベーション (従来の常識を超えた新しい考え方を発展させ､ それに価

値を付ける)｣､ ｢シナジー (新しいものとの相乗効果に期待する)｣､ ｢徹底的な人材育成 (急激に社会が変わっ

て人間が追いつかない)｣ 等などの言葉を良く耳にします｡ この様な言葉・意識が世の中に溢れ返るのは､

｢新しい産業を興さなければ､ 生き残れない｡｣､ ｢残された難しい問題を解決する｡｣ など重く大変な仕事が

多いからでしょう｡ これらの大変な仕事としては､ 遺伝子治療､ 電気自動車､ 水素エネルギー､ 宇宙開発な

どの脚光を浴びる仕事が想定されるのでしょうが､ 果たして林業は此に含まれるのかどうかと考えてしまい

ます｡

答えとしては､ 林業も含まれた方が良いと思います｡ 民主党政権に変わったことと並行して ｢森林・林業

再生プラン｣ や ｢公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律｣ が政策として打ち出されています

が､ 政権とは関係なく林業が重要な産業になって行くことに間違いはないと思っています｡ 広い日本と言っ

ても､ 森林資源量は､ ある一面では微々たるもので､ 毎年の森林生長量 (約８千万立方米と言われていまし

たが 森林資源モニタリング調査の結果では､ 1.6億立方米) を保続的に収穫して､ それを全てエネルギー利

用しても､ 日本の一次エネルギー使用量の数％程度しか残念ながら賄えません｡ 一方､ 森林の価値は見方に

よっては捨てたものではありません｡ 例えば､ 森林の多面的機能の評価についての日本学術会議の答申 (平

成13年11月) では､ 第１に①生物多様性保全機能を上げ､ そして森林の本質である環境保全機能としては､

②地球環境保全機能､ ③土砂災害防止機能／土壌保全機能､ ④水源涵養機能､ ⑤快適環境形成機能を上げ､

心に係わるものとしては､ ⑥保健・レクリエーション機能､ ⑦文化機能を上げ､ 最後に⑧物質生産機能を上

げていますが､ 主な項目の総計価値を70兆円／年と試算しています｡ ⑧森林の持つ木材やエネルギーなどの

物質生産機能と①～⑦の水資源を含み多面的機能とを両立して発揮させ､ そのことを国民一人一人に判り易

く示すことが､ 今後､ 支所の仕事として重要になると思います｡ 林業は､ 上で示した先端産業よりも､ 恐ら

く人間生活にもっともっと役立つことですから､ 重く大変な仕事ではありますが､ やり甲斐のある仕事だと

思います｡

最後に支所年報は､ 支所の一年間の活動を幅広く記録し､ そのことを継続してきました｡ 現在､ 研究所に

は ｢外に向けての情報発信｣ が求められています｡ そのため､ 必要な情報を更に付け加え､ 公立林業研究機

関､ 森林管理局､ 大学､ 各種団体､ 関係企業や地域にとって重要な情報を含む年報にして行きたいと考えて

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 重点課題
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､ 山田 毅 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ａ１２０ プロジェクト課題
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

新山 馨 科研費 19～22

アアａ１２２ プロジェクト課題
温暖化適応策導出のための長期森林動態データを活用し
た東アジア森林生態系炭素収支観測ネットワークの構築

新山 馨､ 八木橋勉､
平井敬三

環・地球
環境保全

21～25

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ａ３０１ 研究項目 温暖化等環境変動が人工林の機能に及ぼす影響の解明

アアａ３０１０１ 実行課題 針葉樹人工林のCO２吸収量変動評価モデルの高度化 西園朋広
一般研究
費

21～22

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ａ４０１ 研究項目 熱帯林における多面的機能の評価
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 20～23

アアａ４１７ プロジェクト課題
ＰＡＬＳＡＲを用いた森林劣化の指標の検出と排出量評
価手法に関する研究

平井敬三 環境総合 20～22

アアａ４２３ プロジェクト課題 アマゾンの森林における炭素動態の広域評価 八木橋勉 ＪＳＴ 21～25

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ｂ１ 研究課題群
間伐材､ 林地残材､ 工場残廃材､ 建築解体材等の効率的
なマテリアル利用及びエネルギー変換・利用技術の開発

アアｂ１１９ プロジェクト課題
アルカリ蒸解法による木質バイオエタノール製造システ
ムの構築

山本幸一
政府等受
託

20～24

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

アアｂ２１８ プロジェクト課題 森林バイオマスの強度収穫と林地保続性の共存

山本幸一､ 新山 馨､
野口正二､ 杉田久志､
柴田銃江､ 八木橋勉､
平井敬三､ 山田 毅､
磯野昌弘､ 天野智将､
西園朋広

交付金プ
ロ

21～24

アアｂ３ 研究課題群
木質バイオマスの変換､ 木材製品利用による二酸化炭素
排出削減効果等のライフサイクルアセスメント (ＬＣＡ)

アアｂ３０１ 研究項目 木材利用による二酸化炭素排出削減効果の定量評価

アアｂ３０１５２ 小プロ課題
中国・ＡＳＥＡＮ地域における持続可能なバイオマス利
活用技術開発

山本幸一 科振調 19～21

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

１ 平成２１年度に東北支所で分担した研究課題
１－１) 実行課題一覧
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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ａ１２１ プロジェクト課題
越境大気汚染物質が森林生態系機能に与える影響の評価
と予測

新山 馨 公害防止 21～25

アイａ２ 研究課題群 固有種・希少種の保全技術の開発
アイａ２０１ 研究項目 絶滅危惧生物の希少化要因の同定と希少化回避対策
アイａ２０１５２ 小プロ課題 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 大西尚樹 科研費 20～22

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
測の高精度化と対策戦略の策定

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

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ａ４０１５８ 小プロ課題 クマ類の個体数推定法の開発に関する研究 堀野眞一
政府外受
託

21～23

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ｂ１１７ プロジェクト課題
間伐促進のための低負荷型作業路開設技術と影響評価手
法の開発

野口正二､ 平井敬三､
八木橋勉

技会実用
技術開発

21～24

アイｂ２ 研究課題群
山地災害危険度の評価技術及び治山施設・防災林等によ
る被害軽減に関わる技術の開発

アイｂ２０１ 研究項目 山地災害の危険度予測及び対策技術の高度化

アイｂ２０１６３ 小プロ課題
岩手・宮城内陸地震によって発生した土砂災害の特徴と
発生機構に関する研究

野口正二､ 安田 幸
生

交付金プ
ロ

20～21

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ｃ２０１ 研究項目 教育的活用に向けた里山モデル林整備

アイｃ２１６ プロジェクト課題
里山イニシアティブに資する森林生態系サービスの総合
評価手法に関する研究

新山 馨､ 柴田銃江 環境総合 20～22

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ａ１０１０４ 実行課題
｢日本林業モデル｣ の開発と活力ある林業の成立に向け
た林業・木材利用システムの提示

天野智将､ 林 雅秀
一般研究
費

18～22

アウａ１０１５７ 小プロ課題 森林資源の利用とネットワーク・ダイナミクス 林 雅秀 科研費 21～23

アウａ１０１６１ 小プロ課題
先進林業国における新たな森林経営形態のわが国での適
合可能性評価

林 雅秀
交付金プ
ロ

21～22

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ａ２０１ 研究項目 安全・軽労・省力化に向けた機械化技術の開発

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
新山 馨､ 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 中北 理､ 西園朋広
一般研究
費

18～22

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､ 櫃間 岳
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
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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

新山 馨､ 杉田久志､
森澤 猛､ 八木橋勉､
櫃間 岳､ 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

中北 理､ 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､ 山田 毅
一般研究
費

18～22

イイａ１０１０３ 実行課題 土壌炭素蓄積量の変動プロセスの解明 小野賢二､ 星野大介
一般研究
費

18～22

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析

小野賢二 科研費 20～22

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 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､ 大西尚樹
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 柴田銃江､ 島田卓哉
一般研究
費

18～22

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 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ｂ１０２６３ 小プロ課題 菌類を用いたスギ花粉飛散防止技術の開発 市原 優 科研費 21～23
イイｂ１１２ 小プロ課題 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ｂ１１９ プロジェクト課題
種子消費者との相互作用に基づいたコナラ属種子に含ま
れるタンニンの機能解明

島田卓哉､ 柴田銃江 科研費 21～23

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､
八木橋勉､ 杉田久志､
八木貴信､ 星野大介､
市原 優

一般研究
費

18～22



１－２) 平成２１年度研究概要

１－２) － (１) チーム長 (松くい虫担当)

中村克典 (チーム長)

｢マツ材線虫病北限未侵入域における加害生物生息状況調査｣

北東北のマツ材線虫病未侵入地域で本病侵入への対策を講じる上で､ 加害生物 (病原体であるマツノザイ

センチュウやその近縁種､ およびそれらの媒介昆虫) の生息状況を明確に把握することは必須である｡ そこ

で､ 森林総研本・支所および青森県林業研究所の研究員を動員して､ 青森県内のマツ林で集約的な加害生物

生息状況調査を実施した｡ ３年間の研究を通じ､ 津軽半島～秋田県境付近の深浦町大間越のクロマツ林およ

び弘前市近郊のアカマツ林で被圧等による自然枯死木を精査して､ �枯死木にマツノザイセンチュウや近縁
種ニセマツノザイセンチュウは生息しないこと､ �マツノザイセンチュウの媒介昆虫として知られるマツノ
マダラカミキリやカラフトヒゲナガカミキリは生息しないが､ 内陸アカマツ林にはこれらと同属のカミキリ

ムシ科昆虫が低頻度ながら見つかること､ を確認した｡ この結果は､ 2010年１月に津軽半島東部の蓬田村で

青森県初確認のマツ材線虫病被害木が発見された際､ 従前より地域に生息する加害生物によりもたらされた

ものではない､ と判断するための根拠となった｡

１－２) － (２) チーム長 (森林水流出担当)

野口正二 (チーム長)

｢間伐が積雪地域の水流出に及ぼす影響の評価｣

間伐が積雪地域の水流出に及ぼす影響を実証的に明らかにするために､ 秋田県大館市の長坂試験地で水文

気象観測を実施している｡ 今年度の研究の目的の１つとして､ 間伐が積雪深に及ぼす影響を明らかにした｡

試験地内の間伐区 (間伐斜面・作業路) と無間伐斜面および気象露場において､ 積雪深を比較検討した｡ 積

雪深は鋼尺を用いて測定するとともに､ 高さ０, 25, 50, 75cmに設置した温度センサーによる推定も試み

た｡ 樹冠開度の大きさは､ 無間伐斜面＜間伐斜面＜作業路の順番を示し､ 各地点の値について統計的に有意

差があった (ｐ＜0016)｡ 堆積期において積雪深は､ 気象露場＞作業路＞間伐斜面＞無間伐斜面の順で深かっ

た｡ 融雪期において積雪深の低下は､ 気象露場>間伐斜面または作業路＞無間伐斜面の順で早かった｡ 積雪

深は樹冠開空度の大きさによって異なり､ 降雪遮断量と放射収支量の影響を受けていると考えられた｡ また､

作業路において融雪出水時の地中水の影響と思われる積雪深の著しい低下が認められた｡ 感温式積雪計は､

多支柱式を使用することによって林内の積雪深の測定に有効と考えられた｡

１－２) － (３) 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

｢ブナ天然更新施業における前更更新の重要性｣

青森県八甲田ブナ施業指標林において､ 伐採前後における種子落下量､ 稚樹の発生消失・成長データなら

びに伐採後約30年時の更新状況調査から､ 天然更新施業におけるブナの更新過程を考察した｡ 1976年に顕著
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なブナの豊作があり､ その前年に皆伐が行われた第１区では伐採時のブナ稚樹本数が約３万本／haであった

が､ その翌年､ ２年後に皆伐母樹保残が行われた第２区､ 第４区ではそれぞれ約43万本／ha､ 26万本／haであっ

た｡ 1986年に生存していた更新木のうち伐採前に発生したものの割合はそれぞれ98％, 97％, 78％であり､

第１区以外は大部分が1976年豊作由来であった｡ 伐採から約30年後には､ 第１区のブナ密度は標準的なブナ

二次林と比較すると疎であったが､ 第２区と第４区は密であった｡ 地床処理の有無､ 種類による更新木本数

のちがいは､ 30年間を通してほとんど検出されなかった｡ 以上のことから､ この試験地では保残木が母樹と

しての役割を果たさず､ むしろ前更更新により更新林分が成立したことが判明した｡

｢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､ 長野県三浦実験林帯状伐採

ヒノキ天然更新試験地 (1969年伐採) における､ 1971年から1983年までの更新稚樹とササの動態について解

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では､ ササが最大で14年間抑制された

ことにより更新が進行していた｡ 一方､ ササを抑制しなかった伐採帯ではササが衰退せず､ 更新は進行しな

かった｡ 後更更新が進行したとの従前の評価と異なり､ 伐採14年後 (1983年) までにササの稈高を上回るほ

どまで成長した個体は主に前生稚樹が占めていた｡ また､ 1984年と2008年の更新林分の構造を比較したとこ

ろ､ 2008年における上層木は伐採15年後 (1984年) までにササの稈高を上回っていた個体が主体となって構

成されていた｡ このように､ ヒノキ稚樹がササの稈高を上回るまでの期間をササ抑制処理により確保するこ

とが重要であり､ それには前生稚樹の育成が有利であると見込まれた｡

｢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｡ そこで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てきたが､ 本年

度は､ そのデータの一部 (稚樹の樹形アロメトリーに関わる部分) をとりまとめた原著論文がカナダの国際

学術誌に掲載された｡ また刈取サンプルの分枝構造の記録､ 重量測定の大半を終了させた｡

１－２) － (４) 育林技術研究グループ

柴田銃江 (研究グループ長)､ 八木橋勉､ 櫃間 岳､ 星野大介

｢針葉樹の天然林施業技術の高度化 －ヒバ択伐林を例に－｣

ヒバ天然林の択伐施業技術を高度化するため､ 下北半島の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と択伐の持続可能性を調べた｡ 広葉樹の樹下のヒ

バ稚樹は､ 落葉期にできる季節的ギャップ下の光を利用することで､ 展葉期間は暗い環境下でも生存できる

ことがわかった｡ さらに､ ヒバ択伐後の稚樹の更新成否に影響する要因を探るため､ 択伐率と択伐後のヒバ

稚樹密度の異なる林分で､ 択伐前後の林分構造､ 林床の光環境と植生の変化を比較した｡ その結果､ 択伐後

の稚樹更新には前生稚樹密度と択伐率が重要であり､ ヒバ前生稚樹密度の低い林分に高率の択伐をすべきで
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ないこと､ ヒバ前生稚樹密度が高い場所は択伐後もヒバ密度が高く更新サイトとなる可能性が高いこと､ が

示唆された｡

｢丘陵フタバガキ林の更新サイト｣

マレーシアのフタバガキ林は過去に大量に伐採されて日本に輸出された経緯があり､ その保護や持続的な

利用のために協力する必要がある｡ 現在丘陵部に残ったフタバガキ林の更新適地を明らかにするため､ マレー

シアセマンコック丘陵林に調査地を設定し､ 統計解析を行った｡ その結果､ 稚樹は谷部や､ 母樹からの距離

が40mを越える場所には分布できず､ また強光が当たる場所でも少ない傾向にあった｡ これらのことから､

択伐施業にあたり､ 母樹を最低でも40m間隔で残すこと､ 強光があたる大きなギャップは作らないように配

慮することなどを提言した｡

｢針葉樹人工林の広葉樹林化｣

近年､ 森林の多面的な機能の発揮のため､ 針葉樹人工林の広葉樹林化が求められている｡ 秋田県矢立試験

地において､ 間伐後のスギ人工林内での広葉樹稚樹の発生量調査を行い､ 天然更新による広葉樹林化の可能

性を調査した｡ 矢立試験地では､ 発生した広葉樹のほとんどを低木種が占めており､ ブナ林などの高木種広

葉樹林への移行は難しいと考えられた｡ 周囲に広葉樹林がほとんど分布しない場所では､ 広葉樹の種子供給

源が限られているのだろう｡

｢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を明らかにした｡ さらに､ 積み上げ法に

よる解析で､ 年々の純一次生産量が林分レベルでも大きく変動していることを明らかにした｡ 植食性の昆虫

被害によって生産量は大きく減少し､ その減少量は被害年よりも翌年で大きかったことから､ 当年の同化産

物が翌年へ繰り越されているものと推察した｡ 豊作年は純一次生産量には影響を与えず､ 樹体成長量と着葉

量を減少させていることもわかった｡ また､ 森林の炭素プールとして重要である立枯木と林床粗大有機物の

現存量を同二次林で調べ､ 立枯木15 Mg／ha､ 林床粗大有機物3 Mg／haと推定した｡ 今後の課題は､ 立枯木

と林床粗大有機物の現存量の変動幅やその変動要因を明らかにすることである｡

｢渓畔林の維持機構｣

渓畔林の維持機構を解明するため､ 微地形ごとの樹木追跡調査をカヌマ沢渓畔林試験地で行った｡ その結

果､ 測定期間中の河川近傍では樹木の死亡率が高く加入率が低い一方で､ 河川から離れた堆積地では死亡率､

加入率とも低く平衡状態にあることが明らかになった｡ これは､ 河川からの距離や攪乱由来の微地形が､ 樹

木の死亡と加入機会をある程度規定することを示唆する｡

｢岩屑流後の森林回復｣

岩手宮城内陸地震跡地をはじめとする山崩れや岩屑流被害地域を管理する上で､ 被害後の森林回復に関す

る情報が求められている｡ そこで､ 長野県御岳山の岩屑流直後から25年後 (2009年) までの植生遷移を調べ

た｡ その結果､ 植生回復過程には標高差や表層土の有無が大きく関わること､ 回復工法としての人工播種に

は一定の水土保全効果が期待できるものの､ 自然植生に対する影響が数十年続くことがわかった｡ これらの
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ことから､ 標高別の植生回復過程を想定した森林景観管理が重要であり､ 森林回復工法の選択には長期的な

視野と検証が必要といえる｡

１－２) － (５) 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､ 山田 毅､ 小野賢二

｢林地残材の利用が土壌と樹木成長に対する影響｣

バイオマス燃料等への森林バイオマスの利用が増大するなかで､ 枝条を含む林地残材の収穫が林地生産力

や樹木成長におよぼす影響を明らかにする必要がある｡ そのため､ 全木集材後の土壌や植栽木の成長を約40

年間追跡調査した｡ 対象は北海道石狩森林管理署管内のエゾマツを主とする天然林を皆伐し全木集材された

林分で､ 収穫後アカエゾマツが植栽された｡ 土壌は火山放出物を母材とする未熟土である｡ 全木集材すると､

幹材のみの収穫に比べ､ Ａ０層は薄く､ 植栽初期のＡ層土壌のpHや交換性塩基含量は高く､ 樹高成長は植

栽５年後以降有意に低かった｡ 全木集材は養分濃度が高い葉を含む枝条が全て収穫されるので､ 幹材のみの

収穫に比べて約２倍の窒素量が持ち出されるので､ その影響は長期におよぶと考えられる｡ 一方､ Ａ層土壌

の炭素､ 窒素含有率や交換性塩基含量への影響は長期におよばない｡ さらに､ 枝条持ち出し分相当量を施肥

すると､ 樹高成長は幹材のみの収穫と同程度に回復する｡ このように､ 未熟土地帯での全木集材は林地生産

力を低下させる危険性がある｡

｢ブナ二次林における生態系炭素収支の年々変動とその要因｣

森林生態系におけるCO２収支とその変動要因を調べるために､ 岩手県安比高原にあるブナ二次林にてCO２

フラックス測定に基づいた純生態系CO２生産量 (NEP) の連続観測を実施した｡ NEPとは､ 森林生態系にお

けるCO２の正味吸収量 (正値) あるいは正味放出量 (負値) を表す量である｡ 2000年から2006年までの観測

データでは､ 期間内の年間NEPはすべてCO２吸収を示した｡ ７年間における年間NEPの変動幅は､ 平均値に

対して－30％から＋40％の範囲であった｡ 最大の年間NEPは2003年に観測された｡ この年は冷夏であり､ 安

比高原においても７月の気温が期間月平均値 (2000－2006) より3.7℃低かった｡ NEPの年々変動要因を解

析したところ､ 成長期 (葉が光合成を行っていた期間) のNEPは､ 期間における積算気温 (日平均気温の積

算値) と負の相関関係があることがわかった｡ つまり､ 成長期の積算気温の減少とともにNEPは増加する傾

向があった｡ また､ 落葉期のNEPは積雪環境の変化の影響を受け､ 期間内における非積雪期日数 (林床に積

雪のない日) が多いほど負のNEP (CO２放出量) が大きくなる傾向があった｡

｢東北における降水・渓流水質モニタリング｣

積雪地域において､ 積雪が森林流域の渓流水質に及ぼす影響や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｡ 姫神および釜淵における2009年の降水量はそれぞれ1,715mm, 2,511mmで､ 各試験地における

2001～2008年の平均値1,700mm, 2,600mmと概ね同等であった｡ 降水のpH値は､ 4.5～6.5 (姫神)､ 4.3～6.5

(釜淵) の範囲を示し､ いずれの地点も春先に高い値が認められた｡ 一方､ 渓流水のpH値は､ 6.9～7.4 (姫

神)､ 6.2～6.9 (釜淵１号沢) で､ 流量の増加する融雪初期と梅雨期後半に値が低下する傾向が認められた｡
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｢植生が腐植生成初期過程の有機物動態に及ぼす影響の解析｣

植生の違いが腐植生成初期過程の有機物動態に及ぼす影響を解明するために､ 針葉樹林と広葉樹林のリター

分解・腐植生成過程を固体13Ｃ核磁気共鳴法にて解析した｡ 新鮮落葉の主成分は針葉樹､ 広葉樹ともにO-

アルキルで､ その濃度は50～60％だった｡ ヤニの多い針葉樹では脂肪族の濃度が広葉樹に比べ約1.5倍高かっ

た｡ 落葉分解に伴う重量減少速度は針葉樹､ 落葉樹ともにO-アルキルが最も高く､ カルボニルが最も低かっ

た｡ これはセルロースなど多糖類に相当するO-アルキルの選択的分解および有機物の酸化分解によるカル

ボニル基の生成を反映した結果であろう｡ 芳香族と脂肪族の減少速度はO-アルキルとカルボニルの中間に

あったが､ 芳香族の減少速度は広葉樹で､ 脂肪族の減少速度は針葉樹で高かった｡ これはグアイアシルリグ

ニンを有する針葉樹での芳香族の耐分解性およびヤニを多く含む針葉樹での脂肪族の易溶脱性を反映した結

果であろう｡ Ａ層土壌では､ 針葉樹林の脂肪族濃度は広葉樹林より高く､ 芳香族は低い値を示した｡ これは

針葉樹と広葉樹落葉の脂肪族と芳香族の減少速度の違いが､ 土壌への供給量に反映するためである｡ このよ

うに落葉分解に伴って進行する有機物の腐植化により土壌有機物が生成されるため､ 樹種による落葉の成分

組成やその分解過程の違いは土壌への有機物の供給､ 蓄積過程へ影響を及ぼすことが明らかとなった｡

１－２) － (６) 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

｢ニホンジカ生息調査のための糞塊消失速度｣

ニホンジカ生息調査方法のひとつである糞塊法は､ 糞粒法より省力化が可能であるので採用される頻度

が高まっている｡ しかし､ 調査結果の信頼性を左右する糞塊消失速度は測定困難であるため明らかにされて

いない｡ その解決のため､ 大規模実験シカ柵における24時間直接観察によって測定した糞塊サイズと､ 針葉

樹林・広葉樹林・伐採地の環境別に測定した糞粒消失速度からシミュレーション計算によって平均糞塊消失

速度を求めた｡ その結果､ 糞粒が季節変化を伴いながらも比較的連続的に消失することが多いのに対し､ 糞

塊は短い期間で急速に消失する傾向があった｡ 季節と環境による糞塊消失速度の違いは大きく､ ７月の広葉

樹林では１ヵ月後84％､ ２ヵ月後100％消失したが､ ４月の針葉樹林では48ヵ月後でも約50％であった｡

｢鳥類標識調査データの解析｣

当地域を移動中継地としている渡り鳥の動態を明らかにするために､ 支所構内苗畑で秋の移動期に実施し

てきた標識調査データについて解析を行った｡ 1975年から2009年までの35年間に､ 61種類39,164羽を捕獲し

個体識別用足環を装着した後に放鳥した｡ 調査期間を通じて､ 捕獲数が多かったのはカシラダカとアオジで

あった｡ これまでの標識鳥回収データにより､ カシラダカは繁殖地であるユーラシア北部から北海道西部を

経由し､ 東北地方南部から関東､ 東海地方で越冬していることが明らかとなった｡ アオジは北海道東部で標

識されたものの回収があり､ 当地で標識したものが東京都､ 兵庫県や鹿児島県で回収された｡ 捕獲場所､ カ

スミ網の枚数､ 調査時間帯､ 誘引機材の条件を統一した1992年以降2009年までの18年間の調査からは､ アオ

ジの移動は10月中旬から下旬に盛んであるが､ カシラダカは10月中旬から11月上旬に盛んであり11月下旬に

も小さなピークが見られた｡ 調査期間を前後期に分けた年間捕獲放鳥数の比較では､ アオジは有意な違いが

みられなかったが､ カシラダカは後期に減少した｡
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｢アカネズミのタンニン摂取量測定法の開発｣

アカネズミは唾液中のプロリンリッチプロテインとタンナーゼ産生腸内細菌の働きを介した馴化作用によっ

てタンニンの有害な影響を克服している｡ タンニンに対する馴化の詳細な過程を明らかにするためには､ 野

外でのタンニン摂取量の推移を解明する必要がある｡ しかし､ 夜行性小型哺乳類の場合､ 直接観察や胃内容

物分析によってこの問題を解決することは難しい｡ そこで､ 糞に含まれる化学成分を手がかりとして､ 小型

哺乳類に適したタンニン摂取量の評価手法の開発を行った｡ 飼育下でアカネズミ､ ヒメネズミ､ エゾヤチネ

ズミにタンニン含有率の異なる飼料を供餌し､ 糞中のタンニン含有率､ フェノール含有率､ そしてアミノ酸

の１種であるプロリン含有率を測定した｡ いずれの種についても､ プロリン含有率がタンニン摂取量と高い

相関を持つことが明らかになった｡ 以上により､ 糞中プロリン含有率を用いて野外でのタンニン摂取量を定

量的に評価することが可能となった｡

｢ツキノワグマの遺伝解析｣

1987年に大分県で捕獲されたツキノワグマは､ 九州で最後に捕獲された個体であり､ それ以降捕獲や確実

な目撃例は得られていない｡ この個体の体組織を入手し､ その遺伝子を解析した上で全国のツキノワグマの

遺伝子と比較したところ､ 北陸～中部地方にかけて観察される遺伝子の特徴を保持していた｡ そのため､ こ

の九州で最後に捕獲されたツキノワグマは九州産ではなく､ 本州から持ち込まれた個体､ もしくはその子孫

だと結論づけられた｡

１－２) － (７) 生物被害研究グループ

磯野昌弘 (研究グループ長)､ 前原紀敏､ 市原 優､ 相川拓也

｢マツ材線虫病診断キットを製品化｣

昨年度､ マツノザイセンチュウのDNAを利用した簡易なマツ材線虫病診断技術を開発したことを受け､

今年度はその技術の実用化に着手した｡ メーカー側と綿密な協議を重ねながら､ コストの削減や検出感度上

昇のためのより詳細な実験を進め､ 昨年開発した診断技術をさらに精査した｡ その後､ ほぼ製品に近い状態

の検査試薬を林業関係の第三者研究機関に提供し､ 本診断技術の有効性を検証していただいた (モニターテ

スト)｡ そのモニターテストの検証結果に基づき､ 再度技術の改善を図り､ 最終的な製品形態を完成させた｡

メーカー側との特許実施契約の締結を経て､ 2009年６月19日に本診断技術は“マツ材線虫病診断キット”と

して製品化された｡ その後､ 本診断キットは青森県蓬田村や岩手県盛岡市での本病の初確認に使用されるな

ど､ 早くも実用レベルでの効果を発揮している｡

｢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

事例が次々と発見されている｡ 媒介者に乗り移る際に､ 線虫は特殊なステージ (便乗ステージ) になる｡ 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４種とヒゲナガカミキリ族３種とを

組み合わせ､ 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｡ 広葉樹の線虫２種は広葉樹のカミキ

リムシ２種と､ 針葉樹の線虫２種は針葉樹のマツノマダラカミキリと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｡ これは､ マツノザイセンチュウ近縁種群は広葉樹から針

葉樹へと宿主を変化させてきたという線虫の分子系統解析の結果と併せると､ 前適応的または痕跡的性質で
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あると考えられた｡

｢ブナ天然更新過程における種子腐敗病原菌の分布調査｣

森林樹木の天然更新は初期段階において菌害による阻害を大きく受けており､ 森林の維持管理のためには､

天然更新阻害要因としての菌害発生メカニズムを明らかにする必要がある｡ 本研究は冷温帯を代表するブナ

の天然更新に対する菌害の影響を解明するために､ ブナ種子腐敗病菌について､ 林分内や全国的な分布と遺

伝構造の解明を目標として行った｡ ブナ種子腐敗の発生率は同一林分内のミクロサイト間で大きな差異があ

ることから､ 10m四方のプロット内から50cm四方の小プロット毎に種子腐敗病菌であるRhizoctonia属菌を採

取し､ DNA分析により病原菌のクローン構造を解析した｡ その結果､ 採集された全菌株が異なるクローン

であり極めて多様であった｡ このことから､ ブナ林の林床では種子腐敗病菌Rhizoctonia属菌のクローンは小

型化していると考えられた｡ 一方､ 全国的に種子腐敗病菌Rhizoctonia属菌を採集した結果､ 北海道道南地域

から中国地方の日本海型ブナ林ではブナ種子腐敗病菌が高頻度で分離されたが､ 九州と四国､ 関東の太平洋

型ブナ林の多くでは本菌は分離されなかった｡ この結果から､ ブナ種子腐敗病菌の分布には地域的な差異が

ある可能性が示唆され､ 積雪量などの環境要因がブナ種子腐敗病菌の分布に影響を与えている可能性が考え

られる｡

｢スキャナーと画像解析ソフトを使った昆虫サンプルの迅速処理の試み ｣

昆虫の多様性調査にトラップが広く利用されるようになりサンプリングにかかわる労力は大きく削減でき

るようになった｡ しかし､ 大量にもたらされるサンプルの処理には多くの時間と昆虫の分類についての専門

的な知識が要求される｡ これらの課題を克服するために､ 専門的な知識を必要とせず､ 大量のサンプルを迅

速に処理する手法の開発を試みた｡ サンプル全体をシャーレにあけスキャナーを使って電子画像化したのち､

画像解析ソフトにより全個体の体長と体幅を自動計測させた｡ 両者を組み合わせてできる体型階級の組成表

を作成するとともに､ 分類学上の種にもとづく組成表も作成し両者の関係を解析した｡ 解析には､ ６つのア

カマツ林で捕獲した甲虫サンプルをもちいた｡ サンプルに含まれる体型階級の数と分類学上の種の数､ およ

び､ 両者の二サンプル間類似度の間には有意な相関が認められ､ この手法の有効性が示唆された｡ 今後､ 適

用事例を増やし汎用性を確認していくとともに､ 処理手順のルーチン化を検討していく｡

１－２) － (８) 森林資源管理研究グループ

天野智将 (研究グループ長)､ 西園朋広､ 林 雅秀

｢多様な樹種の木材流通の把握｣

ヒバの社寺材としての利用拡大の可能性については､ 太径材としての評価よりも､ 材質的な問題に関する

懸念が強く､ 評価は低いままであった｡ 社寺用材の需給状況は緩んでおり､ 太径材資源の不足よりも景気低

迷による神社仏閣の建て替え需要の減少の影響が大きい｡

広葉樹材の利用・流通については､ 国内の加工事業体の減少がますます進んでいる｡ フローリング､ 集成

材､ 家具などの規格品については､ 中国での施設投資が進み高度な塗装についても対応できるようになった

ことにより､ 最終製品化が進んだ｡ フローリングについては､ 耐ＵＶ塗装､ 防音､ 床暖房対応などといった

機能性の高い製品まで現地で加工されるようになった｡ 楽器等については､ 国内消費から海外市場重視への

転換が進み､ 生産拠点の海外進出に合わせて部材供給拠点も移行しつつある｡
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｢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､ スギを対象に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｡ 本

年度は､ ヒノキ､ トドマツ､ エゾマツ､ カラマツ､ マツ類､ 落葉広葉樹､ 常緑広葉樹を対象として､ 全国の

林分構造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｣

東北の太平洋側 (宮城県気仙沼市) に設置された狼の巣スギ人工林間伐試験地の継続調査データ (林齢31－

61年､ １つの無間伐区と２つの間伐区) を解析し､ 東北の日本海側のデータに基づいて得られた ｢間伐の実

行が林分材積純成長の減退時期を高齢に推移させる｣ という仮説 (Nishizono et al., 2008：Nishizono, 2010)

を検証した｡ ２つの間伐区の総平均純成長量 (MAI) は増加を続けていたが､ 無間伐区のMAIは林齢56年時

と比べて減少しており､ 同仮説を支持していた｡ ただし､ 61年時点のMAIは無間伐区の方が間伐区よりも大

きかった｡ 間伐は､ 短期的には総純収穫量を減少させるが､ 長期的には総純収穫量を増加させるのかもしれ

ない｡ この可能性の真偽は､ さらに10年程度､ 観測を継続することによって､ 明らかにできる｡

｢森林所有者の経営意識の把握｣

森林所有者が考えている将来の伐期 (以下､ 希望伐期) に影響を与えている要因について､ 岩手県および

秋田県の森林組合員を対象に実施した郵送調査データを用いてクロス集計による分析を行った｡ 希望伐期は､

“41～60年”､ “61～80年”､ “81年以上”､ “皆伐しない”の４値の変数である｡ 希望伐期と世帯所得と

の関連では､ 299万円以下の低所得の所有者は41－60年の短伐期を志向する場合が多く､ 81年以上の長伐期

を志向する場合が少ないこと､ 反対に800万円以上の高所得の所有者は41－60年の短伐期を志向する場合が

少なく､ 81年以上の長伐期を志向する場合が比較的多いという傾向が見られた｡ 一方で､ 希望伐期と１位の

収入源との関連では､ その他を収入源としている場合に皆伐をするつもりがないと考える所有者が少ない傾

向がだけが見られる､ などの結果が得られた｡
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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 上村佳奈､ 久保山裕史､ 山本幸一 北東北三県における木質バイオマス
供給可能量の空間的推定

日本エネルギー学会誌､ 88�：877～883
(2009)

2009.09

２ 山本幸一､ 真柄謙吾､ 池田 努 アルカリ蒸解技術のバイオエタノー
ル製造への応用

木質系資源の新展開､ p27-34､ シーエム
シー出版

2009.10

３ 山本幸一 １５章 木材の性質 森林大百科事典､ p417､ 朝倉書店 2009.08

４ 山本幸一 １８章 森林バイオマスの利用 森林大百科事典､ p511､ 朝倉書店 2009.08

５
Koichi Yamamoto, Zhaohui Wang
(中国木材工業研究所), Andy Liu
(北京リバーランド社)

Increasing production of wood pellet
in China

Abstracts of Sixth Biomass-Asia Workshop,
Hiroshima, Japan､ p40

2009.11

６

Yutaka Mori (国際農林水産業研究
センター)､ Koichi Yamamoto､ 他
13名 (マレーシア森林研究所､ マレー
シア理科大)

Development of a sap squeezing
system from felled trunks of old oil
palm for bioethanol troduction

Abstracts of Sixth Biomass-Asia Workshop,
Hiroshima, Japan､ p65

2009.11

７
Takahiro Yoshida, Tetsuya Sano,
Koichi Yamamoto, Erliza hamnali
(ボゴール農科大)

Characteristics of pellet from oil palm
and Jatropha residues

Abstracts of Sixth Biomass-Asia Workshop,
Hiroshima, Japan､ p82

2009.11

８
Eiji Togawa, Ryohei Tanaka,
Koichi Yamamoto

Development of novel cellulose films
from cellulosic biomass utilization as
polymer materials

Abstracts of Sixth Biomass-Asia Workshop,
Hiroshima, Japan､ p89

2009.11

９

Koichi Yamamoto Important roles of forest plantations -
Innovative uses of plantation timbers
in Japan -

Seminar and workshop on improved
utilization of tropical plantation timbers,
23-25 March 2010, The Legend Hotel,
Kuala Lumpur

2010.03

10 山本幸一 アルカリ蒸解法を用いた木質バイオ
エタノール製造の実証プラント

木材情報､ 2009年5月号､ 5-8 2009.05

11 山本幸一 木材からのバイオ燃料 とくにバイ
オエタノール製造の現状

木工機械､ No210:21-22 2010.01

12 山本幸一 森林の有効利用&価値化と森林総合
研究所の任務

グリーンスピリッツ､ 5�:２ 2009.09

13 山本幸一 木質バイオマスを巡る日本の状況 現代林業､ 12月号､ 14-17 2009.12

14
山本幸一 木材からバイオエタノールを製造す

る－北秋田市に建設中の実証プラン
トが6月に竣工－

みどりの東北､ No63, p4 2009.06

15 中北 理 緑の付箋紙：公開シンポジウム 森林技術､ 805､ p42 2009.04

16 中北 理 山に入る前にどこにあるかを知って
いる

みどりの東北,62､ p4 2009.05

17 中北 理 枯れ木 ピンポイントで発見 FujiSankeiBusiness i.,11,2009.0602 2009.06

18 中北 理 航空写真とGISを活用した松枯れピ
ンポイント防除法の開発

地理空間情報フォーラム2009､ 資料集､
p190

2009.06

19 中北 理 松枯れ対策は全面散布からピンポイ
ント散布へ

グリーン・エージ､ 日本緑化センター､
425､ 9-12

2009.06

20

中村克典､ 竹花 衛 (共立航空撮影)､
板垣恒夫 (森林航測研究)､ 田代隼
人 (共立航空撮影)､ 太田和誠 (秋
田県立大)､ 中北 理

Detection of pine wilt-damaged trees
using near-infrared color photograph
(近赤外カラー写真を用いた松くい
虫被害木の検出)

International Symposium on Pine Wilt
Disease Program and Abstracts (Nanjing,
China, 20-23 July, 2009)､ 33

2009.07

21 松浦邦昭・中北 理・小林一三・
太田和誠､ 真宮靖治

年越し枯れ木が翌年夏にマツノマダ
ラカミキリの産卵を受ける場合

樹木医学研究､ 13:.3､ 145-147 2009.07

22 中北 理 航空写真､ オルソフォト等 森林大百科事典､ 森林総合研究所編 (朝
倉書店)

2009.08

23 新山 馨 オオバヤナギ 日本樹木誌､ 181-186 2009.07

24 新山 馨 世界の森林 森林大百科､ 2 2009.08

25 新山 馨 屋久スギの森の話 東北地域環境計画研究会懇話会要旨､ 67：
１

2009.10

26 新山 馨 森林バイオマスを賢く利用するため
に

みどりの東北､ 67:3 2009.10

27 新山 馨､ 菊地 賢 東北が北限！絶滅危惧種 ユビソヤ
ナギ､ Salix hukaoana

みどりの東北､ 68:5 2009.11

28 新山 馨､ 小川みふゆ 文献から広葉樹林化を考える みどりの東北､ 69:4 2009.12
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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

29

Ito Eriko (伊藤江利子)､
Furuya Naoyuki (古家直行)､
Tith Bora､ Keth Samkol､
Chandararity Ly､ Chann Sophal (カ
ンボジア森林局)､
Kanzaki Mamoru (神崎護) (京都大)､
Ohnuki Yasuhiro (大貫靖浩)､
Awaya Yoshio (粟屋善雄) (岐阜大)､
Niiyama Kaoru (新山 馨)､
Araki Makoto (荒木 誠)､
Sato Tamotsu (佐藤 保)､
Matsumoto Mitsuo (松本光朗)､
Kiyono Yoshiyuki (清野嘉之)

Estimating diameter at breast height
from measurements of illegally logged
stumps in Cambodian lowland dry
evergreen forest (カンボジア低地乾
燥常緑林における違法伐採根株から
の胸高直径推定の試み)

Proceeding of International Workshop on
Forest Research in Cambodia(2009)､ 33-
36

2010.03

30

Tani naoki (谷尚樹)､
Tsumura yoshihiko (津村義彦)､
Fukasawa keita(深澤圭太)(横浜国大)､
Kado tomoyuki (角友之) (総研大)､
Taguchi yuriko (田口由里子)､
Niiyama kaor (新山 馨)､
Yagihashi tsutomu (八木橋勉)､
Tanouchi hiroyuki (田内裕之)､
Lee soon leong､ Lee chai ting､
Norwati muhammad､ Azizi ripin､
Abdullah Rhaman Kassim

Patterns of pollen dispersal and male
fecundity variation throughout three
general flowering events for an
undisturbed and selective logged hill
dipterocarp species. (丘陵フタバガ
キ林天然林と択伐林での３回の一斉
開花を通じての花粉流動と雄の繁殖
力の変異)

IUFRO workshop on Sustainable utilizati
on and conservation of forests in the gen
omics era.abstracts､ 47

2010.03

31

石原正恵､ 石田 健､ 井田秀行､
伊東 明､ 榎木 勉､ 大久保達弘､
金子隆之､ 金子信博､ 倉本惠生､
酒井 武､ 齋藤 哲､ 崎尾 均､
嵜元道徳､ 芝野博文､ 杉田久志､
鈴木三男､ 高木正博､ 高嶋敦史､
武生雅明､ 田代直明､ 田中信行､�地直子､ 並川寛司､ 新山 馨､
西村尚之､ 野口麻穂子､ 野宮治人､
日浦 勉､ 藤原章雄､ 星野大介､
本間航介､ 蒔田明史､ 正木 隆､
吉岡崇仁､ 吉田 俊也

モニタリングサイト1000 森林・草
原調査コアサイト・準コアサイトの
毎木調査データの概要

日本生態学会誌､ 60:111-123 2010.03

32 新山 馨､ 勝木俊雄､ 安部哲人､
八木貴信､ 香山雅純､ 田中浩

屋久島照葉樹林稚樹層のシカによる
組成変化

日本生態学会研究発表要旨集､ 57：P1-
004

2010.03

33

田中 浩､ 柴田銃江､ 新山 馨､
長池卓男 (山梨県森林総研)､
石田 敏 (東北大)､
中静 透 (東北大)

森林景観における野生生物への食物
資源供給機能の定量化

日本生態学会研究発表要旨集､ 57:P3-
177

2010.03

34

小川みふゆ､ 山浦悠一､ 阿部 真､
新山 馨､ 杉田久志､ 田内裕之､
飯田滋生､ 勝木俊雄､ 齊藤 哲､
酒井 武､ 星崎和彦 (秋田県立大)､
星野大介､ 滝 久智､ 岡部貴美子

大スケールでの生物多様性の変化を
２つの測定項目で明らかにする

日本生態学会研究発表要旨集､ 57:P2-
086

2010.03

35 新山 馨 東北支所のこれまでの研究成果と今
後の展望 背景と試験研究の動向

森林総合研究所 東北支所50年の歩み
11-12

2010.03

36
Niiyama kaoru (新山 馨) Forest dynamics study and data

management of Japan (日本におけ
る森林動態研究とデータ管理)

Information Management Workshop for
Dynamic Plot Database 2009､ 2

2010.06

37
中村克典 高詳細オルソフォトが拓く森林病虫

害防除の地平：松くい虫ピンポイン
ト防除プロジェクトから

日本写真測量学会北海道支部春季特別講
演会 (平成21年６月26日)､ 7-10

2009.06

38

中村克典 ポルトガルにおけるマツ材線虫病の
拡大と防除対策：マツ材線虫病防除
戦略に関する国際セミナー (リスボ
ン2008) 報告

森林防疫､ 58: 10-15 2009.07

39

中村克典､ 秋庭満輝､ 相川拓也､
小坂 肇､ 伊禮英毅 (沖縄県森林緑
地課)・喜友名朝次 (沖縄県森林資
源研究センター)

沖縄県宮古島のリュウキュウマツ枯
死木およびマツノマダラカミキリか
らのBursaphelenchus属線虫検出調査

日本森林科学会誌､ 92: 45-49 2010.02

40
杉田久志､ 高橋利彦 (木工舎ゆい)､
柴田銃江､ 星野大介､ 櫃間 岳､
八木橋 勉､ 中村克典

岩手県雫石町のアカマツ－落葉広葉
樹二段林におけるアカマツ抜き伐り
後の広葉樹下木の林分構造の変化

東北森林科学会誌､ 15: 11-19 2010.03
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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

41
金子智紀､ 和田 覚､
石川具視 (秋田県森林技術センター)､
野口正二

秋田県長坂試験地における2008/200
9 冬季の樹冠通過降水量

東北森林科学会第14回大会講演要旨集､
70

2009.08

42

三森利昭､ 大丸裕武､ 黒川 潮､
岡本 隆､ 村上 亘､ 多田泰之､
小川泰浩､ 岡田康彦､ 大野泰宏､
野口正二､ 安田幸生､ 浅野志穂､
安田正次 (千葉大学)

岩手・宮城内陸地震で発生した崩壊
の特徴

平成21年度砂防学会研究発表会概要集､
T103:14-15

2009.09

43 野口正二､ 西園朋広 積雪期の常緑針葉樹林と落葉広葉樹
林における樹冠通過降水量の比較

日本森林学会誌､ 92�:29-34 2010.02

44

小杉�子 (京都大学)・高梨 聡・
谷 誠 (京都大学)・大久保晋治郎
(農研機構)・松尾奈緒子 (三重大学)
・伊藤雅之 (農環研)・野口正二・
Abdul Rahim Nik (マレーシア森林
研究所)

半島マレーシアPasoh熱帯雨林にお
いて気候の年々変動は蒸発散・樹冠
CO2交換およびBig-eafパラメータに
どの程度影響を与えるか

日本農業気象学会2010年度全国大会講演
要旨集､ 58

2010.03

45 野口正二､ 安田幸生､ 平井敬三､
坪山良夫､ 玉井幸治､ 松浦純生

平成21年度東北森林管理局山地森林
水土保全機能調査報告書

林野庁東北森林管理局委託調査報告書
(平成21年度)､ 143p

2010.03

46 和田 覚､ 金子智紀､ 八木橋 勉､
杉田久志

多雪環境下におけるスギ人工林の成
林と混交林化に影響をおよぼす要因

日本森林学会誌 91: 79-85. 2009.04

47
和田 覚､ 金子智紀､ 大原偉樹､
北田正憲､ 齋藤武史､ 平井敬三､
杉田久志､ 八木橋 勉

スギ人工林に対する抜き伐りが広葉
樹の定着や下層植生に及ぼす短期的
効果－秋田県長坂理水試験地の事例－

東北森林科学会第14回大会講演要旨集,
7

2009.08

48 杉田久志 天然林施業 ｂ. 落葉広葉樹林 森林大百科 2009.08

49 杉田久志 日本の森林 ａ. 針葉樹林帯 森林大百科 2009.08

50

杉田久志 複層林造成のため強度間伐を行った
スギ高齢人工林における広葉樹の混
生状況. テーマ別セッション ｢抜き
伐りによる人工林への広葉樹の導入
は可能か？｣

東北森林科学会第14回大会講演要旨集,
10

2009.08

51

杉田久志 カラマツ人工林を舞台とした広葉樹
林施業の試み. シンポジウム ｢持続
可能な森林管理・林業経営に森林生
態学はどう貢献できるのか？｣

日本生態学会東北地区会会報 69・70:
13

2009.12

52 杉田久志､ 高橋 誠､ 島谷健一郎 八甲田ブナ施業指標林のブナ天然更
新施業における前更更新の重要性

日本森林学会誌 91: 382-390 2009.12

53

森澤 猛､ 杉田久志､ 橋本良二､
赤井龍男

空中写真から解析した木曽地方三浦
実験林のヒノキ帯状皆伐天然更新試
験地におけるササおよび更新木樹冠
被覆の36年間の変遷

日本森林学会誌 92: 22-28 2010.02

54 杉田久志､ 國崎貴嗣､ 清和研二 テーマ別セッション ｢抜き伐りによ
る人工林への広葉樹の導入は可能か？｣

東北森林科学会誌 15 35-39 2010.03

55 櫃間 岳, 太田敬之, 杉田久志,
森澤 猛, 八木橋 勉

ヒバ前生稚樹密度がヒバ林択伐後の
更新成否に与える影響

日本生態学会第57回大会 2010.03

56 杉田久志, 八木橋 勉, 櫃間 岳,
高橋利彦

岩手県国見試験地におけるブナ択伐
天然更新施業20年後の更新状況

日本生態学会第57回大会 2010.03

57 森澤 猛､ 杉田久志､ 橋本良二 木曽ヒノキの天然更新について(V)
―伐採39年後の林分の評価の試み―

中部森林研究 58: 59-60 2010.03

58
湯本沙織､ 橋本良二､ 森澤 猛､
白旗 学

ヒバとヒノキ葉における培地栄養条
件に対する光合成色素組成変化パター
ンのちがい

東北森林科学会大会講演要旨集､ 14:別
紙

2009.08

59
安田幸生､ 齋藤武史､ 星野大介､
小野賢二､ 大谷義一､ 溝口康子､
森澤 猛

安比高原ブナ二次林における生態系
CO2交換量の年々変動

農業環境工学関連学会2009年合同大会講
演要旨集､ A64 (CD-ROM)

2009.09

60 森澤 猛､ 杉田久志､ 橋本良二 木曽ヒノキの天然更新について(Ⅴ)－
伐採38年後の林分の評価の試み－

日本森林学会中部支部大会研究発表会講
演要旨集､ 58:19

2009.01

61 森澤 猛､ 杉田久志､ 橋本良二 木曽ヒノキの天然更新について(Ⅴ)－
伐採37年後の林分の評価の試み－

日本森林学会中部支部論文集､ 58:59-60 2010.03

62

Takanobu Yagi (八木貴信) Ontogenetic strategy shift in sapling
architecture of Fagus crenata in the
dense understorey vegetation of canopy
gaps created by selective cutting.
(択伐施業によって作られた林冠ギャッ
プの藪に生きるブナ稚樹が個体発生
的に示す樹形戦略のシフト)

Canadian Journal of Forest Research､ 39:
6､ 1186-1196 (訂正記事：同誌39巻､ 9
号､ 1785ページ)

2009.07
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63

八木貴信 植物の相互作用からみた森林施業
(日本生態学会東北地区会第54回大
会 (2009年, 宮城) シンポジウム
｢持続可能な森林管理・林業経営に
森林生態学はどう貢献できるのか｣)

日本生態学会東北地区会会報､ 69・70合
併号､ 10p

2010.02

64 島田卓哉､ 柴田銃江､
高橋明子(京大)､ 河野澄夫(食総研)

壊さず測るドングリの化学成分 森林総合研究所平成21年版研究成果選集
2009

2009.07

65 柴田銃江 樹木の生活史 ブナ､ ミズナラ 森林大百科事典 15-17 2009.08

66

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

Analysis of the disassortative mating
patternin a heterodichogamous plant,
Acer mono Maxim. using microsate
llite markers (マイクロサテライト
マーカーを利用した異型雌雄異熟植
物の交配パターン解析)

Plant Ecology 204：43-54 2009.09

67

柴田銃江 人為撹乱された森林の世代交代は期
待できるか？-樹木の繁殖生態の視
点から､ 落葉広葉樹林に対する人為
撹乱の影響を考える-

東北支所研究情報2009 2009.09

68
正木 隆､ 柴田銃江､
直江将司 (京大)

プロットデータに基づく樹木個体群
動態の種間比較 ～散布カーネルの
推定とマトリクスモデル～

日本生態学会大会講演要旨57:S19-1 2010.03

69
松木 悠 (京大)､
舘野隆之輔 (鹿児島大)､
柴田銃江､ 井鷺裕司 (京大)

ホオノキの送粉及び実生の父系解析
で明らかになった有効花粉流動の年
変動

日本生態学会大会講演要旨57:P1-227 2010.03

70

田中裕志 (秋田県立大)､
沖 慎司 (秋田県立大)､
関口和美 (秋田県立大)､ 柴田銃江､
星野大介､ 星崎和彦 (秋田県立大)

渓畔景観における主要樹木の分布に
生活史特性と種子散布制限はどのよ
うに影響するか？

日本生態学会大会講演要旨57:P1-301 2010.03

71

高橋明子 (東大)､ 柴田銃江､
島田卓哉

個々の種子の形質が当年生実生の生
存過程に与える影響 －コナラ種子
における非破壊成分分析法を用いた
アプローチ－

日本生態学会大会講演要旨57:P1-238 2010.03

72 柴田銃江､ 西山嘉彦､ 壁谷大介､
斎藤智之､ 中静 透 (東北大)

森はよみがえったか？ 御岳岩屑流
後25年間の植生回復過程

日本生態学会大会講演要旨57:P1-316 2010.03

73 柴田 嶺 (東北大)､ 柴田銃江､
田中 浩､ 中静 透 (東北大)

里山林を構成する樹種における萌芽
特性の比較

日本生態学会大会講演要旨57:P1-335 2010.03

74

Tani Naoki (谷 尚樹・国際農研セ)､
Fukasawa Keita､ Kado Tomoyuki､
Taguchi Yuriko､ Niiyama Kaoru､
Yagihashi Tsutomu (八木橋 勉)､
Tsumura Yoshihiko､ Lee Soon Leong､
Lee Chai Ting､ Muhammad Norwati､
Ripin bin Azizi

Pollen dispersal pattern and variation
of male fecundity for Shorea curtisii
growing in hill dipterocarp forest,
Peninsular Malaysia.

Abstract book of Botany and Mycology
2009､ 213

2009.07

75

Matsui T.､ Takahashi K.､ Tanaka N.､
Hijioka Y.､ Horikawa M.､
Yagihashi T. (八木橋 勉)､
Harasawa H.

Evaluation of habitat sustainability
and vulnerability for beech (Fagus
crenata) forests under 110 hypothe
tical climatic change scenarios in
Japan

Applied Vegetation Science､ 12: 328-339 2009.08

76

Matsui Tetsuya､ Takahashi Kiyoshi､
Tanaka Nobuyuki､ Hijioka Yasuaki､
Horikawa Masahiro､
Yagihashi Tsutomu､
Harasawa Hideo

Habitat sustainability and vulnerability
for beech (Fagus crenata) forests
under 110 hypothetical climatic change
scenarios in Japan

Abstract PDF file of the 10th International
Congress of Ecology､ 351

2009.08

77

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

スギ人工林に対する抜き伐りが広葉
樹の定着や下層植生に及ぼす短期的
効果－秋田県長坂理水試験地の事例－

東北森林科学会講演要旨集､ 14: 8 2009.08

78 八木橋 勉 秋田県矢立試験地の紹介～材積33％
伐採後の広葉樹の更新～

東北森林科学会講演要旨集､ 14: 9 2009.08

79 八木橋 勉 熱帯林 森林大百科事典､ 森林総合研究所編 (朝
倉書店)

2009.08

80 松井哲哉､ 田中信行､ 八木橋 勉､
小南裕志､ 津山幾太郎､ 高橋 潔

温暖化にともなうブナ林の適域の変
化予測と影響評価

地球環境､ 14: 165-174 2009.09



平成22年版 森林総合研究所東北支所年報

― 16 ―

著 者 名 成果発表のタイトル等 誌名､ 巻号頁 発行
年月

81

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

マレー半島セマンコック丘陵林にお
けるShorea curtisiiの更新サイト

日本生態学会大会講演要旨集､ 57: P1-3
25

2010.03

82

中森由美子 (和歌山林試)､
鳥丸 猛 (弘前大)､
星野大介 (森林総研東北)､
山本進一 (名大)､
西村尚之 (名産大)

Variation in tree mortality, recruitment,
and mean turnover rates between
topographic positions in a temperate
coniferous forest (温帯針葉樹林にお
ける地形間の枯死率､ 加入率､ 回転
率の変化)

森林立地､ 51�:117-125 2009

83
沖 慎司 (秋田県大)､ 正木 隆､
大住克博､ 柴田銃江､ 星野大介､
星崎和彦 (秋田県大)

渓畔林内の土石流堆積地に成立した
稚樹バンクの組成と持続性

日本生態学会大会講演要旨集 (2009)､
56:341

2009.03

84
星野大介 Structure and dynamics of an old-

growth Chamaecyparis obutusa forest
(ヒノキ老齢林の構造と動態)

台日檜木林生態及更新検討会論文集､ 39-
47

2009.05

85
小野賢二､ 橋本 徹､ 安田幸生､
星野大介､ 平井敬三

安比高原ブナ二次林における土壌呼
吸量の年々変動－2004～2008年にお
ける連続観測の結果から－.

東北森林科学会大会講演要旨集 (2009)､
14:46

2009.08

86
小野賢二､ 橋本 徹､ 安田幸生､
星野大介､ 平井敬三､
粟屋善雄 (岐阜大)

ブナアオシャチホコの大発生がブナ
林の土壌呼吸量へ与えた影響－安比
高原ブナ二次林における事例－.

日本土壌肥料学会講演要旨集 (2009)､
55:16

2009.09

87

西村尚之 (名産大)､
加藤京子 (名大)､ 隅田明洋 (北大)､
小野清美 (北大)､ 田内裕之､
飯田滋生､ 星野大介､
山本進一 (名大)､ 原登志彦 (北大)

Effects of life history strategies and
tree competition on species coexisten
ce in a sub-boreal coniferous forest
of Japan (日本亜寒帯針葉樹林の構
成種共存における生活史戦略と競争
の影響)

Plant Ecology､ 206:29-40 2010.01

88

松下通也 (名大)､ 戸丸信弘 (名大)､
星野大介､ 西村尚之 (名産大)､
山本進一 (名大)

Factors affecting the production, gro
wth and survival of sprouting stems
in the multi-stemmed understory
shrub, Lindera triloba (シロモジ株
の萌芽幹の生産､ 成長､ 生残に影響
する要因)

Botany､ 88:174-184 2010.02

89 正木 隆､ 星野大介 渓流の自然の攪乱が樹木の多様性の
もととなる

季刊森林総研､ 8:6-7 2010.02

90

中本隆之 (三重大)､ 西村尚之 (名
産大)､ 星野大介､ 松下通也 (名大)､
三村晴彦 (木曽森林管理署)､ 木佐
貫博光 (三重大)､ 山本進一 (名大)

赤沢ヒノキ林における群状択伐24年
後のヒノキ稚樹天然更新の状況

中部森林研究､ 58 2010.03

91

中本隆之 (三重大)､ 西村尚之 (名
産大)､ 星野大介､ 三村晴彦 (木曽
森林管理署)､ 木佐貫博光 (三重大)､
山本進一 (名大)

赤沢ヒノキ林における群状択伐24年
後のヒノキ稚樹天然更新の状況

日本森林学会中部支部大会研究発表会講
演要旨集 (2009)､ 58

2010.03

92
王 楠 (信大)､ 加藤正人 (信大)､
山本進一 (名大)､
西村尚之 (名産大)､ 星野大介

赤沢自然休養林の樹木成長予測モデ
ルの開発

中部森林研究､ 58 2010.03

93
王 楠 (信大)､ 加藤正人 (信大)､
山本進一 (名大)､
西村尚之 (名産大)､ 星野大介

赤沢自然休養林の樹木成長予測モデ
ルの開発

日本森林学会中部支部大会研究発表会講
演要旨集 (2009)､ 58

2010.03

94 壁谷大介､ 斎藤智之､ 櫃間 岳 高海抜域に生育するヒノキ・サワラ
の肥大成長の季節変化

日本森林学会中部支部大会研究発表会講
演要旨集､ 58:14

2009.01

95 壁谷大介､ 斎藤智之､ 櫃間 岳 高海抜地域の異なる地形に生育するヒ
ノキ・サワラの肥大成長の季節変化

中部森林研究､ 58:29-32 2010.03

96 柴田銃江､ 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､
ヒバ択伐林の動態と個体成長

森林総合研究所東北支所年報､ 50:6-7 2009.11

97

清野嘉之､ 佐藤 保､ 齊藤 哲､
高橋正通､ 平井敬三､ 伊藤江利子､
高橋與明､ 齋藤英樹､ 西村 千､
粟屋善雄(岐阜大)､ 島田政信(JAXA)､
井上 京(北大)､ 波多野隆介(北大)､
Thy Sum (カンボジア環境省)､
Chann Sophal (カンボジア森林局)､
Nengah Surati Jaya(インドネシアIPB)､
Suwido H Limin(インドネシアUNPAR)､
神崎 護 (京大)

熱帯林の劣化過程における生態系炭
素蓄積量のインベントリ作成のため
の試算

日本熱帯生態学会年次大会講演要旨集､
19：20

2009.06
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98

Kenji Ono (小野賢二)､
Sayaka Morita(森田沙綾香)(農環研)､
Keniji Ohse (大瀬健嗣) (農環研)､
Keizo Hirai (平井敬三)､
Syuntaro Hiradate (平舘俊太郎)
(農環研)

Comparison of organic carbon dyna
mics on the forest floors during an
early humification stage between con
iferous and broad-leaved forests in
Japan.

Program & Abstracts of Internatinal Sym
posium on Soil Organic Matter Dynamics
2009: Land Use, Management and Global
Change､ 157

2009.07

99

Kenji Ono (小野賢二)､
Keizo Hirai (平井敬三) Sayaka
Morita (森田沙綾香) (農環研)､
Kenji Ose (大瀬健嗣) (農環研)､
Syuntaro Hiradate (平舘俊太郎)
(農環研)

Organic carbon accumulation processes
on a forest floor during an early
humification stage in a temperate
deciduous forest in Japan: Evaluations
of chemical compositional changes
by 13C NMR and their decomposition
rates from litterbag experiment.

Geoderma､ 151: 351-356 2009.07

100

平井敬三､ 小野賢二､ 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)､ 相澤州平､ 岡本 透､
志知幸治､ 池田重人

環境変動や樹種混交がスギ林土壌の
pHに及ぼす影響－天然林での10年
間の変化および人工林への広葉樹リ
ター混入の影響－

東北森林科学会大会講演要旨集､ 14:45 2009.08

101 平井敬三 窒素飽和と富栄養化 森林大百科事典､ 81-83 2009.08

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

スギ落葉の窒素固定活性を利用した
林地への窒素供給の制御

日本土壌肥料学会講演要旨集､ 55:36 2009.09

103

Kenji Ono (小野賢二)､ Syuntaro
Hiradate (平舘俊太郎)(農環研)､
Sayaka Morita (森田沙綾香)(農環
研)､ Keniji Ohse (大瀬健嗣)(農環
研)､ Keizo Hirai (平井敬三)

Comparison of early humification
process between coniferous and hard
wood forest: Effects of litter species
on the compositional quality of soil
organic matter in temperate forests
in Japan.

7th International Symposium on Integrrated
Field Science: Biological Interactions in
Arable land-Grassland-Forest Continuums
and their Impact on the Ecosystem Funct
ions､ 27

2009.01

104

Hirai Keizo (平井敬三)､ Yamanaka
Takashi (山中高史)､ Kaneko Tomo
nori(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)､
Ono Keniji (小野賢二)､ Noguchi
Kyotaro (野口享太郎)､ Kaneko Shi
nji (金子真司) and Takahashi Masa
michi (高橋正通)

Importance of asymbiotic nitrogen
fixation to nitrogen immobilization
in decomposing green needles of
Japanese cedar (Cryptomeria japonica)

7th International Symposium on Integrrated
Field Science: Biological Interactions in
Arable land-Grassland-Forest Continuums
and their Impact on the Ecosystem Func
tions､ 28

2009.01

105

Masamichi Takahashi (高橋正通)､
Keizo Hirai (平井敬三)､ Pitayakon
Limtong (タイ土地開発局)､ Chaveev
an Leaungvutivirog (タイ土地開発局)､
Songtam Suksawang (タイ国立公園
野生生物水保全局)､ Samreong Pan
uthai (タイ国立公園野生生物水保全
局)､ Somchai Anusontpornperm (タ
イカセサート大学)､ Dokrak Marod
(タイカセサート大学)

Soil respiration in different ages of t
eak plantations in Thailand.

JARQ､ 34(4):337-343 2009.01

106
安藤麻里子 (原子力研究開発機構)､
小嵐 淳 (原子力研究開発機構)､
石塚成宏､ 平井敬三

炭素同位体をトレーサーとして利用
した森林中炭素挙動の研究

JAEAタンデトロンAMS利用報告会要旨､
2:ページ番号なし

2009.11

107

野口享太郎､ 平井敬三､ 高橋正通､
相澤州平､ 伊藤優子､ 重永英年､
長倉淳子､ 稲垣善之､ 金子真司､
釣田竜也､ 吉永秀一郎

北関東のスギ人工林における地上部
炭素・窒素動態に対する間伐の影響

森林総合研究所研究報告､ 8�:205-214 2009.12

108
安藤麻里子 (原子力研究開発機構)､
小嵐 淳 (原子力研究開発機構)､
石塚成宏､ 平井敬三

14Cを利用したブナ林土壌における
炭素挙動研究

｢炭素14の環境中移行挙動評価｣､ 京都
大学原子炉実験所専門研究会報告書､ 1-
6

2010.03

109

Toriyama Jumpei (鳥山淳平)､ Ohta
Seiichi (太田誠一) (京都大学)､ Oh
nuki Yasuhiro (大貫靖浩､ Ito Eriko
(伊藤江利子)､ Kanzaki Mamoru (神
崎 護)(京都大学)､ Araki Makoto
(荒木 誠)､ Chann Sophal (カン
ボジア森林局)､ Tith Bora (カンボ
ジア森林局)､ Keth Samkol (カンボ
ジア森林局)､ keth Nang (カンボジ
ア森林局)､ Hirai Keizo (平井敬三)
and Kiyono Yoshiyuki (清野嘉之)

Soil carbon stock in tropical monsoon
forests in Cambodia:A case study in
Kampong Thom, Kratie and Mondul
kiri

Proceeding of International Workshop on
Forest Research in Cambodia 2009､ 41-
42

2010.03

110
平井敬三､ 小野賢二､ 相澤州平､
阪田匡司､ 真田 勝 (元森林総研北
海道)

未熟土地域における全木集材が植栽
木の樹高生長に及ぼす影響

日本ペドロジー学会2010年度大会講演要
旨集､ 32

2010.03
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111
安田幸生 これがお宝 ｢二酸化炭素フラックス

観測塔 (安比二酸化炭素動態観測共
同試験地)｣

季刊森林総研､ 6:17 2009.08

112 安田幸生､ 溝口康子､ 大谷義一 小さくても丈夫が取り柄､ 埋めて使
えるCO2濃度センサー

森林総合研究所研究成果選集 (2009)､
56-57

2009.08

113

Yasuko Mizoguchi (溝口康子)､
Yoshikazu Ohtani (大谷義一)､
Satoru Takanashi (高梨聡)､ Yuichiro
Nakai (中井裕一郎)､ Hiroki Iwata
(岩田拓記)(アラスカ大)､ Yukio
Yasuda (安田幸生)､ Takashi Nakano
(中野隆志)(山梨環境研)､ Taisuke
Yasuda (安田泰輔)(山梨環境研)

Seasonal variation of carbon dioxide
exchange and annual carbon budget
at Fujiyoshida forest site (FJY)

Proceedings of AsiaFlux Workshop (2009)､
116

2009.01

114

Yoshikazu Ohtani (大谷義一)､
Yasuko Mizoguchi (溝口康子)､
Satoru Takanashi (高梨 聡)､
Yukio Yasuda (安田幸生)､ Hiroki
Iwata (岩田拓記)(アラスカ大)､
Yuichiro Nakai (中井裕一郎)､
Satoko Yuta (油田さと子)､ Katsumi
Yamanoi (山野井克己)

Development of a portable CO2 flux
observation system using a closed-
path gas analyzer for intercomparison
(観測システム間相互比較のための
ポータブルCO2フラックス観測シス
テムの開発)

森林総合研究所研究報告､ 9�:31-36 2010.03

115

石塚成宏､ 高橋正通､ 橋本昌司､
鵜川 信､ 酒井佳美､ 金子真司､
酒井寿夫､ 野口享太郎､ 小野賢二､
溝口岳男､ 平野恭弘､ 阪田匡司

森林のリター・枯死木・土壌中に存
在する炭素量をモデルで予測する

研究成果発表会 ｢地球温暖化と農林水産
業 －環境・食卓の現在と未来－｣

2009.11

116
小野賢二 落葉が土壌有機物に変化する過程を

｢固体13C核磁気共鳴法｣ により解
明

フォレストウィンズ､ No.40 2010.02

117

Masamichi Takahashi (高橋正通)､
Shigehiro Ishizuka (石塚成宏)､
Shin Ugawa (鵜川 信)､ Yoshimi
Sakai (酒井佳美)､ Hisao Sakai (酒
井寿夫)､ Kenji Ono (小野賢二)､
Shoji Hashimoto (橋本昌司)､ Yojiro
Matsuura (松浦陽次郎)､ Kazuhito
Morisada (森貞和仁)

Carbon stock in litter､ deadwood
and soil in Japan's forest sector and
its comparison with carbon stock in
agricultural soils.

Soil Science and Plant Nutrition､ 56:19-
30

2010.02

118 稲垣善之､ 吉永秀一郎､ 山田 毅､
篠宮佳樹､ 鳥居厚志

スギ・ヒノキ人工林において間伐後
放置された材の重量減少と窒素放出

森林立地､ 51:63-68 2009.06

119
篠宮佳樹､ 山田 毅､ 稲垣善之､
吉永秀一郎､ 鳥居厚志

四万十川源流部の森林における年雨
量, 年流出水量と主要溶存物質の年
流出量との関係

水文・水資源学会研究発表会要旨集
(2009年度)､ 280-281

2009.08

120
山田 毅､ 宮本和樹､ Jupiri Titin
(ジュピリティティン)(サバ森林研
究センター)

土壌水分環境からみた樹下植栽の有
効性 －マンギウムアカシア林を天
然林へ再生するために－

東北森林科学会大会講演要旨集 (2009)､
14:86

2009.08

121

Yoshiki Shinomiya (篠宮佳樹)､
Tsuyoshi Yamada (山田 毅)､
Yoshiyuki Inagaki (稲垣善之)､
Shuichiro Yoshinaga (吉永秀一郎)､
Atsushi Torii (鳥居厚志)

Nutrient budget in a natural forested
catchment in the Shimanto River
headwaters, southwestern Japan (日本
南西部の四万十川源流部の天然林流
域における物質収支)

Reagional Scientific Workshop on Acid
Deposition in East Asia program abstracts
(2009)､ 57

2009.01

122
伊藤江利子､ 相澤州平､ 阪田匡司､
松浦俊也､ 三浦 覚､ 吉永秀一郎､
山田 毅

数値地形情報を用いた森林土壌炭素
蓄積量の推定. －関東・八郷盆地
における事例－

日本森林学会北海道支部論文集､ 58:89-
91

2010.02

123 篠宮佳樹､ 山田 毅､ 稲垣善之､
吉永秀一郎､ 鳥居厚志

大規模出水を考慮した四万十川源流
部の森林における水質浄化機能

日本水環境学会年会講演集､ 44:556 2010.03

124 堀野眞一 ニホンジカの糞塊消失速度 日本哺乳類学会大会講演要旨集 (2009) :
119

2009.11

125

三浦慎悟､ 堀野眞一､ 大井 徹､
高槻成紀､ 岡 輝樹､ 山内貴義

強い狩猟圧のもとシカはどのような
個体群動態をたどったか―岩手県五
葉山での17年間の個体群動態と人口
学的パラメター

日本哺乳類学会大会講演要旨集 (2009) :
72

2009.11

126 堀野眞一 岩手県のニホンジカ－この10年で何
が起きたか－

東北支所研究情報 9�:1-6 2010.02

127 鈴木祥悟､ 竹田惣一 (東北森林管理局)､ 青山一郎 (東北森林管理局)
｢緑の回廊｣ における野生動物モニ
タリング

東北森林科学会大会講演要旨集､ 14:35 2009.08
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128
中村充博､ 鈴木祥悟､
由井正敏 (岩手県立大)

キツツキ類の保全のための森林管理－
１. マツ材線虫病対策としてのアカ
ゲラの保全のための森林管理－

森林防疫､ 58�：3-12 2009.09

129
鈴木祥悟 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－

東北支所年報､ 50:24-25 2009.11

130 鈴木祥悟 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－

東北支所年報､ 50:26-27 2009.11

131
中村充博､ 鈴木祥悟､
由井正敏 (岩手県立大)

キツツキ類の保全のための森林管理－
２. 希少種クマゲラの保全のための
森林管理－

森林防疫､ 59�：4-14 2010.01

132

Hidenoru, Kawamoto (河本英憲・東
北農セ)､ Shoichi, Kimura (木村勝一・
東北農セ)､ Tokushi, Komatsu (小松
篤司・東北農セ)､ Akinori, Oshibe
(押部明徳・東北農セ)､ Takuya,
Shimada (島田卓哉)

Reduction of rat damage to forage
paddy rice stored as round-baled sila
ge by modifying the storage layout
(水稲ラップサイレージへのネズミ
被害の軽減策)

Grassland Science､ 55:110-112 2009.05

133
Takuya, Shimada (島田卓哉) Acorns as a resource for forest-dwel

ling mammals in Japan (日本におけ
る森林棲哺乳類の餌としての堅果)

The Wild Mammals of Japan､ 198-200 2009.07

134

T. Shimada (島田卓哉)､
E. Nishii (西井絵里子・北海道大)､
and T. Saitoh (齊藤隆・北海道大)

Estimating tannin intake level of for
est-dwelling rodents in the wild using
fecal proline content (糞中プロリン
含有率を指標とした森林棲齧歯類に
おけるタンニン摂取量推定法の開発)

10th International Mammalogical Congress､
121

2009.08

135
島田卓哉､ 西井絵里子 (北海道大)､
齊藤 隆 (北海道大)

森林棲齧歯類３種におけるタンニン
摂取量推定法の開発 ―糞中プロリ
ン含有率を指標として―

日本生態学会大会講演要旨集､ 57：P2-
007

2010.03

136

Junco Nagata (永田純子)､ Youichi
Sonoda (園田陽一)(国土技術政策総
合研究所)､ Keiko Hamaguchi (濱口
京子)､ Naoki Ohnishi (大西尚樹)､
Soh Kobayashi (小林 聡) (電力中
央研究所)､ Ken Sugiura (杉村 乾)､
Fumio Yamada (山田文雄)

Isolation and characterization of micro
satellite loci in the Amami rabbit
(Pentalagus furnessi) (アマミノクロ
ウサギのマイクロサテライト遺伝子
座の単離とその特徴)

Conservation Genetics､ 10:1121-1123 2009.04

137

Naoki Ohnishi (大西尚樹)､ Reina
Uno (鵜野レイナ)(慶大・先端生命)､
Yasuyuki Ishibashi (石橋靖幸)(森林
総研・北海道)､ Hidetoshi B. Tamate
(玉手英利)(山形大・理)､ Toru Oi
(大井 徹)

The influence of climatic oscillations
during the Quaternary Era on the
genetic structure of Asian black bears
in Japan (第四紀の気候変動がツキ
ノワグマの遺伝構造に与えた影響)

Heredity､ 102：579-589 2009.05

138

Naoki Ohnishi (大西尚樹)､ Reina
Uno (鵜野レイナ)(慶大・先端生命)､
Yasuyuki Ishibashi (石橋靖幸)(森林
総研・北海道)､ Hidetoshi B. Tamate
(玉手英利)(山形大・理)､ Toru Oi
(大井 徹)

The influence of climatic oscillations
during the Quaternary Era on the
genetic structure of Asian black bears
in Japan (第四紀の気候変動がツキ
ノワグマの遺伝構造に与えた影響)

The 10th International Mammalogical Co
ngress､ 10：9

2009.08

139

Yuko Miyazaki (宮崎祐子) (奈良県
森林技術センター)､ Naoki Ohnishi
(大西尚樹)､ Kimiko Hirayama (平
山貴美子) (京都府立大学・生命環
境科学)､ Junco Nagata (永田純子)

Genets of dwarf bamboo do not die
after one flowering event: evidence
from the genetic structure and flowe
ring pattern (1回の開花イベントで
はササ類は枯死しない：遺伝構造と
開花パタンからの証明)

Journal of Plant Research､ 122:523-528 2009.09

140

Yuko Miyazaki (宮崎祐子) (奈良県
森林技術センター)､ Naoki Ohnishi
(大西尚樹)､ Kimiko Hirayama (平
山貴美子) (京都府立大学・生命環
境科学)､ Junco Nagata (永田純子)

Development and characterization of
polymorphic microsatellite DNA mar
kers for Sasa senanensis (Poaceae:
Bambuseae)(クマイザサの多型的な
マイクロサテライトDNAマーカー
の開発とその特徴)

Conservation Genetics､ 10 585-587 2009.01

141

鵜野レイナ (慶大・先端生命)､
大西尚樹､ 東 英生 (山形の野生動
物を考える会)､ 玉手英利 (山形大・
理)

山形県と近隣山系におけるツキノワ
グマの集団構造の解明

日本哺乳類学会2009年度台北大会講演要
旨集 (2009)､ 97

2009.11

142 大西尚樹 氷期の岩手県にツキノワグマは？ Forest Winds､ 38 2010.01
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143

銭谷純平 (北大・環境科学院)､
齊藤 隆 (北大・FSC)､ 石橋靖幸､
Anna Pauline de Guia (フィリピン
大学)､ 河合久仁子 (北大・FSC)､
大西尚樹

局所スケールと地域スケールにおけ
るエゾヤチネズミMyodes rufocanus
個体群の空間的遺伝構造の違い

日本生態学会全国大会講演要旨集､ 57：
P2-233

2010.03

144
大西尚樹､ 鵜野レイナ (慶大・先端
生命)､ 石橋靖幸､ 玉手英利 (山形
大・理)､ 大井 徹

第四紀の気候変動がツキノワグマの
遺伝構造に与えた影響

日本生態学会全国大会講演要旨集､ 57：
T28-2

2010.03

145 磯野昌弘 ハムシ類 森林大百科事典､ 188-189 2009.08

146 磯野昌弘 食葉性昆虫概要 森林大百科事典､ 186 2009.08

147

Hisatomo Taki (滝久智)､ Takenari
Inoue (井上大成)､ Hiroshi Tanaka
(田中 浩)､ Hiroshi Makihara (槇原
寛)､ Masahiro Sueyoshi (末吉昌宏)､
Masahiro Isono (磯野昌弘)､ Kimiko
Okabe (岡部貴美子)

Responses of community structure,
diversity, and abundance of understory
plants and insect assemblages to thin
ning in plantations (間伐に対する林
床植生と昆虫群集の反応)

Forest Ecology and Management､ 259:
607-613

2010.03

148
滝 久智､ 井上大成､ 田中 浩､
槇原 寛､ 末吉昌宏､ 磯野昌弘､
岡部貴美子

間伐が人工林の林床植生と昆虫に及
ぼす影響

日本生態学会講演要旨､ P3-158 2010.03

149
前原紀敏､ 島津光明 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

東北森林科学会講演要旨集､ 14:81 2009.08

150
神崎菜摘､ 前原紀敏､ 相川拓也､
升屋勇人

白神山地のブナ倒木から脱出したハ
ンノスジキクイムシより分離した
Bursaphelenchus 属線虫

日本線虫学会大会講演予稿集､ 17:10 2009.09

151

Hideo Yamauchi (山内英男)､
Kazuko Tsuchihara (土原和子)､
Takuma Takanashi (高梨琢磨)､
Noritoshi Maehara (前原紀敏)､
Tadakazu Nakashima (中島忠一)

Structure and expression of defensins
in the beetle, Monochamus alternatus
(マツノマダラカミキリ Monocham
us alternatus におけるディフェンシ
ンの構造と発現)

日本分子生物学会年会講演要旨集､ 32:1
P-0903

2009.12

152

山内英男､ 前原紀敏､ 高梨琢磨､
中島忠一

微生物に対する生体防御分子として
のディフェンシン：節足動物､ 軟体
動物及び菌類に由来するディフェン
シンの特性

森林総合研究所報告､ 9(1):1-18 2010.03

153 窪野高徳､ 壽田智久 (福島県林セ)､
市原 優

スギ黒点病菌のヒノキ科樹木に対す
る病原性

東北森林科学会講演要旨集､ 14:33 2009.08

154 市原 優､ 升屋勇人､ 窪野高徳 温湯処理によるブナ・コナラ堅果の
菌害抑制効果

東北森林科学会講演要旨集､ 14:32 2009.08

155

Ichihara, Yu (市原 優)､ Yamaji,
Keiko (山路恵子) (筑波大院)

Effect of light conditions on the resi
stance of current-year Fagus crenata
seedlings against fungal pathogens
causing damping-off in a natural bee
ch forest: fungus isolation and histol
ogical and chemical resistance (天然
林におけるブナ当年生実生の立枯病
菌に対する抵抗性に与える光環境の
影響:病原菌の分離と組織学的およ
び化学的抵抗性)

Journal of Chemical Ecology､ 35:1077-
1085

2009.09

156

Masuya, Hayato (升屋勇人)､ Brasier,
C.､ Ichihara, Yu (市原 優)､ Ku
bono, Takanori (窪野高徳)､ Kanzaki,
Natsumi (神崎菜摘)

First report of the Dutch elm disease
pathogens Ophiostoma ulmi and O.
novo-ulmi in Japan

New Disease Reports､ 20 2009.09

157
市原 優､ 市原裕子 (森林インスト
ラクター)､ 升屋勇人､ 窪野高徳

ブナ天然林に開設された林道沿いに
おけるブナ衰退木の水分生理状態と
大型菌類相

森林総合研究所研究報告､ 8�:179-185 2009.01

158 市原 優､ 山路恵子 (筑波大院) ブナ当年生実生の胚軸における抗菌
物質の組織内分布

生態学会東北地区会大会要旨集､ 54:9 2009.12

159 川口エリ子 (鹿児島県林試)､
市原 優

クロマツの節におけるマツノザイセ
ンチュウの移動抑制

日本森林学会誌､ 92�:1-7 2010.01

160
市原 優､ 窪野高徳､ 升屋勇人､
小岩俊行 (岩手県林業技術センター)

マツ材線虫病によるアカマツ年越し
枯れ過程における水分生理状態の変
化

森林防疫､ 59�:26-34 2010.01

161
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・林業技術交流発表集､
153-155

2009.01
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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

162

Aikawa Takuya､ Anbutsu Hisashi､
Nikoh Naruo､ Kikuchi Taisei､
Shibata Fukashi､ Fukatsu Takema

Longicorn beetle that vectors pinewood
nematode carries many Wolbachia
genes on an autosome. (マツノザイ
センチュウを媒介するカミキリムシ
は常染色体上に数多くのボルバキア
の遺伝子を持っている)

Proceedings of the Royal Society B､ 276:
3791-3798

2009.11

163

Kikuchi Taisei､ Aikawa Takuya､
Oeda Yuka､ Karim Nurul､ Kanzaki
Natsumi

A rapid and precise diagnostic method
for detecting the pinewood nematode
Bursaphelenchus xylophilus by loop-
mediated isothermal amplification.
(LAMP法を利用した迅速かつ正確
なマツ材線虫病診断法)

Phytopathology､ 99: 1365-1369 2009.12

164
神崎菜摘､ 前原紀敏､ 相川拓也､
升屋勇人

白神山地のブナ倒木から脱出したハ
ンノスジキクイムシより分離した
Bursaphelenchus 属線虫

Nematological Research､ 39: 75 2009.12

165

Kanzaki Natsumi､ Aikawa Takuya､
Giblin-Davis R M

Bursaphelenchus tokyoensis n. sp.
(Nematoda: Parasitaphelenchinae) iso
lated from dead wood of the Japanese
red pine, Pinus densiflora Sieb. & Zu
cc., in Japan.(日本のアカマツから分
離されたBursaphelenchus tokyoensis)

Nematology､ 11: 171-180 2009.04

166

Aikawa Takuya､ Kanzaki Natsumi､
Kikuchi Taisei

Simple diagnosis of pine wilt disease
using loop-mediated isothermal ampli
fication. (LAMP法を利用した簡易な
マツ材線虫病診断法)

International Symposium on Pine Wilt
Disease Program and Abstracts､ p34

2009.07

167
相川拓也､ 秋庭満輝､ 松永道雄 ドイツトウヒから脱出したマツノマ

ダラカミキリとそれらのマツノザイ
センチュウ保持状況について

森林防疫､ 58: 120-126 2009.07

168
相川拓也､ 菊地泰生 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
法の開発

平成21年度版森林総合研究所研究成果選
集､ 22-23

2009.07

169
相川拓也､ 安佛尚志､ 二河成男､
菊地泰生､ 柴田 洋､ 深津武馬

共生細菌“ボルバキア”の遺伝子が
マツノマダラカミキリの常染色体上
に大規模に転移していることを発見

ブレインテクノニュース､ 137：23-28 2010.01

170

相川拓也､ 神崎菜摘､ 菊地泰生 マツノザイセンチュウのDNAを利
用した簡易なマツ材線虫病診断ツー
ル“マツ材線虫病診断キット”につ
いて

森林防疫､ 59: 60-67 2010.03

171 菊地泰生､ 相川拓也､ 神崎菜摘 マツ材線虫病診断キットの開発 林業と薬剤､ 191：12-18 2010.03

172 天野智将 合板工業 森林大百科事典：401 2009.08

173 天野智将 集成材工業 森林大百科事典：402 2009.08

174 天野智将 木材工業 森林大百科事典：400 2009.08

175
西園朋広､ 林 雅秀､ 八巻一成､
天野智将

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

森林総合研究所東北支所年報､ 50：28-
30

2009.11

176 天野智将 研究概要 森林総合研究所東北支所年報､ 50：5 2009.11

177

Hayashi Masahide (林 雅秀)､
Amano Tomomasa (天野智将)

Effects of networks composed of log
gers and forest owners on forest ma
nagement (素材生産業者と森林所有
者によるネットワークが森林管理に
与える影響)

International Symposium on Society and
Resource Management､ 15:ページなし

2009.07

178

Tomohiro Nishizono (西園朋広),
Kunihiro Tanaka (田中邦宏), Kazuo
Hosoda (細田和男), Yoshio Awaya
(粟屋善弘), Yasuhiko Oishi (大石
康彦), Masahide Hayashi (林 雅
秀), Kazushiege Yamaki (八巻一成),
Tomomasa Amano (天野智将)

Long-term age-related changes in
stand volume growth of Japanese
cedar forests in Akita district, northe
astern Japan (秋田県におけるスギ
人工林の立木材積および生長量の長
期変化)

Proceedings of International conference on
multipurpose forest management, strategies
for sustainability in a climatic change era､
63.

2009.08

179
天野智将､ 岡田秀二 (岩手大学)､
山本信二 (岩手大学)､
菊間 満 (山形大学)

広葉樹利用の変遷と戦後の資源政策 日本森林学会大会講演集､ 121：M31 2010.03

180 天野智将 森林管理に関する研究分野 50年のあゆみ：25-27 2010.03

181

Awaya Yoshio (粟屋善雄)(岐阜大)､
Tanaka Kunihiro. (田中邦宏)､
Kodani Eiji. (小谷英司)､
Nishizono Tomohiro (西園朋広)

Responses of a beech (Fagus crenata
Blume) stand to late spring frost da
mage in Morioka, Japan.

Forest Ecology and Management､ 257:
2359-2369

2009.05
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182
千葉幸弘､ 韓 慶民､ 川崎達郎､
家原敏郎､ 細田和男､ 西園朋広､
田中邦宏

森林の炭素固定量の変動予測に向け
たシミュレーションモデルの開発

平成21年版研究成果選集､6-7. 2009.07

183 西園朋広 材積・樹幹解析 森林大百科事典､ 森林総合研究所編 (朝
倉書店)､ 543-544.

2009.08

184

Yoshio Awaya (粟屋善雄) (岐阜大)､
Tomohiro Nishizono (西園朋広)

Sugi cedar regeneration zoning using
Landsat TM and forest GIS for fore
st management: a case study in a
snowy area in Akita, Japan.

Program and abstracts of International
conference on multipurpose forest manag
ement, strategies for sustainability in a
climatic change era, 93.

2009.09

185

Mori Shigeta (森茂太)､ Yamaji Keiko
(山路恵子)(筑波大学)､ Ishida Atsu
shi､ Prokushkin Stanislav G.(スカチョ
フ森林研)､ Masyagina Ozana V.(ス
カチョフ森林研)､ Hagihara Akio(萩
原秋男)(琉球大)､ Hoque Rafiqul
(琉球大)､ Suwa Renpei (諏訪練平)
(琉球大)､ Osawa Akira (大沢晃)
(京都大)､ Nishizono Tomohiro (西
園朋広)､ Ueda Tatsushiro (上田龍四
郎)(北海道ダルトン)､ Kinjo Masaru
(金城勝)､ Miyagi Tsuyoshi (宮城健)
(沖縄県森林資源研)､ Kajimoto Tak
uya (梶本卓也)､ Koike Takayoshi
(小池孝良)(北大)､ Matsuura Yojiro
(松浦陽次郎)､ Toma Takeshi (藤間
剛)､ Zyryanova Olga A (スカチョ
フ森林研)､ Abaimov A.P. (スカチョ
フ森林研)､ Awaya Yoshio (粟屋善
雄)(岐阜大)､ Araki Masatake､ G.
(荒木眞岳)､ Kawasaki Tatsuro (川
崎達郎)､ Chiba Yukihiro (千葉幸弘)､
Umari M. (ムラワルマン大)

Mixed-power scaling of whole-plant
respiration from seedlings to giant
trees.

Proceedings of the National Academy of
Sciences､ 107�:1447-1451 2010.01

186

森 茂太､ 西園朋広､ 石田 厚､
山路恵子 (筑波大)､ 萩原秋男 (琉
球大)､ 諏訪錬平､ R.A.T.M. Hoque
(琉球大)､ 大澤 晃 (京都大)

根を含む樹木個体呼吸 －混合ベキ
関数によるメタボリックスケーリン
グ－.

日本生態学会大会講演要旨集､ 57：P1-
108.

2010.03

187 西園朋広 森林の成長減退と間伐. 森林総合研究所東北支所研究情報､ 2010.03

188
Yamaki Kazushige (八巻一成)､
Shoji Yasushi (庄子康) (北海道大)､
Hayashi Masahide (林 雅秀)

Social network structure in Rebun
Lady-slipper (Cypripedium macranth
um var. rebunense) conservation

International Symposium on Society and
Resource Management､ 15:ページ数なし

2009.07

189 高橋正也 (岩手大)､比屋根哲 (岩手大)､ 林 雅秀
社会ネットワーク分析による農山村
集落の今後を担うリーダーの構造

林業経済研究､ 55�:33-43 2009.08

190 林 雅秀 林家 森林大百科事典､ 378-388 2009.08

191 八巻一成､ 庄子 康 (北海道大)､
林 雅秀

絶滅危惧種の保全をめぐる地域社会－
レブンアツモリソウを事例に－

林業経済学会秋季大会発表要旨 (2009年)
:ページ数なし

2009.09

192 高橋正也 (岩手大)､比屋根哲 (岩手大)､ 林 雅秀
農山村集落住民が有する社会ネット
ワーク構造

林業経済学会秋季大会発表要旨 (2009年)
:ページ数なし

2009.09

193
田中 亘､ 林 雅秀､ 岡 裕泰､
久保山裕史

森林所有者の伐採と更新に関する将
来意向：和歌山県におけるアンケー
ト調査から

日本森林学会関西支部大会研究発表要旨
集､ 30:60

2009.01

194

林 雅秀 再造林放棄の概要､ 東北地方､ 九州
地方

森林所有権の流動化が森林管理と中山間
地域の活性化に及ぼす影響の解明､ 森林
総合研究所交付金プロジェクト研究 成
果集､ 29:8-10､ 26-32､ 48-54

2010.03

195
内海裕太 (東北大)､ 林 雅秀､
金澤悠介 (立教大)､ 吉良洋輔 (東
北大)､ 海野道郎 (東北大)

社会的ジレンマの観点から見た入会
地の管理

数理社会学会大会､ 49:ページ数なし 2010.03



１－４) 研究資料

１－４) － (１)

狼の巣人工林収穫試験地および大開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・天野智将 (森林資源管理研究グループ) ・中北 理 (研究調整監)

*現 本所 森林管理研究領域 資源解析研究室

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, 継続調査を

実施してきている｡ 本年度, 狼の巣人工林収穫試験地および大開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, 宮城北部森林管理署の桑田伸一業務

第二課長および米代西部森林管理署の小林良則業務第一課長をはじめとする東北森林管理局の方々には調査

に際して便宜を図って頂いた｡ また, 東北支所庶務課の瀧川英久氏と石山雅勝氏には, 調査への協力を頂い

た｡ ここに記して, 厚くお礼申し上げる｡

２ 狼の巣人工林収穫試験地調査の概要

この試験地は, 東北森林管理局宮城北部森林管理署管内351林班わ小班のスギ人工林に, 1964年に設定さ

れた｡ 試験地は宮城県本吉郡本吉町 (現気仙沼市) にあり, 海抜高は約150ｍ, 傾斜は20°～32で斜面方位

は南東である｡

試験地のスギは1948年春に植栽された｡ 植栽本数は3,500本/haで方形植である｡ 1964年に間伐方法の違い

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

Ｂ種間伐区, 第２分区は第１分区に対して残存木本数密度を約20％程度多くした弱度間伐区, 第３分区は無

間伐の対象区である｡ 試験区の面積は, 第１分区で0.18ha, 第２分区で0.20ha, 第３分区で0.10haである｡

さらに, 1969年に上層間伐区が設定された (以下, 第４分区と記す)｡ 第４分区の面積は0.036haである｡ 試

験区内の立木に対して1983年までほぼ５年おきに毎木調査が行われ, さらに1997年と2004年に毎木調査が行

われた｡ なお, 試験地設定以後, 1964年, 1968年, 1973年および2006年 (１月) に間伐が実施された｡ また,

1974年には冠雪害によって多数の被害木が発生した｡

2009年11月に, 試験地設定以来８回目 (第４分区は７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た｡ 測定作業には10.5人日 (うち作業員4.5人日) を要し

た｡ 調査結果の概要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, 農林省林業試験場 (1972), 森林総合研究所 (1996) および田中 (1996)

などがある｡

３ 大開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1051林班ろ小班のスギ人工林に1936年に設置された｡

試験地は秋田県二ツ井町 (現能代市) にあり, 海抜高は約260ｍである｡

試験地のスギは1910年に植裁された｡ 植裁本数は3593本/haである (1911年に1796本/ha､ 1923年に90本/ha
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の補植が実施されている)｡ 植裁後1915年まで下刈りが実施され､ 1923年､ 1924年､ 1927年､ 1934年には蔓

切りが実施され､ 1924年に枝打ちが実施され､ 1932年に除伐が実施された｡ また､ 1935年に間伐が実施され

た｡ 1936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0.20ha､ 第2分区で0.20haおよび第３区

で0.20haである｡ 試験区の傾斜は､ 第一分区で10～15°､ 第二分区で５°および第三分区で10°である｡ 試

験地の立木に対して､ 1936年､ 1941年および1951年に毎木調査が行われ､ その後1976年までは5年おきに毎

木調査が行われ､ さらに1986年と1999年に毎木調査が行われた｡ なお､ 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1936年､ 1941年､ 1956年､

1966年および1986年に間伐が実施された｡

2009年７月に, 試験地設定以来11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た｡ 測定作業には６人日を要した｡ 調査結果の概要をこれまでの成長経過と併

せて図１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｡ なお, 試験終了年度 (2009

年度) に達しており, 所期の目的を達成することができたため, 本年度をもって本試験地の試験を終了する｡

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), Nishizono et al. (2008),

西園 (2010) およびNishizono (2010) 等がある｡

引用文献

(１) 和泉慎太郎・英賀慶彦・西園朋広・澤田智志 (2008) スギ超長伐期林分における収穫予想表の調製に

向けた取組. 国有林業務研究発表集平成19年度：15-21.

(２) 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 (2008) 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：

232-240.

(３) Nishizono, T., Tanaka, K., Hosoda, K., Awaya, Y., and Oishi, Y. (2008) Effects of thinning and site

productivity on culmination of stand growth: results from long-term monitoring experiments in Japanese

cedar (Cryptomeria japonica D. Don) forests in north-eastern Japan. Journal of Forest Research 13：264-

274.

(４) 西園朋広 (2010) 森林の成長減退と間伐の影響. 森林総研東北支所研究情報 9:1-8.

(５) Nishizono, T. (2010) Effects of thinning level and site productivity on age-related changes in stand

volume growth can be explained by a single rescaled growth curve. Forest Ecology and Management 259:

2276-2291.

(６) 農林省林業試験場 (1972) 森林の構造と成長の関係解析に関する研究－収穫試験地施行要綱による試

験地の設定と経過について－. 収穫試験報告17

(７) 森林総合研究所 (1996) 森林長期モニタリングシステム－収穫試験地と時系列データの収集と整備－.

収穫試験報告20

(８) 田中邦宏 (1996) 自然枯死による下層間伐－無間伐林分の林分構造－. 森林総合研究所東北支所たよ

り414：1-4.

(９) 寺崎康正・小坂淳一・金豊太郎 (1964) 林分の構造と成長, 収穫に関する研究 第１報 秋田地方ス

ギ人工林の成長と収穫. 林試研報168：1-306.
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図１. 狼の巣人工林収穫試験地の成長経過
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図２. 大開人工林収穫試験地の成長経過



２ 平成２１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２１年１０月１７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

・森林土壌のはたらき－きれいな水が出るしくみ－

・ ｢マイマイガ｣ にまつわる これな～んだ

・マツ材線虫病診断キットの開発

・森ではたらくカブトムシ

・さわってみよう！動物の毛皮

・この板なんの木？

・最新立体装置で見る空中写真

・マツノザイセンチュウ抵抗性品種の開発と現状 (東北育種場)

・花粉の少ないスギの開発 (東北育種場)

・スギ品種のいろいろ (東北育種場)

・ヤマブドウの試食 (東北育種場)

[特別展示] ：応接室

・どんぐりなどの木の実を使ったお菓子

[野外イベント]

・苗木プレゼント

・森のきのこ汁試食

・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)

○来場者 ７２０ 名

２－２) 平成２１年度森林・林業試験研究合同発表会

○開催期日：平成２２年１月２７日 (木曜日) １０：３０～１５：００

○開催場所：青森県総合社会教育センター ２階大研修室

○研究発表課題 (東北支所分)

１. 松枯れ防除研究に学ぶ次世代型ＧＩＳのあり方

研究調整監 中北 理

２. バイオマス利用による森林への影響

森林資源管理研究グループ長 天野 智将

○来場者 １７０ 名
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[発表要旨]

｢松枯れ防除研究に学ぶ次世代型ＧＩＳのあり方｣

－空中写真オルソの高位置精度を活かせ－

研究調整監 中北 理

マツ枯れが日本に侵入して約百年､ これまでの研究からその機構も解明され､ 全国で大規模な対策が取ら

れてきました｡ にもかかわらず､ その被害は拡大し現在は秋田､ 岩手の北部に迫っています｡ なぜ被害を抑

えられないのか？

防除対策の決め手は､ カミキリが産卵した枯れ木 (要防除木) を見つけ､ 駆逐するかです｡ しかし､ この

｢要防除木を見つけること｣ が容易ではないのです｡ 山に入って見回したところで枯れ木を何本見つけられ

るでしょう｡ さらに､ その樹木の位置を正確に把握し､ 地域全体での分布状況を把握することは ｢不可能に

近いのです｣｡ 把握の手遅れが翌春のカミキリ大発生に繋がり､ 被害が拡大していくわけです｡

この問題解決に､ 先端技術を活用した高度化事業プロジェクトでは､ 最適な時期を特定し航空機から空中

写真を撮影､ 最新の画像技術で精密なオルソ画像 (正射投影画像) を作ります｡ この画像から１本１本の樹

木を手に取るように把握し､ しかも位置精度が約40cmの誤差で計測できるのです｡ これによりどこに､ ど

れだけの要防除木があり､ その分布まできちんと把握できるのです｡ この方法を用いれば､ 従来の予備調査

も不要になり､ すぐに現地作業も可能になります｡ 伐採作業で山に入る人も､ この位置情報を使えば､ 林内

を迷うことなくすみやかに要防除木に辿り着きます｡ また､ 自律航行型の無人ヘリコプターにこの位置情報

を入力すれば､ 自動的に1本1本の樹木を管理して､ 広域を高効率でさまざまな処理をすることも可能になる

のです｡

このようなことが可能になったのは､ 従来の空中写真技術に最新のGPS技術が組み込まれ､ 全国規模の電

子観測網が整備できたからです｡ この空中写真から作成する ｢精密オルソ画像｣ は､ 森や土地を管理する人

にとっても､ 現場で作業をする人にとっても､ 大変活用できる情報データになります｡

現在､ 管理や実務面においての基本は ｢図面情報｣ です｡ この図面情報を支援する目的で地理情報システ

ム (GIS) が導入されつつあります｡ しかし､ その多くが図面管理の ｢補助手段｣ として構築されたり運用

されています｡ せっかく導入されつつあるGISを最大限に活かし､ 将来にむけて役立たせるには､ 現地の上

空からのビジュアルな画像情報で､ かつ現地で測量する以上の高精度の位置情報をもつ ｢精密オルソ画像｣

を基盤にすることなのです｡

日本でこそ発揮できる最新技術 (精細オルソ画像) を活用した省力化､ 高効率な管理法は､ 行政面や実務

面で大きく活用できます｡ 将来にわたって ｢生きるデータ｣ を構築する＝基盤整備を進めておくことが､ 今

後の少子・高齢化､ 省力・高効率化時代に大きな力を発揮することになります｡
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バイオマス利用における森林への影響－東北支所の取り組み－

森林資源管理研究グループ長 天野智将

(独)森林総合研究所はバイオマス植林からバイオマスの利用まで幅広い研究を行っています｡ ここでは平

成20年度より秋田県北秋田市に設置した木質バイオエタノール製造実証施設と､ この施設が実用化された際

に想定されるバイオマスの利用拡大が森林の持続可能性に与える影響に関するプロジェクト研究についてご

紹介します｡

１ 林野庁事業 ｢アルカリ蒸解法による木質バイオエタノール製造システム｣

研究期間：平成20年から24年度

新技術により森林資源を持続的に維持し､ 地域に森林・林業・木材産業を基盤としたニュービジネスを創

造するため､ スギ等の間伐材の林地残材､ 工場残材からバイオエタノールを生産する技術を開発・実証する

ことを目的としています｡

２ 交付金プロジェクト研究 ｢森林バイオマスの強度収穫と林地保続性の共存｣

研究期間：平成21年から24年度

木質バイオマスの利用を増大させることは､ 必然的に森林への負荷を増大させると考えられます｡ 森林バ

イオマスの強度収穫によって､ 残存バイオマスが少なくなることによる林地環境への影響に対する社会的な

関心・懸念が生ずることが予測され､ それらに関して長期的な視点から研究体制を構築し､ 科学的な知見を

提供する必要があります｡

本プロジェクトは､ 上記実証施設の実用化に向けた供給システムの構築と､ 残材利用の強弱による影響を

明らかにすることを目的としています｡ 当該地域において実現可能な素材生産・チップ化システムの改善に

取り組むとともに､ 平成22年の秋に47生のスギ人工林で実際に間伐を行い､ 収穫強度を三段階に設定し､ 生

産効率に関する試験を行った後､ 土壌への影響のその後の短期的な回復の違いを観測し､ 将来的にはコスト

と環境に配慮した森林バイオマスの強度収穫指針作成を目指します｡

平成22年版 森林総合研究所東北支所年報

― 28 ―



３ 平成２１年度の会議等の記録

３－１) 研究業務報告会

平成２１年度東北支所業務報告会は､ 平成２１年１２月１０日 (木) ～１１日 (金) に森林総合研究所東

北支所大会議室において実施した｡

３－２) 研究評議会

外部有識者に評議員を委嘱し､ 東北支所及び東北育種場の平成２１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２２年３月１日 (月) １３：３０～１６：００

東北支所 大会議室

○評議委員

阿部 晴恵 東北大学大学院農学研究科・産学官連携研究員

菅野 修 有限会社盛岡タイムス社営業部長

三田林太郎 三田農林株式会社代表取締役社長

○東北支所説明者

山本幸一 (支所長) 中北 理 (研究調整監)

新山 馨 (地域研究監) 工藤繁雄 (庶務課長)

中村克典 (松くい虫チーム長) 柴田銃江 (育林技術研究グループ長)

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)

天野智将 (森林資源管理研究グループ長) 佐々木清和 (連絡調整室長)

高橋公子 (課長補佐) 米沢茂信 (研究情報専門職)

山本幸司 (業務係長)

東北育種場説明者

山崎政美 (場長)

○評議会の概要

１) 東北支所における平成２１年度の研究運営状況報告

以下の資料を基に､ 平成２１年度の研究運営状況について､ 概要説明を行った｡

[配布資料] ：平成２１年度研究課題一覧､ 平成２１年版支所年報､ 業務点検票､ 支所研究情報､ フォレス

トウィンズ､ 研究発表会要旨､ 一般公開用パンフレット､ 東北の森林研究 (要覧)､ 森林総合研究所要覧､

季刊､ 環境報告書2009､ 平成２１年版研究成果選集､ もりゼミ講演要旨
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２) 林木育種センター東北育種場における平成２１年度の運営状況

以下の資料を基に､ 平成２１年度の運営状況について､ 概要説明を行った｡

[配布資料] ：美しく豊かな森林を未来につなげる (育種センターパンフ)､ 東北の林木育種

３) 評議員講評

以下のような助言をいただいた｡

◎ 森林林業に関心を持っている企業にとっては森林総研は相談相手として重要な位置を占めています｡

◎ 森林総研が係わっている｢岩手発・市民講座｣は素晴らしい活動であり､ 期待しています｡

◎ 林業は厳しい状況にあるが､ その打開には地道な基礎研究が重要であり､ 森林総合研究所には､ そ

れを期待します｡

◎ 成果の社会還元は重要ですので､ テレビ・新聞などのマスコミを活用して効率的に進めると良いで

しょう｡

◎ 講演会や市民講座の相手を､ 学生・高齢者などに絞る事も大切です｡

◎ 研究成果を社会に還元するには､ そのための専門家が必要であることを考慮してプロジェクトを進

める際に考慮すると良いでしょう｡
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東北支所長 (山本 幸一)

研究調整監 (中北 理)

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 (石山 雅勝)

課長補佐 (高橋 公子) 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 (松くい虫担当) (中村 (真鳥) 克典)

チーム長 (森林水流出担当) (野口 正二)

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､ 山田 毅､ 小野 賢二

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

生物被害研究グループ (磯野 昌弘) 前原 紀敏､ 市原 優､ 相川 拓也

森林資源管理研究グループ (天野 智将) 西園 朋広､ 林 雅秀

１ 組 織・職 員
１－１) 組織・職員

(平成22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

21. 4. 1 藤田 和幸 本所研究コーディネータ (生物多様性・森
林被害研究担当) 東北支所長

21. 4. 1 川路 則友 北海道支所長 研究調整監

21. 4. 1 �筑 俊夫 林木育種センター東北育種場連絡調整課庶
務係長 庶務課会計係長

21. 4. 1 田端 雅進 本所森林微生物研究領域微生物生態研究室
長 針葉樹病害担当チーム長

21. 4. 1 志知 幸治 本所立地環境研究領域土壌資源研究室主任
研究員 森林環境研究グループ主任研究員

21. 4. 1 中村 充博 本所野生動物研究領域鳥獣生態研究室主任
研究員 生物多様性研究グループ主任研究員

21. 4. 1 八巻 一成 北海道支所北方林管理研究グループ主任研
究員 森林資源管理研究グループ長

発令日 氏 名 新 所 属 旧 所 属

21. 4. 1 山本 幸一 東北支所長 本所研究コーディネータ (木質バイオマス
利用研究担当)

21. 4. 1 中北 理 研究調整監 本所森林管理研究領域長

21. 4. 1 高橋 公子 庶務課課長補佐 本所総務部総務課領域総務係長

21. 4. 1 石山 雅勝 庶務課会計係長 農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生
研究所企画管理部管理課会計チーム主査

21. 4. 1 山田 毅 森林環境研究グループ主任研究員 本所立地環境研究領域土壌特性研究室主任
研究員

１－２) 異動一覧 (平成２１年４月１日～平成２２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21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)

5,416

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

粗試料調整測定室

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

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

21

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

生物被害研究グループ

チーム長 (森林水流出担当)・森林環境研究グループ

森林生態研究グループ

〃

生物被害研究グループ

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 3012は 0.72 スギ 昭32 平67 森林資源管
理研究Ｇ

秋 5 下内沢人工林収穫試験地 米代東部 156に, に1-3 4.20 〃 昭９ 平40 〃

秋12 上大内沢人工林収穫試験地 上小阿仁支署 134い1-4 0.48 〃 昭14 平74 〃

秋21 添畑沢スギ間伐試験地 米代西部 125は 17.05
の内

〃 昭28 平69 育林技術研
究Ｇ

秋22 添畑沢人工林択伐試験地 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51 三ツ沢天然林収穫試験地 最上支署 209た 2.35 ブナ 昭37 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 Ｔ長 (森林
水流出担当)

秋62 秋田佐渡スギ林試験地 上小阿仁支署 2025ろ 2.09 〃 平10 平59 森林生態研
究Ｇ

秋63 スギ人工林強度収穫間伐実施地
動態観測試験地

秋 田 1100ほ､ へ 5.43 〃 平22 平72 森林資源管
理研究Ｇ

秋64 森吉山麓針広混交林動態試験地 上小阿仁支署 1006と､ 1007
ち､ 1012は､
り､ ぬ

10.4 〃 平22 平41 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22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39 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31 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22年４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

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

種子消費者との相互作用に基づ
いたコナラ属種子に含まれるタ
ンニン機能解明

東北支所
島田 卓哉 ２１～２３ 基盤研究Ｂ

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

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

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析

東北支所
小野 賢二 ２０～２２ 若手研究Ｂ

森林資源の利用とネットワーク・
ダイナミクス

東北支所
林 雅秀 ２１～２３ 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

菌類を用いたスギ花粉飛散防止
技術の開発

森林総合研究所
窪野高徳 東北支所 市原 優 ２１～２３ 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２１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２１年９月３日～４日

(２) 開催場所：岩手県盛岡市

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

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

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

事務局：森林総合研究所東北支所､ 岩手県林業技術センター

(４) 議事概要

ア 情報提供について

イ 各専門部会の開催結果について

ウ 企画調整専門部会の運営方法等の見直しについて

エ 各専門部会の統合・再編と運営方法等の見直し (案) について

オ 東北林業試験研究機関連絡協議会規約改正 (案) について

カ ブロック会議への要望 (案) について

キ その他

４－２) 平成２１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２１年８月１９日～２０日

(２) 開催場所：岩手県紫波郡矢巾町

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

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

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､ 岩手県林業技術センター

(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 各専門部会の開催結果について

ウ 企画調整専門部会の運営方法等の見直し (案) について

エ 企画調整専門部会運営要領改正 (案) について

オ 各専門部会の統合・再編と運営方法等の見直し (案) について

カ 総会の開催日程及び総会への提出事項 (案) 等について

キ その他

２) 特用林産専門部会

(１) 開催期日：平成２１年７月１６日～１７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､ 青森県産業技術センター林業研究所､ 岩手

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

技術センター､ 山形県森林研究研修センター､ 福島県林業研究センター

事務局：青森県産業技術センター林業研究所
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(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 特用林産研究に関わる問題点について

ウ 東北林試協の運営方法及び共同研究事業のあり方について

エ その他

３) 森林保全専門部会

(１) 開催期日：平成２１年７月２日～３日

(２) 開催場所：山形県寒河江市

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

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

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

事務局：山形県森林研究研修センター

(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 農林水産技術会議における ｢新たな農林水産技術政策を推進する実用技術開発事業｣ 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２１年７月１６日～１７日

(２) 開催場所：宮城県仙台市

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

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

田スギ振興課､ 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､ 福島県林業研究センター､ (財)秋田県木材加工推進機構

事務局：宮城県林業技術総合センター

(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 各県の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２１年７月１６日～１７日

(２) 開催場所：福島県郡山市

(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､ 青森県産業

技術センター林業研究所､ 岩手県林業技術センター､ 宮城県林業技術総合センター､ 秋

田県農林水産技術センター森林技術センター､ 山形県森林研究研修センター､ 福島県林

業研究センター

事務局：青森県産業技術センター林業研究所
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(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２１年度の主な試験研究課題について

エ その他

６) 林木育種部会

(１) 開催期日：平成２１年６月２５日～２６日

(２) 開催場所：岩手県奥州市

(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､ 青森県産業

技術センター林業研究所､ 岩手県林業技術センター､ 宮城県林業技術総合センター､ 秋

田県農林水産技術センター森林技術センター､ 山形県森林研究研修センター､ 福島県林

業研究センター､ 新潟県森林研究所

事務局：林木育種センター東北育種場

(４) 議事概要

ア 平成２１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２２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２１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２１年９月１８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､ 青森県産業技術センター林業研究所､ 岩手県農林水産部森林整備課､ 岩手県林業技

術センター､ 宮城県農林水産部林業振興課､ 宮城県林業技術総合センター､ 秋田県農林

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２１年度新規採択課題等に関する情報提供

エ 平成２２年度の競争的研究資金への対応状況

オ 各機関の最近の主要な研究成果及び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 地域農業研究について

ク その他
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氏 名 行 先 用 務 期 間 経費負担先

大西 尚樹 オーストラリア 平成２１年度日本学術振興会特定国派遣研

究者による海外出張

Ｈ21. 4.22-

6.22

日本学術振興会依

頼

林 雅秀 オーストリア ｢第１５回国際社会資源管理学会 (ＩＳＳ

ＲＭ) 国際会議｣ 参加・発表

Ｈ21. 7. 4-

7.11

運営費交付金海外

経費

新山 馨 台湾 森林データに関する台湾情報マネジメント

ワークショップ参加

Ｈ21. 6.12-

6.21

科学研究費補助金

／熱帯雨林間接

八木橋 勉 台湾 森林データに関する台湾情報マネジメント

ワークショップ参加

Ｈ21. 6.13-

6.21

科学研究費補助金

／熱帯雨林

小野 賢二 アメリカ 土壌有機物動態に関する国際シンポジウム

参加

Ｈ21. 7. 5-

7.12

科学研究費補助金

／リグニン

中村 克典 中国 ｢マツ材線虫病国際シンポジウム｣ 参加・

発表

Ｈ21. 7.20-

7.25

運営費交付金海外

経費

相川 拓也 中国 ｢マツ材線虫病国際シンポジウム｣ 参加・

発表

Ｈ21. 7.20-

7.25

運営費交付金海外

経費

山本 幸一 タイ タイ国における木質バイオマスの利活用技

術の現状調査

Ｈ21. 7.11-

7.15

文部科学省推進費

補助金／中国ＡＳ

ＥＡＮ

島田 卓哉 アルゼンチン ｢第１０回国際哺乳類学会議｣ 参加・発表 Ｈ21. 8. 8-

8.18

科学研究費補助金

／種子消費者

大西 尚樹 アルゼンチン・オー

ストラリア

｢第１０回国際哺乳類学会議｣ 参加・発表

及び ｢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｣ のための研究打ち

合わせ

Ｈ21. 8. 8-

8.20

科学研究費補助金

／クマ遺伝

新山 馨 マレーシア ｢温暖化適応策導出のための長期森林動態

データを活用した東アジア森林生態系炭素

収支観測ネットワークの構築｣ のためのマ

レーシア熱帯降雨林の調査および研究打ち

合わせ

Ｈ21. 8.26-

9. 8

環境省受託事業費

／温暖化適応

八木橋 勉 マレーシア ｢温暖化適応策導出のための長期森林動態

データを活用した東アジア森林生態系炭素

収支観測ネットワークの構築｣ のためのマ

レーシア熱帯降雨林の調査および研究打ち

合わせ

Ｈ21. 8.26-

9. 8

環境省受託事業費

／温暖化適応

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. 9.12-

9.20

科学研究費補助金

／ガス交換

山本 幸一 中国 中国における木質バイオマスの利活用技術

の現状調査

Ｈ21. 9.19-

9.23

文部科学省推進費

補助金／中国ＡＳ

ＥＡＮ

５ 海外派遣
５－１) 技術協力・調査・研究
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氏 名 行 先 研究集会名 出発日 帰国日

櫃間 岳 台湾 ２００９台日檜木林生態及更新検討会 21. 5. 9 21. 5.17

星野 大介 台湾 ２００９台日檜木林生態及更新検討会 21. 5. 9 21. 5.17

林 雅秀 オーストリア ＩＳＳＲＭ２００９ 21. 7. 9 21. 7. 9

５－２) 研究集会

氏 名 行 先 用 務 期 間 経費負担先

八木橋 勉 ブラジル 国際セミナー ｢アマゾンの森林における炭

素動態の広域評価｣ 開催および共同研究機

関とのワークショップ参加・発表

Ｈ21.11.19-

12. 1

特殊法人等受託事

業費／アマゾン

中北 理 ラオス・カンボジ

ア

チーク人工林および天然フタバガキ林の広

域分布モニタリング手法の開発にむけた調

査

Ｈ21.12.19-

12.29

農林水産省受託事

業費／ピンポイン

ト

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｣

のための打ち合わせと野外調査

Ｈ21.12.19-

12.28

環境省受託事業費

／ＰＡＬＳＡＲ

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

ための打ち合わせおよび､ 毎木調査と地下

部堀り取り調査

Ｈ22. 1.25-

2.10

科学研究費補助金

／熱帯雨林

八木橋 勉 マレーシア ｢温暖化適応策導出のための長期森林動態

データを活用した東アジア森林生態系炭素

収支観測ネットワークの構築｣ のためのマ

レーシア熱帯降雨林の調査および研究打ち

合わせ

Ｈ22. 1.24-

2.10

環境省受託事業費

／温暖化適応

八木 貴信 マレーシア ｢温暖化適応策導出のための長期森林動態

データを活用した東アジア森林生態系炭素

収支観測ネットワークの構築｣ のためのマ

レーシア熱帯降雨林の調査および研究打ち

合わせ

Ｈ22. 1.24-

1.31

環境省受託事業費

／温暖化適応

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

打ち合わせ｡

Ｈ22. 1.29-

2. 9

科学研究費補助金

／ガス交換

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｣

のための打ち合わせと野外調査

Ｈ22. 2.21-

3. 3

環境省受託事業費

／ＰＡＬＳＡＲ

山本 幸一 マレーシア 国際熱帯木材機関 (ＩＴＴＯ) 拠出プロジェ

クトの運営委員会およびプロジェクト修了

セミナー出席

Ｈ22. 3.21-

3.25

マレーシア森林研

究所
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氏 名 研 修 名 始期 終期 実施機関

新山 馨 平成21年度農林水産関係研究リーダー研修 21. 5.27 21. 5.29 農林水産技術会議事務局
筑波事務所

西園 朋広 平成21年度所内短期技術研修 21. 6.15 21. 6.19 森林総合研究所

柴田 銃江 高所作業車運転技能講習 21. 6.22 21. 6.24 建設業労働災害防止協会
岩手県支部

島田 卓哉 高所作業車運転技能講習 21. 6.22 21. 6.24 建設業労働災害防止協会
岩手県支部

小野 賢二 平成21年度森林総合研究所中堅研究員研修 21. 7.14 21. 7.16 森林総合研究所

相川 拓也 第137回農林交流センターワークショップ
｢分子データを用いた遺伝構造解析｣ 21. 8. 3 21. 8. 6

農林水産技術会議事務局
筑波事務所・森林総合研
究所

高橋 公子 特別管理産業廃棄物管理責任者講習 21. 8.26 21. 8.26 日本産業廃棄物処理振興
センター

砂子田 渉 特別管理産業廃棄物管理責任者講習 21. 8.26 21. 8.26 日本産業廃棄物処理振興
センター

石山 雅勝 特別管理産業廃棄物管理責任者講習 21. 8.26 21. 8.26 日本産業廃棄物処理振興
センター

古井 匡 特別管理産業廃棄物管理責任者講習 21. 8.26 21. 8.26 日本産業廃棄物処理振興
センター

石山 雅勝 刈払機取扱作業者安全衛生教育 21. 9.25 21. 9.25 ボイラ・クレーン安全協
会岩手事務所

森田 海 刈払機取扱作業者安全衛生教育 21. 9.25 21. 9.25 ボイラ・クレーン安全協
会岩手事務所

佐藤 恵太 刈払機取扱作業者安全衛生教育 21. 9.25 21. 9.25 ボイラ・クレーン安全協
会岩手事務所

小野 賢二 平成21年度外国語研修 (英語) 21.10. 1 22. 2.28 東北支所
前原 紀敏 平成21年度外国語研修 (英語) 21.10. 1 22. 2.28 東北支所
大西 尚樹 平成21年度外国語研修 (英語) 21.10. 1 22. 3.31 東北支所
高橋 公子 第７回東北地区課長補佐級研修 21.12. 9 21.12.11 人事院東北事務局
山田 毅 平成21年度所内短期技術研修 22. 1. 4 22. 1. 8 森林総合研究所
山田 毅 平成21年度森林技術政策研修 22. 1.13 22. 1.15 森林技術政策研修

星野 大介 筑波農林研究交流センターセミナー ｢若手
研究者の競争的資金獲得への道｣ 22. 2. 2 22. 2. 2 筑波農林研究交流センター

大西 尚樹 筑波農林研究交流センターセミナー ｢若手
研究者の競争的資金獲得への道｣ 22. 2. 2 22. 2. 2 筑波農林研究交流センター

高橋 公子 第４回東北地区メンター研修 22. 2.10 22. 2.10 人事院東北事務局

氏 名 所 属 研 修 内 容 期 間 受 入 先
井上 健太 北里大学獣医学部

生物環境科学科
野生動物の保護管理に関する知
識・技術習得研修

21. 8. 3～
21. 8.14

東北支所生物多様性研究
グループ

浅川 雄哉 岩手大学農学部共
生環境課程

森林管理における間伐等と水源
涵養の関係調査の研修

21. 8.17～
21. 8.21

東北支所森林水流出担当
チーム長

伊藤由紀子 日本大学生物資源
科学部森林資源科
学科

森林生態に関する研修 21. 8.25～
21. 9. 3

東北支所森林生態研究グ
ループ

泉 佳代子 北海道大学大学院
環境科学院

堅果供餌実験・データ取りまと
め法の研修及び､ タンニン結合
性唾液タンパク質の抽出・測定
方法の研修

21.12. 1～
21.12.18

東北支所生物多様性研究
グループ

６ 研修・講習
６－１) 派遣

６－２) 受け入れ
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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日本写真測量学会北海道支
部支部長金子正美
２林野庁 森林技術総合研修
所長
３秋田県立大学生物資源科学
部森林科学研究室教授蒔田
明史
４財団法人日本森林林業振興
会青森支部内日本林業技士
会青森県支部支部長阿黒滋
５(社)日本森林技術協会理事
長廣居忠量
６岩手県議会議長佐々木一榮
７林野庁森林技術総合研修所
長
８東北大学大学院農学研究科
付属複合生態フィールド教
育研究センター長中井裕
９岩手県林業技術センター所
長
10山形県林業等再生協議会会
長今井榮喜
11特定非営利活動法人森林再
生支援センター理事長村田
源
12遠野市長本田敏秋

13五葉山地区シカ・カモシカ
総合対策推進協議会会長大
船渡市長甘竹勝郎

寒冷地の航空写真とＧＩＳの活用に
関する講演講師
平成２１年度森林情報Ⅰ [森林調査]
研修講師
森林科学セミナー講演講師

平成２１年度日本林業技士会青森県
支部研修会講師

平成２１年度森林情報士養成研修講
師
委員会における講師
平成２１年度業務研修森林資源調査
研修講師
複合生態フィールド教育研究センター
第７回国際シンポジウムにおける講
演講師
平成２１年度林業技術普及セミナー
講師
健全な森林管理技術の確立に向けた
研修会講師
シンポジウム ｢シカが森を壊す､ 山
を崩す？｣ 講師

エコセミナー ｢シカとヒトとの共存
をめざして｣ 講師
五葉山地区シカ・カモシカ総合対策
推進協議会研修会講師

北海道札幌市

東京都八王子市

秋田県秋田市

青森市青森市

東京都千代田区

岩手県盛岡市
東京都八王子市

宮城県仙台市

岩手県矢巾町

山形県寒河江市

奈良県奈良市

岩手県遠野市

岩手県大船渡市

Ｈ21.6.26-27

Ｈ21.5.21-22

Ｈ21.5.28

Ｈ21.7.4

Ｈ21.7.31

Ｈ21.8.5
Ｈ21.9.14-15

Ｈ21.10.10-11

Ｈ22.2.22

Ｈ22.2.9-10

Ｈ22.2.20-22

Ｈ22.2.7

Ｈ22.3.18

チーム長 (松くい
虫担当)
研究調整監

育林技術研究グルー
プ

育林技術研究グルー
プ

研究調整監

支所長
研究調整監

生物多様性研究グ
ループ

チーム長 (松くい
虫担当)
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
ループ長
生物多様性研究グ
ループ長

中村克典

中北 理

櫃間 学

櫃間 学

中北 理

山本幸一
中北 理

島田卓哉

中村克典

中北 理

堀野眞一

堀野眞一

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岩手県農林水産部長

２岩手県農林水産部長

３盛岡地方振興局土木部長

４盛岡地方振興局土木部長

５盛岡地方振興局土木部長

６財団法人日本住宅・木材技
術センター理事長岸純夫
７大船渡地方振興局長高橋克
雅

８岩手県環境生活部長

９中部森林管理局長

10東北森林管理局長

11雫石町長中屋敷十

平成２１年度森林病害虫等発生予防
会議
平成２１年度森林病害虫等発生予防
会議
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現地調
査会
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現地調
査会
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現地調
査会
木材保存剤等性能審査委員会

第８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
平成２１年度シカ保護管理検討委員
会
第２回木曽ヒノキ天然更新の方向性
を検討する戦略会議

宇曾利山湖畔ヤチダモ林の現地検討

第２回雫石町環境審議会

岩手県盛岡市

岩手県盛岡市

岩手県紫波矢巾
方面

岩手県葛巻方面

岩手県八幡平市
方面

東京都江東区

岩手県大船渡市

岩手県盛岡市

中部森林管理局
木曽森林管理署
管内国有林
青森県むつ市

岩手県雫石町

Ｈ21.4.24

Ｈ21.4.24

Ｈ21.4.23

Ｈ21.5.12

Ｈ21.5.13

Ｈ21.5.28

Ｈ21.7.3

Ｈ21.7.14

Ｈ21.6.8-10

Ｈ21.6.25-26

Ｈ21.7.13

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

支所長

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

森林生態研究グルー
プ
生物多様性研究グ
ループ長

堀野眞一

磯野昌弘

堀野眞一

堀野眞一

堀野眞一

山本幸一

堀野眞一

堀野眞一

森澤 猛

杉田久志

堀野眞一



平成22年版 森林総合研究所東北支所年報

― 44 ―

依 頼 者 内 容 用 務 先 実施月日 チーム・グループ 氏 名

12財団法人自然環境研究セン
ター理事長大塚柳太郎
13(社)日本森林技術協会理事
長廣居忠量
14独立行政法人日本学術振興
会理事長小野元之
15盛岡地方振興局土木部長

16盛岡地方振興局土木部長

17岩手県環境生活部長

18岩手県環境生活部長

19日本林業技士会会長三澤毅

20東北森林管理局長

21青森県建設業地域メタノー
ル利活用推進協議会事業管
理者社団法人青森県建設業
協会会長杉山東幹
22盛岡地方振興局農政部農村
整備室長伊藤日出輝
23社団法人日本森林技術協会
理事長廣居忠量

24岩手県環境生活部長

25青森県農林水産部林政課長

26青森県建設業地域メタノー
ル利活用推進協議会事業管
理者社団法人青森県建設業
協会会長杉山東幹
27岩手県林業技術センター所
長
28雫石町長中屋敷十

29東北森林管理局長

30中部森林管理局長

31鶴岡工業高等専門学校長横
山正明

32岩手県農林水産部森林整備
課総括課長
33秋田県農林水産部長

34京都大学生存圏研究所長川
井秀一
35大船渡地保振興局長高橋克
雅

36岩手県知事達増拓也
37(財)日本住宅・木材技術セ
ンター試験研究所

モニタリングサイト１０００ (森林・
草原調査) 検討会
職員の派遣依頼

平成２１年度科学研究費委員会審査
第三部会生物学・農学小委員会
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
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
会
平成２１年度第２回シカ保護管理検
討委員会
平成２１年度カモシカ保護管理検討
委員会
平成２１年度森林・所有者情報デー
タベース設置事業に係る第１回境界
画定技術審査会
平成21年度東北森林管理局技術開発
委員会 (現地検討会)
｢建設業と地域の元気回復助成事業｣
実施に係るアドバイザー現地視察

事業計画調査地区に係る環境配慮検
討会
｢阿武隈森林計画及び鬼怒川森林計
画区における緑の回廊設定委員会｣
に係る第２回現地検討会及び第３回
設定委員会
シカ生息密度調査

平成２１年度松くい虫被害予防対策
検討会
｢青森県建設業地域メタノール利活
用推進協議会｣

平成２１年度外部評価会議

第３回雫石町環境審議会

森林計画の策定等に係る現地検討会

第３回木曽ヒノキ天然更新の方向性
を検討する戦略会議
｢林地残材の自動回収システムの開
発｣ の研究実施に係る森林バイオマ
スに関してのアドバイザーの現地視
察
企業の森づくり活動に係る森林ＣＯ
２吸収認証制度検討会議
秋田県ナラ枯れ被害対策専門家会議

専任教員選考委員会所外委員第１回
委員会
第９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
岩手県森林審議会
木材保存剤等性能審査委員会

東京都台東区

福島県福島市

東京都千代田区

岩手県紫波雫石
方面

岩手県安代方面

岩手県盛岡市

岩手県盛岡市

東京都千代田区

青森県五所川原
市
青森県新郷村

岩手県盛岡市

塩那森林管理署
及び福島森林管
理署白河支所管
内国有林
岩手県遠野市､
釜石市､ 大船渡
市
青森県青森市

青森県青森市

岩手県矢巾町

岩手県雫石町

秋田森林管理署
湯沢支局管内､
山形森林管理署
最上支所管内
長野県長野市

宮城県亘理町

岩手県盛岡市

秋田県秋田市

京都府宇治市

岩手県大船渡市

岩手県盛岡市
東京都江東区

Ｈ21.7.10

Ｈ21.7.31

Ｈ21.7.29

Ｈ21.8.3

Ｈ21.8.6

Ｈ21.9.11

Ｈ21.9.11

Ｈ21.9.1

Ｈ21.8.11-12

Ｈ21.8.11

Ｈ21.8.27

Ｈ21.9.15-16

Ｈ21.9.18・Ｈ
21.10.26-28

Ｈ21.10.19-20

Ｈ21.10.11

Ｈ21.10.20

Ｈ21.10.23

Ｈ21.10.21-22

Ｈ21.10.29-30

Ｈ21.10.23-24

Ｈ21.10.27

Ｈ21.11.4-5

Ｈ21.11.3-4

Ｈ12.12.4

Ｈ21.12.17
Ｈ21.12.3

育林技術研究グルー
プ
森林生態研究グルー
プ
地域研究監

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
生物多様性研究グ
ループ長
研究調整監

森林生態研究グルー
プ長
支所長

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

チーム長 (松くい
虫担当)
支所長

支所長

生物多様性研究グ
ループ長
支所長

森林生態研究グルー
プ
支所長

森林資源管理研究
グループ
生物多様性研究グ
ループ
支所長

生物多様性研究グ
ループ長

支所長
支所長

星野大介

杉田久志

新山 馨

堀野眞一

堀野眞一

堀野眞一

堀野眞一

中北 理

杉田久志

山本幸一

堀野眞一

杉田久志

堀野眞一

中村克典

山本幸一

山本幸一

堀野眞一

山本幸一

森澤 猛

山本幸一

西園朋広

市原 優

山本幸一

堀野眞一

山本幸一
山本幸一
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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

38社団法人日本森林技術協会
理事長廣居忠量

39社団法人日本森林技術協会
理事長廣居忠量
40雫石町長中屋敷十

41岩手県環境保健研究センター
所長滝川義明
42東北森林管理局長

43(財)日本森林林業振興会秋
田支部長伊藤広一
44岩手県農林水産部森林整備
課総括課長

45独立行政法人国際農林水産
業研究センター理事長飯山
賢治
46岩手県環境生活部長

47東北森林管理局長

48鶴岡工業高等専門学校長横
山正明
49京都大学生存圏研究所教授
候補者選考委員会委員長矢
野浩之
50京都大学生存圏研究所教授
候補者選考委員会委員長矢
野浩之
51盛岡地方振興局希少野生動
植物調査検討委員会委員長
保健福祉環境部長高橋裕好
52岩手県農林水産部森林整備
課総括課長
53東北森林管理局長

54東北森林管理局長

55長野県林務部長

56岩手県松食い虫被害対策推
進協議会事務局 岩手県農
林水産部森林整備課総括課
長
57岩手県知事 達増 拓也
58岩手県農林水産部森林整備
課総括課長
59社団法人日本森林技術協会
理事長廣居忠量

60鶴岡工業高等専門学校長横
山正明
61盛岡地方振興局希少野生動
植物調査検討委員会委員長
保健福祉環境部長高橋裕好
62京都大学生存圏研究所長川
井秀一

63中部森林管理局長

64雫石町長中屋敷十

｢平成２１年度複層林化・長伐期化
等の非皆伐実施施業の最適化に関す
る調査事業｣ (皆伐跡地における多
面的機能評価及び発生要因分析) に
係る調査委員会
平成21年度生物多様性保全総合対策
推進事業に係る検討委員会
第４回雫石町環境審議会

岩手県環境保健研究センター研究評
価委員会
平成２１年度東北森林管理局技術開
発委員会
北上川上流国有林の森林計画に関す
る住民懇談会
企業の森づくり活動にかかる森林Ｃ
Ｏ２吸収量認定制度 (仮称) に係る
第２回検討会議
国際農林水産業研究センター中期計
画評価会議のバイオマス分科会

希少野生動植物保護検討委員会

平成２１年度森林・林業技術交流発
表会審査委員
｢林地残材自動回収システムの開発｣
に関する研究打ち合わせ
第２回生存圏開発創成研究系専任教
員選考委員会

第３回生存圏開発創成研究系専任教
員選考委員会

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)
岩手県林業普及指導事業評価委員会

平成２１年度保護林モニタリング調
査検討委員会
平成２１年度保護林モニタリング調
査検討委員会
特定鳥獣保護管理検討委員会ニホン
ジカ部会
平成２１年度岩手県松くい虫被害対
策推進協議会

岩手県森林審議会
平成２１年度岩手県林業普及指導員
全体研修会
｢平成２１年度複層林化・長伐期化
等の非皆伐実施施業の最適化に関す
る調査事業｣ (皆伐跡地における多
面的機能評価及び発生要因分析) に
係る第２回調査委員会
｢林地残材の自動回収システムの開
発｣ に関する研究打ち合わせ
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)
生存圏ミッションシンポジウム及び
第６回京都大学生存圏研究所運営委
員会出席及び共同研究打ち合わせ
第４回木曽ヒノキ天然更新の方向性
を検討する戦略会議
第５回雫石町環境審議会

東京都千代田区

秋田県秋田市

岩手県雫石町

岩手県盛岡市

秋田県秋田市

岩手県盛岡市

岩手県盛岡市

茨城県つくば市

岩手県盛岡市

秋田県秋田市

宮城県亘理町

京都府宇治市

京都府宇治市

岩手県盛岡市

岩手県盛岡市

秋田県秋田市

秋田県秋田市

長野県長野市

岩手県盛岡市

岩手県盛岡市
岩手県盛岡市

東京都千代田区

山形県真室川町

岩手県盛岡市

京都府宇治市

長野県長野市

岩手県雫石町

Ｈ21.12.7

Ｈ21.12.22

Ｈ21.12.22

Ｈ21.12.17

Ｈ21.12.15

Ｈ22.2.2

Ｈ21.12.22

Ｈ22.2.3

Ｈ22.2.1

Ｈ22.2.3-5

Ｈ22.1.15-16

Ｈ22.1.20-21

Ｈ22.1.31-2.1

Ｈ22.1.29

Ｈ22.2.12

Ｈ22.2.3

Ｈ22.2.22

Ｈ22.2.3

Ｈ22.2.19
Ｈ22.2.9

Ｈ22.2.25

Ｈ22.3.29-30

Ｈ22.2.23

Ｈ22.3.11-12

Ｈ22.3.9-10

Ｈ22.3.29

森林生態研究グルー
プ長

地域研究監

生物多様性研究グ
ループ長
研究調整監

森林生態研究グルー
プ長
支所長

森林資源管理研究
グループ

支所長

生物多様性研究グ
ループ長
支所長

支所長

支所長

支所長

生物多様性研究グ
ループ長

森林資源管理研究
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
ループ長
生物多様性研究グ
ループ長

支所長
森林資源管理研究
グループ長
森林生態研究グルー
プ長

支所長

生物多様性研究グ
ループ長

支所長

森林生態研究グルー
プ
生物多様性研究グ
ループ長

杉田久志

新山 馨

堀野眞一

中北 理

杉田久志

山本幸一

西園朋広

山本幸一

堀野眞一

山本幸一

山本幸一

山本幸一

山本幸一

堀野眞一

天野智将

杉田久志

堀野眞一

堀野眞一

堀野眞一

山本幸一
天野智将

杉田久志

山本幸一

堀野眞一

山本幸一

森澤 猛

堀野眞一
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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

84

17

3

742

7

計 (国内) 853

国外 2

合 計 855

９ 刊 行 物

名称 出版回数 印刷部数/回 巻 (号) 備 考

森林総合研究所東北支所年報 1 500 平成21年度 年刊

森林総合研究所東北支所研究情報 3 1,000 Vol.9 No.1～No.3 ３回/年

フォレストウインズ 4 1,000 No.37～No.40 不定期

森林総合研究所東北支所創立５０

周年記念誌五十年のあゆみ

1 300 書籍

１０ 図 書
(単 行 書)

平成21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

205

冊

8

冊

213

冊

15

冊

2

冊

17

冊

15,218

平成21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

380

冊

373

冊

753

冊

248

冊

5

冊

253

冊

143

冊

0

冊

143

冊

15,796

(雑誌等逐次刊行物)

平成21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

(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21年度東北林業試験研究機関連絡協議会

総会

２ 平成21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21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21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21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21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21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21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・天然林管理推進会議

11 交プロ・松くい虫北限推進会議

12 東北支所研究評議会

21. 9. 3

21. 9. 4

21. 7. 2

21. 7. 3

21. 7.16

21. 7.17

21. 7.16

21. 7.17

21. 7.16

21. 7.17

21. 8.19

21. 8.20

21. 6.25

21. 6.26

21. 9.18

21.12.10

21.12.11

22. 2.22

22. 2.23

22. 3. 1

岩手県林業技術セン

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

青森県産業技術セン

ター林業研究所

宮城県林業技術総合

センター

岩手県林業技術セン

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

北海道支所

東北支所

東北支所

岩手県盛岡市

山形県寒河江市

福島県郡山市

青森県三戸郡南部

町

宮城県仙台市

岩手県紫波郡矢巾

町

秋田県秋田市

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・林木育種センター東北育

種場一般公開

２ 東北支所創立５０周年記念講演会・式典

３ 平成２１年度森林・林業試験研究合同発表会

21.10.17

21.11. 6

22. 1.27

東北支所

ホテル森の風鶯宿

青森県総合社会教育センター



１３ 内部委員会

・苗畑・実験林委員会

委員：中北 理､ 佐々木清和､ 野口正二､ 市原 優､ 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21日)

・住宅委員会

委員：野口正二､ 堀野眞一､ 相川拓也､ 佐々木清和､ 工藤繁雄､ 砂子田渉 (事務局)

会議：第１回委員会 (３月17日)

・安全衛生委員会

委員：中北 理､ 工藤繁雄､ 佐々木清和､ 石井基弘､ 磯野昌弘､ 平井敬三､ 古井 匡､ 砂子田渉 (事務局)

会議：第１回委員会 (６月10日)､ 第２回委員会 (９月30日)

・施設整備委員会

委員：新山 馨､ 中北 理､ 佐々木清和､ 工藤繁雄､ 森澤 猛､ 山田 毅､ 磯野昌弘､ 林 雅秀､

高橋公子 (事務局)､ 古井 匡 (事務局)

会議：第１回委員会 (４月27日)､ 第２回委員会 (５月14日)､ 第３回委員会 (12月15日)､

第４回委員会 (１月13日)

・レクリエーション委員会

委員：山本幸司､ 森田 海､ 星野大介､ 山田 毅､ 相川拓也､ 林 雅秀､ 工藤繁雄､ 砂子田渉 (事務局)

会議：第１回委員会 (６月12日)

・図書委員会

委員：中北 理､ 野口正二､ 中村克典､ 八木 貴信､ 柴田銃江､ 小野賢二､ 島田卓哉､ 相川拓也､ 天野智将

佐々木清和､ 米沢茂信 (事務局)

会議：第１回委員会 (８月21日)
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１４ 内部会議

・支所業務調整会議

メンバー：山本幸一､ 中北 理､ 新山 馨､ 佐々木清和､ 工藤繁雄､ 高橋公子

会議：毎週月曜日開催

・支所運営会議

メンバー：山本幸一､ 中北 理､ 新山 馨､ 佐々木清和､ 工藤繁雄､ 高橋公子､ 砂子田渉､ 石山雅勝､

古井 匡､ 米沢茂信､ 山本幸司､ 中村克典(５月１日～)､ 野口正二､ 杉田久志､ 柴田銃江､

平井敬三､ 堀野眞一､ 磯野昌弘､ 天野智将

会議：月２回開催
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