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IUFRO-J NEWS CONTENTS 
 

第１３３号 ２０２３年１月３１日発行 
・IUFRO全ディビジョン会合参加報告 

東京大学 香坂 玲 
・「IUFRO OKINAWA 2022: Progress in Small-scale 

Forestry beyond the Pandemic and Global Climate 
Change」の開催報告 

兵庫県立大学 前田千春 
・IUFRO Okinawa 2022 参加報告 

森林総合研究所 早舩真智 
・IUFRO Conference Division 7 – Forest Health, 

Pathology and Entomology Lisbon 6-9 September 2022 
参加報告 

森林総合研究所 中村克典・IUFRO Conference 
Division 7 – Forest Health,  

Pathology and Entomology Lisbon 6-9 September 2022 参
加報告 

森林総合研究所 小松雅史 
・XXVI IUFRO World Congress 2024 開催の案内 
・事務局からのお知らせ 
 
第１３２号 ２０２２年７月３１日発行 
・ 元IUFRO-J 事務局議長，鈴木和夫博士が国際森林研究機

関連合功労賞（IUFRO-DSA）を受賞  
・ 第26回APAFRI 理事会参加報告 

（国研）森林研究・整備機構 森林総合研究所理事 

坪山良夫 
・ XXVI IUFRO World Congress 2024 開催の案内 
・ IUFRO-J 令和4（2022）年機関代表会議 
・ IUFRO 研究集会事務局・参加助成実施要領 
 
第１３１号 ２０２２年２月１７日発行 
・ IUFRO World Day に加盟機関として参加して 

森林総合研究所 企画部/ IUFRO-J 主事 杉元倫子 
・ オンライン国際イベントの時差の壁：IUFRO World Day 
への参加報告 

森林総合研究所 林業経営・政策研究領域 石崎涼子 
・ IUFRO live event 若手研究者インタビュー 
・ IUFRO 8.01.02 Landscape Ecology 作業部会の30周年記

念植樹 
森林総合研究所 東北支所 松浦俊也 

・ IUFRO ハイブリッド科学会議「森林における生物学的侵

入：貿易・生態学・管理」にリモート参加して 
森林総合研究所 森林昆虫研究領域 加賀谷悦子 

・ IUFRO INFORMATION 
・ 事務局からのお知らせ 
 
第１３０号 ２０２１年７月２７日発行 
・ IUFRO 8.01.02 Landscape Ecology 作業部会の紹介 

森林総合研究所 東北支所 松浦俊也 
・ ワーキングパーティー・ジョイントウェビナー「福島とチ

ェルノブイリの森 - 人々，野生生物，ランドスケープ -」
（4月14日）の開催報告 

森林総合研究所 立地環境研究領域 / 東京大学大学

院 農学生命科学研究科 橋本昌司 
・ IUFRO-J 令和3（2021）年機関代表会議 
・ IUFRO INFORMATION 
・ 事務局からのお知らせ 
 
第１２９号 ２０２１年２月１６日発行 
・ 森林教育におけるIUFROの役割 

IUFRO 常務理事 Alexander Buck 
・ 世界から注目されている日本の森林教育 

森林総合研究所 多摩森林科学園 井上真理子 
・ 「死の谷」の渡り方 - IUFRO2019 でのブース実演報告 - 

森林総合研究所 木材加工・特性研究領域 香川 聡 
・ 新刊紹介 Teplyakov, Victor K. 2020. The Distinguished 

Service Award of the International Union of Forest 
Research Organizations: 1981-2019. Vienna, IUFRO. 
138 p.（IUFRO 功労賞 1981-2019） 

森林総合研究所 国際連携・気候変動研究拠点 藤

間 剛 
・ 事務局からのお知らせ 
 
第１２８号 ２０２０年７月１５日発行 

・ IUFRO-J 議長就任にあたって 
IUFRO-J 議長 中静 透 

・ IUFRO 国際評議員会報告 
森林総合研究所理事 坪山良夫 

・ IUFRO-J 令和2（2020）年機関代表会議 
・ 事務局からのお知らせ 



 
第１２７号 ２０２０年２月１４日発行 

・ 第25回IUFRO 世界大会 参加報告 
東京大学千葉演習林 當山啓介 

・ IUFRO はホーム -森林の放射能汚染セッションの企画運

営に想う 
森林総合研究所 震災復興・放射性物質研究拠点 

三浦 覚 
・ 「IUFRO World Congress 2019」参加報告 

森林総合研究所 林木育種センター関西育種場 岩

泉正和 
・ IUFRO 世界大会の "New Methods and Applications of 

Tropical Timber Identification to Promote Legal 
Logging" セッションに参加して 

森林総合研究所 木材加工・特性研究領域 安部 

久 
・ IUFRO2019 展示ブースにおける異文化交流 

森林総合研究所 企画部 沼尻保奈美 
・ IUFRO INFORMATION 
・ 事務局からのお知らせ 
 
第１２６号 ２０１９年３月２０日発行 

・ アジア太平洋地域林業研究機関連合（APAFRI）第8回総

会報告 
森林総合研究所 田中 浩 

・ 第5回IUFRO Working Party 2.09.02 コインブラ，ポルト

ガル 2018 国際会議」に参加して 
森林総合研究所 丸山 E. 毅 

・ IUFRO Conference on Adaptive Management for 
Forested Landscapes in Transformation 参加報告 

森林総合研究所 宮本和樹 
・ 第4回 国際人工林学会の参加報告 

国際農林水産業研究センター 櫃間 岳 
・ 平成31(2019)年度IUFRO-J機関代表会議 
・ IUFRO INFORMATION 
・ 事務局からのお知らせ 
 
第１２５号 

 欠番 
 
第１２４号 ２０１９年３月２０日発行 

・ 連載：IUFRO と国際連携 
・ IUFRO 創設期の日欧関係を探る旅 

森林総合研究所 石崎涼子 
・ コミュニティフォレストリーの新しい概念 

Ellyn K. Damayanti（IUFRO Research Group 
6.10.00 - Rural Development コーディネーター） 

・ IUFRO-0701「森林の健康」部会とICP 植生の合同会議

参加報告 
北海道大学農学研究院 小池孝良 他 

・ IUFRO-J 平成30 年度機関代表会議 
・ IUFRO INFORMATION 
・ 事務局からのお知らせ 
 
第１２３号 ２０１８年３月２６日発行 

・ IUFRO第125周年記念大会における異世代間メンタリン

グ 
IFSA／IUFROメンタリングコーディネーター 

Sarah Dickson-Hoyle 
・ IUFRO第125周年記念大会に参加して 

森林総合研究所林木育種センター 木村恵 
・ IUFRO RG3.03.00 とRG3.06.00 の合同アジア地域ミー

ティング報告 山岳林における主伐の生産性と安全性 
ユフロ国際会議実行委員会 実行委員長 山田容三

（愛媛大学大学院農学研究科） 
・ IUFRO INFORMATION 
・ 事務局からのお知らせ 
 
第１２２号 ２０１８年１月２２日発行 

・ IUFRO 第125周年記念大会，IUFRO 誕生とその使命 
IUFRO 常任理事 Alexander Buck 

・ IUFRO 第125周年記念大会事務局による Walter Liese 
前 IUFRO 会長記念インタビュー 

・ IUFRO 第125周年記念大会・フライブルク参加記 
- 幅広い森林科学への活動と貢献の場を世界レベルに求め

て -  
北海道大学 小池孝良 

・ IUFRO 125th Anniversary Congress 2017 に見た森林

教育研修の展開 
森林総合研究所 井上真理子 
日本大学 杉浦克明 

・ 「大気汚染と気候変動が森林生態系に与える影響に関す

る IUFRO 国際会議（IUFRO Tokyo 2017）」開催報告 
東京農工大学 渡辺 誠 

・ IUFRO 国際会議「Sustainable Restoration of 
Mediterranean Forests: Analysis and Perspective 
within the Context within the Context of Bio-based 
Economy Development under Global Changes」に参加し

て 
筑波大学 吉田美佳 



・ IUFRO INFORMATION 
・ 事務局からのお知らせ 
 
第１２１号 ２０１７年８月２５日発行 

・ 連載：IUFRO と国際連携 －5 
－ IUFROとUNFF：地球規模の森林政策推進における科

学の役割 － 
IUFRO-GFEP プロジェクトマネージャー Andre 
Purret 
IUFRO コミュニケーションと広報 Gerda 
Wolfrum 

・ IUFRO World Series 35 巻紹介 :「違法伐採及び関連木材

取引 ─ 量，推進要因，影響及び反応」 
森林総合研究所 藤間 剛 

・ マツ材線虫病に関する国際シンポジウム Seoul 2016 開
催報告 

森林総合研究所 中村克典 
・ IUFRO-J 平成29 年度機関代表会議 
・ IUFRO INFORMATION 
・ 事務局からのお知らせ 

IUFRO-J 発行体制意識調査 など 
 
第１２０号 ２０１７年３月２５日発行 

・ 連載：IUFRO と国際連携 －4 
－ 次世代森林研究者と教育者の育成 － 

IUFRO 常任理事 Alexander Buck 
IFSA/IUFRO ジュニア・プロフェッショナル ・オ

フィサー Janice Burns 
・ IUFRO 国際研究集会「FORCOM / SFEM / 2016」開催

報告 
三重大学大学院生物資源学研究科 
松村直人 

・ IUFRO INFORMATION 
・ 事務局からのお知らせ 
 
第１１９号 ２０１６年１２月３０日発行 

・ 連載：IUFRO と国際連携 －3 
生物多様性条約愛知ターゲットの実施の推進 - IUFRO 
の科学的貢献 

IUFRO 常任理事 Alexander Buck 
・ IUFRO アジア・オセアニア地域大会参加報告 

北海道大学大学院農学院,農学研究院  
藤田早紀・Agathokleous Eugenios・小池孝良 

・ IUFRO Division 3 Doctoral Student 
Conference:Connecting Knowledge and Minds 学会参

加報告 
筑波大学生命環境系,日本学術振興会特別研究員(PD) 
吉田美佳 

・ 「モミ属の生態・施業に関するIUFRO 国際会議(Abies 
2016)」開催報告 

東京大学北海道演習林 尾張敏章 
・ IUFRO INFORMATION 
・ 事務局からのお知らせ 
 
第１１８号 ２０１６年８月３１日発行 

・ 連載：IUFRO と国際連携 －2 
－ 持続可能な開発の加太に対応するための FAO と

IUFROの連携 － 
IUFRO 常任理事 Alexander Buck 

・ IUFRO タスクフォース "Forests and Biological 
Invasions"（森林と侵入生物）および第一回会合報告 

森林総合研究所 生物多様性研究拠点 岡部貴美子 
・ IUFRO-J 平成28年度機関代表会議 
・ IUFRO INFORMATION 
・ 事務局からのお知らせ 
・ 歴史年表 
・ IUFRO-J 会則 
・ IUFRO-J 入会のご案内 
 
第１１７号 ２０１６年３月２４日発行 

・ 連載：IUFRO と国際連携 －1 
－ 科学/ 政策インターフェイスとしての IUFRO － 

IUFRO Executive Director, Alexander Buck 
・ 第3回 ACMECS バイオエネルギーワークショップに参

加して 
森林総合研究所 加工技術研究領域 柳田高志 

・ 「IUFRO Tree Biotechnology 2015」に参加して 
森林総合研究所 生物工学研究領域 丸山 E. 毅 

・ IUFRO INFORMATION 
・ 事務局からのお知らせ 
・ IUFRO 本部から125 周年記念大会のお知らせ 

－ IUFRO 125th Anniversary Congress 2017 － 
 
第１１６号２０１５年１２月２８日発行 
・ アジア太平洋地域林業研究機関連合（APAFRI）第7回総会

報告 
森林総合研究所理事 田中 浩 

・ UNGFOR 2015 森林の更新と造林における有蹄類の影響

に関する国際会議に参加して 
北海道立総合研究機構林業試験場 明石信廣 



・ IUFRO ブナシンポジウム参加報告 
森林総合研究所 植物生態研究領域 松井哲哉 

・ IUFRO Division 9.01.03 Extension and Knowledge 
Exchange Working Party 参加体験記 －自然と文化の

国アイルランドを訪ねて－ 

森林総合研究所 多摩森林科学園 井上真理子 

ゲッティンゲン大学 森林政策学研究室 長坂健司 

・ IUFRO INFORMATION 

・ 事務局からのお知らせ 
・ 会費納入・研究者登録のお願い 
・ ダーバン宣言 －森林・林業の2050年ビジョン－ 
 
第１１５号２０１５年８月２４日発行 
・ IUFRO-J 議長就任にあたって 

IUFRO-J 議長 沢田治雄 

・ IUFRO 本部から日本の皆さんへ 
IUFRO 本部事務局長 Alexander Buck 

・ IUFRO International Conference Reforestation 
Challenges（再造林の挑戦）に参加して 

東京大学大学院森林利用学研究室 吉田美佳 

・ IUFRO-J 平成27年度機関代表会議 
・ IUFRO INFORMATION 

・ 事務局からのお知らせ 
・ 会費納入・研究者登録のお願い 
・ IUFRO 研究集会事務局・参加助成募集 
 

第１１４号 ２０１５年３月６日発行 
・IUFRO 世界大会テーマの変遷と日本からの貢献 

UFRO-J事務局 川元スミレ 
・第24回 IUFRO 世界大会での技術セッションを開催して 

森林総合研究所 平田泰雅 
・2014 IUFRO Tree Breeding Conference に参加して 

森林総合研究所 林木育種センター東北育種場 
三浦真弘 

・IUFRO 国際研究集会紹介 
・IUFRO Board 
・IUFRO ホームページ 
 
第１１３号 ２０１４年１２月２３日発行 
第24回世界大会特集 

・第24回ユフロ世界大会開催される 
森林総合研究所 大河内勇 

・第53回ユフロ拡大理事会に出席して 
東京大学 酒井秀夫 

・第24回 IUFRO 世界大会の概要 

森林総合研究所森林管理研究領域 髙橋正義 
・IUFRO 世界大会のテーマ“Forests for People”に参加して 

森林総合研究所多摩森林科学園 井上真理子 
・ユフロ第5部門「林産物」，大会テーマ“Forests and Forest 

Products for a Greener Future”から IUFRO-Japan の皆様へ 
オクラホマ州立大学 Salim Hiziroglu 

・IUFRO World Congress 2014 に参加して 
－gender の視点から－ 

森林総合研究所企画部男女共同参画室 
森林管理研究領域環境計画研究室併任 
宮本麻子 

・IUFRO 本部紹介 
・事務局からのお知らせ 
 
第１１２号 ２０１４年６月２４日発行 
・第24回ユフロ世界大会，ソルトレイクシティーで開催 

－国際化からグローバル化へ－ 
IUFRO-J 議長 鈴木和夫 

・ベトナムにおける IUFRO Acacia 会議に参加して 
森林総合研究所九州支所 稲垣昌宏 

・IUFRO-J 平成26年度機関代表会議 
・第24回 IUFRO 世界大会に関するお知らせ 
・事務局からのお知らせ 
 
第１１１号 ２０１４年２月２５日発行 
・第15回森林資源におけるシステム分析シンポジウム 

－持続可能な森林バリューチェーン分析（SSAFR 2013）
に参加して 
東京大学大学院農学生命科学研究科 吉田美佳 

・IUFRO ユニット7.02.10「IUFRO 2013 - Pine Wilt Disease 
Conference」に参加して 

森林総合研究所森林微生物研究領域 秋庭満輝 
・IUFRO 5.01.04 材質モデリング部会第7回研究集会

（MeMoWood）参加報告 
森林総合研究所加工技術研究領域 松村ゆかり 

 
第１１０号 ２０１３年１１月２８日発行 
・「21st International Wood Machining Seminar（第21回国際木材

機械加工セミナー）」開催報告 
森林総合研究所加工技術研究領域 村田光司 

・IUFRO3.08&6.08 合同研究会「小規模林業とコミュニティ

林業の未来に向けて」の開催報告 
九州大学大学院農学研究院 佐藤宣子 

・GFIS-Japan Training Workshop に参加して 
森林総合研究所国際連携推進拠点 藤間 剛 



 
第１０９号 ２０１３年７月２４日発行 
・IUFRO PAPM2013 報告 

筑波大学生命環境系 伊藤太一 
・IUFRO ブナ会議報告 

森林総合研究所植物生態研究領域 松井哲哉  
森林総合研究所北海道支所 北村系子 

・IUFRO 国際研究集会「第3回 IUFRO ラテンアメリカ会合

（IUFROLAT 2013）」参加報告 
森林総合研究所温暖化対応推進拠点 平田泰雅 

・IUFRO-J 平成25年度機関代表会議 
 
第１０８号 ２０１３年２月２７日発行 
・IUFRO RG3.03 国際ワークショップ「これからの森林・林

業における労働科学的チャレンジ」開催報告 
名古屋大学大学院生命農学研究科 山田容三 

・BIOCOMP2012（11th Pacific Rim Bio-Based Composites 
Symposium）開催報告 

森林総合研究所複合材料研究領域 宮本康太 
・Global Forest Information Service（GFIS（ジフィス））の紹介 

森林総合研究所国際連携推進拠点 後藤忠男 
・IUFRO-J 研究集会事務局・参加助成実績 

IUFRO-J 事務局 
 
第１０７号 ２０１２年１１月２６日発行 
・「IUFRO Unit 7.02.13 侵略的外来種と国際貿易」第3回研究

集会開催報告 
東大院新領域 福田健二 

・ポルトガル・リスボンで開催された「2012 IUFRO ALL 
DIVISION 5 CONFERENCE」に参加して 

福岡教育大学技術教育講座 大内 毅 
「チェコ共和国で開催されたユフロ体細胞胚培養とその他

の栄養繁殖技術（Working Party 2.09.02）国際集会の概要 

－メンデルが遺伝研究を行った修道院のあるブルノ市

で－ 
森林総合研究所森林バイオ研究センター 石井克明 

・アジア・太平洋地域林業研究機関連合（APAFRI）第6回総

会報告 
森林総合研究所 理事 大河内勇 

 
第１０６号 ２０１２年７月２３日発行 
・IUFRO国際研究集会「第2回 FORCOM2011 －次世代のた

めの追求と新しい挑戦」開催報告 
三重大学大学院生物資源学研究科 松村直人 

・IUFROタスクフォース「Forests for People」第１回国際会議

に出席して 
森林総合研究所 恒次祐子 

・「絶滅のおそれがある森林有用樹種の多国間および国境を

越えた保全に関するアジア太平洋ワークショップ」参加

報告 
森林総合研究所 菊地 賢 

・IUFRO-J 平成24年度機関代表会議 
 
第１０５号 ２０１２年２月２８日発行 
・カナダ・ケベック州で開催された国際シンポジウム「森林

生態系における枯死木の動態と生態系サービス」に参加

して 
森林総合研究所九州支所 小高信彦 

・Joint IUFRO Group 5.10 and UNECE/FAO Team of 
Specialists Meeting に参加して 

森林総合研究所北海道支所 嶋瀬拓也 
・第13回 IUFRO 根株腐朽病害国際集会に参加して 

森林総合研究所企画部男女共同参画室（森林微生物

研究領域微生物生態研究室） 太田祐子 
・林業教育に関する IUFRO 国際集会に参加して 

森林総合研究所多摩森林科学園 井上真理子 
・事務局からのお知らせ 
・≪平成24年度に IUFRO-J が助成する研究集会≫ 

「International Ergonomic Workshop of IUFRO 
RG3.03 in Nagoya, 2011」これからの森林・林業に

おける労働科学的チャレンジ 
2012年9月30日～10月7日 名古屋大学野依記念館 

「BIOCOMP 2012 第11回環太平洋木質バイオマス複合

材料シンポジウム」 
2012年11月27日～30日 静岡県コンベンションアー

ツセンター “GRANSHIP”（グランシップ） 
 
第１０４号 ２０１１年１１月２９日発行 
・ブラジルでの IUFRO 樹木バイオテクノロジー2011国際

集会の概要－3年生で平均樹高 16m のユーカリ検定林

を見学－ 
森林総合研究所森林バイオ研究センター 
石井克明・栗田学 

・独フライブルク市での小規模林業の研究集会に参加して 
森林総合研究所 堀 靖人 

・2012年に開催されるIUFRO 国際会議 
IUFRO-J 事務局 藤間 剛 

 
第１０３号 ２０１１年７月２０日発行 



・2011年ユフロ拡大理事会後の科学セミナーに出席して 
東京大学 酒井秀夫 

・20th International Wood Machining Seminarに参加して 
森林総合研究所 伊神裕司 

・IUFRO-J 平成23年度機関代表会議 
 
第１０２号 ２０１１年３月１５日発行 
・議長からのメッセージ 

IUFRO-J 議長 鈴木和夫 
・2011年ユフロ拡大理事会に出席して 

東京大学 酒井秀夫 
・「侵入生物と貿易に関する国際会議（IUFRO 7.03.12）」開

催のお知らせ 
東京大学 福田健二 

・IURFO Division 4 の世話役について 
三重大学 松村直人 

 
第１０１号 ２０１０年１１月３０日発行 
・IUFRO 国際評議員会・拡大理事会報告 

東京大学生命科学研究科 鎌田直人 
・多目的ポプラ植林の持続的管理に関するユフロ国際集会の

概要 
森林総合研究所森林バイオ研究センター 石井克明 

 
第１００号 ２０１０年７月２０日発行 
・IUFRO-J NEWS 100号を迎えて 

IUFRO-J 議長 鈴木和夫 
・IUFRO-J 平成22年度機関代表会議 
・IUFRO-J の活動の見直しについて 
・IUFRO-J 研究集会事務局・参加助成実績 
・第23回 IUFRO 世界大会サイドイベントのお知らせ 

森林総合研究所国際連携推進拠点 IUFRO サイド

イベント委員会事務局 
 
第９９号 ２０１０年３月１６日発行 
・2009年 IUFRO 理事会報告 

東北大学 中静 透 
・IUFRO「Asia and the Pacific Forest Products 

Workshop-Green Technologies and Products for 
Climate Change Mitigation and Adaptation」に参加し

て 
森林総合研究所複合材料研究領域 塔村真一郎 

・IUFRO「11th International IUFRO Wood Drying 
Conference-Recent Advances in the Field of Wood 
Drying, Skelleftea Sweden 2010」に参加して 

森林総合研究所加工技術研究領域 小林 功 
・第18回 IUFRO 世界大会への参加登録案内 
 
第９８号 ２００９年１１月３０日発行 
・IUFRO 国際研究集会「多目的森林管理―気候変動時代に

おける持続可能性の戦略―」の開催 
東京大学大学院生命科学研究科 龍原 哲 
森林総合研究所四国支所 小谷英司 

・IUFRO Conference on Gender and Natural Resources, 
S6.08.02「森林カリキュラムにおけるジェンダー教育」

に参加して 
森林総合研究所男女共同参画室 塔村真一郎 

・アジア太平洋地域林業研究機関連合（APAFRI）第5回総

会報告 
森林総合研究所理事 大河内勇 

・ルイス・アピオラーザ博士の日本訪問と講演会 
森林総合研究所林木育種センター 中田了五 

 
第９７号 ２００９年７月２７日発行 
・IUFRO Division 4 International Conference「Extending Forest 

Inventory and Monitoring over Space and Time（森林資源調

査とモニタリングの時空間的拡張）」に参加して 
森林総合研究所森林管理領域 光田 靖・平田泰雅 

・IUFRO-J平成21年度機関代表会議 
・IUFRO-J の意味 

森林総合研究所国際連携推進拠点 藤間 剛

（IUFRO-J 事務局主事） 
 
第９６号 ２００９年３月２日発行 
・IUFRO Landscape Ecology Working Group 

(IUFRO8.01.02) 6th International Conference 
「Landscape Ecology and Forest Management: 
Challenges and Solutions」に参加して 

森林総合研究所企画部 杉村 乾 
・第6回 IUFRO 異齢林研究会ワークショップ静岡大会：複

雑構造をめざす森林育成技術とその実行可能性：森林生

態系の多目的機能と持続可能性のためのデザイン手法 
Feasibility of Silviculture for Complex Stand Structures: 

-Designing Stand Structures for Sustainability and 
Multiple Objectives-の開催報告 

静岡大学農学部 水永博己 
・国際研究集会の案内 
・多目的森林管理に関する国際研究集会「多目的森林管理：

気候変動時代における持続可能性の戦略」 



International conference on multipurpose forest 
management Multipurpose forest management: 
Strategies for sustainability in a climate change 
era 

 
第９５号 ２００８年１１月１７日発行 
・第8回IUFRO国際ブナシンポジウムの開催 

北海道立林業試験場 寺澤和彦 
・森林計画学会2008年夏季台日合同国際シンポジウム「多目

的・長期的な森林の管理計画の樹立に向けて」の開催報

告 
山形大学農学部 野堀嘉裕 

・IUFRO Working Parties 4.01, 4.02, 4.04 International 
Conference 「Advances in Forest Management and 
Inventory」に参加して 

森林総合研究所多摩森林科学園 井上真理子 
 
第９４号 ２００８年７月２８日発行 
・IUFRO理事会報告 

東北大学大学院生命科学研究科 中静 透（IUFRO 
理事） 

・ユフロ第3部会全体会議 
－天然資源利用に向けて環境的に健全な技術を探る－ 

ユフロ第3部会国際会議実行委員会 有賀一広・櫻井 

倫 
・IUFRO-J 平成20年度機関代表会議 
・アジア太平洋森林侵入種ネットワークの紹介

（Asia-Pacific Forest Invasive Species Network: 
APFISN） 

森林総合研究所 藤間 剛 
 
第９３号 ２００８年３月１４日発行 
・IUFROと気候変動 
・気候変動枠組条約第13回締約国会議、森林の日 

森林総合研究所 藤間 剛 
・森林および森林管理の気候変動への適応に関する IUFRO 

国際集会案内 
・IUFRO 会員登録と年会費の支払いについて 

IUFRO-J 事務局 
・2008年度に日本で開催される IUFRO 国際研究集会案内 

ユフロ D3-会議－天然資源利用に向けて環境的に健全な

技術を探る－ 
第8回 IUFRO 国際ブナシンポジウム（The 8th IUFRO 

International Beech Symposium） 

IUFRO D1-5 複雑構造をめざす造林技術とその実行可

能性：森林生態系の多目的機能と持続可能性のためのデ

ザイン手法 
(Feasibility of Silviculture for Complex Stand 

Structures: Designing for Sustainability and Multiple 
Objectives) 

IUFRO D4「多目的・長期的な森林の管理計画の樹立に

向けて」 
Joint International Symposium on “Toward the 

Establishment of the Multi-purpose and Long-term 
Forest Management Plans” 

IFSAの紹介 
IUFRO-J 事務局 

・本の紹介 
Identification of the Timbers of Southeast Asia and the 

Western Pacific 
南洋材の識別／英文版 

森林総合研究所 安部 久 
 
第９２号 ２００７年１１月２６日発行 
・IUFRO 拡大理事会報告―現在の大きな動き 

東京大学農学生命科学研究科附属演習林 鎌田直人

（IUFRO 第7部会 Deputy Coordinator） 
・IUFRO 拡大理事会報告 

東京大学大学院農学生命科学研究科 酒井秀夫

（IUFRO 第3部会 Deputy Coordinator） 
・IUFRO Policy Committee報告 

東北大学生命科学研究科 中静 透（IUFRO 理事） 
・IUFRO 拡大理事会後エクスカーション報告 

東北大学大学院環境科学研究科 吉本 敦（IUFRO 
第4部会 Deputy Coordinator） 

・IUFRO 国際研究集会 
「次世代のための森林の役割－森林資源管理の哲学と技術

－」FORCOM2004 概要報告 
FORCOM2004 実行委員会 内藤健司・松村直人 

・IUFRO 分科会「林木の根株腐朽病に関する国際集会」参

加して 
北海道立林業試験場 徳田佐和子 
群馬県林業試験場 小野里 光 

・IUFRO ワーキンググループ S2.02.07（カラマツ属の育

種と遺伝資源)の国際シンポジウム：Larix2007 の参加

報告 
北海道立林業試験場 来田和人 

・国際シンポジウム「東南アジア産木材の樹種識別および産

地特定技術」開催報告 



森林総合研究所木材特性研究領域 安部 久 
 
第９１号 ２００７年６月１８日発行 
・議長就任にあたって 

IUFRO-J 議長 鈴木和夫 
・インタープリベント2006国際シンポジウム概要報告 

インタープリベント2006実行委員会 委員長 丸

井英明 
・IUFRO 関連集会案内 
・IUFRO-J 平成19年度機関代表会議 
 
第９０号 ２００７年３月２０日発行 
・Global Forest Information Service Training Workshop報

告 
森林総合研究所資源解析研究室 光田 靖 

・IUFRO 研究集会「自然攪乱に基づく育林：複雑さの管理」

‘Natural disturbance-based silviculture: Managing for 
complexity’ 

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター 吉

田俊也 
・IUFRO 分科会「林木の集団遺伝学とゲノム学：遺伝子の

機能から進化動態と保全まで」に参加して 
森林総合研究所森林遺伝研究領域 谷 尚樹 

 
第８９号 ２００６年１２月１１日発行 
・IUFRO拡大理事会報告 

中静 透（東北大学） 
・IUFRO科学部会会合（Scientific Committee Meeting）報

告 
鎌田直人（東京大学） 

・The 4th International Symposium of Gall Forming 
Insects and Symposium of the IUFRO working Party 
7.03.02 Gall-Forming Insects「BIODIVERSITY OF 
GALLING ARTHROPODS」開催報告 

鎌田直人（金沢大学）*現所属、東京大学 
 
第８８号 ２００６年８月２５日発行 
・アジア・太平洋地域林業研究機関連合（APAFRI）第4回

総会報告 
森林総合研究所理事 石塚和裕 

・IUFRO-J 平成18年度機関代表者会議 
 
第８７号 ２００６年３月１４日発行 
・カンボジア国プノンペン市で行われた IUFRO 国際研究

集会の報告 

・International conference on forest Environment in 
continental river basins; with a focus on the Mekong 
River 

清水 晃・荒木 誠・壁谷直記（森林総合研究所） 
 
第８６号 ２００５年１２月２０日発行 
・2005年 IUFRO 世界大会の報告 

IUFRO-J 事務局 
 
第８５号 ２００５年７月１４日発行 
・IUFRO-J 平成17年度機関代表者会議 
・熱帯林のエコシステム保全のための適切な林業技術に対す

る相乗的アプローチに関する国際セミナー 
京都大学大学院情報学研究科 吉村哲彦 

 
第８４号 ２００５年３月１７日発行 
・「森林の社会的機能に関する IUFRO 研究グループの合同

会議（北海道）」報告 
森林総合研究所 田中伸彦 
筑波大学院 伊藤太一 

・IUFRO Working Party 5-04.12 
・第3回木材表面処理国際シンポジウム in 京都 

森林総合研究所 木口 実 
 
第８３号 ２００４年１２月１７日発行 
・ユフロ第43回ソウル理事会 

東京大学 鈴木和夫 
・イランで開催されたブナ・シンポジウム 

北海道立林業試験場 寺澤和彦 
 
第８２号 ２００４年８月１３日発行 
・IUFRO-J 平成16年度機関代表者会議 
 
第８１号 ２００４年３月１２日発行 
・IUFRO 国際シンポジウム「森林昆虫の個体群動態と宿主

の影響」開催報告 
広島大学 富樫一巳 
金沢大学 鎌田直人 

 
第８０号 ２００３年１２月１８日発行 
・ユフロ第42回ケベック理事会 

東京大学 鈴木和夫 
・IUFRO 研究集会「OAK2003, Japan」の概要報告 

森林総合研究所 金指あや子 
 



第７９号 ２００３年８月１８日発行 
・IUFRO 第3部会役員中期会議 

京都大学フィールド科学教育研究センター 芝 正

己 
・IUFRO 林学学生賞（ISA）のご案内 
・IUFRO 林学学生賞（ISA）の詳細 
・これからの研究集会予定 
・IUFRO-J 平成15年度機関代表会議 
 
第７８号 ２００３年３月１４日発行 
・国際防災学会インタープリベント2002概要報告 

インタープリベント2002実行委員会事務局長 丸

井英明 
・第11回バイオ・リフォルワークショップ（ソウル）報

告 
東京大学附属演習林 齊藤陽子 
森林総合研究所 石井克明・櫻井尚武・大河内勇 
東京大学 益守眞也・鈴木和夫 

 
第７７号 ２００２年１２月２７日発行 
・IUFRO チェンナイワークショップに参加して 

住友林業（株）研究主幹 小林紀之 
・適切な撫育・集材作業が必要な育成林業の役割に関する

国際セミナー 
京都大学大学院情報学研究科 吉村哲彦 

 
第７６号 ２００２年８月３１日発行 
・ユフロ第41回バンクーバー理事会 

東京大学 鈴木和夫 
・第4回国際森林植生管理会議に参加して 

山梨県森林総合研究所 長池卓男 
・これからの研究集会予定（ユフロニュース第31巻1号

(2002)による） 
・IUFRO-J 平成14年度機関代表会議報告 
 
第７５号 ２００２年３月１８日発行 
・SPDC-バイオ・リフォル第10回ワークショップ（東京）

報告 
森林総合研究所 石井克明 
東京大学 益守眞也・鈴木和夫 

・IUFRO Working Party 7.02.01, “10th International 
Conference on Root and Butt Rots”「第10回国際根

株腐朽会議」に参加して 
森林総合研究所 阿部恭久 

・Silva Voc-J 活動の成果について 

 
第７４号 ２００１年１２月１０日発行 
・Silva Voc-J 活動報告 終わりに向かって、IUFRO 事

務局訪問 
森林総合研究所 松本光朗 

・「林冠複雑系の生態系及びランドスケープ機能へのリン

ク」 
森林総合研究所 千葉幸弘 

 
第７３号 ２００１年８月３１日発行 
・新ユフロ理事会（第40回）がプラハで開催される 

東京大学 鈴木和夫 
・第7回ユフロ国際木材乾燥会議（於つくば）の運営に携

わって 
森林総合研究所 黒田尚宏 

平成13年度機関代表者会議報告 
 
第７２号 ２００１年３月３１日発行 
・SPDC－バイオ・リフォル第9回ワークショップ（クア

ラルンプール）報告 
森林総合研究所 石井克明 
東京大学 益守眞也・鈴木和夫 

・IUFRO-J NEWS に寄せて－IUFRO-ROC NEWS 紹
介 

國立台灣大学森林學系 呉 順昭 
 
第７１号 ２０００年１１月３１日発行 
・第21回ユフロ世界大会－森林と社会：研究における役

割－ 
・2000年8月7～12日 於マレーシア、クアラルンプー

ル 
IUFRO 事務局 

・第21回ユフロ大会に参加して 
松井光瑤 

・第21回国際林業研究機関連合世界大会の報告－マレー

シア・クアラルンプール、ポスター発表を中心に－ 
東京大学千葉演習林 山中征夫 

・第21回ユフロ世界大会参加報告 
富山県林業技術センター林業試験場 小林裕之 

・ユフロ世界大会報告－経営部門を中心に－ 
三重大学生物資源学部 松村直人 

 
第７０号 ２０００年８月３１日発行 
・退任のご挨拶 

前議長 大貫仁人 



・就任に当たって 
IUFRO-J議長 広居忠量 

・Wood for Africa Conference 1999 に参加して 
岐阜大学 オンウォナーアジマン スィアウ 

・第7回 IUFRO 国際木材乾燥会議の日本開催について 
森林総合研究所 久田卓興 

・平成12年度機関代表会議報告 
 
第６９号 ２０００年５月３１日発行 
・ようこそユフロ世界大会クアラルンプールへ 

国際農林水産業研究センター（JIRCAS）佐々木尚

三 
・SPDC バイオリフォル・カトマンズワークショップ 

－森林再生と生物多様性保全のためのバイオテクノロ

ジーの利用－ 
森林総合研究所 石井克明 
東京大学 鈴木和夫 

・IUFRO SILVAVOC プロジェクトにおける我が国の成

果 
－Terminology of Forest Management の完成と多言

語森林用語データベースの提案－ 
・IUFRO XXI 発表要旨 
Proposal of a Multilingual Forest Terminology 

Database Designed for Western and Non-Western 
Languages 

・西洋言語および非西洋言語のための設計された多言語森

林用語データベースの提案 
森林総合研究所 松本光朗 

 
第６８号 ２０００年１月３１日発行 
・第38回ユフロ理事会（コペンハーゲン）報告 

－次期ユフロ体制の概要－ 
東京大学 鈴木和夫 

・第21回 IUFRO 世界大会プログラム 
－サブプレナリーセッション・グループセッション－ 

IUFRO-J 事務局 
 
第６７号 １９９９年７月３１日発行 
・モデル森林の推進に関する国際ワークショップ第２回会

合参加報告 
森林総合研究所 齋藤和彦 

・Silva Voc 1998 年活動報告 
IUFRO/Silva Voc 事務局 Renate Pruller 

・平成11年度機関代表会議報告 
 

第６６号 １９９９年３月２６日発行 
・ユフロ・コスタリカ（第37回）理事会 

東京大学大学院農学生命科学研究科 鈴木和夫 
・国際林業研究機関連合（IUFRO）第8部会（環境森林）

全体会議「環境森林科学」の報告 
京都大学防災研究所 佐々恭二 

・＜1998年 IUFRO 京都会議からのアピール＞持続的発

展のための環境森林科学の確立のために 
持続的発展のための環境森林科学の確立のために（原

文） 
ENVIRONMENTAL FOREST SCIENCE FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT －Appeal 
from the 1998 IUFRO Kyoto Conference－ 

・マツ林の保全に関する国際シンポジウムとフォレスト・

ヘルス部会 
東京大学大学院農学生命科学研究科 鈴木和夫・ 

福田健二 
・国際社会における環境保全と森林資源に関する計量分析

国際シンポジウム 
・International Symposium on Global Concerns for 

Forest Resource Utilization（省略：FORESEA 
MIYAZAKI 1998） 

宮崎大学農学部 行武 潔・吉本 敦 
鹿児島大学農学部 寺岡行雄 
森林総合研究所林業経営部 加藤 隆 

・第7回マニラ・ワークショップと第8回バイオリフォル・

ワークショップ（BIO-REFOR/IUFRO-SPDC） 
東京大学大学院農学生命科学研究科 鈴木和夫 
森林総合研究所生物機能開発部 石井克明 

 
第６５号 １９９８年１２月１５日発行 
・2000年マレーシアにおける第２１回 IUFRO 世界大会

プログラム１） 
・－論文およびポスター募集－ 

IUFRO世界大会、CSC委員長 Eric Tessier du 
Cros (IUFRO-J事務局訳) 

・MEXFT ‘98（林業用語における多言語と専門家協力）

参加報告 
東京大学 露木 聡 

・IUFRO 第3部会中間役員会議報告 
京都大学大学院農学研究科附属演習林 芝 正己 

・IUFRO・Subject Group S.6.07 “History and Forest 
Resources” 参加報告書 

元林業試験場経営部 小林 裕 
 



第６４号 １９９８年７月３１日発行 
・IUFRO-SPDC, 第6回バイオ・リフォル・ワークショ

ップ 
森林総合研究所 石井克明 
東京大学 鈴木和夫 

・国際林業研究機関連合（IUFRO）第8部会「森林環境」

全体会議のお知らせ 
・平成10年度機関代表会議報告 
 
第６３号 １９９８年２月２０日発行 
・TFM（Terminology of Forest Management）編集委員

会参加報告 
宇都宮大学農学部 内藤健司 

・IUFRO/FAO 国際セミナー “Forest Operations in 
Himalayan Forests” に参加して 

森林総合研究所 陣川雅樹 
・米国北西部太平洋岸林業が非皆伐施業を目指す理由―

IUFRO 第一部会、異齢林施業シンポジウム見聞― 
森林総合研究所東北支所 大住克博 

・持続可能な小規模林業経営シンポジウムの記録 
京都大学農学研究科 藤掛一郎 

・これからの研究集会予定（IUFRO ホームページ

（http://iufro.boku.ac.at/iufro/meetings/）より

1998.1.22現在） 
・平成10年に国内で開催される IUFRO 研究集会につい

て 
 
第６２号 １９９７年１０月３１日発行 
・アジア・太平洋地域林業研究機関連合（APAFRI）総会

報告 
森林総合研究所 大貫仁人 

・IUFRO 第5部会大会に参加して 
九州大学農学部 森田光博 

・第9回国際根株腐朽病研究集会に参加して 
森林総合研究所 長谷川絵里 

・ユフロ第35回理事会が南アフリカ、第36回理事会が

イタリアで開催 
東京大学大学院農学生命科学研究科 鈴木和夫 

・これからの研究集会予定（IUFRO ホームページ

（http://iufro.boku.ac.at/iufro/meetings/）より

1997.9.27現在） 
 
第６１号 １９９７年７月２４日発行 
・SYLVAVOC-IUFRO’S ACTIVITIES in 

MULTILINGUAL FOREST TERMINOLOGY 

・The Japanese Contribution and Involvement Sylva 
Voc Project Coordinator, IUFRO Secretariat: 
Renate Pruller  

・Terminological Database への日本語追加について

（Sylva Voc-J 委員会報告） 
森林総合研究所 松本光朗 

・平成9年度機関代表会議報告 
・これからの研究集会予定（IUFRO ホームページ

（http://iufro.boku.ac.at/iufro/meetings/）より

1997.6.23現在） 
 
第６０号 １９９７年２月２１日発行 
・就任にあたって 

IUFRO-J 議長 大貫仁人 
・退任のご挨拶 

前議長 小林一三 
・山岳林集材作業とスカイラインに関する国際シンポジウ

ムに参加して 
東京大学農学部 酒井秀夫 

・森林と環境に関する国際シンポジウムに参加して 
東京農工大学農学部 生原喜久雄 

・森林と環境に関する国際シンポジウム（International 
Symposium on Forest and environment）参加報告 

東京農工大学農学部 戸田浩人 
・FORTROP’ 96 International Conference on Tropical 

Forestry in the 21st Centuryに参加して 
森林総合研究所 田中 浩 

・アジア太平洋地域林業研究機関場所長会議/アジア太平

洋林業研究機関連合（APAFRI）総会合同会議の開催

および第2回 APAFRI 実行委員会について 
IUFRO-J 事務局 池田俊彌  

・これからの研究集会予定（IUFRO ホームページ

（http://iufro.boku.ac.at/iufro/meetings/）より

1997.1.21現在) 
 
第５９号 １９９６年１０月３１日発行 
・国際林業研究機関連合（IUFRO）第8部会「森林環境」

全体会議の開催のお知らせ 
京都大学防災研究所 佐々恭二 

・第6回 IUFRO国際ブナ・シンポジウムに参加して 
北海道立林業試験場 寺沢和彦 

・非木材産物の作物化および商品化に関する国際研究集会 
森林総合研究所 遠藤利明 

・環境に調和した林道と木材搬出に関するセミナー

（Seminar on Environmentally Sound Forest 

http://iufro.boku.ac.at/iufro/meetings/


Roads and Wood Transport）参加報告 
京都大学農学部 吉村哲彦 

・第5回国際木材乾燥会議に出席して 
愛媛大学農学部 林 和男 

・ユフロの Sylva Voc プロジェクト用語検討事業につい

て 
日本林業技術協会 小林富士雄 

・これからの研究集会予定（IUFRO インターンネットホ

ームページより1996.10.3現在） 
 
第５８号 １９９６年７月８日発行 
・ユフロ第34回理事会の報告及び第8部会「森林環境」

について 
京都大学防災研究所 佐々恭二 

・平成7年度ユフロ-J 機関代表会議報告 
・これからの研究集会予定（IUFRO インターネットホー

ムページより1996.5.30現在） 
 
第５７号 １９９６年３月４日発行 
・第20回ユフロ世界大会での樹病関係の発表とエクスカ

ーションで観察した樹病 
島根県林業技術センター 周藤靖雄 

・第20回 IUFRO：第3部会とエクスカーションNo.3
から 

森林総合研究所 山田容三 
・白夜と森林と妖精と－第20回 IUFRO 世界大会に参加

して－ 
森林総合研究所東北支所 駒木貴彰 

・ユフロ・ワークショップ、ランドスケープ・エコロジー

の分析手法（Methods of Landscape Ecological 
Analysis）に参加して 

森林総合研究所関西支所 杉村 乾 
・JOINT MEETING OF WORKING PARTIES S. 04-07 

and S. 04-06, September 26-30, 1995, Gent, 
Belgium に参加して－「林木の体細胞遺伝学と分子

遺伝学」参加報告－ 
森林総合研究所 横田 智 

・これからの研究集会予定（IUFRO News Vol.24, No.3
より） 

 
第５６号 １９９５年１１月１０日発行 
・タンペル世界大会報告 

東京農工大学農学部 木平勇吉 
・ユフロ国際評議員会報告（タンペレ） 

日本林業技術協会 小林富士雄 

・IUFRO XX World Congress, August, 1995, Tampere, 
Finlandに参加して 

－Division 1. S1. 01-00 森林環境と造林/S1. 02-00 森林

立地およびPost-Congress Tour, Exc. 13 参加報告－ 
元林業試験場東北支場 山谷孝一 

・“IUFRO XX World Congress” に参加して 
東京農工大学農学部 石橋整司 

・第20回ユフロ世界大会第6部会に出席して 
宮崎大学農学部 行武 潔 

・S5.04-08 Sawmilling and Machining のSessionおよ

びPost Congress Excursion No.4に参加して 
森林総合研究所 村田光司 

・これからの研究集会予定（IUFRO News Vol.24, No.2
より） 

 
第５５号 １９９５年６月１５日発行 
・近づく IUFRO第20回世界大会 
・1995年8月7日～12日（大会：講演、分野別セッショ

ンなど） 
・1995年8月12日～19日（エクスカーション、4～8日

間） 
・1994年 IUFRO-SPDC、バイオ・リフォル（熱帯林再

生研究者連合）マレーシアワークショップに参加して 
森林総合研究所 石井克明・櫻井尚武 
東京大学 則定真利子・鈴木和夫 

・林木遺伝育種アジア-太平洋シンポジウム（S2.02-00） 
森林総合研究所 石井克明 

・平成6年度 IUFRO-J機関代表会議報告 
・これからの研究集会予定（IUFRO News Vol.24, No.1

より） 
・ユフロ活動協力基金による助成募集の結果について 

ユフロ活動協力基金運営委員会事務局 
 
第５４号 １９９５年３月１０日発行 
・北京でユフロ理事会が開催される 

東京農工大学 木平勇吉 
・最近の FORSPA の動きについて 

森林総合研究所 小林一三 
・持続的森林経営に関するユフロ国際研究集会 

東京大学北海道演習林 仁多見俊夫 
第4回 IUFRO マツさび病部会国際会議を終えて 

森林総合研究所 金子 繁 
・これからの研究集会予定（IUFRO News Vol.23, No.3

より） 
木本の根の生理過程ダイナミクス国際シンポジウム



（S2.01-15 個体レベルの植物生理学） 
ユフロ活動協力基金による助成募集 
 
第５３号 １９９４年１０月２５日発行 
・国際林業セミナー NEFU/IUFRO (S3.06 P3.08 

P3.03)/FAO/FEI に参加して 
森林総合研究所 今冨裕樹 

・COFE/IUFRO ミーティング “Advanced Technology 
in Forest Operations: Applied Ecology in Action” に
参加して 

東京大学農学部 岩岡正博 
・ユフロ国際研究集会報告「熱帯林の成長と収穫」 

東京農工大学農学部 木平勇吉 
・BIO-REFOR ワークショップ開催のお知らせ 
 
第５２号 １９９４年８月５日発行 
・熱帯林の成長と収穫に関するユフロ国際シンポジウム参

加者募集 
・「第３回太平洋地域木材解剖学大会」の開催について 

3rd PRWAC (Pacific Regional Wood Anatomy 
Conference) 
－太平洋/アジア地域における木材解剖学関係の研究

発表および討論のために－ 
・平成5年度 IUFRO-J機関代表会議報告 
・これからの研究集会予定（IUFRO News Vol.23, No.2

より） 
・「ユフロ活動協力基金による助成募集の結果について」

報告 
ユフロ活動協力基金運営委員会 

 
第５１号 １９９４年３月１８日発行 
・就任にあたって 

IUFRO-J 議長 小林一三 
・退任のご挨拶 

前議長 勝田 柾 
・「熱帯林の成長」に関するユフロ国際シンポジウムの開

催のお知らせ 
東京農工大学 木平勇吉 

・IUFRO-SPDC, BIO-REFOR（熱帯林再生研究者連合）

ワークショップに参加して 
森林総合研究所 石井克明・櫻井尚武 
東京大学 鈴木和夫 

・第二十九回 IUFRO 理事会報告 
東京大学 佐々木惠彦 

・これからの研究集会予定（IUFRO News Vol.22, No.4

より） 
 
第５０号 １９９３年１１月５日発行 
・IUFRO 第20回大会へのご招待 
・国際ワークショップ「森林の動態とそのメカニズム」 

森林総合研究所 中静 透 
・S 4. 02, S4. 04, S4. 11 ユフロ・ソウル・シンポジウム「森

林計測と森林経営」 
森林総合研究所林業経営部 天野正博 

・（研究集会報告）S2.06-06 and S2.06-14“ナラ・カシ類

の衰退に関する研究の最近の進歩”イタリア, セルバ 

ド ファサノ, 1992年9月 
・ユフロ国際研究集会の開催のお知らせ 
・IUFRO のグループの構成に、新規、変更、廃止など変

更がありましたので変わった部分だけを掲載します。

（IUFRO News Vol.22, No.1より） 
・これからの研究集会予定（IUFRO News Vol.22, No.2/3

より） 
・IUFRO Development Fundへの拠出報告 
・ユフロ活動協力基金による助成募集 
 
第４９号 １９９３年６月２０日発行 
・新たな発展をめざす ICRAF 

筑波大学農林学系 熊崎 実 
・IUFRO S2.06.10 第4回「マツさび病部会」会議開

催のお知らせ 
・平成4年度 IUFRO-J 機関代表会議報告 
・これからの研究集会予定（IUFRO News Vol.22, No.1

より） 
・森林総研、 IUFRO-J 事務局所蔵 IUFRO 文献リスト

（2） 
 
第４８号 １９９３年３月２５日発行 
・CIFORの誕生 

大日本山林会 松井光瑶 
・IUFRO100年記念大会「小規模林業（P3. 04）」研究集

会に参加して 
森林総合研究所 駒木貴彰 

・＜＜研究集会などのお知らせ＞＞ 
IUFRO S5.03.02「木質ボード類の保存」サブグルー

プ開催のお知らせ 
・ユフロ国際研究集会のお知らせ 
・これからの研究集会の予定（IUFRO News Vol. 21 No.4

より） 
・森林総研、IUFRO-J 事務局所蔵 IUFRO 文献リスト



（1） 
 
第４７号 １９９２年１１月３０日発行 
・28回 IUFRO 理事会および IUFRO 百年祭 

東京大学 佐々木惠彦 
・ユフロ評議員会報告（ベルリン） 

日本林業技術協会 小林富士雄 
・IUFRO 第5部会（ナンシー、フランス）に参加して 

森林総合研究所 鈴木憲太郎 
・IUFRO 100年記念「カラマツの産地と育種（S2. 02-07）」

研究集会に参加して 
森林総合研究所 山本千秋 

・森林環境と造林（Division 1）の報告 
岐阜大学農学部 脇 孝介 

・次期ユフロ総会の予定 1995年8月7日～11日 フィ

ンランドのタンペラ市 
東京農工大学 木平勇吉 

・（研究集会報告）S2. 06-14 “広葉樹の糸状菌病害にお

ける生物的防除の役割”ワークショップ ポーランド、

コルニック、1992年5月 
・これからの研究集会の予定（IUFRO News Vol. 21 

No.1-2, No.3より） 
・S1・02・06（立地の区分・評価）専門部会の開催 

脇 孝介 
・IUFRO DIVISION III国際集会のお知らせ 

小林洋司 
・先進工業国における林業と地域開発（S6. 11-02） 

堀 靖人 
 
第４６号 １９９２年６月３０日発行 
・就任にあたって 

IUFRO-J議長 勝田 柾 
・退任のご挨拶 

前議長 小林富士雄 
・チリー理事会報告 

東京農工大学 木平勇吉 
・「時空間的森林情報の統合化」ユフロ国際集会に出席し

て 
森林総合研究所 西川匡英 

・国際シンポジウム「熱帯林の再生を目指して」を終えて

(BIO-REFORプロジェクト・ワークショップ) 
森林総合研究所 河原輝彦 

・＜＜研究集会などのお知らせ＞＞ 
森林生態系における養分吸収と循環に関する国際集

会 

・1993年以降の研究集会予定（IUFRO News Vol. 20 No.3
より） 

・平成3年度 IUFRO-J 機関代表会議報告 
・IUFRO の構成・役員 
 
第４５号 １９９２年３月１０日発行 
・国際シンポジウム事務局デスクの26ヶ月 
・「森林経営・環境保全のための情報システムに関する

IUFRO 国際研究集会」事務局総務を担当して 
東京大学農学部 露木 聡 

・「森林経営・環境保全のための情報システムに関する

IUFRO 国際研究集会」に参加して 
東京大学農学部 平田泰雅・増田義昭 

BIO-REFOR プロジェクト・ワークショップ開催につい

て 
・＜＜研究集会のお知らせ＞＞ 

これからの研究集会予定（IUFRO News Vol. 20 
No.3より） 

・“100年記念大会メモ” 
事務局 

 
第４４号 １９９１年１１月２０日発行 
・BIO-REFOR プロジェクト・ワークショップの開催に

ついて 
IUFRO-J 事務局 

・IUFRO-SPDC プレ・ワークショップ「フタバガキ科樹

種の菌根菌と増殖に関する研究の現状と問題」に参加

して 
森林総合研究所 横田明彦 

・ユフロの歴史（IV）－日本大会とその前後＜1974～1981
＞－ 

大日本山林会 松井光瑤 
・『ユフロの歴史』を終えるに当たって 

小林富士雄 
・ユフロ100年記念大会について 

事務局 
・＜＜研究集会などのお知らせ＞＞ 
・これからの研究集会予定（IUFRO News Vol. 20 No.2

より） 
 
第４３号 １９９１年７月１５日発行 
・評議員会へのバックマン前会長の報告 

ユフロ-J 議長 小林富士雄 
・IUFRO理事会に出席して 

東京大学農学部 佐々木惠彦 



・モントリオール世界大会途上国研究者参加助成の報告 
藤井久雄 

・ユフロ100年記念大会のあらまし－オーストラリアでの

プログラム委員会報告－ 
東京農工大学農学部 木平勇吉 

・「林業苗畑病虫害分科会」の集会に参加して 
島根県林業技術センター  周藤靖雄 

・＜＜研究集会などのお知らせ＞＞ 
S1.2（立地）報告 

・「森林作業計画・管理の総合的な意志決定」に関する国

際研究集会（ユフロS3.04.01主催）への論文募集の

お知らせ 
・「森林管理・環境保全のための情報システムに関する

IUFRO 国際研究集会」Integrated Forest 
Management Information systems－An 
International Symposium－ 

・第4，第6部会合同モスコウ研究集会 
・「森林作業と環境保護」（P3. 08-00）（新プロジェクト

グループ）組織ミーティング 
・「薬用・香料植物研究国際会議」 
・平成2年度ユフロJ機関代表会議報告 
 
第４２号 １９９１年２月２５日発行 
・ユフロ世界大会（モントリオール）特集号―その2― 
・第25回カナダ理事会報告 

森林総合研究所 小林富士雄 
・ユフロS1-04：自然災害分科会について 

京都大学防災研究所 佐々恭二 
・森林保護（S2.06および07）報告 

森林総合研究所 小倉信夫 
・モントリオールやぶにらみ 

森林総合研究所 小菅 久 
・IUFRO大会：第3専門部会の動向 

三重大学生物資源学部 芝 正己 
・ユフロ第5（林産）部会その他 

京都大学農学部 野口昌巳 
・カナダ・アルバータ州の森林・林業・観光－エクスカー

ションNo.5に参加して－ 
東京大学農学部 箕輪光博 

・Post Congress Excursion No.6に参加して 
森林総合研究所 山田容三 

・No.17エクスカーション：「森林水文および流域管理」

とカナディアンロッキー横断 
森林総合研究所 新田隆三 

・ハプニングの口頭発表 

森林総合研究所 鈴木晧史 
・ユフロ第19回世界大会に出席して 

宮崎大学農学部 飯塚 寛 
・ユフロの歴史（III）－ミュンヘン大会からオスロ大会ま

で＜1967-76＞－ 
日本野生生物研究センター 佐藤大七郎 

・Enlarged Executive Board 1991-1995 ユフロ役員（拡

大理事会メンバー） 
・これからの研究集会予定（IUFRO News Vol. 19 No.4

より） 
 
第４１号 １９９０年１０月２０日発行 
・ユフロ世界大会（モントリオール）特集号－その1－ 
・第19回ユフロ大会の概要と評議委員会報告 

森林総合研究所 小林富士雄 
・ユフロS1. 03-00 Environmental InfluencesのBusiness 

meetingと Sessionに参加して 
東京農工大学農学部 塚本良則 

・第19回ユフロ世界大会第3部会に出席して 
東京大学農学部 小林洋司 

・Post Congress Excursion No.13 に参加して 
名古屋大学農学部 木方洋二 

・第3部会S3-04：作業計画・管理分科会に参加して 
三重大学生物資源学部 飛岡次郎 

・ユフロの歴史（II）－ユフロの発足（1980）より第XIV
回世界大会（1967）の直前まで（その2）：研究活動

の組織－ 
坂口勝美 

・1990~1992の研究集会予定（IUFRO News Vol. 19 
No.2/3より） 

・＜＜研究集会などのお知らせ＞＞ 
・第3部会の研究集会 
 
第４０号 １９９０年７月５日発行 
・ユフロ第24回理事会報告 

森林総合研究所 小林富士雄 
・近づくユフロ総会－モントリオール情報－ 

東京農工大学 木平勇吉 
・ユフロの歴史（I）－ユフロの発足より第XIV回世界大

会（1967, ミュンヘン）の直前まで（その1）：組織

と運営の沿革－ 
坂口勝美 

・IUFRO の役員構成（IUFRO-J News No.37）の補遺 
・IUFRO S5. 03「木材保存」分科会（1990年5月19日、

ニュージーランド国、ロトルア市、ハイアットキング



スゲートホテルで開催）に参加して 
森林総合研究所木材加工部 鈴木憲太郎 

・＜＜研究集会などのお知らせ＞＞ 
森林経営・環境保全のための情報システムに関する

国際研究集会 
「針葉樹の胴枯病と先枯病」（S2. 06-02） 

・「Dr. Stephan からのお願い」 
森林総合研究所 田村弘忠 

・Henning 氏からのお願い」 
事務局 

・平成元年度ユフロ-J機関代表会議報告 
 
第３９号 １９９０年３月１０日発行 
・ユフロ第23回理事会報告 

森林総合研究所 小林富士雄 
・モントリオール総会へ参加される方へ―理事会プログラ

ム委員会の報告― 
信州大学農学部 木平勇吉 

・「森林経営決定のための人工知能と生長モデル」に関す

る国際シンポジウム 
森林総合研究所 西川匡英 

・21世紀にむけた地球規模の天然資源観測と評価―ユフ

ロ第四・第六合同部会参加報告― 
熱帯農業研究センター 岡 裕泰 

・「Headwater Control」に関する国際会議に出席して S1. 
03-02が主催したジョイントコンファレンス 

京都大学農学部 福嶌義宏 
・国際木材解剖学会第2回太平洋地域会議（PRWAC）に

参加して 
森林総合研究所木材利用部 太田貞明 

・IUFROニュース・オックスフォード十進分類システム

（ODC）特集号（No.61, 1988.4号）の紹介 
森林総合研究所 研究情報科研究情報室長  
川端幸蔵 
企画科長 大貫仁人 

I. The Oxford System of Decimal Classification（オッ

クスフォード十進分類法）ODC 
IUFRO プレジデント R.E. Buckman 

II. UFRO プロジェクト P6. 01-00 の活動報告 
Regina Schenker PL 6. 01-00 

III. ODC は電算機システムに適しているか？ 
（文献の主題管理、特に、文献データベースの建設

とメンテに関して ODC を利用した経験から） 
Siegfried Schrader 

IV. 文献データベースでの ODC 標数の検索用語とし

ての適切性 
Daryoush Voshmgir 

・＜＜研究集会などのお知らせ＞＞ 
「病気にかかった維管束」（S2. 06-06） 
「熱帯の森林保護」（S2. 07-07） 
「林業苗畑の病害虫」（S2. 07-09） 

◎第19回IUFRO大会でのS5.04-08とS5.04-10の合

同セッション 
（座長：野口昌巳） 

◎Div. 5, P5.05-00 年輪解析プロジェクト・グループ

と関連研究の情報 
・＜1990~1991の研究集会予定（IUFRO News No.65よ

り）＞ 
・＜他機関の研究集会等のお知らせ＞ 
・＜林業科学技術振興所からのお知らせ＞ 

１．「第19回ユフロ世界大会旅行」について 
２．「ユフロ活動協力基金による助成募集」 

・ユフロ-J事務局からのお知らせ 
１．IUFRO-Jによる世界大会への参加助成について 

 
第３８号 １９８９年１０月１２日発行 
・カナダ（モントリオール）世界大会情報号（P.9～12） 
・IUFRO Regional Workshop（Division 2）［東北アジア

における森林保護］成功裏に終わる 
森林総合研究所森林生物部 小林一三 

・森林経営計画に関する日本・ニュージーランド合同シン

ポジウムに参加して 
三重大学生物資源学部 田中和博 

・IUFRO, W. P. S2. 06-04･･･Foliage Diseasesに参加して 
森林総合研究所東北支所 窪野高徳 

・＜1990~91の研究集会予定（IUFRO News No.64より

転載）＞ 
・＜＜研究集会などのお知らせ＞＞ 

◎ワーキングパーティー S1.02-09（造林地の地力の維

持・増進）からのアナウンスメント 
Mr. Chris Schuts 

◎モントリオール世界大会での立地サブジェクトグル

ープの TS と BM の予定 
森林総合研究所関西支所 有光一登 

◎S5. 04-08（Milling & machining）とS5. 04-10n
（Production systematics）の合同研究会 

京都大学農学部 野口昌巳 
◎IWATA-IUFRO 木材解剖学シンポジウム1990（第3
回ヨーロッパ・アフリカ地域木材解剖学シンポジウ

ム） 



森林総合研究所木材利用部 緒方 健 
◎ユフロ世界大会における研究集会（S5.04-11木質複

合材料）のお知らせ 
森林総合研究所 松田敏誉 

◎Civision6 リモートセンシング・サブグループ

（S.6.05） 
森林総合研究所 大貫仁人 

・第19回 IUFRO 世界大会（モントリオール）のお知ら

せ 
事務局 

 
第３７号 １９８９年６月３０日発行 
・就任に当たって 

IUFRO-J 議長 小林富士雄 
・研究集会などのお知らせ 

S2. 01. 12（Canopy Processes）が今秋研究集会を開催 
「マツのさび病」（S, 2. 06-10） 国際会議 
「森林昆虫の個体群動態」（S2. 07-06） 国際会議 

森林総研森林生物部 田村 弘忠 
・IUFRO 第2回木材工業における作業環境に関する国際

会議 
東京大学農学部 南方 康 

・Div.5 1989年の会合予定 
・昭和63年度 IUFRO-J 機関代表会議報告 
・IUFRO の役員構成 
 
第３６号 １９８９年３月３０日発行 
・IUFRO バックマン会長より IUFRO-J へのメッセー

ジ 
IUFRO 会長 Robert E. Buckman 

・Div. 4「熱帯林の成長・収穫」シンポジウムに参加して 
森林総合研究所経営部 西川匡英 

・木材防火 WG S5. 03-04 セッション報告 
北海道大学 里中聖一 

・IUFRO1988年森林・林業史分科会（S6. 07）に参加し

て 
元林試経営部 小林 裕 

・研究集会などのお知らせ 
Div. 1, S1. 02 立地サブジェクトグループの活動 

森林総研関西支所 有光 登 
・東南アジアにおける森林保護 

－IUFRO第二部会、病理・昆虫合同地域研究会－ 
森林総研 小林 亨夫 

・Div. 3 の1989年の会合予定 
 

第３５号 １９８８年１０月２５日発行 
・オレゴン理事会報告 

信州大学 木平勇吉 
・IUFRO All Division 5 Conferenceの報告 

京都大学農学部 野口昌巳 
・Div. 6/S 6.05「林業リモートセンシング特別研究集会」

報告 
森林総合研究所 大貫仁人 

・水土保全総合シンポジウム（FAO/EFC）に参加して 
森林総合研究所 岩元 賢 

・第5回国際植物病理学会議－第10部会樹病部門（報告） 
森林総合研究所 小林享夫 

・≪研究集会などのお知らせ≫ 
Div. 1, S1. 02-00 立地サブジェクトグループからのお

知らせ 
ユフロワーキングパーティ, S2-06-10「マツのさび病」

第3回国際集会 
第４部会と第5部会の共同セッションの開催につい 

・1989年研究集会等の日程（IUFRO NEWS No.59から

の転載） 
 
第３４号 １９８８年７月４日発行 
・ユフロ発展途上国特別プログラム（SPDC）の現状と将

来 
ユフロ理事・林試 小林富士雄 

・≪研究集会などのお知らせ≫ 
P1. 07-00「山岳林の保護と管理」ワークショップ（中

国四川省）のお知らせ 
第4・第6部会ベニス総会の案内－測定、成長、経営、

経済、林政、統計、リモセン－1989年9月24日～

30日 
ワークショップ「培養上での担子菌類菌株の同定」 
第5回国際植物病理学会議・第10部会：樹病（続報） 

・昭和62年度 IUFRO-J機関代表会議報告 
 
第３３号 １９８８年３月２８日発行 
・ローマ理事会報告（その1） 

ユフロ理事・林試 小林富士雄 
・ユフロ理事会報告（その2）―プロ部ラム委員会から― 

信州大学 木平勇吉 
・国際集会「森林の成長増加のための水と養分の管理」

（S1.02-09）に参加して 
東京農工大 生原喜久雄 

・IAHS集会に参加して 
林業試験場 服部重昭 



・≪研究集会などのお知らせ≫ 
IUFRO分科会S5. 04-08機械加工専門部会 1988年5
月18日（水） 於：サンパウロ 

・IUFRO/S6.05（リモートセンシング）と国際写真測量

学会（ISPRS）第7部会との共同セッションの案内 
 
号外 １９８８年２月１日発行 
・ユフロ活動協力基金による助成募集 

事務局 
  
第３２号 １９８７年１２月１５日発行 
・Div.1, P1.07-00「山岳林への人為の影響と管理」研究集

会開催報告 
実行委員長・林試 藤森隆郎 

・第3、第4部会合同研究集会「ヒマラヤ地域の社会経済

的諸問題を解決するための林学の役割」に参加して 
林業試験場 岡 裕泰 

・≪研究集会などのお知らせ≫ 
Div. 1, S1.02 立地サブジェクトグループの活動 
Div.4の近況－大会講演集の申込先－ 
IUFRO分科会専門部会S5. 04-08の案内 
Div.5全体会議「林産研究－その経済および社会の発展

のための高度利用」 
・IUFRO/S6. 05（リモートセンシング）と国際写真測量

学会（ISPRS）第7部会（応用）との共同セッション

の開催について 
・第5回国際植物病理学会議・第10部会：樹病 
 
第３１号 １９８７年７月２７日発行 
・新任ご挨拶 

IUFRO-J議長 山口博昭 
・コンゴ理事会報告 

ユフロ理事 小林富士雄 
・「山岳林への人為の影響と管理」に関する国際研究集会

について 
集会事務局・林試 新田隆三 

・≪研究集会などのお知らせ≫ 
Div.1, S1.02 立地サブジェクトグループの活動につい

て 
国立林試 有光一登 

Div.1, S1.03森林水文・土砂流出 
東京農工大学 塚本良則 

Div.1, S1.04地すべり 
京都大学 佐々恭二 

Div.2, S2.06.01 根腐病と根株腐朽病セッション 

国立林試 小林享夫 
Div.3, S3.01 森林作業部会の大会後の動き 

東京大学 南方 康 
Div.3, S3.06.00山岳森林作業の動き 

岩手大学 大河原昭二 
Div.4, 第4部会の手紙連絡網 

信州大学 木平勇吉 
Div.5, 第5部会大会の開催について 

国立林試 須藤彰司 
Div.5, S5.04.08製剤と木工 

京都大学 野口昌巳 
Div.6, S6.05.00リモートセンシング・サブグループの

動き 
国立林試 大貫仁人 

・IUFRO-J幹事会（議事録） 
 
第３０号 １９８７年２月２５日発行 
・再び第18回ユフロ世界大会を特集する 
ユフロ-J議長 難波宣士 
・第18回ユフロ世界大会「特別講演の要旨」これからの

林業研究 
IUFRO会長（当時）D. MLINSEK 

・INCOFOREの提案 
USAID N.C. BRADY 

・世界環境開発機構の役割と林業技術者への期待 
世界環境開発機構副議長 M. KHALID 

・人類学的な森林のかかわり方 
リュブリャナ大学神学部教授 A. TRSTENJAK 

・土着の人々－大地の護り手－ 
米国インディアン保護地区国家会議副議長 R. 
JIM 

・第18回 IUFRO 世界大会エクスカーションNo.5 報

告 
岩手大学農学部 石橋秀弘 

・分科会 S1-04-00 のトピックと今後の展望 
林業試験場 阿部和時 

・第3部・森林作業・技術部会より 
東京農業大学 上飯坂 実 

・第3部会に出席して 
三重大学農学部 飛岡次郎 

・森林資源調査分科会（Ｓ4.2）の感想 
東京大学農学部 箕輪光博 

・18IUFRO 世界大会分科会 S6.07 ならびに Excursion 
No.20の参加報告 

前林業試験場経営部 小林 裕 



・IUFRO 根系 WP のシンポジウムに参加して 
林業試験場土壌部 佐々朋幸 

・亜高山帯の生態（P1.07）研究集会の開催について 
実行委員長・林試 藤森隆郎 

・ユフロ新理事会アフリカで 
小林富士雄 

 
第２９号 １９８６年１１月２５日発行 
・第18回ユフロ世界大会特集号を組むにあたって 

ユフロ-J 議長 難波宣士 
・IUFRO評議員会報告 

ユフロ評議員 上飯坂 実 
・第18回ユフロ世界大会宣言“社会に奉仕する森林科学”

理事会報告 
ユフロ理事 浅川澄彦 

・第18回ユフロ世界大会報告 
林業試験場 浅川澄彦 

・IUFRO 大会に出席して 
東京農工大学 塚本良則 

・第18回ユフロ世界大会に参加して 
京都大学防災研究所 佐々恭二 

・分科会 S1.04-00 の感想 
林業試験場 新田隆三 

・森林昆虫サブジェクト（S2･07）報告 
林業試験場関西支場 小林富士雄 

・IUFRO 大会報告 WP S2. 03-02/S2. 06-10 及び 
Excursion No.12 

林業試験場 佐保春芳 
・ユフロ世界大会第5部会に出席して 

林業試験場 須藤彰司 
・第18回ユフロ（IUFRO）世界大会に参加して 

北海道大学農学部 香山 彊 
・第18回ユフロ世界大会参加者等への助成金の支出報告 

事務局 
 
第２８号 １９８６年５月２５日発行 
・第18回ユフロ世界大会に向かって 

ユフロ-J議長 難波宣士 
・チューリッヒ理事会報告 

浅川澄彦 
・第18回ユフロ世界大会情報 

事務局 
・昭和61年度 IUFRO-J 機関代表会議 
 
第２７号 １９８６年２月２５日発行 

・日本のフォレスターの皆様へ 
ユフロ会長 D. ムリンシェク 

・「アルプス山岳林の更新と雪崩」現地検討会 
林業試験場 新田隆三 

・国際タケ類研究集会（P5-04-00） 
林業試験場 内村悦三 

・アフリカ地域研究計画ワークショップについて 
林業試験場関西支場 鈴木健敬 

・第18回 IUFRO世界大会でのエクスカーションに関し

て 
事務局 

・S5. 03「木材保存」分科会 
林試木材利用部 鈴木憲太郎 

 
第２６号 １９８５年１１月２０日発行 
・クアラルンプール理事会報告 

浅川澄彦 
・生物生産力に関する研究集会 

大会議長 藤森隆郎 
・WP S5. 04-08 Milling and machining の研究集会 

京都大学農学部 野口昌巳 
・国際集会「個体レベルでの植物生理」（S2. 01-05）に参

加して 
林業試験場 森川 靖 

・マツバノタマバエとマツ類の銹病に関するユフロ第１回

合同部会 
林業試験場 横田俊一 

・アフリカ地域研究計画ワークショップきまる 
（浅川） 

・根系生理部会開催のお知らせ 
林業試験場土壌部 佐々朋幸 

・育種理論（S2.04.02）、次代検定（S2.04.03）、採種園

（S2.03.03）3WP合同集会“林木育種―理論と実際” 
・木材防火専門研究会(S5.03-04) 

IUFRO 木材防火専門研究会会長、北海道大学農学

部付属演習林 里中聖一 
・第18回世界大会参加に関するアンケート結果について 

事務局 
 
第２５号 １９８５年７月３０日発行 
・新任のご挨拶 

IUFRO-J 議長 難波宣士 
・日本のみなさんへ 

ユフロ会長 ドｳシャン・ムリンシェク（Dusan 
MLINSEK） 



・第18回ユフロ世界大会について 
林業試験場 浅川澄彦 

・ユフロ病虫害関係ニュース 
林業試験場関西支場 小林富士雄 

・昭和59年度 IUFRO-J 機関代表会議 
IUFRO-J 幹事会（議事録） 

・ストラスブルグ・シンポジウムの概要 
・ユーゴスラビアースロベニアーリュブリャナ 
・第18回世界大会ご出席の会員の方々へ 

（財）林業科学技術振興所 
 
第２４号 １９８５年３月１０日発行 
・生物生産力の研究集会について 

大会実行委員会 藤森孝郎 
・59年度林業史部会研究集会報告 

林業試験場 小林 裕 
・森林昆虫研究集会報告 

林業試験場 小林富士雄 
・砂防に関する国際シンポジウム 

“International Symposium on Erosion, Debris Flow 
and Disaster Prevention” （ISEDD 1985）の開催に

ついて 
・ユフロ活動協力基金による助成募集 
 
第２３号 １９８４年１２月１０日発行 
・ヘルシンキ理事会報告 

浅川澄彦 
・太平洋地域木材解剖学大会 

林業試験場 須藤彰司 
・森林経営に関するユフロ国際研究集会 

大会議長 南雲秀次郎 
事務局長 木平勇吉 

・マツ銹病に関する IUFRO研究集会報告 
林業試験場関西支場 佐保春芳 

・「亜高山帯の生態」研究集会報告  
林業試験場 高橋邦秀 

・ポプラ育種・産地研究集会に出席して 
王子林木育種研 千葉 茂 

・ユフロ学術賞の募集 
・Whole-plan physiologyシンポジウムのお知らせ 
・第18回ユフロ世界大会について 
 
第２２号 １９８４年６月２５日発行 
・第18回ユフロ大会の準備進む 
浅川澄彦 

・アジア地域研究計画ワークショップ 
浅川澄彦 
・生物生産力（S1.06）研究集会の開催について 
開催責任者・林試 藤森隆郎 
・太平洋地域木材解剖学大会について 
大会運営委員会・林試 須藤彰司 
・森林経営に関するユフロ国際研究集会プログラム 
事務局 
・熱帯・亜熱帯樹木種子の品質向上についてのユフロ・シ

ンポジウム報告 
林業試験場 玉利長三郎 
・昭和58年度 IUFRO-J機関代表会議 
 
第２１号 １９８４年２月１０日発行 
・1984年を迎えて 

IUFRO-J 議長 土井恭次 
・発展途上国の林業研究推進計画のその後の動き 

IUFRO 理事・林試 浅川澄彦 
・針葉樹のスクレロデリス胴枯病国際シンポジウムに出席

して 
林業試験場九州支場 横田俊一 

・ユフロ山岳林現地検討会モンブランを行く 
林業試験場 新田隆三 

・<<太平洋地域木材解剖学大会>> 
（Pacific Regional Wood Anatomy Conference）の開

催について 
大会運営委員会 須藤彰司 

・森林経営に関するユフロ国際研究集会 
大会議長 南雲秀次郎（東大） 
準備事務局長 木平勇吉（信大） 

・S2.06.01 根と根株腐朽 
林業試験場 青島清雄 

・第5部会長交代 
（浅川） 

・朝鮮民主々義人民共和国森林科学院ユフロに加盟 
（浅川） 

・ユフロ活動協力基金による助成募集 
 
第２０号 １９８３年８月２５日発行 
・マナウス理事会報告 

浅川澄彦 
・ユフロ第5部会（林産部会）大会に出席して 

林業試験場 須藤彰司 
・森林経営に関するユフロ国際研究集会 

大会議長 南雲秀次郎（東大） 



準備事務局長 木平勇吉（信大） 
・昭和57年度 IUFRO-J 機関代表会議 
 
第１９号 １９８３年１月５日発行 
・理事への情報から 

IUFRO 理事・林試 浅川澄彦 
・太平洋地域木材解剖学大会の開催について 

太平洋地域木材解剖学大会運営委員長 林試 
須藤彰司 

・森林立地と生産力維持－IUFRO シンポジウム報告－

1982年8月22日～28日 
農工大 川名 明 

・ユフロ活動協力基金による助成募集 
 
第１８号 １９８２年７月発行 
・リュブリャナ理事会から 

浅川澄彦 
・昭和56年度 IUFRO-J 機関代表会議 
・第17回ユフロ大会についての意見－部会長、座長のア

ンケートから－ 
浅川澄彦 

 
第１７号 １９８２年１月２５日発行 
・ご苦労様でした 

第17回世界大会組織委員長 IUFRO-J 議長 
松井光瑤 

・リーゼ会長からのメッセージ 
・IUFRO第17回世界大会のあらまし 

雨倉朝三 
・研究部会 

片桐一正 
・エクスカーション 

西川匡英 
 
第１６号 １９８１年８月１０日発行 
・ユフロ第17回世界大会を1ヶ月後にひかえて 

ユフロ第17回世界大会組織委員長 松井光瑤 
・協力会・募金委員会合同会議 
・委員会の動き 
・大会およびエクスカーション参加者申込状況（7月17

日現在） 
 
第１５号 １９８１年６月２０日発行 
・大会準備等の記事（日程表・大会組織図・エクスカーシ

ョン参加申込状況等） 

・昭和55年度 IUFRO-J 機関代表会議 
 
第１４号 １９８１年１月２０日発行 
・ユフロ大会開催の年を迎えて 

第17回 IUFRO 世界大会組織委員長 松井光瑤 
・第17回ユフロ世界大会の概要－第2回サーキュラーの

発行にあたって－ 
・リーゼ会長再び来日 
・募金状況報告 
・≪委員会の動き≫ 

組織・募金・運営3委員会合同会議 
協力会、部会、事務局関係 
第5部会：5.4B“Wood Chemicals”大会分科会設

立のお知らせ 
・アンケート回収状況のその後 
 
第１３号 １９８０年１１月１日発行 
・1980理事会（モスコー・ソチ）報告 
・≪委員会の動き≫ 

第3回募金委員会 
エクスカーションのブロック会議 
協力会、部会、事務局関係 

・ユフロのあけぼの 
・IUFRO News No.28（2/1980）抜粋 
・アンケート中間集計 
 
第１２号 １９８０年８月２５日発行 
・ポスターセッションに参加を希望される方のために 
・組織委員会事務局の体制強化さる 
・ユフロ大会への参加、発表準備の手順 
・≪委員会の動き≫ 

組織委員会幹事会 
運営委員会合同会議(議事録) 
協力会、部会、事務局関係 

・第2回サーキュラーについて 
・アンケートの中間集計 
・第5部会：S5.03「木材保存」分科会のお知らせ 
・IUFRO ANNUAL REPORT 1979 
 
第１１号 １９８０年５月２５日発行 
・あなたも参加できますユフロ世界大会 
・第17回世界大会ニュース－JAPAN・1981－ 
・部会別プログラム編成状況 
・≪委員会の動き≫ 

組織、募金、運営3委員会合同会議 



部会関係 
・第5部会合同集会報告 

（１）概要 
岩下睦 

（２）S5.01 材質の研究集会に参加して 
須藤彰司 

（３）S5.02 Wood Engineering Group の集会に参加

して 
中井孝 

（４）ポスターセッションに参加して 
岩下睦 

・昭和54年度 IUFRO-J 機関代表会議 
 
第１０号 １９８０年２月２５日発行 
・第17回 IUFRO 世界大会の運営要綱きまる 
・リーゼ会長近く来日 
・第17回世界大会エクスカーションについて 
・≪委員会の動き≫ 

運営委員会関係・募金委員会関係・協力会関係・林

業史シンポジウム開かれる 
・IUFRO-J 会員の募金額 ほぼ当初の目的を達成 
・IUFRO News No.26（1979）抜粋 
 
第９号 １９７９年１１月１日発行 
・1979理事会（エジンバラ）報告 

松井 
・第17回世界大会ニュース－JAPAN・1981－ 
・≪委員会の動き≫ 

運営委員会関係・協力会委員会・山岳林伐出作業関

係に関するシンポジウム開かれる・募金委員会・第

17回ユフロ世界大会日程 
・ユフロだより ウイーン発 
・IUFRO NEWS No.25（1979.3）抜粋 
・展示会の計画 
 
第８号 １９７９年９月１日発行 
・リーゼ会長よりメッセージ届く 

ユフロ会長 W. リーゼ 
・組織委員会の事務局が店開き 

林業試験場内 ユフロ事務局 
・第17回世界大会ニュース欄を新設 
・第17回世界大会ニュース―JAPAN・1981― 
・≪委員会の動き≫ 

組織委員会幹事会（第1回）・運営委員会関係・募金

委員会発足・協力会委員会・組織委員の追認・運営

委員の追認ユフロだより ウイーン発 
・IUFRO News No.23（1979.1）抜粋・IUFRO ANNUAL 

REPORT 1978・第3部会長の交代・ユフロのしおり 
・IUFRO NEWS No.24（1979.2）抜粋 
・IUFRO役員はどんな人？ 
・IUFRO組織の和訳名 
・ユフロ委員会会務報告 
 
第７号 １９７９年６月発行 
・組織委員会の発足にあたって 

第17回IUFRO 世界大会組織委員長 松井光瑤 
・組織委員会の設立 
・運営委員会の構成 
・昭和53年度 IUFRO-J 総会 
・INFORMATION 

組織委員会発足・運営委員委嘱・部会長、幹事会（第

1回）・協力会の設立総会・研究部会・総務部会・Exc
部会・部会長、幹事会（第2回）・京都国際会館の調

査と在京委員との会合・部会長、幹事会（第3回）・

日本大会プログラムの概要討議 
・協力会の発足 

土井 
 
第６号 １９７９年３月 発行 
・日本大会1981年9月開催に 

決定文責 事務局・雨倉 
・IUFRO大会と世界林業会議の調整問題 

文責と翻訳 事務局 加藤・東 
・INFORMATION 
・日本大会の骨子決定 
 
第５号 １９７８年９月発行 
・日本大会シンボルテーマの候補課題と背景 

事務局 雨倉 
・エクスカーション（EXC.）コースについて 
・INFORMATION 

昭和52年度 IUFRO-J 総会・協力会設立準備委員

会（第1回、林団懇）・協力会設立準備委員会（第2
回、林団懇）・IUFRO－林試事務局会議・IUFRO－

林試委員会・第3回 IUFRO 理事会の通知・林試事

務局会議・日本大会協力会設立準備委員会・日本大

会協力会設立発起人会・林試事務局会議・第3回

IUFRO 理事会の変更 
 
第４号 １９７８年２月発行 



・第2回理事会（カナダ）報告 
松井 

・エクスカーション（EXC.）視察候補地の調査について 
・INFORMATION 

第2回理事会出席・EXC.コースの検討・組織委員会

事務局幹事会・組織委員会事務局会議の開催（第2
回）・IUFRO DIV.(森林環境と造林)の会合・IUFRO
プロジェクトグループ2.02（早成樹種植栽林の生産

性）の会合・1978年中における日本大会関係処理事

項（予定） 
 
第３号 １９７７年１０月発行 
・IUFRO会長Dr. W. Lieseの来日によせて 

京大木研 樋口隆昌 
・Dr. W. Liese 林野庁長官を訪問 
・日本大会のシンボルテーマの募集 
・同エクスカーション（EXC.）の視察候補地の調査につ

いて 
・第17回日本大会開催のための組織体制づくり 
・INFORMATION 

ワーキンググループの開催（第2回）・日本大会開催

までの手順打ち合わせ・IUFRO－林試の開催・林野

庁検討の開催・組織委員会等の設置・第4回 
IUFRO-J 幹事会・林団懇海外部会打ち合わせ・事

務局会議開催（第1回）・組織委員会開催（第1回） 
 
第２号 １９７７年３月発行 
・ナイジェリアで開かれた理事会について 

（松井光瑶） 
・IUFRO（国際林業研究機関連合）規約（Statutes）  

松井ら訳 
・INFORMATION 

日本委員会運営に関する検討会・ナイジェリア理事

会・IUFRO 第3回林木育種協議会・会長 Dr. W. 
Liese 来日・ワーキンググループの開催 

・IUFRO 内規（Internal Regulations） 
事務局 

 
第１号 １９７７年１月 発行 
・IUFRO（S2. 01-06）種子部会第2回国際集会を運営し

て 
林試 浅川澄彦 

・IUFRO 第16回 OSLO 大会のエクスカーションに関

するアンケートのまとめ 
事務局 

・IUFRO-J NEWS の発行について 
議長・林試場長 上村 武 

・INFORMATION 
IUFRO 加盟国と機関と登録人員・1977年1月、各

研究部会等のリーダー予定者・理事会（Executive 
Board）メンバー・新理事会の開催・IUFRO メン

バーの新規加盟について・第16回オスロ大会記事 


