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ま　え　が　き

　東日本大震災と、それに伴う福島第一原子力発電所の放射能漏れ事故は、私たちの国が抱える様々な問題点

をあぶり出しただけでなく、人間の強靱な精神、忍耐力そして優しさを広く国内外に知らしめる契機となりま

した。震災から１年以上が経ちましたが、被災地の復旧はまだ始まったばかりであり、社会の広い分野の英知

を集めて迅速かつ息の長い取組を続けていかなければなりません。こうした中で地域資源としての森林に目を

向けると、復興用資材や安心・安全な自然エネルギー源である木質バイオマスとして、地域の国産材に大きな

期待がかけられています。さらに被災住民の新たな生活再建の場としても被災地周辺の森林が注目されている

ように、改めて森林と木材を地域社会の再構築にどう活かしていくかという知恵が必要とされています。

　私たち東北支所では、震災後いち早く津波被害を受けた青森県から宮城県にかけての海岸林の被害調査を行

い、昨年 10 月 17 日の中間報告会を経て、今年７月 27 日に盛岡市で「海岸林の再生に向けて」と題した特

別シンポジウムを開催しました。このシンポジウムには東北地方を中心に全国から 100 名近くの参加者があ

り、今後の海岸林再生技術の開発等について熱心な質疑が交わされました。東北支所は、本所等と協力して平

成 24年度から４年間の海岸林再生技術開発の交付金プロジェクトを実施しており、研究成果の逐次公開・情

報提供を行っていく予定です。

　一方、林業・林産業界にも深刻なダメージを与えている放射性物質の問題については、森林総研は本所に専

門の部署を設置して調査及び情報発信の一元化を図っています。東北支所の職員も調査に参加しており、本所

との連携を密にして情報の発信に貢献していきたいと思います。

　森林・林業再生プランが本格実施されたのも平成 23年度からです。小規模分散的な民有林を地域的にまと

め（集約化）、低コストで効率的な林業を行うことが林業再生には不可欠です。東北支所では、持続的な資源

利用を図るためには伐採後の再造林を低コストで確実に実施することが必要であると考え、東北地方の自然環

境を考慮して多雪地帯での低コスト造林技術の開発に関する４年間の交付金プロジェクト研究を開始しまし

た。本研究では、東北地方でいち早く育苗が始まり、国有林を中心に既に事業規模で利用されているマルチキャ

ビティーコンテナ苗に着目して、その育苗方法の検討と苗木の成長解析、コンテナで育苗した耐雪性スギ品種

の植栽試験を行うとともに、コンテナ苗を利用して伐採から植栽までの作業を一体的に行うことでトータルコ

ストを削減する作業仕組みを提案したいと考えています。

　また、再生可能エネルギーに対する国民的期待が非常に高まってきていることから、木質バイオマスのエネ

ルギー利用についても注目が集まっています。今年７月１日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の

固定価格買取制度（FIT 制度）が動き出しました。発電施設へは安定的に大量のバイオマスを供給する必要が

ありますが、東北支所ではこれまで森林資源量の広域把握手法の開発や豊富な資源量を誇る広葉樹を対象とし

た成長調査等を行ってきましたので、今後こうした研究を更に発展させて資源の供給予測につなげていくとと

もに、地域経済に貢献できる木質バイオマスのエネルギー利用の仕組み作りに資する社会科学的な研究を推進

していく必要があると考えています。こうした研究の推進と成果の社会還元のためには、関連する業界や自治

体等との連携が不可欠であり、関係各位のご協力をよろしくお願い申し上げます。

 森林総合研究所東北支所長　駒　木　貴　彰





Ⅰ　研究の概要



課題記号番号　・　区分 課　　　　題　　　　名 責任者／担当者 予算区分 期間
A 重点課題 地域に対応した多様な森林管理技術の開発

Ａ 1 研究課題群 多様な施業システムに対応した森林管理技術の開発
A11 　研究項目 樹木の更新と成長を促進する管理技術の開発 
A112 　　　実行課題 多様な森林施業の確立に向けた樹木の成長管理手法の開発 八木貴信 一般研究費 23～ 25
A113 　　　実行課題 健全な物質循環維持のための診断指標の開発 平井敬三、山田　毅 一般研究費 23～ 25
A12 　研究項目 地域の自然環境に対応した資源管理技術の開発
A12S04 　　　小プロ課題 樹木実生の防御機能による初期定着サイト決定機構の解明 市原　優 科研費 22～ 24

A1FS2 　　　ＦＳ課題 東北地域に固有な森林構成および資源量の特性を生かした林
業研究の具体化

山本幸一、中北　理、
新山　馨、磯野昌弘、
齋藤武史、小野賢二

交付金プロ
（ＦＳ） 23～ 23

Ａ 2 研究課題群 森林の機能発揮のための森林資源情報の活用技術の開発

A2P01 　　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、八木橋勉 技会実用技
術開発 19～ 23

A21 　研究項目 多様な森林タイプに適合した森林利用・管理技術の開発
A211 　　　実行課題 多様な森林機能の評価・配置手法の開発 中北　理、小谷英司 一般研究費 23～ 25

A213 　　　実行課題 天然更新を利用した多様な森林タイプへの誘導技術の検証と
高度化 八木橋勉、櫃間　岳 一般研究費 23～ 25

A21S06 　　　小プロ課題 人的ネットワークからみた環境保全型産業・地域の成立要因 林　雅秀 科研費 22～ 24

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

B1 研究課題群 路網整備と機械化等による素材生産技術の開発
B11 　　研究項目 路網整備と機械化・省力化による低コスト作業システムの開発
B11S01 　　　小プロ課題 伐出見積もりシステムを活用した施業集約化手法の開発 天野智将 交付金プロ 23～ 24
B2 研究課題群 国産材の効率的な供給のための林業経営・流通システムの開発
B21 　　研究項目 木材利用拡大に向けた林業・木材産業振興方策の提示
B211 　　　実行課題 木材利用拡大に向けた林業振興のための条件と推進方策の解明 天野智将 一般研究費 23～ 25
B21S01 　　　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

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

開発（分担） 23～ 25

D 重点課題 新規需要の獲得に向けた木質バイオマスの総合利用技術の開発
D1 研究課題群 木質バイオマスの安定供給と地域利用システムの構築

D1P03 　　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、柴田銃江、
八木橋勉、平井敬三、
山田　毅、磯野昌弘、
天野智将

交付金プロ 21～ 24

D2 研究課題群 木質バイオマスの変換・総合利用技術の開発
D2P04 　　プロジェクト課題 木質バイオマスの大規模利用技術の開発 山本幸一 政府等受託 22～ 24
E 重点課題 森林への温暖化影響評価の高度化と適応及び緩和技術の開発
E1 研究課題群 炭素動態観測手法の精緻化と温暖化適応及び緩和技術の開発

E1P01 　　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 地球一括 19～ 23

E1P02 　　プロジェクト課題 森林吸収量把握システムの実用化に関する研究 平井敬三 林野庁 15～ 24

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

新山　馨、八木橋勉、
平井敬三 地球一括 21～ 25

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

担） 23～ 25

E1P06 　　プロジェクト課題 森林及び林業分野における温暖化緩和技術の開発 小谷英司、平井敬三、
小野賢二、林　雅秀 技会プロ 22～ 26

E11 　　研究項目 森林炭素動態等把握の精緻化とパラメタリゼーションの高度化

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

E112 　　　実行課題 環境の変化に対する土壌有機物の時・空間変動評価 小野賢二 一般研究費 23～ 25
E11S01 　　　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
E2 研究課題群 森林減少・森林劣化の評価手法と対策技術の開発

E2P04 　　プロジェクト課題 アマゾンの森林における炭素動態の広域評価 八木橋勉 ＪＳＴ・Ｊ
ＩＣＡ 21～ 25

E2P05 　　プロジェクト課題 REDD推進体制整備に関する研究 新山　馨 林野庁補助金 22～ 26
E21 　　研究項目 熱帯林の生態系サービス評価および荒廃林修復技術の開発

E21S06 　　　小プロ課題 立地環境の異なるマングローブ林の炭素蓄積過程の解明と衛
星技術によるその高精度把握 小野賢二 科研費 22～ 25

１　平成23年度に東北支所で分担した研究課題
　１－１）実行課題一覧
 注：氏名太字は、課題責任者
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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
F 重点課題 気候変動に対応した水資源保全と山地災害防止技術の開発
F1 研究課題群 環境変動・施業等が水資源・水質に与える影響評価技術の開発

F1P03 　　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、
久保田多余子

技会実用技
術開発 21～ 24

F1P04 　　プロジェクト課題 地球温暖化が森林及び林業分野に与える影響評価と適応技術
の開発

野口正二、安田幸生、
岡本　隆、櫃間　岳 技会プロ 22～ 26

F11 　　研究項目 森林における水文・水質形成過程の変動評価手法の開発

F111 　　　実行課題 森林における水文過程の変動予測手法の開発 野口正二、
久保田多余子 一般研究費 23～ 25

F11S14 　　　小プロ課題 地形・土壌・植生の入れ子構造的発達をふまえた森林小流域
の流出特性の比較 野口正二 科研費（分担）23 ～ 27

F2 研究課題群 多様な手法による森林の山地災害防止機能強化技術の開発
F2P01 　　プロジェクト課題 新たな「樹木根系の斜面補強機能の数値化技術」の開発 岡本　隆 交付金プロ 23～ 26

F2P02 　　プロジェクト課題 ベトナム及び他の大メコン圏地域における斜面災害危険度評
価技術の開発と教育 岡本　隆 ＪＳＴ・

ＪＩＣＡ 23～ 27

F2P04 　　プロジェクト課題 東日本大震災緊急調査
中北　理、中村克典、
小谷英司、磯野昌弘、
前原紀敏、市原　優、
相川拓也

交付金プロ 23～ 23

F2P06 　　プロジェクト課題 津波で被災した海外林の赤枯れ現象の実態把握と原因解明
新山　馨、小野賢二、
中村克典、小谷英司、
野口正二、平井敬三、
安田幸生、岡本　隆

政府等受託 23～ 23

F21 　　研究項目 環境変化に対応した山地災害予防・復旧技術の開発
F211 　　　実行課題 山地災害の被害軽減のための新たな予防・復旧技術の開発 齋藤武史、岡本　隆 一般研究費 23～ 25
F21S01 　　　小プロ課題 地すべり変位量に基づく地震力の定量化と新たな指標の提言 岡本　隆 科研費 22～ 24

G 重点課題 森林の生物多様性の保全と評価・管理・利用技術の開発
G1 研究課題群 シカ等生物による被害軽減・共存技術の開発

G1P04 　　プロジェクト課題 菌類を利用したスギ及びヒノキ花粉飛散防止技術の開発 市原　優 技会実用技
術開発 22～ 24

G11 　　研究項目 生物害による被害軽減・制御技術の開発

G111 　　　実行課題 生態情報を利用した環境低負荷型広域病虫害管理技術の開発 中村克典、前原紀敏、
市原　優、相川拓也 一般研究費 23～ 25

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

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

山本幸一、中北　理、
新山　馨、中村克典、
齋藤武史、小谷英司、
野口正二、柴田銃江、
八木貴信、八木橋勉、
櫃間　岳、平井敬三、
岡本　隆、安田幸生、
久保田多余子、
山田　毅、堀野眞一、
鈴木祥悟、島田卓哉、
磯野昌弘、天野智将、
林　雅秀

一般研究費 23～ 27

G11S02 　　　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
環境省環境
研究 ･ 技術
開発（分担）

21～ 23

G11S06 　　　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

G11S12 　　　小プロ課題 寄生細菌 “ボルバキア ”を利用したマツノマダラカミキリの
生殖機能撹乱技術の確立 相川拓也 科研費 22～ 25

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

前原紀敏、中村克典、
相川拓也 科研費 23～ 25

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

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

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

G2 研究課題群 生物多様性を保全するための森林管理・利用技術の開発

G2P01 　　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

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

G2P05 　　プロジェクト課題 越境大気汚染物質が西南日本の森林生態系に及ぼす影響の評
価と予測 新山　馨 公害防止 21～ 25

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

G21S19 　　　小プロ課題 渓畔林メタ群集の成立過程と環境ニッチに基づく統合中立理
論の検証 柴田銃江 科研費（分担）23 ～ 27

I 重点課題 森林遺伝資源を活用した生物機能の解明と利用技術の開発

I2 研究課題群 ゲノム情報を活用した森林植物の遺伝的多様性の解明と保
全・評価技術の開発

I2P04 　　プロジェクト課題 地域活性化を目指した国産ウルシの持続的管理・生産技術の
開発

平井敬三、市原　優、
相川拓也

技会実用技
術開発 22～ 24

基盤研究
K101 　　　実行課題 森林水文モニタリング 野口正二 一般研究費 23～ 27
K105 　　　実行課題 降雨渓流モニタリング 平井敬三 一般研究費 23～ 25
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１－２）平成23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）

「東日本大震災津波・火災被害林分におけるクロマツ・アカマツ衰退状況調査」

　東日本大震災に伴う津波および林野火災によるクロマツ・アカマツ林の被害実態を明らかにするため、青森

県八戸市、岩手県山田町、宮城県東松島市、亘理町、山元町の被災状況や樹種構成・樹齢の異なるマツ林に固

定調査区を設定し、マツの衰退状況を調査した。また、衰弱したマツを足がかりにしたマツ材線虫病被害拡大

の危険度を評価するため、上記調査地のうち材線虫病分布地域に含まれるものについて、マツノマダラカミキ

リ・マツノザイセンチュウ生息状況を調査した。海岸林クロマツは津波による激しい損傷（倒伏、折損など）

を受けた場合には早期に枯死に至った。後背地の大径木は健全なまま維持される場合が多かったが、場所によ

り長期にわたって衰退が進行する例も見られた。アカマツは海水の浸水に弱く、被災当年夏にはほとんどの木

が衰弱状態にあったが、わずかながら回復する個体もあった。山田町の火災被害林分ではつちくらげ病による

アカマツの衰弱・枯死が広がりつつある。津波被災海岸林の周辺に以前からの材線虫病被害木が見られる場合

には、アカマツ枯死木で高頻度にマツノマダラカミキリの生息が確認された。そのような木からマツノザイセ

ンチュウが検出される場合もあったが、その頻度は高くなかった。

１－２）－（２）チーム長（森林水流出担当）

 野口正二（チーム長）

「森林の降雪遮断量」

　積雪地域において、冬季に雪として山地森林に貯留される固体降水は、春先に融雪流出となり水資源として

利用されている。この森林に貯留される固体降水量は林況によって異なる。そこで本研究は、山形実験林の林

況が異なるスギ林と落葉広葉樹林を対象として、樹冠通過降水量を明らかにすることを目的とした。ポリバケ

ツ（直径：480㎜；高さ：565㎜）を貯留式雨雪量計として、樹冠通過降水量の測定を 11回（2010 年 12 月

27 日～ 2011 年３月 11日の期間）実施した。ここで、気象露場の降水量に対する樹冠通過降水量の割合を樹

冠通過率とした。全期間の観測値から樹冠遮断量＝林外降水量－樹冠通過降水量として計算すると、スギ林の

樹冠遮断量は 19.5％、落葉広葉樹林の樹冠遮断量は 12.8％であった。スギ林において、落葉広葉樹林より樹

冠遮断量が大きくてばらつきが大きかった。各々の観測値のばらつきは、観測期間前後の冠雪の有無が原因の

一つと考えられた。今後、林況と降雪遮断量との関係を明らかにし、降雪遮断量の変化が融雪流出に及ぼす影

響について評価することが課題である。

１－２）－（３）チーム長（光環境変動担当）

 齋藤武史（チーム長）

「攪乱を受けたスギ人工林における流域葉面積指数回復過程の計測手法の開発」

　秋田県大館市のスギ人工林（長坂試験地）では、2007 年に強度の間伐（本数間伐率約 50％）による樹冠葉

量が減少した後、葉面積指数の回復（再鬱閉）が経年的に進行しつつある。間伐による攪乱後の森林樹冠の回
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復過程を、山地小流域全体で定量的に把握することを目的に、全天空写真の画像解析による LAI の推定手法

と毎木調査に基づくアロメトリ法とを組み合わせ、間伐後のスギ人工林における流域平均葉面積指数の経年変

化の推定を行った。その結果、間伐直後の流域平均葉面積指数は無施業区（対照区）と比べて間伐区において

小さかったが、その後の葉面積指数の増加量は無施業区と比べて間伐区において大きく、今回の間伐によって

疎開した林冠は、施業後の３年間で急速に再鬱閉したことが示された。

１－２）－（４）チーム長（地域資源利用担当）

 小谷英司（チーム長）

「オルソフォトと高解像度衛星画像を用いた東日本大震災津波による海岸林被害の把握」

　宮城県～青森県六ヶ所村の海岸林被害の把握と類型化を目的として、津波前後の航空機オルソフォトを判読

した結果、次の３つに類型化できた。（１）宮城県平野部では津波が海岸線より数㎞侵入しており、被害面積

も大きく被害度も大きかった。（２）宮城県北部～青森県南部のリアス式海岸部では、津波が高く被害度も大

きいが、海岸林面積が狭く被害面積は相対的に少なかった。（３）青森県中部の海岸では、段丘地形で津波侵

入の多くは海岸から数 100 ｍ以下に留まっており、海岸林面積は大きいが、被害度は最も小さかった。

　2011 年夏季以降に津波浸水域で発生した海岸林赤枯れの被害分布を明らかにするために、青森県八戸市～

おいらせ町を対象に、高解像度衛星画像を用いて、広域被害を分析した。2011 年夏季衛星画像の各バンドと

植生指数、地上調査プロットによる赤枯れ被害度を回帰分析した結果、緑と赤の正規化植生指数が最も決定係

数が高かった。この結果を用いて、回帰式と衛星画像から広域での赤枯れ被害度分布図を作成した。

　宮城県仙台で、平野震災前、震災直後、2011 年５月、2011 年冬季の時系列オルソフォトを分析し、海岸

林の赤枯れの分布を把握した。震災直後には問題の無かった海岸林で、2011 年５月と 2011 年冬季オルソフォ

トから赤枯れの発生場所を抽出した。

１－２）̶（５）森林生態研究グループ

 柴田銃江（研究グループ長）、八木貴信

　森林の保全と利用の調和をめざして、様々な樹木の生態的特性や森林の成り立ちについて研究している。今

年度は、広葉樹二次林の組成・構造や、物質生産特性からみたブナ、ミズナラ稚樹の生態などについて調査した。

「広葉樹二次林の組成・構造」

　広葉樹二次林の持続的資源活用の将来像を考える研究の一環として、現在でも広葉樹資源が積極的に利用さ

れている岩手県岩泉町をはじめとする里山で、広葉樹林の組成構造調査をおこなった。若齢から高齢までの林

分に帯状調査区を設定し、成木や稚樹の樹高と直径を測定した。その結果、胸高直径５㎝以上の樹木の断面積

合計に基づく林分蓄積は、林齢 30 年前後で 20㎡ /ha に達し、その後は 50 年生以上では多くても 60㎡ /ha

程度で頭打ちになることがわかった。樹種組成は林分によって多様だが、30年頃から利活用の期待が高いナ

ラ類の蓄積が多くなり、それらの直径階は 40年頃から 20－ 30㎝以上が多くなっていた。広葉樹の中でナラ

類は萌芽能力が比較的高いものの、この直径サイズ以上になるとその能力が衰え始めるとともに、ナラ枯れの

枯死リスクも高まる（ミズナラの場合枯死率 50％以上）。このため、持続的な二次林利用を行うには、従来か
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らおこなわれてきた施業のように、やはり遅くとも 40年生頃までに伐採するのが妥当と考えられた。

「ブナ稚樹の更新メカニズム」

　天然林において下層植生との競合下にあるブナ稚樹の更新メカニズムを明らかにするため、2007 年初秋に

岩手県雫石町のブナ天然更新施業地で採取したブナ稚樹の現存量、葉面積、葉の窒素・炭素濃度を測定した。

そのデータに基づき、ブナ個葉の形態変異とその窒素・炭素濃度の関係について検討した。その結果、小さな

葉は細長い形態を持つことで葉身を枝軸から離し光捕捉量を大きくしているのに対し、大きな葉は幅広い形態

を持つことで力学負荷を抑制していることがわかった。他方、陽葉化は個葉面積の大小とは無関係に生じてい

た。葉の光合成能力に重要な面積当たりの窒素量も陽葉化するほど大きくなり、葉の大小とは関係が弱いこと

がわかった。個葉のこのような物質生産特性の違いが、異なる環境下に生育するブナ稚樹の成長にどのように

関与しているかを、今後、解析していく予定である。

「ミズナラ稚樹の物質生産体制」

　寒冷地二次林の重要樹種、ミズナラ稚樹の物質生産体制を明らかにするため、稚樹の着葉面積推定の基礎デー

タとして、ミズナラの葉のスキャン画像を解析し、個葉の長さと幅から個葉面積を推定する式を作成した。こ

の推定式を、ミズナラ稚樹の様々な長さの当年枝について非破壊的に全個葉の長さと幅を測定したデータに適

用し、当年枝の長さからその着葉面積を推定する式を作成した。今後は、この推定式を、ミズナラ稚樹の全当

年枝経年追跡データに適用し、稚樹毎の着葉面積を推定し、稚樹の着葉面積の経年変化と周囲環境との関係を

解析する予定である。

１－２）̶（６）育林技術研究グループ

 八木橋勉（研究グループ長）、櫃間　岳、星野大介

　本研究グループは、樹木の成長や更新について生理や生態の立場から調査し、森林の育成に応用していくた

めの研究を行っている。本年度の主な研究成果は、以下に示す通りである。

「岩手県内陸部に発生した冠雪害の被害実態調査」

　2010 年末に岩手県内陸部で発生した冠雪害の被害実態を把握するための調査を行った。広範囲の被害箇所

の把握は、所轄森林管理署の被害状況報告等を参考にして調査箇所を選定し、目視により行った。被害を受け

た主な樹種は、スギ、アカマツ、カラマツ、シラカンバであった。林分の被害状況の把握のため、スギ、アカ

マツ、カラマツの林の合計 45 箇所において幅 10 ｍ、長さは斜面長に応じて 30 ｍから 150 ｍの調査区を設

置し、林齢、区内の木の胸高直径、樹高、生枝下高、被害形態を記録した。被害が大きかった林分の林齢は

20－ 30 年であった。激害地であっても、斜面方位、斜面の上下などの微地形によって被害の程度が異なった。

カラマツとアカマツの被害率は斜面上部や平坦地で低く、斜面下部で高かった。スギの被害率には斜面位置に

よる有意な差が見られなかった。幹折れの被害は、形状比が 70程度のスギ林でも発生していた。低い形状比

は被害を抑えると言われているものの、その効果は激害地では限定的だったことを示唆している。
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「森林群落の炭素収支の変動」

　岩手北部森林管理署管内安比岳国有林のブナ林における炭素収支を明らかにするため、年間純一次生産量と

生産物の配分を積み上げ法で求めた。昨年度までの研究で、年間純一次生産量や配分は、一般に考えられてい

るような気象要因や気象攪乱によって年変動しているだけでなく、稀に発生する生物的イベントによっても大

きく年変動する傾向が見られたため、本年度も継続してモニタリングを進めた。その結果、本年度は気象害や

生物害などの影響がなく、平年並の値であった。

「森林バイオマスの強度収穫が林床植生に与える影響」

　木質バイオマス需要は増大傾向にあり、将来的に林地に残存するバイオマスが少なくなることが予想される。

本研究では、林地に枝葉などを残すこと無く利用した場合に、森林生態系に及ぼす影響について明らかにする

ために、秋田県仙北市のスギ林において全木集材による間伐作業後の林地と、枝葉を林地に残して幹だけを集

材した間伐作業後の林地において林床植生調査を行った。なお、間伐率は材積伐採率 30％であった。現時点

では、まだ伐採翌年であるため、枝葉まで収穫したことによる植生に対する影響は出ておらず、むしろ枝葉を

残存した方が林床の植生を直接覆ってしまうことで、植被率が減じている状態であった。長期の影響調査が必

要なのは想定通りであり、今後も調査を継続する計画である。

１－２）̶（７）森林環境研究グループ

 平井敬三（研究グループ長）、岡本　隆、安田幸生、久保田多余子、山田　毅、小野賢二

　本研究グループは落葉分解、土壌呼吸、森林と大気間の二酸化炭素の交換などの観測を通じた森林生態系の

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

る研究を行っている。本年度の研究成果は以下に示す通りである。

「積雪荷重による地すべり土塊の鉛直圧縮過程」

　多雪地帯の地すべり地では、冬季の積雪荷重によって地すべり土塊が鉛直圧縮（沈下）され、安定性が変化

すると考えられる。本研究は、積雪荷重による地すべり土塊の鉛直圧縮機構の解明を目的としている。このた

め冬季に 3－ 5ｍの最大積雪深が記録される新潟県伏野地すべり地において、2009/2010 年寒候期から鉛直

圧縮量の観測を開始した。観測２年目の 2010/2011 年寒候期は、前年と同様、積雪期に土塊が鉛直圧縮され

（最大 0.63％）、消雪後に引張回復する（最大 0.22％）過程が認められた。この変化量は１年目の観測結果（鉛

直圧縮時：最大 0.66％、引張回復時：最大 0.19％）と類似した。したがって積雪期の鉛直圧縮に対して消雪

後の引張回復は恒常的に不十分であり、融雪後の地すべり土塊は継続的に鉛直圧縮することが明らかとなった。

「2010 年 12 月の大雪によって岩手県内陸北部で生じた冠雪害」

　2010 年 12 月下旬に降った大雪によって、岩手県内陸北部を中心とした地域の林分において多数の冠雪害

が発生した。この冠雪害は２回の降雪イベントにより被害規模が拡大したと思われ、その際のアメダスデータ

は、県内の広域で冠雪害発生条件を満たす（気温が－３～３℃の範囲）ことを示していた。今回の冠雪害は

30 年から 50 年に一度の規模ともいわれ、その発生条件や被害実態をなるべく正確に記録することを目的と

した。
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　被害林分は広範囲に多数あり、その全貌を把握することは困難であったが、目視での確認と気象データの解

析によって、以下のようなことが明らかになった：１）激害林分が多く見られる地域は、一戸町から姫神山麓・

岩洞湖を通り、米内川流域に至る南北の範囲であったこと（北上山地西側に集中）、２）樹木の折損や倒伏は、

2010年の12月25日前後と31日の２回の降雪時であったこと（現地の聞き取り情報による）、３）アメダスデー

タによる気象解析からも上記被害日を裏付けられること、４）被害樹種は、アカマツ、カラマツ、スギ、シラ

カバの４樹種で顕著であり、被害形態が樹種によって異なること、５）林齢が 20 ～ 30 年生の林分において

被害が目立つこと（針葉樹造林地）。

「間伐に伴う日蒸発散量の変化」

　茨城県北部の常陸太田試験地（0.82ha）において、スギ・ヒノキ林に対する間伐が水流出に及ぼす影響を

調べるため、2006 年より気象・流量観測、および樹冠遮断観測を開始した。2009 年３月と５月に間伐を行っ

た。間伐強度は本数で 50％、材積で 30％である。Ｈ 23年度は間伐が蒸発散量に及ぼす影響について解析し

た。2006年から2010年の日降水量と日流出量を用い、短期水収支法により日蒸発散量を計算した。この結果、

６月から 10月にかけて間伐後に日蒸発散量が減少する傾向が見られた。

「林地残材の利用が土壌養分量に与える影響の推定」

　端材や枝条など強度な森林バイオマスの利用が土壌の養分維持に与える影響を明らかにするため、秋田県仙

北市にある山谷沢国有林内の 48 年生（2010 年間伐時）スギ人工林内に、幹材収穫と併せてプロット内の枝

条等をすべて収穫する区（収穫区）とプロット内に枝条を残す区（対照区）の２つの処理区（各0.05ha）を

設けて、幹材だけでなく林地残材の収穫を目的とした間伐を行い、林地への初期影響について検討した。その

結果、林内雨によるCa、Mgなどの交換性塩基供給量やリターフォール量は収穫区と対照区で明瞭な違いは

認められなかった。同様に、50㎝深で測定した交換性塩基の流出量に関しても両区で有意差は認められなかっ

た。しかし、枝条を収穫した収穫区の 50㎝深では、間伐の半年後および１年後のいずれにおいても対照区に

比べて交換性塩基の流出量が多い傾向を示しており、その影響がどれくらい持続するか注視する必要がある。

「平成三陸大津波が三陸沿岸スギ林の針葉の赤褐変化に及ぼした影響」

　2011 年３月の東日本大震災直後に健全だった津波浸水後背地スギ林では、時間経過と共に各地で針葉が赤

褐化する現象が拡大した。ここでは三陸沿岸スギ林の針葉変色の被害実態を現地踏査し、その原因を明らかに

することを目的とした。三陸沿岸の被害範囲は、津波到達箇所と概ね一致した。スギ林の津波到達箇所では

土壌への海砂堆積や混入、土壌 pHや ECの上昇、水溶性および交換性Na＋濃度の極端な増加が認められた。

これは海水浸漬した土壌にはNa＋が過剰に付加され、塩として集積したことを示唆する。土壌に過剰付加さ

れたNa＋は、そこに生育する樹木体内への塩分の過剰吸収、過剰塩分による養分の措抗的吸収阻害、樹体内

外の浸透圧差減少による水ポテンシャルの低下を誘引し、結果としてスギの針葉が変色したものと考えられた。

今後、津波浸水地における森林再生に向けて森林士壊の継続調査による土壌化学性の改善状況を把握すること

が重要となる。
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１－２）̶（８）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。23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。

「ニホンジカ糞粒法における糞粒発見率」

　糞粒法は、ニホンジカ等の生息密度調査で用いられる主要な方法のひとつであり、その実施例は多い。しかし、

ほとんどの場合、糞発見率βが明示的に、または、暗黙のうちにβ＝１とされてきたが、それを支持するデー

タがない、という問題があった。そこで、糞粒発見率を明らかにする実験を以下のように行った。岩手県五葉

山に近い森林内に設けた１ｍ×１ｍのプロットでひとりの調査者が糞を探索し、経過時間と発見粒数を 15分

間記録した。その後、他の調査者（１～３人）が加わってさらに糞を探索した。これ以上探す余地がないと全

員が判断した時点で終了し、そのときの発見数を「全糞粒数」とみなした。その結果、ある程度時間をかけな

いとβ＝１には近づかないこと、糞粒数が多いほど発見率の伸びが遅い傾向にあること、調査者の経験量によ

る差は小さいことなどがわかった。また、経過時間と発見率との関係から、発見率で補正することを前提とし

た省力的調査を設計できる可能性が生まれた。

「森林性鳥類の繁殖群集に対する間伐の影響」

　食葉性昆虫の捕食や樹木種子の散布などにより森林の健全性に貢献している森林性鳥類の繁殖群集が、間伐

によってどのような影響を受けるかを明らかにするために、姫神鳥獣試験地（カラマツ人工林：林齢 50 年）

で、間伐後２年目の繁殖鳥類群集を「なわばり記図法」により調査した。また、植生変化を明らかにするため

に 20ｍ ×20 ｍの調査区 10箇所について植生調査を行った。鳥類の繁殖種数と全種合計の繁殖密度は、間伐

の前後で大きな変化は認められなかった。ただし、種ごとには変化が認められるものもあり、下層をおもな生

息域としている種の内、ウグイスとコルリは間伐後に減少したがビンズイは増加した。樹冠層および林内空間

をおもな生息域としているキビタキは、間伐後１年目には繁殖密度が減少したが、２年目には間伐前と同程度

となった。

「日本産堅果の化学成分組成の比較」

　堅果（コナラ属樹木種子）の化学成分組成の特性を明らかにするために、盛岡近郊で２種（カシワ、ミズナラ）

及び京都近郊で８種（コナラ、ナラガシワ、アベマキ、クヌギ、アラカシ、イチイガシ、シラカシ、ツクバネ

ガシ）の堅果を採集し、タンニン類を中心とした化学分析を行った。子葉の化学成分の種間比較の結果、コナ

ラ亜属はアカガシ亜属に比べ、縮合タンニン含有率が低く、タンパク質含有率が高い傾向が認められた。また、

クラスター分析によって、２つの亜属及びアカガシ亜属の４種は独立のクラスターに分類されたが、コナラ亜

属の６種は独立したクラスターを形成しなかった。子葉に含まれる化学成分間の関連を解析したところ、全糖

含有率と総フェノール含有率との間に強い負の相関が認められ、両成分間のトレードオフが示唆された。さら

に、内種皮の成分分析の結果、内種皮率（内種皮乾重／子葉乾重）と内種皮タンニン含有率との間に正の相関

が認められた。コナラ、ミズナラ、イチイガシは、内種皮率が高く、内種皮タンニン含有率も高いため、内種
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皮の防御に多くの投資を行っていると考えられる。

「遺伝解析でわかった大量出没時のクマの大移動」

　多くのツキノワグマが山から人里に降りてくる “大量出没 ”と呼ばれる現象が各地で起こり問題となってい

る。こうした大量出没による行動範囲の変化は、クマの分布やクマどうしの社会関係に大きな変化を引き起こ

している可能性がある。そこでその実態を遺伝的手法をもちいて明らかにした。その結果、大量出没が起きて

いない平常年には、血縁関係の近いクマほど近くに生息し、距離が離れるに従って血縁関係は遠くなる傾向が

あり、一方、大量出没時には異なる血縁のクマであっても入り乱れて分布し、血縁関係の低いもの同士が近く

にいる場合があることがわかった。しかし、翌年の平常年には元の状態に戻り、大移動をしたクマも多くの個

体は元の場所に戻っていることが推測された。

１－２）̶（９）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

　本研究グループは、森林昆虫や微生物がもたらす生物被害の発生メカニズムの解明やその管理技術について

の研究を行っている。本年度は、ブナ林の更新阻害要因としての菌害発生メカニズム、マツ材線虫病の媒介昆

虫と微生物の関係、および森林の健全性を支える土壌昆虫相の解明に取り組み以下の成果を得た。

　

「病原菌接種に対するブナ実生の防御反応」

　森林樹木の天然更新は初期段階において菌害により数多くの個体が枯死する。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と、菌害に対する樹木実生の防御機能を明らかにする必要があ

る。冷温帯を代表するブナの天然更新においても、実生のほとんどは菌害によって枯死するが、強光環境では

組織学的および化学的防御機能が発達し生残する。しかし、病原菌が侵入した際のブナ実生の反応については

明らかになっていない。そこで、実験室内の異なる光環境下で栽培したブナ実生に病原菌を接種し、病原菌の

侵入に対する動的な防御機能の発達程度を評価した。接種した実生は強光環境の場合に生残率が高く、また防

御組織の周皮が形成されなかったにもかかわらず抗菌物質のカテキンとエピカテキンの濃度が高くなったこと

から、接種により化学的防御機能が発達し病原菌の侵入を防御している可能性が考えられた。

「ビロウドカミキリによる広葉樹から針葉樹への線虫媒介の可能性」

　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（ヒゲナガカミキリ族）のカミキリム

シ類によって媒介される事例が次々と発見されており、分子系統解析の結果、これらの線虫はその進化に伴い

広葉樹から針葉樹へと寄主を変化させてきたと考えられている。このことが実際に起こるためには、マツノザ

イセンチュウ近縁種群を広葉樹から針葉樹へと媒介する、すなわち、これら両樹種を寄主として利用できるカ

ミキリムシの存在が必須である。本研究は、その実態を明らかにすることを目的とした。そこで、このような

性質を持つ野外のビロウドカミキリを調べたところ、マツノザイセンチュウ近縁種（Bursaphelenchus doui）

を媒介していた。また、室内実験で、この線虫は広葉樹のカミキリムシと針葉樹のカミキリムシのどちらも媒

介者として利用可能であることが分かった。これらのことから、この線虫がビロウドカミキリによって広葉樹

から針葉樹へと運ばれてきた後、マツノマダラカミキリへと媒介者を乗り換えた可能性が考えられた。
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「ボルバキアからマツノマダラカミキリへの遺伝子転移時期の推定」

　先行研究により、マツノマダラカミキリのゲノムには昆虫類の共生細菌であるボルバキアの遺伝子が大規模

に転移していることが報告されている。また、そのボルバキアの転移遺伝子は、北は秋田県から南は沖縄県ま

で、日本全国の個体群から検出されている。今年度は、このボルバキアの遺伝子が宿主昆虫のゲノム上に転移

した時期を推定するため、マツノマダラカミキリに最も近縁な種とされているカラフトヒゲナガカミキリ、お

よび日本産のマツノマダラカミキリ（Monochamus altrnatus endai）とは亜種レベルで区別されている台湾産

のマツノマダラカミキリ（Monochamus altrnatus altrnatus）を用いて、それらの昆虫もまたボルバキアの遺

伝子を保持しているかどうか調査した。その結果、カラフトヒゲナガカミキリからはボルバキアの遺伝子は全

く検出されなかったが、台湾産のマツノマダラカミキリからは、日本産のマツノマダラカミキリと同様に数多

くのボルバキアの遺伝子が検出された。これらの結果から、ボルバキアから宿主昆虫へ遺伝子が転移した時期

は、マツノマダラカミキリの種分化が起こった後、かつ、マツノマダラカミキリの亜種分化が起こる前であっ

たことが推測された。

「羽化トラップを活用した森林土壌昆虫相の解明」

　森林の土壌中にはさまざまな生物が生息しており、栄養塩の循環や土壌形成等の林地の保続に関わる重要な

機能を果たしている。これまで、こうしたプロセスは主に微生物やササラダニ・トビムシ、そして、さらに大

型のミミズやヤスデが担っていると考えられており、土壌昆虫が注目されることはなかった。しかし、別の目

的で開発・改良を行ってきた羽化トラップを各地の森林に設置し性能評価試験を繰り返し行っていくうちに、

森林土壌には大量のハエ目昆虫や寄生蜂が生息していることがわかってきた。これまで、その存在すらほとん

ど認識されてこなかったこれらの昆虫を定量的に評価するために、盛岡市近郊のスギ人工林７林分で調査を

行った。その結果、スギ人工林の林床１㎡あたりの土壌昆虫の平均個体数は 2,084 個体であり、有機物分解

者が 46.7％、菌食者が 34.0％、動物食者が 10.7％、その他が 8.6％を構成していることがわかった。土壌に

生息する昆虫類は、複数の栄養段階から構成されることに加えて、地下部と地上部を結ぶ高い移動能力を有す

ることから、森林の生態系機能や生物間相互作用を考えるうえで無視できない存在であると考えられた。

１－２）̶（10）森林資源管理グループ

 天野智将（研究グループ長）、林　雅秀

　当グループは森林の適正な管理技術の確立や林業経営の向上に向け、森林を取り巻く社会・経済的な構造の

解明を行うとともに、地域資源利用チームや他の部署と連携して森林の生長予測やそれに施業の与える影響の

解明などの研究分野を担当している。平成 23年度は 10課題を実施した。

「我が国林業の競争力の引き上げに資する研究」

　現在開発中の「見積もりシステム」（サンプル調査や全木調査の結果から森林の現況を入力し、市況に最適

化した採材による出材量を予測し、選択された作業システムによる主間伐の収支見積もり及び施業後の成長予

測を提示するシステム）を岩手県内の３森林組合で試用してもらい、東北地域への適用の向上と普及を図った。

　３つの森林組合とも当システムへの関心は高く、木材市況に震災の影響が残る状況にも係わらず試用され、

多くのフィードバックを得た。その結果、各樹種毎に収支の試算精度が向上し、また新しい高速型フォワーダ
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の工程データが反映された。システムを樹種別に分割したほか、市況データの入力フォーマットが単純化され

るなど使い勝手は改善された。

　このように改善が進み、地域の関心も高まったため、全県の森林組合および地域牽引型事業体を対象とした

講習会が実施され、普及段階に進んだ。今後も同様の講習会が予定されているほか、東北各県においても普及

を進める予定である。

「木材を新しい需要に結びつける研究」

　従来内装材として利用されることの少なかった人工林材や低質広葉樹材について、新しい節抜け加工技術の

開発による製品化を想定し、参入の可能性や原木の供給体制について検討を行った。

　人工林や二次林として再生力の高い資源として利用の増加が期待されるシラカンバ材は、一般住宅および公

共事業の両方の用途に関してフローリング需要が形成されつつある。一般住宅向けに関しては試行的な側面が

強いが、公共向け（体育館向け）についてはカタログ化され仕様書への対応が可能になっている。虫食い痕や

材の性質による変色は大きな支障となっておらず、下部構造で力学的な要求に応えることにより、材面の平滑

性が高い材質を生かした製品として、公共建築物の木質化の視点からも利用の拡大が期待される。

　供給面ではシラカンバの出材ロットが小さく、既存需要もあることから、適材適所に使い分けることができ

る流通システムを次年度検討する。

　次に低炭素社会の構築にあたって利用の促進が期待される木質バイオマスに関しては、我が国ではまだ林内

道路網が十分に整備されていないことに鑑み、小規模機械（２ｔトラック及び移動式チッパー）を用いたバイ

オマスの運搬、破砕調査を行った。調査地は秋田県北部である。トラック輸送については、簡易結束装置を用

いた車とベニアで荷台を囲った車を用意し、それぞれタンコロ（根曲による切り捨て部分）のみ、枝条のみ、

タンコロと枝条混載について積載量や積み降ろしに要する時間などを測定した。

　チップ生産については、タンコロのみ、枝条のみ、混合について 30㎜スクリーン、50㎜スクリーンを用い

て生産性及び燃費等を計測した。

「リスクに直面した森林所有者の意思決定を支援する研究」

　今年度は、前年度までに実施した調査データと取引費用経済学などの理論に基づいて、リスクに直面した森

林所有者が保育と伐採という意思決定をいかにして行うのかを明らかにすることを目的として研究成果のとり

まとめを行った。

　取引費用経済学などに基づいた理論的検討の結果、森林所有者が直面するリスクを２種類に分けて分析を進

めることが有効であると考えられた。この２種類のリスクとは、自然に由来するリスクと、社会に由来するリ

スクである。この分類と予備的な調査の結果から、森林所有者が行う意思決定において、保育では自然に由来

するリスクが相対的に高く、伐採では社会に由来するリスクが相対的に高いと考えられた。

　データ分析では、約 1,000 名の森林所有者を対象とした調査に基づいて、こうしたリスクのある保育・伐

採という意思決定に与える社会関係の影響について、ロジスティック回帰分析によって調べた。その結果、森

林所有者と事業体との間の社会関係は保育を行わせる、つまり自然に由来する主観的リスクを低める可能性が

あること、森林所有者同士の社会関係による評判の流通は伐採を行わせる、つまり社会に由来するリスクを低

める可能性があることが明らかとなった。社会関係、すなわち情報の流通のあり方によって森林所有者が直面

する２種類のリスクへの態度が変わることが明らかとなった。
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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 山本幸一 私の街角探索 森と緑の研究所会報、No36 2011.10
2 山本幸一、木口　実 屋号の木製 “金文字 ”看板 木の建築、29 2011.04

3 山本幸一、天野智将、星野大介 東北地方太平洋地震における被災材の
資源化などについて

林業経済、64(4):29-31 2011.07

4 山本幸一 東日本大震災と今後の森林・林業・木材産業 東北森林科学会第 16回大会講演要旨集、p3 2011.08

5
Koichi Yamamoto（山本幸一）、
Makoto Kiguchi（木口　実）

Wooden shop-name signage on the façade of 
westernized buildings built in 1920-30’s in 
the east Japan．（日本の1920-1930 年代の洋風
建築ファサードに取り付けられた木製金文字看板）

Proceedings of Wood Culture and Science 
Kyoto 2011、 August 6‒9、2011、Kyoto、 
JAPAN、188-191

2011.08

6 山本幸一 東日本大震災と今後の森林・林業・木材産業 山林、1528 号：11-18 2011.09

7
Koichi Yamamoto（山本幸一） Perspective of woody biomass use 

related to the tsunami debris by the 
Tohoku Earthquake．（東日本大震災に
よる被災木材のバイオマス利用の方向性）

Proceedings of 8th Biomass Asia Works-
hop、Nov.29-Dec.1、Hanoi、Vietnum

2011.11

8

Koichi Yamamoto（山本幸一） Perspectives on the use of woody bi-
omass for energy production after the 
2011 Tohoku Earthquake in Japan.（日
本における東日本大震災後の木質バイ
オマスのエネルギー利用の方向性）

Asia-Pacific Forestry Week、Session: 
Wood Energy in Asia and Pacifi c、Oppor-
tunities and Challenges、November 7-11、
Beijing、China、p15 

2011.11

9 山本幸一 東日本大震災が岩手県の林業・木材産
業に与えた影響とその後

木材工業、66:551-552 2011.11

10 山本幸一 震災復興とバイオマス利用 森林技術、837:37 2011.12

11
Kamimura, K.（上村佳奈）,
Kuboyama, H.（久保山裕史）, 
Yamamoto, K.（山本幸一）

Wood biomass supply costs and poten-
tial for biomass energy plants in Japan
（日本におけるエネルギープラントへの木質
バイオマスの供給コストと供給の可能性）

Biomass and Bioenergy、36:107-115 2012.01

12
Koichi Yamamoto（山本幸一） Woody biomass as possible energy 

source in East and South-East Asia.（東
アジア及び東南アジアにおける木質バイオ
マスのエネルギー資源としての可能性）

JIRCAS Working Report、No.73：385-
389

2012.03

13 中北　理 航空写真から松枯れ木をピンポイント探査 第２期中期計画成果集、森林総合研究所、42-43 2011.03
14 中北　理、下田直義 写真解析によるウルシ樹冠の紅葉期色調変化 東北森林科学会講演要旨集、16：76 2011.08

15
中北　理、中村克典、星崎和彦（秋田
県立大）、田代隼人（㈱フォテク）、
板垣恒夫（㈱フォテク）

空中写真の３Ｄ判読と計測による森林
防除法：北日本における松くい虫

社団法人映像情報メディア学会技術報告、 
35(43)：1-5

2011.11

16 中北　理 将来に活きる森林GIS を目指して 森林技術、837：30-33 2011.12
17 中北　理 GISが目指すは現地調査の代替と森林境界線の確定 日本森林学会大会学術講演集、123：B34 2012.03

18 中根貴雄、石原範幸、田代隼人（㈱フォ
テク）、中北　理

震災前後のステレオ空中写真解析によ
る流失林分容積の推定

日本森林学会大会学術講演集、123： PB085 2012.03

19

牧田直樹（京都大学）、小杉緑子（京都
大学）、檀浦正子（京都大学）、高梨　
聡、新山　馨、Abdul Rahim Nik（マ
レーシア森林研究所）、Adbul Rahman 
Kassim（マレーシア森林研究所）

マレーシアパソ熱帯雨林における根呼吸
の特徴　～根直径と根密度からの探索～

日本熱帯生態学会年次大会要旨集、21：B6 2011.05

20

Tamotsu Sato（佐藤　保）、Kaoru 
Niiyama（新山　馨）、Tsutomu 
Yagihashi（八木橋勉）、Abdul
Rahman Kassim（マレーシア森林研究所）、
Azizi Ripin（Green Forest Resources）

Stocks and flows of coarse woody 
debris in a hill dipterocarp forest in 
peninsular Malaysia（半島マレーシア
丘陵フタバガキ林の粗大有機物の現存
量と供給量）

International Botanical Congress (IBC) 
2011 Abstract Book、418

2011.07

21
坂本知己、新山　馨、中村克典、
小谷英司、平井敬三、齋藤武史、
木村公樹、今　純一

平成 23 年東北地方太平洋沖地震津波に
おける海岸林と家屋破損程度との関わ
り：八戸市市川町の事例

平成 23年度日本海岸林学会石巻大会講演要
旨集：3-4

2011.10

22
坂本知己、新山　馨、中村克典、小谷英司、
平井敬三、齋藤武史、木村公樹（青森県
産業技術センター林業研究所）、今　純一
（青森県産業技術センター林業研究所）

平成 23 年東北地方太平洋沖地震津波に
おける海岸林の漂流物捕捉機能－八戸
市市川町の事例－

平成 23年度日本海岸林学会石巻大会研究発
表会要旨集：3-4 2011.10

23
野口宏典、新山　馨、中村克典、小谷英司、
平井敬三、齋藤武史、木村公樹（青森県産業
技術センター林業研究所）、今　純一（青森
県産業技術センター林業研究所）、坂本知己

被災地の林分・地形条件を用いた数値
実験による海岸林の津波氾濫流減衰機
能の検討

平成 23年度日本海岸林学会石巻大会研究発
表会要旨集、27-28

2011.10

24

Naoki Makita（牧田直樹）、Yoshiko Kosugi
（小杉緑子）、Masako Dannoura（檀浦正子）
（京大農）、Satoru Takanashi（高梨　聡）、
Kaoru Niiyama（新山　馨）、
Abd Rahman Kassim（マレーシア森林研究所）、
Abdul Rahim Nik（マレーシア森林研究所）

Pattern in root respiration rates with 
their morphological traits in 13 tree 
species in tropical forest（熱帯樹木 13
種の呼吸速度とその形態的特性）

The meeting of Asia fl ux (2011)、61 2011.11

25

Satoru Takanashi（高梨　聡）、Yoshiko 
Kosugi（小杉緑子）（京都大学）、Takehiko 
Haruta（春田猛彦）（三重大学）、Masako 
Dannoura（檀浦正子）（京都大学）、Naoki 
Makita（牧田直樹）（京都大学）、Katsunori 
Tanaka（田中克典）（京都大学）、Kaoru 
Niiyama（ 新 山　 馨 ）、Abdul Rahman 
bin Kassim（マレーシア森林研究所）、
Abdul Rahim Nik（マレーシア森林研究所）

Vertical profi le of leaf photosynthetic 
characteristics in a tropical lowland 
dipterocarp forest at pasoh, peninsu-
lar malaysia（マレー半島、パソ森林保
護区の低地フタバガキ林における葉の
光合成特性の垂直構造）

The meeting of Asia fl ux (2011)、113 2011.11

１－３）研究発表業績一覧（支所職員は太字）
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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

26

Masako Dannoura（檀浦正子）（京都大
学）、Yoshiko Kosugi（小杉緑子）（京都
大学）、Satoru Takanashi（高梨　聡）、
Naoki Makita（牧田直樹）（京都大学）、
Shuhei Kanemitsu（兼光修平）（京都大
学）、Katsunori Tanaka（田中克典）（京
都大学）、Takehiko Haruta（春田猛彦）
（三重大学）、Kaoru Niiyama（新山　馨）、
Abdul Rahim Nik（マレーシア森林研究
所）、Abdul Rahman Kassim（マレーシ
ア森林研究所）

Measurement of autotrophic respira-
tion of tree in pasoh from leaves to 
roots（パソ森林保護区での葉から根ま
での呼吸速度測定）

The meeting of Asia fl ux (2011)、111 2011.11

27

Chau-Chin Lin（台湾森林研究所）、
Abdul Rahman Kassim（マレーシア森
林研究所）、Kristin Vanderbilt、
Donald Henshaw、Eda C Melendez-
Colom、John H Porter、Kaoru Niiyama
（新山　馨）、Tsutomu Yagihashi
（八木橋勉）、Sek Aun Tan、Sheng-Shan 
Lu（台湾森林研究所）、Chi-Wen Hsiao
（台湾森林研究所）、Li-Wan Chang（台
湾森林研究所）、Meei-Ru Jeng（台湾森
林研究所）

An Ecoinformatics Application for Fo-
rest Dynamics Plot Data Management 
and Sharing（森林動態プロットデータ
の管理と相互利用のための生態学イン
フォマティクスの適用）

Taiwan Journal of  Forestry Science、
26(4)：357-69、 2011

2011.12

28
新山　馨、和田　覚（秋田県森林技術
センター）、上野　満（山形県森林研究
研修センター）、長坂　有（北海道立総
合研究機構林業試験場）

広葉樹林化と公益的機能－土砂移動で
測る公益的機能－

公開新ポジウム「広葉樹林化の可能性－天
然更新のリスクとその回避－」要旨、３

2012.02

29

Gen Takao（鷹尾　元）、
Kaoru Niiyama（新山　馨）、
Tamotsu Sato（佐藤　保）、
Yasumasa Hirata（平田泰雅）、
Yoshiyuki Kiyono（清野嘉之）

Reconstruct the forest change history 
of the past and future（過去と未来の
森林変化を再構成する）

Intentional symposium on costs and be-
nefits of REDD plus;what, who,how and 
when? Proceedings:21-26

2012.03

30

Naoki Tani（谷　尚樹）、
Yoshihiko Tsumura（津村義彦）、
Keita Fukasawa（深澤圭太）（横国大）、
Tomoyuki Kad（角　友之）（総研大）、
Yuriko Taguchi（田口由利子）（東京大学）、
Soon Leon Lee（マレーシア森林研究所）、
Chai Ting Lee、
Norwati Muhammad（マレーシア森林
研究所）、Kaoru Niiyama（新山　馨）、
Tatsuya Otani（大谷達也）、
Tsutomu Yagihashi（八木橋勉）、
Azizi Ripin（マレーシア森林研究所）、
Abdul Rahaman Kassim（マレーシア
森林研究所）

Male fecundity and pollen dispersal 
in hill dipterocarps : significance of 
mass synchronized flowering and 
implications for conservation（丘陵フ
タバガキ樹木の雄としての繁殖努力と
花粉分散：一斉開花の重要性と保全へ
の関わり）

Journal of Ecology、100：405-415 2012.03

31

Naoki Makita（牧田直樹）（京都大学）、
Yoshiko Kosugi（小杉緑子）（京都大学）、
Masako Dannoura（檀浦正子）（京都
大学）、Satoru Takanashi（高梨　聡）、
Kaoru Niiyama（新山　馨）、
Adbul Rahman Kassim（マレーシア森
林研究所）、Abdul Rahim Nik（マレー
シア森林研究所）

Patterns of root respiration rates and 
morphological traits in 13 tree spe-
cies in a tropical forest（熱帯樹木 13
種の呼吸速度とその形態的特性）

Tree Physiology、32(3)：303-312 2012.03

32
佐藤　保、清野嘉之、門田有佳子、
伊藤江利子、鳥山淳平、新山　馨、
大谷達也

REDD+実施に求められる炭素蓄積量把
握のための地上調査のあり方：PSP と
いうアプローチ

日本森林学会大会講演要旨、123：M10 2012.03

33

佐藤　保、新山　馨、八木橋勉、
野口麻穂子、飯田滋生、木村勝彦（福島
大学）、Abdul Rahman Kassim（マレー
シア森林研究所）、Azizi Ripin（Green 
Forest Resources）

マレーシア丘陵フタバガキ林の林冠
ギャップの動態について

関東森林研究、63：89-92 2012.03

34

Saito, Satoshi.（齊藤　哲）、
Sato, Tamotsu（佐藤　保）、
Niiyama, Kaoru（新山　馨）、
Nomiya, Haruto（野宮治人）

Recent tendency of diameter growth 
of trees in a lucidophyllous forest at 
the Aya Research Site - Analysis of 
data in a LTER site in southwester 
Japan（綾リサーチサイトの照葉樹林にお
ける直径成長の近年の傾向　- 南西日本
の長期生態観測地点にデータ解析から-）

日本生態学会大会講演要旨集、59：P1-
032J 

2012.03

35

金谷整一、菊地泰生、秋庭満輝、
中村克典、池亀寛治（種子島ヤクタネ
ゴヨウ保全の会）、手塚賢至（屋久島ヤ
クタネゴヨウ調査隊）

Detection of Bursaphelenchus xylop-
hilus from old disks of dead Pinus 
armandii var. amamiana trees using a 
new detection kit（新たな検出キット
を用いたヤクタネゴヨウ枯死木円板か
らのマツノザイセンチュウの検出）

Forest Pathology、41：387-391 2011.10

36 中村克典 松くい虫被害の問題 海岸林との共生（中島勇喜・岡田穣 編）、
138-143

2011.10

37 中村克典 津波被災クロマツ・アカマツで必要な
松くい虫被害対策

平成 23年度日本海岸林学会石巻大会講演要
旨集、31-32

2011.10

38 中村克典 東日本太平洋沖地震津波による被災マ
ツ林で必要とされるマツ材線虫病対策

森林技術 835：18-24 2011.10

39
中村克典 北限未侵入地域でのマツ材線虫病対策を考

える：公開シンポジウム「未侵入地域での
効果的な松くい虫予防対策に向けて」より

森林防疫 60(6)：223-229 2011.11
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40 中村克典 東北のマツ林を脅かすもの　～松くい
虫，温暖化，津波被害

東北植物学会第１回大会（岩手大会）要旨
集 20p

2011.12

41

秋庭満輝、石原誠、佐橋憲生、中村克典、
大平峰子、戸田忠雄

Virulence of Bursaphelenchus xylop-
hilus isolated from naturally infested 
pine forests to five resistant families 
of Pinus thunbergii（マツ材線虫病感染
マツ林から分離されたマツノザイセンチュウ
のクロマツ抵抗性５家系に対する病原性）

Plant Disease、96：249-252 2012.02

42
中村克典、相川拓也、市原　優、
水田展洋（宮城県林業技術総合センター）

宮城県の津波被災海岸マツ林に発生し
た針葉変色木におけるマツノザイセン
チュウと媒介昆虫の生息状況

日本森林学会大会学術講演集、123：G17 2012.03

43 坪山良夫、阿部俊夫、野口正二、
細田育広、浅野志穗、玉井幸治

気候条件や流域の大きさが異なる森林
流域の流出特性の比較

日本地球惑星科学連合 2011 年大会予稿集、
AHW027-05

2011.05

44 野口正二 インターバルカメラを使用した林内の
積雪深の観測

東北の雪と生活（26）：67-68. 2011.07

45
金子智紀（秋田県森林技術センター）、
岩谷綾子（秋田県森林技術センター）、
和田　覚（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水文観測－
間伐が水流出に及ぼす影響の解明を目
指して－

砂防学会誌、64（２）：65-68. 2011.07

46 野口正二 森林内の積雪深を左右する要因 みどりの東北、88：4 2011.07

47 岩谷綾子、金子智紀、和田　覚（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 2010/2011
年積雪期の樹冠通過降水量

東北森林科学会第 16回大会講演要旨集、70 2011.08

48 金子智紀（秋田県森林技術センター）、
野口正二、藤枝基久

スギ人工林の間伐が無積雪期の水流出
に及ぼす影響

東北森林科学会第 16回大会講演要旨集、50 2011.08

49
野口正二、金子智紀（秋田県森林技術
センター）、和田　覚（秋田県森林技術
センター）

スギ人工林の間伐が無積雪期の蒸発散
量に及ぼす影響

東北森林科学会第 16回大会講演要旨集、72 2011.08

50 村上　亘、野口正二、久保田多余子、
細田育広

釜淵森林理水試験地での流出土砂の観測 砂防学会誌、 64（4）:56-61 2011.11

51

Kosugi Yoshiko（小杉緑子、京都大学）、
Takanashi Satoru（高梨　聡）、
Ohkubo Shinjiro（大久保信次郎、北海
道大学）、Matsuo Naoko（松尾奈緒子、
三重大学）、Itoh Masayuki（伊藤雅之、
京都大学）、Noguchi Shoji（野口正二）、
Abdul Rahim Nik（マレーシア資源環境庁）

Impact of climate change on canopy 
CO2 and H2O exchange of a tropical 
rainforest in Peninsular Malaysia, 
Pasoh（マレーシア・パソ保護林の熱帯
雨林における樹冠上のCO2 と H2O に関
する気候変動の影響）

AsiaFlux2011 Workshop、WO013 2011.11

52 村上　亘、野口正二、久保田多余子、
細田育広

釜淵森林理水試験地での流出土砂の観測 砂防学会誌、64（4）：56-61 2011.11

53
田村浩喜、金子智紀、加賀正博、
村上雅美、野口正二、坂本知己

仙台平野における東北太平洋沖地震津
波による海岸林被害　仙台市若林区荒
浜周辺の被害状況と土壌水分

日本森林学会大会データベース、123、
No.SPACE, pp.D07

2012.03

54
野口正二、足立直樹（株式会社レスポンス
アビリティ）、小杉緑子（京都大学）、Abdul 
Rahman（マレーシア森林研究所）、Abdul 
Rahim Nik（マレーシア資源環境庁）

熱帯雨林における表層土壌水分の空間
分布－マレーシア・パソ森林保護林の
事例－

日本森林学会大会データベース、123、
No.SPACE, pp.B02

2012.03

55
和田　覚（秋田農技セ森林）、金子智紀（秋
田農技セ森林）、大原偉樹、齋藤武史、
平井敬三、八木橋勉、北田正憲（元森
林総研）、杉田久志

強度な間伐を行ったスギ人工林はどう
なったか－スギ保残木・広葉樹・下層
植生の変化と推移－

東北森林科学会大会講演要旨集、 16:23 2011.08

56
齋藤武史、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）、和田　覚
（秋田県農林水産技術センター森林技術
センター）、大原偉樹

スギ人工林間伐後における流域葉面積
指数経年変化の推定（予報）

東北森林科学会大会講演要旨集、16:75 2011.08

57

和田覚（秋田県農林水産技術センター
森林技術センター）、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）、大原偉樹、齋藤武史、平井敬三、
八木橋勉、北田正憲（元森林総研）、
杉田久志

強度な間伐を行ったスギ人工林はどう
なったか－スギ保残木・広葉樹・下層
植生の変化と推移－

東北森林科学会大会講演要旨集、16:23 2011.08

58 齋藤武史 全天空写真撮影によるブナ林内光環境
推定手法の検討

日本森林学会大会講演要旨集、123:A32 2012.03

59 小谷英司、西園朋広、垂水亜紀、
粟屋善雄

低密度 LiDAR と成長モデルによる人工
針葉樹林の炭素吸収量推定法の開発

H23 写真測量学会年次講演論文集、77-78 2011.05

60

Eiji Kodani（小谷英司）、
Tomohiro Nishizono（西園朋広） and 
Yoshio Awaya（粟屋善雄・岐阜大）

Estimating total biomass carbon stock 
and carbon absorption in manmade 
coniferous forest stands by combining 
low density LiDAR and yield table （低
密度 LiDAR と収穫予想表を用いた人工
針葉樹林の炭素蓄積量と吸収量の推定）

持続可能な森林資源管理に関する IUFRO 
国際研究集会 FORCOM2011 Mie 要旨集、 
10.

2011.09

61
小谷英司、西園朋広、天野智将、
中北　理、森澤　猛

大沢人工林収穫試験地・相内沢人工林
択伐試験地・上大内沢人工林収穫試験
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、52：21-24 2011.12

62

Eiji Kodani（小谷英司）、
Naoto Matsumura（松村直人、三重大）、
Aki Tarumi（垂水亜紀）

Analyzing the Eff ects of Environmen-
tal Factors on the Site Indexes of Sugi 
(Cryptomeria japonica) and Hinoki 
(Chamaecyparis obtusa) Manmade 
Coniferous Forest Stands in the Shi-
koku National Forest Using GIS （四国
国有林におけるスギとヒノキ人工林の
地位指数に与えた環境要因の影響分析）,

Journal of Forest Planning、17：3-8 2011.12

－ 14 －
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63 光田　靖、北原文章、佐藤重穂、
小谷英司

下ル川山ヒノキ人工林収穫試験地の調
査結果

森林総合研究所四国支所年報、 52：34-35 2011.12

64 小谷英司 児孫のために境を残す－安価な携帯型
ＧＰＳによる林家地図情報管理－

岩手の林業、6-7 2012.01

65 小谷英司 航空機リモートセンシングを用いた東日
本大震災津波による海岸林被害の把握

H23 年度森林・林業試験研究合同発表会要
旨集、5-7

2012.02

66
小谷英司、坂本知己、中村克典、
星野大介、小澤洋一（岩手県林業技術
センター）

航空機 LiDAR とオルソを用いた東日本
大震災津波による海岸林被害把握

日本森林学会大会学術講演集、123：D01 2012.03

67

Yasushi Mitsuda（光田　靖）、
Fumiaki Kitahara（北原文章）、
Eiji Kodani（小谷英司）、
Yasumasa Hirata（平田泰雅）

Modeling tree mortality using the Cox 
proportional hazards model based on 
data derived from permanent plots of 
Cryptomeria japonica planted forest
（コックス回帰モデルによるスギ人工林
枯死推定モデルの構築）

森林資源管理と数理モデル、11 2012.03

68

Hiroshi Tanaka（田中　浩）、
Takashi Masaki（正木　隆）、
Mitsue Shibata（柴田銃江）、
Kaoru Niiyama（新山　馨）、
Shigeo Iida（飯田滋生）、
Shin Abe（阿部　真）、
Kimiko Okabe（岡部貴美子）、
Shun’ichi Makino（牧野俊一）、
Tohru Nakashizuka（中静透、東北大学）

Long-term ecological research in 
Ogawa Forest Reserve: Understan-
ding the community organization of a 
temperate broadleaf forest（小川保護
林での長期生態観測：温帯広葉樹林の
群落形成の理解）

International Workshop for Practice of 
Forest Ecosystem Management, Korea 
Forest Research Institute, 31-45

2011.07

69
柴田銃江、正木　隆、田中　浩、
壁谷大介、斎藤智之、西山嘉彦、
中静　透（東北大）

森はよみが えったか？－御岳山崩れ 25
年の軌跡－

森林総合研究所 平成 23 年版 研究成果選
集、　66-67

2011.07

70

Takahashi, Akiko（高橋明子・東大）、
Shibata, Mistue（柴田銃江）、
Shimada, Takuya（島田卓哉）

Variation in seed production schedu-
le among individual trees of a deci-
duous oak species Quercus serrata: 
its relation to seed characteristics.（コ
ナラの種子生産スケジュールにおける個
体間のばらつき：種子特性との関連から）

Plant Ecology、212(9):1527-1535 2011.09

71

Takashi Masak（正木　隆）、
Kazuaki Takahashi（高橋一秋・信州大）、
Ayako Sawa（沢あや子・筑波大）、
Tomoyuki Kado（角　友之・総合研大）、
Shoji Naoe（直江正司・京大）、
Shinsuke Koike（小池伸介・東京農工大）、
Mitsue Shibata（柴田銃江）

Fleshy fruit characteristics in a tem-
perate deciduous forest of Japan: how 
unique are they?（日本の温帯落葉樹
林の果実特性：その特異性）

Jornal of Plant Research、125:103-114 2012.01

72 川北真伊（秋田県立大）、柴田銃江、
星野大介、星崎和彦（秋田県立大）

渓畔林におけるリター分解の時空間的
変化

日本森林学会講演要旨集、123 2012.03

73

Shibata, Rei（柴田　嶺、東北大）、
Tanaka, Hiroshi（田中　浩）、
Shibata, Mitsue（柴田銃江）、
Iida, Shigeo（飯田滋生）、
Hatta, Fumika（八田芙美香・東北大）、
Kurokawa, Hiroko（黒川紘子・東北大）、
Nakashizuka, Thoru（中静　透・東北大）

Interspecifi c variation in size depen-
dent resprouting ability of temperate 
trees and its adaptive signifi cance.（萌
芽のサイズ依存性からみた温帯林樹木
のバリエーションとその生態的意義）

日本生態学会大会講演要旨、59 P1-125A 2012.03

74 八木貴信 ブナの個葉形態の変異とその窒素・炭
素含量との関係

日本生態学会第 59 回大会講演要旨集、59：
256 2012.03

75 八木貴信 風が吹けば桶屋が儲かるような木と木の関係 岩手の林業、652：4-5 2012.03

76 正木　隆、森　茂太、梶本卓也、相澤州平、
池田重人、八木橋勉、柴田銃江、櫃間　岳

高齢・高密度のアカマツ林の間伐は個
体の成長を改善するか

日本森林学会誌 93：48-57 2011.04

77

佐藤　保、田渕隆一（国際農林水産業研
究センター）、八木橋勉、飯田滋生、
諏訪錬平、Jose（INPA） Adriano、
Lima（INPA） Nogueira、Higuchi（INPA） 
Niro、石塚森吉

アマゾ ン熱帯林における粗大有機物
（CWD）の現存量について 

日本熱帯生態学会大会講演要旨 21: 66 2011.05

78
八木橋勉、櫃間　岳、野口正二、
岩谷綾子（秋田県森林技術センター）

撮像素子の違いが全天写真による相対
散乱光推定にあたえる影響～コンパクトカ
メラと一眼レフカメラで差があるか～

東北森林科学会第 16回大会講演要旨集、25 2011.08

79
Otani, T.（大谷達也）、Yagihashi, T.
（八木橋勉）、Tani, N.（谷　尚樹　国際
農研セ）、Niiyama, K.（新山　馨）、
Azizi R.（FRIM）、Abd Rahman K.（FRIM）

Recovery process and population 
dynamics of a hill dipterocarp forest 
after selective logging in Semangkok 
Forest Reserve, Peninsular Malaysia.

Workshop on Carbon Stocks and Dynami-
cs in Tropical Forests 1:Session 2-1

2011.10

80
Sato T.（佐藤　保）、Tabuchi R.（田淵隆一）、
Yagihashi T.（八木橋勉）、Iida S.（飯田滋生）、
Suwa R.（諏訪錬平）、Lima A.J.N.（INPA）、
Higuchi N.（INPA）、Ishizuka M.（石塚森吉）

Stocks of coarse woody debris (CWD) 
in a tropical rain forest, Brazilian 
Amazon.

Workshop on Carbon Stocks and Dynamics 
in Tropical Forests 1:Session 1-3

2011.10

81 WANG Nan、加藤正人、山本進一、
西村尚之、星野大介 

赤沢自然休養林の樹木成長する適地の
予測

中部森林研究、59:69-70 2011.03

82 星野大介 コラム  森のお話　巨大津波と海岸林 みどりの東北、東北森林管理局、86:4 2011.05
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83

Mifuyu Ogawa（小川みふゆ）、Yuichi
Yamaura（山浦悠一）、Shin Abe（阿部　真）、
Daisuke Hoshino（星野大介）、
Kazuhiko Hoshizaki（星崎和彦）、
Shigeo Iida（飯田滋生）、Toshio
Katsuki（勝木俊雄）、Takashi Masaki
（正木　隆）、Kaoru Niiyama（新山　馨）、
Satoshi Saito（齊藤　哲）、Takeshi Sakai
（酒井　武）、Hisashi Sugita（杉田久志）、
Hiroyuki Tanouchi（田内裕之）、Amano
Tatuya（天野達也）（農環研）、Taki 
Hisamichi（滝　久智）、Kimiko Okabe
（岡部貴美子）

Use of two population metrics cla-
rifies biodiversity dynamics in lar-
ge-scale monitoring: the case of trees 
in Japanese old-growth forests The 
need for multiple population metrics 
in large-scale monitoring（大スケール
での生物多様性動態を二つの個体群特
性で明らかにする：日本の天然林を例
として　大スケールでは複数の個体群
特性値が必要）

Emvironmental Monitaring and Assessment、
178:85-94

2011.06

84 星野大介 岩手県沿岸の海岸林と集落の津波被害状況 東北地方太平洋沖地震津波報告会 2011.07

85 星野大介 東北地方太平洋沖地震津波による岩手
県海岸林の被害状況

東北森林科学会大会講演要旨集、16：17 2011.08

86
千葉幸弘、星野大介 第１章　　森林生態系の炭素循環の解

明と炭素循環モデルの開発（６）森林
群落動態と炭素収支モデルの植生レベ
ルへのスケールアップ技術の開発

農林水産省農林水産技術会議事務局研究成
果 農林水産生態系の炭素循環の解明と炭素
循環モデルの開発 483:83-88

2011.09

87
Hoshino, D、Hoshizaki, K、
Shibata, M、Masaki, T、Oki, S

Annual variation of tree growth in the 
major tree species of Kanumazawa 
riparian forest, northeastern Japan

International Long-Term Ecological Rese-
arch Network (ILTER) Annual Meetings 
2011

2011.09

88
星野大介、岡田　穣、金子智紀、
田村浩喜、塩谷　学、佐藤亜貴夫、
田中三郎、中北　理、山本幸一、
坂本知己

東北地方太平洋沖地震津波による明戸
海岸林の被害状況

日本海岸林学会 2011.10

89
星野大介、山本進一、松下通也、
西村尚之、小山泰弘、岡田充弘、
壁谷大介、齋藤智之

木曽ヒノキ高齢林の 23年間の林分動態 中部森林学会 2011.10

90

Masae I. Ishihara（石原正恵）（自然環
境研究センター）、Satoshi N. Suzuki
（鈴木智之）（自然環境研究センター）、
Masahiro Nakamura（中村誠宏）（自
然環境研究センター）、Tsutomu Enoki
（榎木　勉）（九州大学）、Akio Fujiwara
（藤原章雄）（東京大学）、Tsutom Hiura
（日浦　勉）（北海道大学）、Kosuke 
Homma（本間航介）（新潟大学）、
Daisuke Hoshino（星野大介）、
Kazuhiko Hoshizaki（星崎和彦）（秋田
県立大学）、Hideyuki Ida（井田秀行）（信
州大学）、Ken Ishida（石田　健）（東京
大学）、Akira Itoh（伊東　明）（大阪市
立大学）、Takayuki Kaneko（金子隆之）
（京都大学）、Kaname Kubota（久保田要）
（宮崎大学）、Koichiro Kuraji（蔵治光一郎）
（東京大学）、Shigeo Kuramoto（倉本惠生）、
Akifumi Makita（蒔田明史）（秋田県立
大学）、Takashi Masaki（正木　隆）、
Kanji Namikawa（並川寛司）（北海道教
育大学）、Kaoru Niiyama（新山　馨）、
Mahoko Noguchi（野口麻穂子）、
Haruto Nomiya（野宮治人）、Tatsuhiro 
Ohkubo（大久保達弘）（宇都宮大学）、
Satoshi Saito（齋藤　哲）、Takeshi Sakai
（酒井　武）、Michinori Sakimoto
（嵜元道徳）（京都大学）、Hitoshi Sakio
（崎尾　均）（新潟大学）、Hirofumi Shibano
（芝野博文）（東京大学）、Hisashi Sugita
（杉田久志）、Mitsuo Suzuki（鈴木三男）
（東北大学）、Atsushi Takashima（高嶋敦史）
（琉球大学）、Nobuyuki Tanaka（田中信行）、
Naoaki Tashiro（田代直明）（九州大学）、
Naoko Tokuchi（德地直子）（京都大学）、
Yakushima Forest Environment
Conservation Center（屋久島森林環境保
全センター）、Toshiya Yoshida（吉田俊也）
（北海道大学）、Yumiko Yoshida（吉田弓子）
（東京大学）

Forest stand structure, composition, 
and dynamics in 34 sites over Japan

Ecological Research、26（6）：1007-1008 2011.11

91

坂本知己、星野大介（国際農研）、
金子智紀（秋田県森技センター）、
田村浩喜（秋田県森技センター）、
新山　馨、中北　理、野口正二、
小野賢二、安田幸生、堀野眞一、
天野智将、野口宏典

東北地方太平洋沖地震津波による海岸
林の被害と評価－岩手県普代村普代浜
における事例－

日本森林学会学術講演集、123:D04 2012.03

92

Hoshizaki, Kazuhiko（星崎和彦・秋田
県立大）、Tanaka, Hiroshi（田中裕志・
モンベル）、Oki, Shinnji（沖　慎司・
秋田県立大）、Hoshino, Daisuke
（星野大介）、Shibata, Mitsue（柴田銃江）

Patterns of population structures for 
three tree species in a montane creek 
landscape, with reference to local 
disturbance regimes.（撹乱体制との関
連からみた山地渓畔林における３樹種
の個体群構造パターン）

日本生態学会大会講演要旨、59 P2-012A 2012.03

93
Deng S. Q.、Katoh M.、Yamamoto S.、
Nishimura N.、Hoshino D.

Eff ect of typhoon disturbance on car-
bon storage capabillity of old-growth 
Chamaecyparis obtusa forest in Aka-
zawa, central Japan

中部森林研究、60:67-72 2012.03

－ 16 －
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94
星野大介、中北　理、岡田　穣、
金子智紀、田村浩喜、山本幸一、
坂本知己

東北地方太平洋沖地震津波による海岸
林の被害と評価－岩手県田野畑村明戸
浜における事例－

日本森林学会大会学術講演集、123 2012.03

95
Deng S.Q.、Katoh M.、Yamamoto S.、
Nishimura N.、Hoshino D.

Eff ect of typhoon disturbance on car-
bon storage capability of old-growth 
Chamaecyparis obtusa forest in Aka-
zawa, central Japan

日本森林学会大会学術講演集、 123 2012.03

96
櫃間　岳、安田幸生、小野賢二、
岡本　隆、野口正二、平井敬三、
八木橋勉

2010 年末からの大雪により岩手県北部
で 発生した冠雪害－スギ ・カラマツ・ア
カマツの樹種別の被害形態－

日本森林学会大会学術講演集、123: Pa118 2012.03

97 平井敬三、野口享太郎、山中高史、
金子真司、高橋正通

切り捨て間伐で還元されたスギ緑葉の
分解に伴う林地への窒素供給

森林立地、53：17-22 2011.06

98

Jumpei Toriyama（鳥山淳平）、Seiichi 
Ohta（太田誠一）（京都大学）、Yasuhiro
Ohnuki（大貫靖浩）、Eriko Ito
（伊藤江利子）、Mamoru Kanzaki
（神崎　護）（京都大学）、Makoto Araki
（荒木　誠）、Sophal Chann・Bora Tith・
Samkol Keth（カンボジア森林局）、
Keizo Hirai and Yoshiyuki Kiyono

Soil carbon stock in Cambodian mon-
soon forests（カンボジアの季節林にお
ける土壌炭素蓄積）

Japan Agricultural Research Quarterly、
45 （3）：309-316

2011.06

99

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

Topographic variation in heterotrop-
hic and autotrophic soil respiration in 
a tropical seasonal forest in Thailand
（タイの熱帯季節林における土壌有機物
および根呼吸の地形変動）

Soil Science and Plant Nutrition、57：
452-465

2011.06

100 平井敬三、細川奈々枝・小林　元（信大農）森林における表層土壌の現地窒素無機化速度推定の精度検証
2011 年度日本土壌肥料学会東北支部会岩手
大会講演要旨集、5 2011.07

101
平井敬三、小野賢二、金子智紀（秋田
農技セ森林）、山中高史、金子真司、
高橋正通

スギ緑葉の分解に関わる間伐と積雪の
影響

東北森林科学会大会講演要旨集 16、65 2011.08

102

Keizo Hirai（平井敬三）、Masamichi
Takahashi（高橋正通）、Pitayakorn 
Limtong（タイ土地開発局）、Sontam 
Sukusawang（タイ国立公園野生生物保全
局）、Junpei Toriyama（鳥山淳平）、
Yoshiyuki Kiyono（清野嘉之）、
Tamotsu Sato（佐藤　保）

Soil carbon stock and their changes 
following forest degradation in tropi-
cal monsoon forest in southeast Asia
（東南アジアの熱帯季節林における土壌
炭素蓄積とその森林劣化にともなう変化）

Program and Abstract of Soil Science in a 
Changing World、173

2011.09

103
守屋耕一・小嵐　淳・安藤麻里子（原研）、
森泉　純・山澤弘実（名古屋大）、
平井敬三

放射性炭素を利用した分解性別土壌有
機炭素の深さ分布推定

第 3回 JAEAタンデトロンAMS利用報告会
講演要旨集、ページ番号無し

2011.01

104
平井敬三、小野賢二、山田　毅、
天野智将、山本幸一、相澤州平、
真田　勝（元森林総研）、阪田匡司

森林バイオマスの強度収穫に伴う養分
持ち出し量とその後の土壌および樹木
成長への影響　－特に養分に富む枝葉
の収穫影響に注目して－

バイオマス科学会議研究発表論文集、7：
68-69

2012.01

105

Mariko Atarashi-Andoh（安藤麻里子）・
Jun Koarashi（小嵐 淳）（原研）、Shi-
gehiro Ishizuka（石塚成宏） and Keizo 
Hirai（平井敬三）

Seasonal patterns and control factors 
of CO2 effluxes from surface litter, 
soil organic carbon, and root-derived 
carbon estimated using radiocarbon 
signatures（放射性炭素同位体を用いた
リター、土壌有機物、根由来炭素からの
CO2放出量の季節変化と制御要因の解明）

Agricultural and Forest Meteorology、
152：149-158

2012.01

106 細川奈々枝（信州大）、伊東大介（長野森林組合）、小林　元（信州大）、平井敬三
ヒノキ若齢林の斜面中腹部と下部にお
ける土壌窒素無機化の年変動

信州大学農学部AFC報告、10：109-114 2012.03

107 細川奈々枝（信州大）、伊東大介（長野森林組合）、小林　元（信州大）、平井敬三
ヒノキ若齢林の土壌窒素無機化におよ
ぼす要因

中部森林研究、60：189-191 2012.03

108
Masamichi Takahashi（高橋正通）、
Dokrak Marod（カセサート大学）、
Samreong Panuthai（タイ国立公園野生生
物水保全局） and Keizo Hirai（平井敬三）

Carbon Cycling in Teak Plantations in 
Comparison with Seasonally Dry Tro-
pical Forests in Thailand（タイにおける
チーク林と熱帯季節林の炭素循環の比較）

Forest Ecosystems、209-230 2012.03

109
鳥山淳平、太田誠一（京都大）、大貫靖浩、
今矢明宏、伊藤江利子、神崎　護（京都
大）、平井敬三、荒木　誠、
Chann Sophal（カンボジア森林局）

比重分画を用いた土壌炭素の構成要素
の評価－熱帯季節林域における立地と
の対応－

日本森林学会学術講演集、123：Pa003 2012.03

110 高橋一太・細川奈々枝・小林　元（信州大）、平井敬三
ヒノキ若齢林の林分構造と土壌呼吸 日本森林学会学術講演集、123：Pa029 2012.03

111 高橋一太・細川奈々枝・小林　元（信州大）、平井敬三
異なる斜面位置におけるヒノキ若齢林
の土壌呼吸

中部森林研究、60：187-188 2012.03

112
大丸裕武、村上　亘、多田泰之、
岡本　隆、三森利昭、江坂文寿（東北
森林管理局）

2008 年岩手・宮城内陸地震による一迫
川上流域の崩壊発生環境

日本地すべり学会誌、48（3）:23-36 2011.05

113 松浦純生（京都大学）、岡本　隆 温暖化が積雪地帯における土砂災害の
発生危険度に与える影響

地球惑星科学連合大会（2011）、HDS027-05 2011.05

114
大丸裕武、村上　亘、多田泰之、
岡本　隆、三森利昭、江坂文寿（東北
森林管理局）

岩手 ･ 宮城内陸地震によって一迫川上
流域で発生した崩壊に見られる地質の
影響

地球惑星科学連合大会（2011）、HDS027-P01 2011.05

115 岡本　隆 積雪地帯の地すべり 日本雪氷学会東北支部・日本雪工学会東北
支部合同研究発表会（2011）：1-2

2011.05
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116 岡本　隆 積雪地帯の地すべり 東北の雪と生活、日本雪氷学会東北支部、
26:3-6

2011.07

117 岡本　隆、松浦純生（京都大学） 山地斜面における地形形状と積雪深分
布の関係 東北森林科学会大会講演要旨集、16：51 2011.08

118 岡本　隆、松浦純生（京都大学）、
土佐信一（国土防災技術株式会社）

積雪期における地すべり土塊の鉛直圧
縮量の観測

日本地すべり学会研究発表講演集、50:161-
162

2011.08

119
松浦純生（京都大学）、岡本　隆、
萩村俊司（京都大学）、宮平永一郎（京
都大学）、寺嶋智巳（京都大学）

融雪特性を用いた地震動が地すべりの
発生に及ぼす影響評価

雪氷研究大会講演要旨集 :111 2011.09

120 岡本　隆、櫻井正明、土屋　智、
吉松弘行、小川紀一朗、王　功輝

二次災害の特徴（第８章） 地震地すべり、日本地すべり学会：229-243 2012.02

121 岡本　隆、松浦純生 2011年３月12日長野県北部地震によっ
て生じた地すべり変動

日本森林学会大会、123:pb077 2012.03

122 安田幸生、櫃間　岳 岩手県内陸北部で 2010 年末に発生した
冠雪害について

東北森林科学会大会講演要旨集、16:71 2011.08

123 安田幸生、櫃間　岳 雪に襲われた森－大規模な冠雪害－ みどりの東北、90:4 2011.09

124

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

Footprint for carbon dioxide flux in 
several sites of FFPRI fl uxnet（森林総
研フラックスネットの観測サイトにお
ける二酸化炭素フラックスのフットプ
リント解析）

AsiaFlux Workshop 2011 Proceedings、
116

2011.11

125

Yasuko Mizoguchi（溝口康子）、
Yukio Yasuda（安田幸生）、
Tautomu Watanabe（渡辺　力）（北大）、
Yoshikazu Ohtani（大谷義一）

Simplifi ed method of estimating pho-
tosynthetically active radiation from 
basic meteorological data（一般気象
データを用いた光合成有効放射量の簡
易測定法）

AsiaFlux Workshop 2011 Proceedings、
77

2011.11

126

Yasuda Yukio（安田幸生） 、Saito Takeshi
（齋藤武史）、Hoshino Daisuke（星野大介）、
Ono Kenji（小野賢二）、Ohtani Yoshikazu
（大谷義一）、Mizoguchi Yasuko（溝口康子）、
Morisawa Takeshi（森澤　猛）

Carbon balance in a cool-temperate 
deciduous forest in northern Japan: 
seazonal and interannual variations, 
and environmental controls of its an-
nual balance.（北日本の冷温帯落葉樹
林における炭素収支：季節及び経年変
化と環境条件による年間収支の変化）

Journa l  o f  Fores t  Research、DOI 
10.1007/S10310-011-0298-X、Published 
online

2011.12

127
中井祐一郎、高梨　聡、溝口康子、
大谷義一、北村兼三、山野井克己、
安田幸生、小南裕志、深山貴文、
清水貴範、渡辺　力（北大）、齋藤武史

タワーデータから算出した群落炭素収
支機能パラメータ

日本森林学会学術講演集、123:Pb067 2012.03

128

山野井克己、溝口康子、宇都木玄、
安田幸生、櫃間　岳、星野大介、
中井裕一郎、北村兼三、高梨　聡、
大谷義一、中野隆志（山梨県環境研）、
小南裕志、深山貴文、萩野裕章

温帯域における森林炭素収支の長期モ
ニタリング－森林総研フラックスネッ
トワークの 10年の観測－

日本森林学会学術講演集、123:H24 2012.03

129
小松雅史、吉村謙一、矢崎健一、
溝口康子、深山貴文、安田幸生、
山野井克己、北尾光俊

落葉広葉樹林を対象とした林分レベル
でのオゾン吸収量の推定

日本森林学会学術講演集、123:J11 2012.03

130 溝口康子、安田幸生、大谷義一、
渡辺　力（北大）、小南裕志、山野井克己

光合成有効放射量の推定方法 日本農業気象学会全国大会講演要旨（2012
年）、40

2012.03

131
山野井克己、溝口康子、安田幸生、
大谷義一、渡辺　力（北大）

森林群落へのHsieh モデルの適用によ
るスカラーフラックスのフットプリン
ト解析

日本農業気象学会全国大会講演要旨（2012
年）、43

2012.03

132
久保田多余子、坪山良夫、延廣竜彦、
阿部俊夫、壁谷直記、清水　晃

森林総合研究所宝川森林理水試験地に
おけるδ 18Oを用いた融雪流出過程に
関する研究

日本雪氷学会東北支部大会、2011:11 2011.05

133
久保田多余子、坪山良夫、延廣竜彦、
阿部俊夫、壁谷直記、清水　晃

森林総合研究所宝川森林理水試験地に
おけるδ 18Oを用いた融雪流出過程に
関する研究

東北の雪と生活、26:82-87、日本雪氷学会
東北支部

2011.07

134 久保田多余子、坪山良夫、延廣竜彦 常陸太田試験地における間伐に伴う日
蒸発散量の変化

東北森林科学会、16:52 2011.08

135
阿部俊夫、藤枝基久、壁谷直記、
久保田多余子、野口宏典、清水　晃、
坪山良夫、野口正二

小川群落保護林における水文観測報告
（2000 年８月～ 2007 年９月）

森林総合研究所研究報告、10(4):291-317 2011.12

136 久保田多余子、坪山良夫、延廣竜彦、
澤野真治

常陸太田試験地における間伐に伴う水
流出の変化

日本森林学会大会発表データベース、
121:Pb065

2012.03

137
山田　毅、平井敬三、竹中千里（名大
院生命農）

林地残材の収穫強度の違いが土壌化学
性におよぼす影響の評価　－土壌バッ
グ法による検討－

東北森林科学会講演要旨集、16:54 2011.08

138
吉永秀一郎、稲垣善之、山田　毅、
三浦　覚、清水　晃、清水貴範、
小川泰浩、宮縁育夫（熊大教）

去川森林理水試験地における流出水の
水質 森林総合研究所研究報告、10: 147-161 2011.09

139 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DIN 流
出量と大雨時における硝酸流出機構

日本水環境学会年会講演集、46: 515 2012.03

140 山田　毅、平井敬三、竹中千里（名大
院生命農）

林地残材の収穫に伴うスギ林土壌への
初期影響

日本森林学会大会学術講演集、123: Pa020 2012.03

141

藤本　潔（南山大）、平田泰雅、平出政和、
鳥山淳平、小野賢二、谷口真吾（琉球大）、
田淵隆一（国際農研）、服部　都（元南
山大）、井上理咲子（南山大）、Saimon 
Lihpai（サイモンリパイ）（ミクロネシ
ア連邦ポンペイ州政府）

ミクロネシア、ポンペイ島サンゴ礁型マ
ングローブ林の森林動態と炭素固定機
能－１ha 固定プロットにおける 16 年
間の観測研究－

第 21 回日本熱帯生態学会年次大会（沖縄）
講演要旨集、67

2011.05
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142 小野賢二、平井敬三、中北　理 三陸沿岸地域スギ林の大津波による塩害被害 東北森林科学会大会講演要旨集、16：2 2011.08

143

宮崎さゆり（南山大）、藤本　潔（南山大）、
平田泰雅、谷口真吾（琉球大）、小野賢二、
西埜友美（南山大）、田淵隆一（国際農研）、
Saimon Lihpai（サイモンリパイ）（ミク
ロネシア連邦ポンペイ州政府）

ミクロネシア連邦ポンペイ島エスチュ
アリ型マングローブ林の森林動態と炭
素固定機能－１ha 固定プロットにおけ
る 17年間の観測研究－

日本マングローブ学会 '11 年次大会講演要旨
集、10

2011.11

144

西埜友美（南山大）、藤本　潔（南山大）、
平田泰雅、谷口真吾（琉球大）、小野賢二、
平舘俊太郎（農環研）、宮崎さゆり（南
山大）、田淵隆一（国際農研）、Saimon 
Lihpai（サイモンリパイ）（ミクロネシ
ア連邦ポンペイ州政府）

高密度に支柱根が発達した Rhizophora 
stylosa 林の地上部現存量の推定－ミク
ロネシア連邦ポンペイ島の事例－

日本マングローブ学会 '11 年次大会講演要旨
集、11

2011.11

145
Kenji Ono、Syuntaro Hiradate、
Sayaka Morita、Keizo Hirai

Fate of organic carbon during 
decomposition of diff erent litter types 
in Japan

Biogeochemistry、DOI: 10.1007/s10533-
011-9682-z、1-15

2011.12

146 小野賢二 「書評」溶存有機物の動態と機能　－土
壌－河川－海を結んで－

日本森林学会誌、93: 2011.12

147
小野賢二、上村真由子、石塚成宏 森林における土壌有機物の分解と蓄積

－時間スケールの違いからみえてくる
土壌有機物の挙動

日本森林学会大会学術講演集、123、H09 2012.03

148 阪田匡司、橋下　徹、小野賢二、
森下智陽、石塚成宏、三浦　覚

森林土壌からの温室効果ガスフラック
スに及ぼす積雪影響

日本森林学会大会学術講演集、123、Pa025 2012.03

149

Ono Kenji（小野賢二）、Hiraide Masakazu
（平出政和）、Hirata Yasumasa（平田泰雅）、
Fujimoto Kiyoshi（藤本　潔）（南山大学）、
Tabuchi Ryuichi（田淵隆一）（国産農林水
産業研究センター）、Saimon Lihpai（サイモ
ンリパイ）（ミクロネシア連邦ポンペイ州政府）

Organic carbon dynamics of decom-
posing litter and peat in a tropical 
mangrove forest on Pohnpei Island, 
Federated States of Micronesia.

Book of abstracts ESJ59 + EAFES5（第 59
回日本生態学会大会＋第５回東アジア生態
学連合国際会議要旨集）、P3-292A

2012.03

150
平出政和、小野賢二、藤本　潔（南山大学）、
平田泰雅、田淵隆一（国際農林水産業研
究センター）、Saimon Lihpai（サイモンリ
パイ）（ミクロネシア連邦ポンペイ州政府）

ミクロネシア連邦ポンペイ島における
フタバナヒルギ丸太の分解

第 59回日本生態学会大会＋第 5回東アジア
生態学連合国際会議要旨集、P3-311J

2012.03

151 石塚成宏、小野賢二 日本の森林土壌における各種糖の分解と合成 日本森林学会大会学術講演集、123、H15 2012.03

152 堀野眞一 書評『大台ヶ原の自然誌 森の中のシカ
をめぐる生物間相互作用』

哺乳類科学、51(1):227-228 2011.06

153 堀野眞一、千田啓介（岩手県自然保護課）、
水田展洋（宮城県林業技術総合センター）

三陸地域のニホンジカ管理に対する東
日本大震災の影響

日本哺乳類学会 2011 年度大会プログラム・
講演要旨、170

2011.09

154 堀野眞一、柴田銃江、林　雅秀 シカは天然資源 フォレストウインズ、47 2011.10

155 鈴木祥悟、島田卓哉、竹田惣一（岩手北部森
林管理署）、青山一郎（東北森林管理局）

「緑の回廊」での野生動物モニタリング フォレストウインズ、46 2011.09

156 鈴木祥悟 野山に出かけたら、身体をチェック 岩手の林業、647:5 2011.10

157
鈴木祥悟、由井正敏（東北鳥類研究所）、
鈴木一生（元森林総合研究所東北支所）、
中村充博

森林総合研究所東北支所構内の鳥類と
哺乳類の目録

森林総合研究所東北支所年報、52:25-27 2011.12

158 鈴木祥悟、由井正敏（東北鳥類研究所）、
中村充博

滝沢鳥獣試験地（岩手県滝沢村）における繁
殖鳥類群集の40年間（1970-2009）の記録

森林総合研究所研究報告、11(1):21-31 2012.03

159
Akiko Takahashi（高橋明子、首都大学）、
Takuya Shimada（島田卓哉）、Sumio 
Kawano（河野澄夫、食総研）

Nondestructive measurement of tan-
nin content in seeds of Quercus ser-
rata（コナラ種子におけるタンニン含有
率の非破壊分析）

Ecological Research、26:679-685 2011.05

160 島田卓哉 アカネズミのタンニン耐性：そのメカ
ニズムと種内変異

日本哺乳類学会大会講演要旨集、2011：59 2011.09

161 島田卓哉 森林と動物との相互作用 「森林生態学」、共立出版，東京．Pp. 189-
204

2011.10

162

松政正俊（岩手医科大学）、三上　修（岩
手医科大学）、牧陽之介（岩手大学）、
松木佐和子（岩手大学）、東　淳樹（岩
手大学）、竹原明秀（岩手大学）、島田卓哉、
柴田銃江、中村克典、杉田久志、
吉田信代（東北農研）、本城正憲（東北
農研）、鈴木まほろ（岩手県立博物館）、
小山田智彰（岩手県環境保健センター）
山内貴義（岩手県環境保健センター）、
前田　琢（岩手県環境保健センター）、
煙山　彰（岩手県水産技術センター）、
由比正敏（岩手県立大学）、平塚　明（岩
手県立大学）、島田直明（岩手県立大学）、
金子与止男（岩手県立大学）、占部城太朗
（東北大学）

地域連携による生態学教育プログラム
「人と自然と生態学」２

プロ・ナトゥーラ・ファンド第 20期助成成
果報告書

2011.11

163 島田卓哉 散布後種子捕食と森林の種多様性 日本生態学会誌、61(3): 335-340 2011.11

164

Takuya Shimada（島田卓哉）、
Eriko Nishii（西井絵里子、北海道大学）、
Takashi Saitoh（齊藤　隆、北海道大学）

Interspecifi c diff erences in tannin in-
takes of forest-dwelling rodents in the 
wild revealed by a new method using 
fecal proline content（糞中プロリン含
有率を利用する新しい分析法による森林性
齧歯類３種のタンニン摂取量の推定）

Journal of Chemical Ecology、37:1277-
1284

2011.12

165

Takuya Shimada（島田卓哉）、
Katsuhiro Osumi（大住克博）

Seed chemical characteristics in 10 
Japanese oak species: interspecific 
diff erences and tradeoff s among che-
mical components（コナラ属樹木 10
種の種子の化学的形質の種間比較）

日本生態学会大会講演要旨集、59 2012.03
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166

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

Does the Japanese Wood Mouse In-
herit Tannin Tolerance? -An Insight 
into Geographic Variation of the Phy-
siological Trait（アカネズミのタンニン
耐性は遺伝的形質か？）

日本生態学会大会講演要旨集、59 2012.03

167

Kitamura, Fumi（北村芙美）（京都大）、
Ohnishi, Naoki、Takayanagi, Atsushi
（高柳　敦）（京都大）

Comparison of noninvasive samples 
as a source of DNA for genetic iden-
tifi cation of bark-stripping bears．（樹
皮剥ぎ加害クマの遺伝的な個体識別に
むけた非侵襲的サンプルの比較）

Bulletin of the Forestry and Forest Produ-
cts Research Institute、10:93-97、

2011.06

168
Kitamura, Fumi（北村芙美）（京都大）、
Ohnishi, Naoki

Characteristics of Asian black bears 
stripping bark from coniferous trees．
（針葉樹の樹皮を剥ぐツキノワグマの特性）

Acta Theriologica、56: 267-273 2011.06

169

Naoki Ohnishi（大西尚樹）、Takashi 
Yuasa（湯浅　卓）（野生動物保護管理事
務所）、Yoshiki Morimitsu（森光由樹）（兵
庫県大 /森林動物研究センター）、Toru 
Oi（大井　徹）

Mass-intrusion-induced temporary 
shift in the genetic structure of an 
Asian black bear population．（ツキノ
ワグマの大量出没によって引き起こさ
れた遺伝構造の一時的な変化）

Mammal Study、36：67-71 2011.06

170 大西尚樹 ツキノワグマによる樹皮剥ぎ行動の拡大過程 森林防疫、60(4):126-131、 2011.08

171 大西尚樹、北村芙美（京都大） ツキノワグマによる樹皮剥ぎ行動の拡大過程 日本生態学会講演要旨集、J1-06 2012.03

172

Kanke, Emi（菅家恵未）（北海道大）、
Zenitani, Junpei（銭谷純平）（北海道大）、
Ishibashi, Yasuyuki（石橋靖幸）、
Ohnishi, Naoki（大西尚樹）、
de Guia, Anna Pauline（フィリピン大）、
Kawai, Kuniko（河合久仁子）（北海道大）、
Saitoh, Takashi（齊藤　隆）（北海道大）

Estimation of maintaining genetic di-
versity based on comparison between 
mtDNA and nDNA : small mammal 
as a model species（ミトコンドリア
DNAと格 DNAの比較に基づいた遺伝
的多様性維持機構の評価：小型哺乳類
のモデル動物を用いて）

日本生態学会講演要旨集、P1-194A 2012.03

173 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

人工林の間伐が林床植生と昆虫に与え
る影響

国連環境計画国際生物多様性の日　記念シ
ンポジウム講演要旨集、5

2011.05

174 磯野昌弘 雨滴混入のない飛翔昆虫用トラップの開発 日本昆虫学会第 71回大会講演要旨　2011、71:49 2011.09

175 前原紀敏、神崎菜摘、相川拓也、
中村克典

Bursaphelenchus 属線虫４種の Lamii-
ni 族カミキリムシ４種への乗り移り

日本線虫学会講演予稿集、19:10 2011.09

176

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

Inoculatoin of several Bursaphelenchus 
xylophilus group nematodes into adult 
trees of Pinus thunbergii and their survi-
val in the trees（マツノザイセンチュウ近縁種
群のクロマツ成木への接種と生残）

Forest Pathology、41(6):477-481 2011.12

177

Kanzaki Natsumi（神崎菜摘）、
Maehara Noritoshi（前原紀敏）、
Aikawa Takuya（相川拓也）、
Masuya Hayato（升屋勇人）、
Giblin-Davis Robin M.（フロリダ大学）

Description of Bursaphelenchus kiyo-
harai n. sp. (Tylenchina : Aphelencho-
ididae) with remarks on the taxonomic 
framework of the Parasitaphelenchi-
nae Rühm, 1956 and Aphelenchoidi-
nae Fuchs, 1937（Parasitaphelenchinae
亜科およびAphelenchoidinae 亜科の分
類体系の特徴に基づいたBursaphelenc-
hus kiyoharai の記載）

Nematology、13：787-804 2011.12

178 前原紀敏、神崎菜摘、相川拓也、
中村克典

マツノザイセンチュウ近縁種群の進化過程におけ
るビロウドカミキリとBursaphelenchus doui

日本森林学会大会学術講演集、123：F13 2012.03

179 神崎菜摘、前原紀敏、相川拓也、
松本和馬

モミ丸太より羽化脱出したヒゲナガカミキリ
より分離された Bursaphelenchus 属線虫

日本森林学会大会学術講演集、123:Pb045 2012.03

180 市原　優、山路恵子（筑波大院） 明るい場所で育つブナの芽生えはなぜ
病気に強い？

季刊森林総研、13:12-13 2011.05

181 市原　優、壽田智久（福島林セ）、
秋庭満輝、升屋勇人、窪野高徳

スギ黒点病菌の雄花組織内への侵入経過 東北森林科学会講演要旨集、16:61 2011.08

182
窪野高徳、秋庭満輝、升屋勇人、
高畑義啓、市原　優、壽田智久（福島
林セ）、山本茂弘（静岡県農林技研森林
研セ）、矢田　豊（石川林試）

菌類を利用したヒノキ花粉飛散防止法
の検討

東北森林科学会講演要旨集、16:60 2011.08

183
壽田智久（福島林セ）、窪野高徳、
秋庭満輝、升屋勇人、阪上宏樹（九大農）、
高畑義啓、市原　優、山本茂弘（静岡県
農林技研森林研セ）、矢田　豊（石川林試）

スギ黒点病菌の人工接種時期の検討 東北森林科学会講演要旨集、16:12 2011.08

184

Takemoto Shuhei（竹本周平）、
Nakamura Hitoshi（中村　仁）（農研機
構果樹研）、Tabata Masanobu（田端雅進）、
Sasaki Atsuko（佐々木厚子）（農研機構
果樹研）、Ichihara Yu（市原　優）、
Aikawa Takuya（相川拓也）、Koiwa 
Toshiyuki（小岩俊行）（岩手林業技術セ
ンター）

White root rot disease of the lacquer 
tree Toxicodendron vernicifl uum cau-
sed by Rosellinia necatrix（Rosellinia 
necatrix によるウルシの白紋羽病）

Journal of General Plant Pathology、
78:77-79

2012.01

185
竹本周平、中村　仁（農研機構果樹研）、
田端雅進、佐々木厚子（農研機構果樹研）、
市原　優、相川拓也、小岩俊行（岩手
林業技術センター）

ウルシ林に発生した白紋羽病 漆サミット報告書（2012）、74 2012.01
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186

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

The role of catechin and epicatechin in 
chemical defense against damping-off 
fungi of current-year Fagus crenata se-
edlings in natural forest（天然林のブナ
当年生実生の立枯病に対する化学的防御に
おけるカテキンとエピカテキンの役割）

Forest Pathology、42:1-7 2012.02

187
杉田久志、西尾悠介（北海道森林管理局）、
高橋利彦（木工舎「ゆい」）、市原　優、
國崎貴嗣（岩手大）

多雪山地の密なチシマザサ林床をもつ
オオシラビソ疎林の更新プロセス：林
冠下ササ欠如部分の果たす役割

日本生態学会講演要旨集、59 2012.03

188 市原　優、升屋勇人、窪野高徳 ブナ堅果腐敗の林床における分布 日本森林学会大会学術講演集、123:Pb047 2012.03

189 升屋勇人、市原　優、石原　誠、
神崎菜摘、山口岳広

ニレ類立枯病菌の日本産ニレ類への病
原性

日本森林学会大会学術講演集、123:Pa039 2012.03

190

窪野高徳、秋庭満輝、升屋勇人、
高畑義啓、市原　優、廣岡裕吏、
阪上宏樹（九大農）、壽田智久（福島林セ）、
山本茂弘（静岡県農林技術森林研セ）、
矢田　豊（石川県林試）

接種枯死した雄花上におけるスギ黒点
病菌の子実体形成

日本森林学会大会学術講演集、123:Pb042 2012.03

191

廣岡裕吏、升屋勇人、秋庭満輝、
高畑義啓、市原　優、阪上宏樹（九大農）、
壽田智久（福島林セ）、山本茂弘（静岡
県農林技森林研セ）、矢田　豊（石川県
林試）、窪野高徳

スギ黒点病菌の遺伝的多様性 日本森林学会大会学術講演集、123:Pb052 2012.03

192
中村仁（農研機構果樹研）、佐々木厚子
（農研機構果樹研）、相川拓也、市原　優、
田端雅進

岩手県のウルシ栽培林に発生した紫紋
羽病菌 日本森林学会大会学術講演集、123:M06 2012.03

193
竹本周平、中村仁（農研機構果樹研）、
田端雅進、佐々木厚子（農研機構果樹
研）、市原　優、相川拓也、小岩俊行（岩
手県林業技術センター）

ウルシの白紋羽病について 日本森林学会講演要旨集、123:M07 2012.03

194 相川拓也 マツノザイセンチュウのＤＮＡを利用した新
しい診断法－マツ材線虫病診断キット－
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１－４）研究資料

朝日沢カラマツ人工林収穫試験地における定期調査の概要

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

 中北　理（産学官連携推進調整監）*　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 * 現　森林総合研究所

１　はじめに

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

森林総合研究所東北支所では、東北森林管理局と共同で国有林内に「収穫試験地」を設け、60年以上にわたっ

て継続調査を実施してきている（田中ら 1996）。本年度は、朝日沢カラマツ人工林収穫試験地において定期

調査を実施したので、これまでの成長経過と併せて調査の概要を報告する。山形森林管理署最上支署には調査

に際して便宜を図って頂いた。厚くお礼申し上げる。

２　朝日沢カラマツ人工林収穫試験地調査の概要

　朝日沢カラマツ人工林収穫試験地は、東北森林管理局山形森林管理署最上支署 51 林班に１小班に、1959

年に設定された。試験地は山形県最上町にあり、面積は 0.61ha、海抜高は 350 ｍ、斜面方位と傾斜度は西向

き８° である。試験地のカラマツは 1949 年に植栽され、15年生時に本数率で 21％の間伐が行われた。2002

年に温暖化対策のためのバイオマス資料収集のため、４本の伐倒調査が行われた。

　試験地調査は、1959、1964、1980、2001 に行われ、今回が第５回である。調査について、胸高直径を直

径巻き尺で、樹高をVertex III（Haglof Inc.）で、全木を計測した。測定と試験地管理作業に、５人日を要し

た。ペンキ記載ミスや台帳との不整合があったが、過去に遡って整理し、前回までの集計値を修正している。

　調査結果の検討のために、秋田－山形県を含む出羽地方カラマツ林分収穫表の地位１－３と比較した（図１、林

野庁・林業試験場　1966）。なお、出羽地方カラマツ林分収穫表で、林分材積と本数密度は全体を用いたが、平

均直径と樹高は全体平均が無いため主林木平均を使用した。収穫表は昭和 40 年代に出羽地方に存在したカラマツ

林に多数のプロットを設定し、統計的に林齢－林分パラメータ間の曲線を導いている。これに対して、本調査は１プ

ロットの時系列調査結果であり、データの性質が全く異なる点は解析する際に注意する必要がある。

　林齢－樹高曲線から、調査地の地位は、30年生までは地位２に該当したが、50年生を過ぎると地位１に移

行した。一般的には、林齢が変化しても、ある場所の地位指数は変化しないことが、地位指数計算の前提であ

る。しかし、実際に時系列データをあてはめると、林齢による地位指数の移行はよく見られ、今回もそのよう

な事例であった。林分材積は、当初から地位１と同程度であったが、今回の調査で地位１の平均値より大きく

なった。これは、朝日沢試験地は林齢が低いときから収穫表よりも本数密度が高く、さらに 50年以上で平均

樹高が高いためであろう。平均直径については、朝日沢は平均樹高から地位１－２に該当するが、林齢が上が

るにつれて収穫表地位３と同程度に小さくなった。これは、本数密度が高く、密な状態で管理されたために相

対的に細い木になったのであろう。なお、収穫表は、10－ 65 年生を推定しているが、調査データは 61年生

までである。次回の調査から収穫表の林齢を超えた高齢林の調査となる。非常に貴重なデータとなるため、調

査の継続が必要である。
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引用文献

（１）　田中邦宏・大石康彦・中北　理（1996）東北地域における各種収穫試験地の類型化と林分情報の整備（森

林総合研究所　編、平成７年度国有林野事業特別会計技術開発試験成績報告書　森林継続調査法による長伐期

林分情報の整備方法の開発、150pp）、104-111.

（２）　林野庁・林業試験場（1966）出羽地方カラマツ林分収穫表調製説明書、119pp.

図１． 上大内沢人工林試験地の成長経過（□と線分が計測値、□無し曲線は上から順に地

位が１－３、本数密度のみ逆順である）
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２　平成23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 23年 10 月 15 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
・3.11 の震災を空中写真３次元立体表示で見る
・東北地方太平洋沖地震津波による海岸林の被災状況
・東日本大震災で破壊された海岸マツ林の現状と再生への展望
・シカは天然資源
・クマを学ぼう
・森のカフェ
・低コストコンテナ苗・次世代品種紹介（東北育種場）
・林木遺伝子銀行 110 番（東北育種場）
・ヤマブドウの試食（東北育種場）
・コースタープレゼント（東北育種場）

［野外イベント］
・苗木プレゼント
・森のきのこ汁試食
・森の果実－キノコ－
・野外自然観察会
・水源林のはたらき（盛岡水源林整備事務所）
・ネイチャーゲーム（森林インストラクター）
○来場者　406　名

２－２）「平成23年度森林・林業関係試験研究合同発表会（秋田県）」
○開催期日：平成 24年２月８日（水曜日）13:20 ～ 15:30
○開催場所：秋田県森林学習交流館「プラザクリプトン」
○研究発表課題（東北支所分）
１．大震災後の木質バイオマスへの大きな期待に応える
　　支所長　山本　幸一
２．航空機リモートセンシングを用いた東日本大震災津波による海岸林被害の把握
　　チーム長（地域資源利用担当）　小谷　英司
○来場者　120 名
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［発表要旨］
大震災後の木質バイオマスへの大きな期待に応える

 森林総合研究所　山本幸一

　森林由来の木質バイオマスが注目される理由は、森林自体が持つ二酸化炭素を吸収する機能に加え、石油代
替としてのカーボンニュートラル機能にありました。2011 年３月の東日本大震災後、人々は、エネルギーの
自立性・安全性の大切さを意識し、地域にある森林の持つ様々な利点に目を向け始めました。折しも 2011 年
４月からは「森林・林業再生プラン」が動きだし、バイオマス利用を含めての木材自給率 50％を目差して林
野庁は進み始めました。森林資源が豊富で、従来から木材自給率が 100％を越えていた東北では、今、域内で
バイオマス利用を含めた木材利用率を上げ、それを地域の諸産業の活性化に繋げる時機に差し掛かっています。
特に太平洋側の４県については、震災による木質ガレキ廃棄物の分別とバイオマス利用を目差した補助事業も
動き始めており、注目する必要があります。一方、自然を重視する観点からか、大震災後は、森林の多面的な
機能についてもマスコミ等で取り上げられることが多くなりました。多面的機能にしても、森林からの木質資
源の持続的な利用を行いつつ、最大限にそれらを発揮することになると考えられます。ここでは、人間生活に
必要な資源をご提供するという森林の機能（物質生産機能と呼ばれている）の発揮を通じて、地域の産業を強
化し、更には多面的機能のより良い発揮をも実現する道筋について考えます。

航空機リモートセンシングを用いた東日本大震災津波による海岸林被害の把握
 森林総合研究所　小谷英司

　2011 年３月 11 日の東日本大震災により発生した津波により太平洋沿岸部は甚大な被害が発生しました。
森林では特に海岸沿いに存在する防潮マツ林が大きな被害を受けました。この発表では、時系列航空機オルソ
フォトと航空機ライダーというリモートセンシング手法を用いて震災被害林の概況をまとめました。
　青森県～宮城県の太平洋岸を対象として、震災前の航空機オルソフォト（正規化空中写真）を用いて、震災
前にどこに森林が広がっていたのか把握しました。次いで、震災後のオルソフォトから、震災により倒木や消
失した被害林の分布を把握しました。宮城県と岩手県は、震災によりほとんどの海岸林が被害を受けました。
対して、青森県はあまり大きな被害を受けませんでした。その後の 2011 年夏期の航空機オルソフォトの判読
によると、仙台平野で残存したマツ林で塩害によると思われるマツ赤枯れが点状に発生しました。一方で、震
災後の夏期の高解像度衛星画像の判読によると、青森県八戸市一三沢市にかけて、海岸林にマツ枯れが帯状に
広く発生していることがわかりました。
　震災による津波被害とその後の赤枯れの把握にリモートセンシングは有効でした。生存しているマツ林でも
現在発生している赤枯れがどうなっていくか、今後の監視と対策が必要と考えます。
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３　平成23年度の会議等の記録

３－１）研究業務報告会
　平成 23年度東北支所業務報告会は、平成 23年 12 月８日㈭～９日㈮に森林総合研究所東北支所会議室にお
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、東北支所及び林木育種センター東北育種場の平成 23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 24年２月 21日㈫ 13:30 ～ 15:45
　東北支所　会議室

○評議委員
　　阿部　晴恵　新潟大学農学部フィールド科学教育研究センター
　　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（産学官連携推進調整監）
　　新山　馨（地域研究監） 安部波夫（庶務課長）
　　中村克典（チーム長（松くい虫担当）） 野口正二（チーム長（森林水流出担当））
　　齋藤武史（チーム長（光環境変動担当）） 小谷英司（チーム長（地域資源利用担当））
　　柴田銃江（森林生態研究グループ長） 八木橋勉（育林技術研究グループ長）
　　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） 天野智将（森林資源管理研究グループ長）
　　櫃間　岳（育林技術研究グループ主任研究員）
　　長南猛彦（連絡調整室長） 金野　勇（課長補佐）
　　米沢茂信（研究情報専門職）

　林木育種センター東北育種場説明者
　　春原武志（場長）

○評議会の概要
　１）東北支所における 23年度の研究運営状況の報告
　　　以下の資料を基に、平成 23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 23 年東北支所研究活動一覧、平成 23年版支所年報、フォレストウィンズ、平成 23年度森
林総合研究所特掲課題一覧
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　２）平成 23年度の地域研究について
　　　以下の研究内容について、概要説明を行った。

　　震災関連：特別研究「東北地方太平洋沖地震に伴う海岸林被害緊急調査」
　　　　　　　実用技術開発事業「津波で被災した海岸林の赤枯れ現象の実態把握と原因究明」
　　支所中心課題：交プロ「森林バイオマスの強度収穫と林地保続性の共存」
　　地域課題：ＦＳ「東北地域に固有な森林構成および資源量の特性を活かした林業研究の具体化」

　３）林木育種センター東北育種場における平成 23年度の活動概要
　　　以下の資料を基に、平成 23年度の活動概要について説明を行った。

［配布資料］：平成 23年度林木育種センター東北育種場重点取組事項、東北の林木育種

　４）東北支所における 24年度の方針（次期研究課題など）
　　　以下の資料を基に、平成 24年度の方針について、概要説明を行った。

［配布資料］：交プロ「多雪地域の森林資源維持に向けた低コスト再造林システムの提案」
　　　　　　交プロ「東日本大震災で被災した海岸林の復興技術の開発」

　５）研究発表
　　　 「航空機リモートセンシングを用いた東日本大震災津波による海岸林被害の把握」「岩手県内陸北部で

2010 年末の大雪によって発生した冠雪害について」の２課題の研究成果発表を行った。

　６）評議員講評
　　　以下のような助言および質問をいただき、対応した。

　　●震災関係が主になるのはやむを得ないが、従来の研究が疎かにならぬようにしっかり継続してほしい。
　　　→今回は、震災関係について発表したが、これまでの研究も継続して推進している。
　　●大規模攪乱後は性急な対応が多くなる傾向があるが、長期的視野やプランにもとづいて対応すべきである。
　　　→行政分野や事業関係者への提言にもそのように心がけていきたい。
　　● 発表を聞き、学術的な研究だけではなく研究に続く対策やコスト面まで研究者に求められる時代になっ

ていることを感じた。
　　　→少しでも研究要素を社会に活かせるように心がけている。
　　●放射性セシウムとスギ花粉の影響についても取り組んでいるのか。
　　　→本所で取り組んでいるが、スギ花粉の飛散については危険なレベルではない旨を回答した。
　　●林業サイトから見ると施業の低コスト化よりも、付加価値をつけた「単価上昇」を目指すべきと考える。
　　　→その様な視点もとても重要であると認識しています。
　　●各種森林災害の処理には、保険制度など社会的な仕組みの見直しが必要ではないか。
　　　→ 森林国営保険事業でのカバーは難しいこと、どのような森林に仕立てることでリスク軽減になるかに

ついては更なる論議が必要かと考えている。
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　　●冠雪害など災害後の倒木や曲がり木処理に関する研究はないのか。
　　　→北海道の実用化プロの被害木の収穫方法に関する成果を紹介した。
　　● ブナの循環的利用を図るための研究開発を行っているとの説明があったが、ブナ材はどのように利用さ

れているのか、また、苗木を作ってまで植えていく必要があるものなのか。
　　　→ 東北地方は、豊富なブナ資源を活かして、床材や家具用材等として広く利用されてきたが、現状では、

天然林の保護の流れの中で、国産ブナ材の利用は極めて少なくなっている。東北地方の森林・林業を
考える上で、ブナ等広葉樹資源を循環的に利用していくことは重要である。

　　● 東日本大震災で壊滅的な被害を受けた海岸林の再生を図っていく上で、マツだけなく広葉樹も含めて考
えていくべきではないか。

　　　→ 先日、公表された林野庁の検討報告においても、飛砂や塩害などの被害を防ぐためは、アカアツやク
ロマツなどを使って早期に海岸林を再生していくとともに、広葉樹を活用した多様な海岸林を再生し
ていく方針が示されている。被害地で調査をした結果、地域ごとに残った樹種に違いがありそれらも
考慮する必要がある。一方、海岸林の機能を早期に回復させるためには、広葉樹に比べ成長が早く、
実績のあるマツ類が主体となると考えている。マツの後背地には広葉樹も植栽していくことになると
考えている。苗木供給の面からも広葉樹苗木を大量に供給することは難しいことから、広葉樹で海岸
林を再生してゆくことは現状では容易ではないと考えている。

　　●雪害に強いスギとは、どのようなものを考えているのか。
　　　→ ここで言う雪害に強いスギとは、初期成長の良く早く雪圧による影響を抜け出し、従来の品種より生

存率が高いスギ、根曲がりが少ないスギを考えている。
　　● サイエンスキャンプの説明で「分子生物学」という用語を使用しているが、高校生にどのように教えた

のか。
　　　→ 直接、分子生物学を教えるのではない。センチュウの同定にＤＮＡを使い、それが簡単にできること

を通じて分子生物学の重要性を知ってもらう。従来の形態による同定方法も対比しながら高校生に理
解してもらうよう心がけた。
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Ⅱ　業 務 運 営 資 料



１　組　織・職　員
　１－１）組織・職員

 （平成 24年３月 31日現在、太字は所属の長）

東北支所長　山本　幸一

産学官連携推進調整監　中北　　理

育種調整監　（併）春原　武志

連絡調整室　長南　猛彦 研究情報専門職　米沢　茂信

 業 務 係　千葉　里香、下田　直義

 庶 務 係　砂子田　渉

庶 務 課 長　安部　波夫 会 計 係　石山　雅勝

　課 長 補 佐　金野　　勇 用 度 係　都筑　俊夫、森田　　海

 専 門 職　前原　麻衣

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

チーム長（光環境変動担当）　齋藤　武史

チーム長（地域資源利用担当）　小谷　英司

森 林 生 態 研 究 グ ル ー プ　柴田　銃江、八木　貴信

育 林 技 術 研 究 グ ル ー プ　八木橋　勉、櫃間　　岳

森 林 環 境 研 究 グ ル ー プ　平井　敬三、岡本　　隆、安田　幸生、久保田（岡本）多余子

　　　　　　　　　　　　　　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、林　　雅秀
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１－２）異動一覧（平成23年４月１日～平成24年３月 31日）

　転　入

発令日 氏　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

23. 4. 1 長南　猛彦 連絡調整室長 本所総務部用度課契約専門職

23. 4. 1 金野　　勇 庶務課長補佐 農業・食品産業技術総合研究機構東北農業研究センター
企画管理部業務推進室運営チーム主査

23. 4. 1 都筑　俊夫 庶務課用度係長 林木育種センター東北育種場連絡調整課庶務係長

23. 4. 1 齋藤　武史 チーム長（光環境変動担当） 本所企画部研究管理科地域林業室長

23. 4. 1 久保田多余子 森林環境研究グループ主任研究員 本所水土保全研究領域水保全研究室主任研究員

　転　出

発令日 氏　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

23. 4. 1 佐々木清和 林木育種センター東北育種場連絡調整課長 連絡調整室長

23. 4. 1 高橋　公子 本所総務部用度課調達積算専門職 庶務課長補佐

23. 4. 1 古井　　匡 本所総務部経理課予算係長 庶務課用度係長

23. 4. 1 瀧川　英久 林木育種センター東北育種場連絡調整課庶務係長 庶務課専門職

23. 4.15 森澤　　猛 農林水産技術会議事務局研究専門官 森林生態研究グループ主任研究員

23. 9.30 星野　大介 国際農林水産業研究センター林業領域主任研究員 育林技術研究グループ主任研究員
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２　施設・試験地等
　２－１）土地・施設

　　建物・土地面積 （単位：㎡）

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 5,416 0 16,305 0 2,932 49,513 12,531 37,581 14,538 133,400
好摩実験林 8,368 8,368
酸性雨モニタリング
試験地（※１）

（40） （40）

山形実験林 377 0 3,593 0 4,457 176,241 8,488 3,651 15,460 211,890
森林理水試験地
（※２） （553）

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

２－２）共同研究に利用できる機器

「DNAシーケンサー」

　［性能概要］パーキンエルマー社 310 － 2
　　　　　　　DNAの塩基配列の決定及びマイクロサテライト分析に用いる。
　　　　　　　共同研究に利用できる機器として登録している。

　［担　当］生物多様性研究グループ

　　　（平成 23年度における共用利用の実績は無かった。）

－ 31－

平成 24年版　森林総合研究所東北支所年報



２－３）固定試験地
　（１）東北森林管理局管内 平成 24年３月 31日現在

整理
番号 試　　験　　地　　名 森林管理署 林　小　班 面　積

ha 樹　種 設定
年度

終了予
定年度 担当研究室

秋 1 相内沢人工林択伐試験地 米代東部 3012 は 0.72 スギ 昭 32 平 67 森林資源管
理研究Ｇ

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

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 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

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
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　（２）東北森林管理局旧青森分局管内 平成 24 年３月 31日現在

整理
番号 試　　験　　地　　名 森林管理署 林小班 面　積

ha 樹　種 設 定
年 度

終了予
定年度 担当研究室

青 2 穴川沢第１ヒバ林成長量試験地 青　森 13ほ 1.10 ヒバ 大３ 平 27 育林技術研
究Ｇ

青 3 穴川沢第２ヒバ林成長量試験地 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Ｎ７ 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
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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
研 究 課 題 研究代表者 　 年　度 備　　考

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

東北支所
島田卓哉 　 21～ 23 基盤研究Ｂ

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

東北支所
前原紀敏 23～ 25 基盤研究Ｂ

地すべり変位量に基づく地震力
の定量化と新たな指標の提言

東北支所
岡本　隆 　 22～ 24 基盤研究Ｃ

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

東北支所
相川拓也 22～ 25 若手研究Ａ

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

樹木実生の防御機能による初期
定着サイト決定機構の解明

東北支所
市原　優 22～ 24 若手研究Ｂ

マツノマダラカミキリのゲノム
上に存在する共生細菌由来遺伝
子群の機能解析

東北支所
相川拓也 23～ 25 挑戦的萌芽

職員が分担者
研 究 課 題 研究代表者 研究分担者 年　度 備　　考

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

渓畔林メタ群集の成立過程と環
境ニッチに基づく統合中立理論
の検証

秋田県立大学
星崎和彦 東北支所　柴田　銃江 23～ 26 基盤研究Ｂ

地形・土壌・植生の入れ子構造
的発達をふまえた流域水流出特
性の変動予測

京都大学
谷　　誠 東北支所　野口　正二 23～ 27 基盤研究Ｓ
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４　地域連携のための会議等記録
　４－１）　平成23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 23年８月 11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：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、福島県林業研究センター、山形県森林研究研修センター
　　　　事 務 局：山形県森林研究研修センター
　（４）議事概要
　　ア　震災被害の概要報告
　　イ　行政ニーズ等に基づき取り組む必要のある試験研究課題について
　　ウ　課題化を検討すべき各県共通の研究課題について
　　エ　公募型資金制度のあり方について
　　オ　その他の提案課題について
　　カ　林業研究開発推進ブロック会議への対応（案）について
　　キ　その他

　４－２）　平成23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
　　２）特用林産専門部会
　　３）森林保全専門部会
　　４）木材利用専門部会
　　５）資源・環境専門部会
　　６）林木育種部会
　　　　上記専門部会は、東日本大震災の影響により開催せず

　４－３）　平成23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 23年９月 15日
　（２）開催場所：岩手県盛岡市　マリオス　盛岡地域交流センター
　（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、青森県産業技術センター林
業研究所、岩手県農林水産部森林整備課、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合
センター、秋田県農林水産技術センター森林技術センター、山形県森林研究研修センター、
福島県農林水産部農業振興課、福島県林業研究センター

　　　　事 務 局：森林総合研究所東北支所連絡調整室
　（４）議事概要
　　ア　森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発に係る最近の研究醸成および林野庁のニーズ等の紹介
　　イ　森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発に関する地域のニーズ等の紹介
　　ウ　農林水産省・競争的研究資金の平成 23年度新規採択課題等に関する情報提供
　　エ　平成 24年度の競争的研究資金への対応状況
　　オ　研究機関から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　その他
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５　海外派遣
　５－１）技術協力・調査・研究

氏　　名 行　　先 用　　　　　務 期　　間 経費負担先

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。

H23.8.16
-8.25

科学研究費補助
金／ガス交換

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」によるマレーシ
ア熱帯降雨林の調査および研究打ち合わせ

H23.8.27
-9.9

環境省受託事業
費／温暖化適応

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」によるマレーシ
ア熱帯降雨林の調査および研究打ち合わせ

H23.8.27
-9.9

環境省受託事業
費／温暖化適応

小野　賢二 ミクロネシア
「立地環境の異なるマングローブ林の炭素蓄
積過程の解明と衛星技術によるその高精度把
握」のための現地調査

H23.9.3
-9.16

科学研究費補助
金／温暖化推進

平井　敬三 オランダ 「ワーゲニンゲン土壌会議」における参加・発表
および熱帯林土壌の炭素動態に関する情報収集

H23.9.7
-9.25

環境省受託事業
費／温暖化適応

新山　　馨 マレーシア
「REDD推進体制整備に関する研究」に関す
るREDD国際シンポジウム参加およびマレー
シア森林研究所との研究打合せ

H23.9.17
-9.23

特殊法人等受託
事業費／REDD

山本　幸一 中国 FAO主催の木質バイオマスエネルギーに関
する国際会議における講演

H23.11.5
-11.8 FAO

平井　敬三 タイ
「温暖化適応策導出のための長期森林動態
データを活用した東アジア森林生態系炭素収
支観測ネットワークの構築」のための熱帯季
節林における倒木枯死量の現地調査

H23.12.12
-12.18

環境省受託事業
費／温暖化適応

小野　賢二 ミクロネシア
「立地環境の異なるマングローブ林の炭素蓄
積過程の解明と衛星技術によるその高精度把
握」のための現地調査

H23.12.17
-12.25

科学研究費補助
金／温暖化推進

櫃間　　岳 マレーシア 「REDD推進体制整備に関する研究」推進の
ための熱帯雨林の地上部炭素現存量調査

H24.1.24
-2.4

特殊法人等受託
事業費／REDD

八木橋　勉 マレーシア 「REDD推進体制整備に関する研究」推進の
ための熱帯雨林の地上部炭素現存量調査

H24.1.24
-2.10

特殊法人等受託
事業費／REDD

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」によるマレーシア熱帯降雨
林の炭素動態観測のための試験地整備

H24.1.24
-2.10

環境省受託事業
費／温暖化適応

柴田　銃江 カンボジア
「アジア地域熱帯林における森林変動の定量
評価とシミュレーションモデルの開発」遂行
のための野外調査

H24.1.25
-2.2

農林水産省受託事
業費／森林変動

八木　貴信 カンボジア
「アジア地域熱帯林における森林変動の定量
評価とシミュレーションモデルの開発」遂行
のための野外調査

H24.1.25
-2.7

農林水産省受託事
業費／森林変動

野口　正二 マレーシア
「地形・土壌・植生の入れ子構造的発達をふま
えた森林小流域の流出特性の比較」に関する
現地調査、データ収集および研究打ち合わせ

H24.1.27
-2.2

科学研究費補助
金／入れ子構造

野口　正二 マレーシア
「地形・土壌・植生の入れ子構造的発達をふま
えた森林小流域の流出特性の比較」に関する
現地調査、データ収集および研究打ち合わせ

H24.2.14
-2.23

科学研究費補助
金／入れ子構造
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６　研修・講習
　６－１）派遣

氏　名 研　　　修　　　名 始　期 終　期 実　施　機　関

千葉　里香 第 45回東北地区係長級研修 23. 9.13 23. 9.16 人事院東北事務局

金野　　勇 第８回東北地区課長補佐級研修 23.11.15 23.11.17 人事院東北事務局

柴田　銃江 平成 23年度森林総合研究所中堅研究職員研修 23. 6.21 23. 6.23 森林総合研究所

林　　雅秀 平成 23年度森林総合研究所中堅研究職員研修 23. 6.21 23. 6.23 森林総合研究所

八木　貴信 平成 23年度所内短期技術研修 23.11. 6 23.11.12 森林総合研究所

大西　尚樹 平成 23年度外国語研修（英語） 23. 8. 1 24. 2.28 東北支所

星野　大介 平成 23年度外国語研修（英語） 23. 8. 1 23. 9. 2 東北支所

６－２）受け入れ

氏　名 所　　属 研　　修　　内　　容 期　　間 受　入　先

泉　佳代子 北海道大学大学院
環境科学院

堅果供餌実験及びデータとりまとめ法
の研修（タンニン結合性唾液タンパク
質の抽出及び測定法の研修）

23. 7.11 23. 7.15 生物多様性研究グループ

岡崎香奈子 岩手大学農学部共
生環境課程 糞粒法によるシカ生息調査法 23. 8. 5 23. 8.11 生物多様性研究グループ

木村　公樹
（地独）青森県産
業技術センター林
業研究所

森林病害虫一般 23. 7. 1 23.11.30 生物被害研究グループ

芦川　悠太 岩手大学農学部共
生環境課程 育林研究の実地研修 23. 8.11 23. 8.17 森林環境研究グループ

竹内　　翔
新潟大学大学院自
然科学研究科博士
前期課程

有害鳥獣駆除個体の頭骨標本につい
て、齢査定、門歯幅・長さ（大きさ）
の測定方法とそれら測定結果と駆除個
体続性との関係について研修する

23. 9.1 24. 2.28 生物多様性研究グループ

岡本　彩佳 北海道大学大学院
環境科学院

堅果供餌実験及びデータとりまとめ法
の研修、タンニン結合性唾液タンパク
質の抽出及び測定法の研修

23.10. 3 23.10.24 生物多様性研究グループ

泉　佳代子 北海道大学大学院
環境科学院

堅果供餌実験及びデータとりまとめ法
の研修、タンニン結合性唾液タンパク
質の抽出及び測定法の研修

23.10.20 23.11. 4 生物多様性研究グループ

岡本　彩佳 北海道大学大学院
環境科学院

堅果供餌実験及びデータ取りまとめ法
の研修、タンニン結合性唾液タンパク
質の抽出及び測定法の研修

23.11.14 23.12.20 生物多様性研究グループ
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７　講師・委員等の派遣
　７－１)講師派遣

依　頼　者 内　　　　　容 用　務　先 実施月日 チーム・グループ 氏　名
一般社団法人日本エネル
ギー学会会長村木茂

第 20 回日本エネルギー学会大会
特別（基調）講演：講師 大阪府吹田市 H23.8.9-10 支所長 山本幸一

秋田県立大学長小間篤 「植物医科学」における特別講師：
講師 秋田県秋田市 H23.8.1 生物被害研究グ

ループ 市原　優

国立大学法人総合研究大学
院大学長高畑尚之 研究セミナー講演：講師 神奈川県葉山町 H23.6.24-25 生物多様性研究

グループ 大西尚樹

天竜森林組合代表理事組合
長和田重明

ＧＰＳを主に利用した境界確認方
法の指導：講師 静岡県浜松市 H23.8.2-4 産学官連携推進

調整監 中北　理

林野庁森林技術総合研修所長 平成 23 年度業務研修森林調査・
施業技術研修講師：講師 東京都八王子市 H23.8.29-30 産学官連携推進

調整監 中北　理

木炭振興組織設立委員会会
長藤森茂

「北いわて木炭産業振興協議会」
設立総会における講演：講師 岩手県久慈市 H23.9.5 支所長 山本幸一

一般社団法人日本林業技術
協会理事長廣居忠量

平成 23 年度森林情報士養成研修
講師：講師 岩手県盛岡市 H23.9.26-30 産学官連携推進

調整監 中北　理

岩手県林業技術センター所長 平成 23 年度森林保護基礎研修
（Ⅱ）に係る講師 岩手県一関市 H23.10.20 生物被害研究グ

ループ 市原　優

青森県農林水産部食の安全・
安心推進課長

平成 23 年度鳥獣被害防止対策研
修会講師：講師 青森県青森市 H23.11.16 生物多様性研究

グループ 大西尚樹

日本ＤＮＡ多型学会第 20回
学術集会大会長大澤資樹

日本ＤＮＡ多型学会第 20 回学術
集会・公開シンポジウム（ＤＮＡ
多型から見た生物多様性につい
て）への講演：講師

神奈川県横浜市 H23.11.30 生物多様性研究
グループ 大西尚樹

秋田県立大学長小間篤 「現代統計・空間解析法」におけ
る特別講師：講師 秋田県秋田市 H23.12.1-2 産学官連携推進

調整監 中北　理

東北森林管理局長 平成 23 年度森林・林業技術交流
発表会（特別発表）：講師 秋田県秋田市 H24.29-10 育林技術研究グ

ループ 櫃間　岳

兼房株式会社仙台営業所所
長脇洋 第 10回兼房セミナー講師：講師 岩手県花巻市 H24.3.2 森林資源管理研

究グループ長 天野智将
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　７-２) 専門委員派遣

依　頼　者 内　　　　　容 用　務　先 実施月日 チーム・グループ 氏　名
東京大学大学院工学系研究
科長北森武彦

超小型衛星の利用技術に関する打
合せ 東京都文京区 H23.5.12-13 産学官連携推進

調整監 中北　理

東北森林管理局長 地すべりの現況調査 山形県西川町、
大蔵村 H23.4.19-20 森林環境研究グ

ループ 岡本　隆

岩手県環境影響評価技術審
査会会長

第 43 回岩手県環境影響評価技術
審査会 岩手県盛岡市 H23.5.25 生物多様性研究

グループ 島田卓哉

野生動物研究センター長
伊谷原一

京都大学野生動物研究センター共
同利用・共同研究拠点計画委員会 京都府京都市 H23.5.26-27 生物多様性研究

グループ 大西尚樹

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

岩手県八幡平市 H23.5.27 生物多様性研究
グループ長 堀野眞一

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

岩手県岩手町 H23.5.31 生物多様性研究
グループ長 堀野眞一

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

岩手県雫石町、
滝沢村 H23.6.9 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

㈶日本住宅・木材技術セン
ター試験研究所 木材保存剤等性能審査委員会 東京都江東区 H23.6.7 支所長 山本幸一

財団法人自然環境研究セン
ター理事長大塚柳太郎

モニタリングサイト 1000（森林・
草原調査）検討会 東京都台東区 H23.7.6 地域研究監 新山　馨

盛岡広域振興局農政部農村
整備室長 希少野生動植物現地調査 岩手県葛巻町 H23.6.3 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

盛岡広域振興局農政部農村
整備室長 希少野生動植物現地調査 岩手県雫石町 H23.6.10 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

京都大学生存圏研究所長
津田敏隆

第175回生存圏ミッションシンポ
ジウム、共同研究打合せ、第８回
京都大学生存圏研究所運営委員会

京都市宇治市 H23.6.15-16 支所長 山本幸一

盛岡広域振興局林務部長 盛岡地区松くい虫被害対策連絡会議 岩手県盛岡市 H23.6.29 生物多様性研究
グループ長 堀野眞一

雫石町長深谷政光 平成 23 年度第１回雫石町環境審
議会 岩手県雫石町 H23.7.5 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

沿岸広域振興局保健福祉環
境部大船渡保健福祉環境セ
ンター所長

第 12 回大船渡地区公共事業等に
係る希少野生動植物調査検討委員
会

岩手県大船渡市 H23.8.1 生物多様性研究
グループ長 堀野眞一

東北森林管理局長 第三回「緑の回廊」の抜伐り検討
委員会 秋田県秋田市 H23.7.13 地域研究監 新山　馨

東北森林管理局長 第三回「緑の回廊」の抜伐り検討
委員会 秋田県秋田市 H23.7.13 森林生態研究グ

ループ長 柴田充江

東北森林管理局長 第三回「緑の回廊」の抜伐り検討
委員会 秋田県秋田市 H23.7.13 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

北菱林産株式会社代表取締
役古家順（広葉樹資源循環
利用研究会座長）

広葉樹林施業方法についての山林
調査 岩手県岩泉町 H23.7.20-23 地域研究監 新山　馨

岩手県環境生活部長 平成 23 年度カモシカ保護管理検
討委員会 岩手県盛岡市 H23.8.24 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

岩手県環境生活部長 平成 23 年度シカ保護管理検討委
員会 岩手県盛岡市 H23.8.24 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

岩手県環境生活部長 シカ生息密度調査 岩手県大船渡
市、住田町 H23.10.29-30 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

岩手県環境生活部長 シカ生息密度調査 岩手県遠野市、
釜石市 H23.11.3 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

盛岡広域振興局林務部長 平成 23 年度盛岡地区松くい虫被
害対策連絡会議（第２回） 岩手県盛岡市 H23.10.5 チーム長

（松くい虫担当） 中村克典

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング株式会社取締
役社長水野俊秀

林野庁「平成 23 年度木質系震災
廃棄物等の活用可能性調査（岩手
県域調査）」第１回検討委員会

岩手県盛岡市 H23.10.5 支所長 山本幸一

北菱林産株式会社代表取締
役古家順（広葉樹資源循環
利用研究会座長）

広葉樹林施業方法についての山林
調査 岩手県岩泉町 H23.10.4-6 地域研究監 新山　馨

特定非営利活動法人環境生態
工学研究所理事長須藤隆一

「東日本大震災復興をめざした第
一次産業再生による地域再生」特
別研究贈呈式兼第一回全体会議

宮城県仙台市 H23.10.11 森林資源管理研
究グループ 林　雅秀

岩手県農林水産部長 平成 23 年度岩手県鳥獣被害防止
対策連絡会 岩手県北上市 H23.10.25 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

野生動物研究センター長
辛島司郎

京都大学野生動物研究センター共
同利用・共同研究拠点計画委員会 京都府京都市 H23.10.28 生物多様性研究

グループ 大西尚樹

岩手県知事達増拓也 岩手県森林審議会 岩手県盛岡市 H23.12.14 支所長 山本幸一

一般社団法人日本森林技術
協会理事長加藤鐵夫

「平成 23年度諏訪森アカマツ林管
理指針等調査業務」に係るシンポ
ジウム（第１回検討会）

山梨県富士河口
湖町 H23.11.10-11 チーム長

（松くい虫担当） 中村克典
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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

東北森林管理局長　 平成 23 年度森林・林業技術交流
発表会審査委員 秋田県秋田市 H24.2.9-10 支所長 山本幸一

【岩手県環境影響評価技術審
査会事務局】岩手県環境生
活部環境保全課総括課長

岩手県環境影響評価技術審査会委
員の現地視察 岩手県九戸村 H23.11.17 生物多様性研究

グループ 島田卓哉

東北森林管理局長 平成 23 年度東北森林管理局技術
開発委員会 秋田県秋田市 H23.12.16 育林技術研究グ

ループ長 八木橋勉

岩手県農林水産部長 岩手県ナラ枯れ被害対策連絡会議 岩手県盛岡市 H23.12.21 生物被害研究グ
ループ 市原　優

㈶日本住宅・木材技術セン
ター試験研究所 木材保存剤等性能審査委員会 東京都江東区 H23.12.6-7 支所長 山本幸一

岩手南部森林管理署長 北上川中流流域国有林の地域別森
林計画等に関する住民懇談会 岩手県奥州市 H24.2.2 支所長 山本幸一

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング株式会社取締
役社長水野俊秀

林野庁「平成 23 年度木質系震災
廃棄物等の活用可能性調査（岩手
県域調査）」第２回検討委員会

岩手県盛岡市 H23.12.8 支所長 山本幸一

沿岸広域振興局保健福祉部
大船渡保健福祉環境セン
ター所長

第 13 回大船渡地区公共事業に係
る希少野生動植物調査検討委員会 岩手県大船渡市 H23.12.26 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

岩手県農林水産部森林整備
課総括課長

平成 23 年度第１回岩手県企業の
森づくり CO2 吸収量認定審査委
員会

岩手県盛岡市 H23.12.16 チーム長
（地域資源利用担当） 小谷英司

岩手県環境影響評価技術審
査会会長

第 44 回岩手県環境影響評価技術
審査会 岩手県盛岡市 H24.2.1 生物多様性研究

グループ 島田卓哉

岩手県松くい虫被害対策推進
協議会事務局　岩手県農林
水産部森林整備課総括課長

平成 23 年度岩手県松くい虫被害
対策推進協議会 岩手県盛岡市 H24.2.1 チーム長

（松くい虫担当） 中村克典

岩手県農林水産部森林整備
課総括課長

搬出間伐実践地域ネットワーク創
出事業「搬出間伐実践講座⑤」に
おける講評

岩手県盛岡市 H24.2.10 森林資源管理研
究グループ長 天野智将

一般社団法人日本森林技術
協会理事長加藤鐵夫

「平成 23年度諏訪森アカマツ林管理
指針等調査業務」に係る検討委員会 山梨県甲府市 H24.1.13-14 チーム長

（松くい虫担当） 中村克典

岩手大学農学部長長澤孝志 森林科学コース助言委員会 岩手県盛岡市 H24.2.20 支所長 山本幸一

特定非営利活動法人環境生態
工学研究所理事長須藤隆一

「東日本大震災復興をめざした第
一次産業再生による地域再生」第
二回全体会議

宮城県仙台市 H24.2.6 森林資源管理研
究グループ 林　雅秀

岩手県林業技術センター所長
平成 23 年度岩手県林業技術セン
ター機関評価及び試験研究評価に
係る外部評価委員会

岩手県矢巾町 H24.2.13 支所長 山本幸一

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング株式会社取締
役社長水野俊秀

林野庁「平成 23 年度木質系震災
廃棄物等の活用可能性調査（岩手
県域調査）」第３回検討委員会

岩手県盛岡市 H24.2.21 支所長 山本幸一

東北森林管理局長 平成 23 年度保護林モニタリング
調査検討委員会 秋田県秋田市 H24.2.3 森林生態研究グ

ループ長 柴田充江

東北森林管理局長 平成 23 年度保護林モニタリング
調査検討委員会 秋田県秋田市 H24.2.3 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

希少野生動植物調査検討委
員会委員長保健福祉部長
高橋裕好

盛岡広域振興局公共事業等に係る
希少野生動植物調査検討委員会 岩手県盛岡市 H24.2.24 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

岩手県知事達増拓也 岩手県森林審議会 岩手県盛岡市 H24.2.20 支所長 山本幸一
野生動物研究センター長
幸島司郎

京都大学野生動物研究センター共
同利用・共同研究拠点計画委員会 京都府京都市 H24.2.20 生物多様性研究

グループ 大西尚樹

岩手県環境影響評価技術審
査会会長

第 45 回岩手県環境影響評価技術
審査会 岩手県盛岡市 H24.3.29 生物多様性研究

グループ 島田卓哉

盛岡広域振興局林務部長 平成 23 年度盛岡地区松くい虫被
害対策連絡会議（第２回） 岩手県盛岡市 H23.10.5 チーム長

（松くい虫担当） 中村克典

東北森林管理局長 秋田県仙北市玉川温泉の雪崩災害
の現地調査 秋田県仙北市 H24.2.2 森林環境研究グ

ループ 岡本　隆

京都大学生存圏研究所長
津田敏隆

第 197 回生存圏シンポジウム出席
及び共同研究打合せ／第 198回生
存圏シンポジウム出席及び第９回京
都大学生存圏研究運営委員会出席

京都府宇治市 H24.3.1-3 支所長 山本幸一

福島県農林水産部長 平成 24 年度第１回福島県農林試
験研究機関検討委員会 福島県福島市 H24.3.23 支所長 山本幸一
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８　視察・見学
区　　　分 員数（人）
国 34

都道府県 16
林業団体 108
一般 437
学生 15

計（国内） 610
国外 2
合計 612

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 23年版　No.52 年刊
フォレストウインズ 4 1,000 No.45 ～ No.48 不定期

10　図　　書
　　（単 行 書）

平成 23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 冊 冊 冊 冊 冊 冊
157 219 376 8 1 9 16,665

　　（雑誌等逐次刊行物）

平成 23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 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊

432 619 1,051 256 6 262 165 0 165 25,673

　　（その他の資料）

平成 23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 冊 冊 冊 冊 冊 冊
0 0 0 0 0 0 9,062
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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 23年度育種分野打ち合わせ会 23. 6.16 林木育種センター 林木育種センター
23. 6.17 東北育種場 東北育種場

２　平成 23年度林木育種推進東北地区協議会 23. 7.21 林木育種センター 秋田県秋田市
23. 7.22 東北育種場

３　平成 23年度東北林業試験研究機関連絡協議会総会 23. 8.11 山形県森林研究研修センター 岩手県盛岡市

４　平成 23年度林業研究開発推進東北ブロック会議 23. 9.15 林野庁・森林総合研究所 岩手県盛岡市

５　東北地域における林業研究の推進検討会議 23. 9.16 東北支所 岩手県盛岡市

６　東北支所業務報告会 23.12. 8 東北支所 東北支所
23.12. 9

７　 「津波で被災した海岸林の赤枯れ現象の実態把
握と原因解明」設計会議 24. 1.23 東北支所 東北支所

８　交プロ・強度収穫推進会議 24. 2.14 東北支所 宮城県仙台市

９　東北支所研究評議会 24. 2.21 東北支所 東北支所

10　 「津波で被災した海岸林の赤枯れ現象の実態把
握と原因解明」推進会議 24. 3. 7 東北支所 東北支所

12　諸　行　事
行　　　　　事 年 月 日 開 催 場 所

１　地域連携シンポジウム「地域版の林業再生プランを考える」 23. ７.22 ホテル東日本　盛岡
２　海岸林緊急調査中間報告「海岸林の再生に向けて」 23.10.17 ホテル東日本　盛岡

３　シンポジウム「岩手の地から飛躍的な木質エネルギー利用を」 24. １.25 アイーナ　いわて県民情報
交流センター

４　 森林総合研究所東北支所・林木育種センター東北育種場・
盛岡水源林整備事務所一般公開 23.10.15 東北支所

５　平成 23年度森林・林業関係試験研究合同発表会
　　（東北支所・東北育種場・秋田県　合同） 24. ２. ８ 秋田県森林学習交流館

「プラザクリプトン」
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13　内部委員会

・苗畑・実験林委員会
委員：中北　理、長南猛彦、野口正二、市原　優、小谷英司、櫃間　岳、下田直義（実務責任者）、
　　　千葉里香（事務局）
会議：第１回委員会（４月 25日）

・ＬＡＮ運営委員会
委員：中北　理、八木橋勉、小野賢二、堀野眞一、天野智将、砂子田渉、長南猛彦、米沢茂信（事務局）
会議：第１回委員会（６月１日）

・住宅委員会
委員：野口正二、堀野眞一、石山雅勝、千葉里香、安部波夫、砂子田渉（事務局）
会議：第１回委員会（９月 16日）、第２回委員会（３月 15日）

・安全衛生委員会
委員：中北　理、安部波夫、金野　勇、石井基弘、中村克典、前原紀敏、山田　毅、砂子田渉（事務局）
会議：第１回委員会（４月22日）、第２回委員会（５月20日）、第３回委員会（６月17日）、
　　　第４回委員会（７月15日）、第５回委員会（９月30日）、第６回委員会（10月３日）、
　　　第７回委員会（11月25日）、第８回委員会（12月16日）、第９回委員会（１月16日）、
　　　第10回委員会（２月17日）、第11回委員会（３月16日）

・施設整備委員会
委員：新山　馨、中北　理、長南猛彦、安部波夫、柴田銃江、平井敬三、磯野昌弘、天野智将、
　　　金野　勇（事務局）、都筑俊夫（事務局）

・レクリエーション委員会
委員：千葉里香、森田　海、星野大介、山田　毅、相川拓也、天野智将、安部波夫、砂子田渉（事務局）
会議：第１回委員会（６月 20日）

・図書委員会
委員：中北　理、石山雅勝、八木貴信、星野大介、安田幸生、島田卓哉、相川拓也、林　雅秀、齋藤武史、
　　　小谷英司、長南猛彦、米沢茂信（事務局）
会議：第１回委員会（６月９日）

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、長南猛彦、安部波夫、金野　勇
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、春原武志、新山　馨、長南猛彦、安部波夫、金野　勇
　　　　　砂子田渉、石山雅勝、都筑俊夫、米沢茂信、千葉里香、中村克典、野口正二、齋藤武史、小谷英司
　　　　　柴田銃江、八木橋勉、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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