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ま　え　が　き

　平成 22年度は、23年から実際に動き出す「森林・林業再生プラン」の準備の年であり、東北の林業にとっ

ても重要な年でした。しかし、年度末の３月11日に、大地震が東北を中心とした東日本を襲いました。３月中は、

研究所あるいは職員として何をすべきかについて、中々考えがまとまらず、４月に入ってやっと、海岸林被害

の実態調査や岩手・木質バイオマス研究会を通じてのボランティアなどに関わるようになれました。

　海岸林については、23年度早々に緊急の交付金プロジェクトを立ち上げ、支所の多くの職員がつくば（本

所）の防災林の専門家や公立林試と一緒になって、青森県から宮城県までの沿岸の調査を進めました。その中

間報告会は、平成23年 10月 17日に盛岡において、東北６県を始め東京から80名の参加を得て行われました。

大事なことは、まず元の海岸林レベルまではともかく復旧させることであり、盛り土や林帯幅などを決めるた

めには、津波の高さを想定しなければならないこと等が共通の認識となりました。従来の飛砂・塩害防止など

の機能に加え、さらに津波被害の減殺効果までをも考えると、課題は複雑で長い時間をかけて取り組む必要性

があることも理解出来ました。さらに、現場は待ったなしで、研究成果を待つだけではなく、既存の成果をまと

めて、ともかく海岸林再生の実践的提案をすべきではないかと言う緊迫感のある話しを聞くことも出来ました。

　一方、生き残った海岸林の樹木にも数ヶ月を経て、葉が赤枯れする現象が目立ち始めました。原因として土

壌の塩分濃度の影響や、地盤沈下による地下水位の変化などが考えられていますが、その実態と原因を解明し、

被災地の海岸林造成に役立つ情報と技術を速やかに提供するため、新たな緊急プロジェクトも支所では進めて

います。

　森林・林業再生プランが国レベルで進められる中、“地域版の林業再生プランを考える ”と題するシンポジ

ウムを、平成 23年７月 22 日に盛岡で、林業・木材工業や自治体、団体などから 114 名の参加を得て開催し

ました。プランを中心となって纏めた岩手大学の岡田教授からは、本プランは政策の大転換であり、これを自

らに引き寄せて考えて欲しいとの要望があり、そのためのサポート体制はあるので、国・県との協力連携の体

制を作ることが大切であると話されました。また、山と産業の間で大きな循環を作って行く意識、その中に地

域としての小さな循環（地域性）を入れ込むことや、国主導の福祉・私主導の自由競争ではなく、それぞれの

責任で公共財である森林を活かして行くことの重要性が述べられました。林産業・林業・自治体の立場からの

話題提供の後、話しが進められ、現場力を持ったフォレスター作りの難しさ、森林を面として考えることやＡ、

Ｂ、Ｃ、Ｄ材をバランス良く利用する出口側の配置の重要性、プランから抜け落ちる可能性のある小さな山林

所有者を如何に支援して行くか、などが話題となりました。

　大地震からの復旧・復興と森林・林業再生プランの地域での実行に寄与することが、森林総合研究所東北支

所にとって大切な課題です。そのために、東北各県の研究機関・関係団体・企業などと連携して仕事を進めて

行きますので、これからも宜しく御願いいたします。

… 森林総合研究所東北支所長　山　本　幸　一



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
ア 森林・林業・木材産業における課題の解決と新たな展開に向けた開発研究

アア 重点分野 地球温暖化対策に向けた研究

アア a 　重点課題 森林への温暖化影響予測及び二酸化炭素吸収源の評価・活用技術の開発
アア a1 　　研究課題群 森林に関わる温室効果ガス及び炭素動態を高精度に計測する手法の開発
アア a115 　　　プロジェクト課題 森林吸収量把握システムの実用化に関する研究 平井敬三 林野庁 15～ 24

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

境保全 19～ 23

アア a120 　　　プロジェクト課題 地下部・枯死木を含む物質生産・分解系調査に基づく熱帯雨
林の炭素収支再評価 新山　馨 科研費 19～ 22

アア a122 　　　プロジェクト課題 温暖化適応策導出のための長期森林動態データを活用した東
アジア森林生態系炭素収支観測ネットワークの構築 新山　馨、八木橋勉 環・地球環

境保全 21～ 25

アア a123 　　　プロジェクト課題 亜寒帯林大規模森林火災地のコケ類による樹木の細根発達と
温室効果ガス制御機構の解明 野口正二 環境総合 21～ 22

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

アア a213 　　　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 小野賢二、小谷英司、
星野大介、平井敬三 技会プロ 22～ 26

アア a214 　　　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 安田幸生 技会プロ 22～ 26
アア a4 　　研究課題群 荒廃林又は未立木地における森林の再生の評価・活用技術の開発
アア a401 　　　研究項目 熱帯林における多面的機能の評価
アア a40161 　　　　小プロ課題 ガス交換的視点による東南アジア熱帯雨林の機能評価 野口正二 科研費（分担）20 ～ 23

アア a40167 　　　　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

アア a417 　　　プロジェクト課題 PALSARを用いた森林劣化の指標の検出と排出量評価手法に関する研究 平井敬三 環境総合 20～ 22
アア a423 　　　プロジェクト課題 アマゾンの森林における炭素動態の広域評価 八木橋勉 JST 21 ～ 25

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

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

アア b119 　　　プロジェクト課題 アルカリ蒸解法による木質バイオエタノール製造システムの構築 山本幸一 政府等受託 20～ 24

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

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

アア b218 　　　プロジェクト課題 森林バイオマスの強度収穫と林地保続性の共存

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

交付金プロ 21～ 24

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

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

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

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

アイ a10101 　　　　実行課題 生息地評価による森林生物保全手法の開発 市原　優、磯野昌弘 一般研究費 18～ 22
アイ a117 　　　プロジェクト課題 樹木の局所的な絶滅が景観レベルの種多様性に及ぼす影響の評価 柴田銃江、星野大介 科研費 19～ 22
アイ a121 　　　プロジェクト課題 越境大気汚染物質が森林生態系機能に与える影響の評価と予測 新山　馨 公害防止 21～ 25
アイ a2 　　研究課題群 固有種・希少種の保全技術の開発
アイ a201 　　　研究項目 絶滅危惧生物の希少化要因の同定と希少化回避対策
アイ a20152 　　　　小プロ課題 遺伝情報に基づいたツキノワグマ保護管理ユニットの策定 大西尚樹 科研費 20～ 22

アイ a3 　　研究課題群 緊急に対応を必要とする広域森林病虫害の軽減技術の開発
アイ a301 　　　研究項目 緊急に対応を必要とする広域森林病害虫の被害軽減技術の開発

アイ a30102 　　　　実行課題 寒冷地におけるマツ材線虫病の拡大予測技術の開発 中村克典、市原　優、
前原紀敏 一般研究費 18～ 22

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

中村克典、柴田銃江、
相川拓也 交付金プロ 19～ 22

アイ a320 　　　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
アイ a4 　　研究課題群 獣害発生機構の解明及び被害回避技術の開発
アイ a401 　　　研究項目 鳥獣害における総合的被害管理技術の開発
アイ a40101 　　　　実行課題 総合的な鳥獣害管理技術の開発 堀野眞一 一般研究費 20～ 22
アイ a40154 　　　　小プロ課題 モンテカルロ法を用いたツキノワグマ個体数推定方法の開発 大西尚樹 交付金プロ 20～ 22
アイ a40158 　　　　小プロ課題 クマ類の個体数推定法の開発に関する研究 堀野眞一 政府外受託 21～ 23
アイ a411 　　　プロジェクト課題 ツキノワグマの出没メカニズムの解明と出没予測手法の開発 大西尚樹 公害防止 18～ 22

アイ b 　重点課題 水土保全機能の評価及び災害予測・被害軽減技術の開発

１　平成22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
アイ b1 　　研究課題群 環境変動、施業等が水循環に与える影響の評価技術の開発
アイ b117 　　　プロジェクト課題 間伐促進のための低負荷型作業路開設技術と影響評価手法の開発 野口正二、八木橋勉 技会実用技術開発 21 ～ 24
アイ c 　重点課題 森林の保健・レクリエーション機能等の活用技術の開発
アイ c2 　　研究課題群 里山の保全・利活用及び森林環境教育システムの開発
アイ c201 　　　研究項目 教育的活用に向けた里山モデル林整備
アイ c216 　　　プロジェクト課題 里山イニシアティブに資する森林生態系サービスの総合評価

手法に関する研究 新山　馨、柴田銃江 環境総合 20～ 22

アウ 重点分野 社会情勢変化に対応した新たな林業・木材利用に関する研究

アウ a 　重点課題 林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発
アウ a1 　　研究課題群 木材利用部門と連携した活力ある林業の成立条件の解明
アウ a101 　　　研究項目 森林・林業・木材利用を統合づけた「日本林業モデル」の開発
アウ a10104 　　　　実行課題 「日本林業モデル」の開発と活力ある林業の成立に向けた林

業・木材利用システムの提示 天野智将、林　雅秀 一般研究費 18～ 22
アウ a10157 　　　　小プロ課題 森林資源の利用とネットワーク・ダイナミクス 林　雅秀 科研費 21～ 23
アウ a10161 　　　　小プロ課題 先進林業国における新たな森林経営形態のわが国での適合可能性評価 林　雅秀 交付金プロ 21～ 22
アウ a114 　　　プロジェクト課題 中国における木材市場と貿易の拡大が我が国の林業・木材産

業に及ぼす影響の解明 天野智将 交付金プロ 20～ 22
アウ a2 　　研究課題群 担い手不足に対応した新たな林業生産技術の開発
アウ a201 　　　研究項目 安全・軽労・省力化に向けた機械化技術の開発
アウ a216 　　　プロジェクト課題 広葉樹林化のための更新予測および誘導技術の開発 新山　馨、八木橋勉 技会実用技術開発 19 ～ 23
アウ a3 　　研究課題群 持続可能な森林の計画・管理技術等の開発
アウ a301 　　　研究項目 林業の活力向上に向けた新たな森林の計画・管理技術の開発
アウ a30101 　　　　実行課題 多面的な森林の調査、モニタリングおよび評価技術の開発 中北　理、小谷英司、

西園朋広 一般研究費 18～ 22
アウ a30102 　　　　実行課題 長伐期循環型を目指す育林技術の開発 森澤　猛、櫃間　岳 一般研究費 18～ 22
アウ a30163 　　　　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

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

新山　馨、森澤　猛、
八木橋勉、櫃間　岳、
天野智将

交付金プロ 18～ 22

アウ a318 　　　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、相川拓也、
市原　優 技会実用技術開発 22 ～ 24

イ 森林生物の機能と森林生態系の動態の解明に向けた基礎研究

イイ 重点分野 森林生態系の構造と機能の解明

イイ a 　重点課題 森林生態系における物質動態の解明
イイ a1 　　研究課題群 森林生態系における物質動態の生物地球化学的プロセスの解明
イイ a101 　　　研究項目 森林の物質動態における生物・物理・化学的プロセスの解明
イイ a10102 　　　　実行課題 土壌・微生物・植物間の物質動態に関わる生物・化学的プロセスの解明 平井敬三、山田　毅 一般研究費 18～ 22
イイ a10103 　　　　実行課題 土壌炭素蓄積量の変動プロセスの解明 小野賢二、星野大介 一般研究費 18～ 22
イイ a10172 　　　　小プロ課題 難分解性有機物「リグニン」を指標とした、森林土壌におけ

る腐植生成プロセスの解析 小野賢二 科研費 20～ 22
イイ a2 　　研究課題群 森林生態系における水・二酸化炭素・エネルギー動態の解明
イイ a201 　　　研究項目 森林生態系における水・エネルギー移動プロセスの解明
イイ a20101 　　　　実行課題 森林生態系における水動態の解明 野口正二 一般研究費 18～ 22
イイ a20102 　　　　実行課題 森林生態系の微気象特性の解明 安田幸生 一般研究費 18～ 22

イイ b 　重点課題 森林生態系における生物群集の動態の解明
イイ b1 　　研究課題群 森林に依存して生育する生物の種間相互作用等の解明
イイ b101 　　　研究項目 生物多様性と生物間相互作用のメカニズム解明
イイ b10101 　　　　実行課題 環境変化にともなう野生生物の遺伝的多様性および種多様性

の変動要因解明 鈴木祥悟、大西尚樹 一般研究費 18～ 22
イイ b10102 　　　　実行課題 野生生物の生物間相互作用の解明 柴田銃江、島田卓哉 一般研究費 18～ 22
イイ b10178 　　　　小プロ課題 マツノマダラカミキリ蛹室における抗菌ペプチドが及ぼす生

物間相互作用 前原紀敏 科研費 20～ 22
イイ b102 　　　研究項目 樹木加害生物の生物学的特性の解明と影響評価
イイ b10201 　　　　実行課題 樹木加害微生物の樹木類への影響評価と伝播機構の解明 市原　優 一般研究費 18～ 22
イイ b10202 　　　　実行課題 樹木寄生性昆虫の加害機構の解明と影響評価 前原紀敏、相川拓也 一般研究費 18～ 22
イイ b10263 　　　　小プロ課題 菌類を用いたスギ花粉飛散防止技術の開発 市原　優 科研費 21～ 23
イイ b10264 　　　　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

生殖機能攪乱技術の確立 相川拓也 科研費 22～ 25
イイ b10265 　　　　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
イイ b119 　　　プロジェクト課題 種子消費者との相互作用に基づいたコナラ属種子に含まれる

タンニンの機能解明 島田卓哉、柴田銃江 科研費 21～ 23
イイ b2 　　研究課題群 森林生態系を構成する生物個体群及び群集の動態の解明
イイ b201 　　　研究項目 森林生物の機能と動態のメカニズム解明
イイ b20101 　　　　実行課題 環境変化に対する植物の生理生態的機能変化の解明 八木貴信 一般研究費 18～ 22

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

一般研究費 18～ 22
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１－２）平成22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）

「青森県を例にした地域別材線虫病対策指針の策定」

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

定」のとりまとめとして、被害拡大危険度により青森県内を４地域に区分し、それぞれの地域でマツ材線虫病

の侵入に備えて講じられるべき施策の方針を提示した。すなわち、

　Ａ西南沿岸部：材線虫病侵入の危険度が最も高く、重点的な対策が必要。航空機を利用した被害木探査や防

護帯形成のような高コストな手法の導入も考慮されるべき。

　Ａ′半島部海岸林：現時点で被害拡大危険度は小さく、通常の監視活動で対応可能。

　Ｂ弘前・青森地域：交通機関が発達していることから、被害材の持ち込みや交通機関を介した媒介昆虫の移

入への警戒が重点。

　Ｃ三戸・八戸地域：現時点での被害拡大危険度は低いので、アカマツを積極的に利用することを通じて除間

伐、更新を図り、将来的な危険因子を除くことを推奨。

　この対応戦略について、地元で公開シンポジウムを開催して市民・関係者と議論し、意識の共有を図った。

１－２）－（２）チーム長（森林水流出担当）

… 野口正二（チーム長）

「間伐が積雪地域の水流出に及ぼす影響の評価」

　秋田県大館市の長坂試験地では、2007 年２月～３月に試験地内の２つの流域を対象として作業路の開設を

伴う立木本数率で約 50％の間伐を実施し、間伐による水流出特性の変化を検証中である。今年度は、積雪の

影響のない無積雪期に着目して、スギ人工林の間伐が蒸発散量に及ぼす影響について検討した。使用したデー

タは、積雪の影響がない５月～ 11月を無積雪期とし、間伐前（2004 ～ 2006 年）と間伐後（2007 ～ 2009 年）

に区分した。蒸発散量は短期水収支法を適用して推定した。月別蒸発散量の推定結果、８月にピークを示す季

節変化があった。間伐前後の期間について比較すると、５月～７月において間伐によって蒸発散量が減少する

傾向が明瞭に認められなかったが、９月と 10月において減少する傾向があった。５月～７月において、間伐

によって蒸発散量の減少が明瞭に認められなかったのは、間伐前後の気象特性の違いによって蒸発量が異なる

ことが要因と考えられた。間伐によって遮断蒸発の減少がプロットスケールの観測から指摘されているが、短

期水収支法の適用から流域スケールで検証すると、間伐の影響はプロットスケールの評価結果より小さいと考

えられた。

１－２）－（３）チーム長（地域資源利用担当）

… 小谷英司（チーム長）

「リモートセンシングと地上観測による林分構造の広域的評価手法の開発」

　この課題では、全国の森林資源モニタリング調査および現地での野外調査を地上調査データとし、人工衛星
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LANDSAT…ETMおよび航空機 LiDAR というリモートセンシング手法と、さらに森林GIS データなどを統合

して、森林資源量の広域把握手法の開発を目的とする。

　本年は、調査地域の設定と既存のデータの収集、人工衛星画像からの資源推定プログラムの開発を行った。

詳細調査地域として秋田県大館市国有林を設定し、地形図や国有林森林GIS などの収集と整備を行った。人

工衛星画像による資源推定アルゴリズムとして、フィンランドなどで開発・実用化されているkNN法を採用し、

プログラムの開発と試行を行った。プログラムの中心部分を開発し、処理速度の試算の結果、一枚の ETM画

像を計算するのに一週間程度を要することがわかった。処理速度の向上のための改善が必要である。

１－２）－（４）森林生態研究グループ

… 柴田銃江（研究グループ長）、森澤　猛、八木貴信

「ブナ稚樹の成長戦略の解明」

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

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

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

更新メカニズム、そして施業の成否の決定要因を明らかにするという、基礎と応用の両方の意味で重要である。

　そこで秋田駒ヶ岳の竜川山国有林（岩手県雫石町）の事業として天然下種第２類の施業が行われた林分に調

査地を設定し、ササが優占する下層植生に生育するブナ稚樹の成長を追跡してきたが、本年度は、その刈取サ

ンプルの重量測定をほぼ完了し、葉面積測定も半分まで完了させた。また昨年度、国際誌で発表したブナ稚樹

の成長に関する論文の解説記事を、研究所の広報誌などに寄稿した。加えて、「日本樹木誌」編集委員会から

の依頼で、温帯域の重要な遷移中期樹種であるウワミズザクラの総説を執筆し、その初稿を編集委員会に提出

した。

「長伐期循環型を目指す育林技術の開発」

　省力的で低コストな育林技術として、ヒノキ天然更新技術の確立を図っている。ヒノキ天然更新試験が

1966 年より行われている中部森林管理局管内三浦実験林（長野県木曽郡王滝村）に調査地を設置し、現地調

査と航空写真の読み取りにより更新林分の構造と動態を解析した。また過去のデータを再度解析することによ

り、更新稚樹とササの動態を明らかにした。これらの結果を森林学会等で発表し、針葉樹天然更新の技術的な

提言を含む投稿論文を執筆中である。

「野生生物への食物資源供給機能の定量化」

　生物多様性保全に配慮した森林景観管理を考えるため、種子散布や農業被害防止などの調整サービス（主要

な生態系サービスの一つ）を支える野生鳥獣への食物資源供給機能について、森林樹木の果実生産という側面

から定量化した。阿武隈山地南部の里山地域を対象とし、様々な林齢（遷移段階）の落葉広葉樹林とスギ人工

林の毎木調査等を行った。それらのデータと着果量のアロメトリ関係式や果実熱量換算表などを利用して、林

分ごとの果実生産量を果実形態（周食型果実・堅果）と着果季節で区分しながら熱量ベースで算出した。その

結果、スギ林ではどの林齢でも果実資源量は少ないが、広葉樹林では、堅果が老齢林、乾果が若齢林、液果が

壮齢林で多い傾向にあった。このことから、里山景観内にある落葉広葉樹林はそれぞれに価値が高く、多様な
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野生鳥獣の保全を目指すには、景観内に様々なタイプの林分を配置することが重要と考えられた。この成果を

生態学会等で発表した。

１－２）－（５）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

「ヒバ択伐林の動態と個体成長」

　ヒバ林の択伐施業技術を高度化するため、異なる展葉期間をもつ落葉広葉樹林冠木の樹下にあるヒバ稚樹の

光合成と成長を調べた。広葉樹林冠木の展葉期間の長さが、樹下ヒバ稚樹の年光合成量に大きく影響している

ことが分かった。また、春の広葉樹の展葉前１ヶ月に林床に届く光で光合成ができるヒバ稚樹は、展葉後の数ヶ

月間被陰されても枯れずに成長し、耐陰性を獲得していることが分かった。択伐施業によって針広混交林とな

るヒバ林において、広葉樹の樹種および展葉期間は、林床の光制御に大きく影響し、ヒバの更新に重要である

ことが明らかになった。この成果は Journal…of…Forest…Research に受理され印刷中。

「冷温帯落葉樹林の二酸化炭素動態」

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

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

量の季節変化の解析を行い、個葉レベルの光合成能力の年変動パタン、樹冠葉量の空間分布パタンを明らかに

した。

「人工林の強度間伐と広葉樹林化」

　間伐後のスギ人工林内での広葉樹稚樹の継続調査により、広葉樹個体数や伸長量の増加の程度を測定した。

更新状況は、スギ林内に元々ある前生稚樹数に左右されることが明らかになってきた。

「森林植物の分布要因や更新・成長プロセスの解明」

　木曽ヒノキ天然生林の複数試験地で長期継続調査を行ったところ、300 年生のヒノキ高齢木でも肥大成長は

衰えていないことが明らかになった。ヒノキの生残率は試験地で異なり、多くの試験地で死亡が殆ど認められ

ない一方で、尾根上の試験地に局所的な集団死亡が認められ、木曽ヒノキ林の動態がその立地や自然攪乱履歴

によって異なることが示された。

「長期モニタリングと群落微気象モデルによる森林群落炭素収支の変動予測」

　落葉広葉樹林：ブナ林の年間純一次生産量と生産物の配分を積み上げ法で推定した。年間純一次生産量は植

食性の虫害年と翌年に大きく減少していた。豊作年の純一次生産量は例年並みであったが、繁殖器官への配分

が増加し、幹成長量への配分が減少していた。従って、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のみ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

変動している事が明らかになった。
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１－２）－（６）森林環境研究グループ

… 平井敬三（研究グループ長）、岡本　隆、安田幸生、山田　毅、小野賢二

「伐採木の枝葉の管理により土壌への養分供給を制御する」

　切り捨て間伐では葉を幹から切り落とさずに放置するので、地面に触れずに存在する枝葉の割合が多い。ま

た、幹に枝葉を付けたまま放置するので、枝葉を切り落として幹だけを持ち出す間伐とは枝葉の分解やそれに

ともなう養分の供給や循環が異なると考えられる。そこで、スギの緑葉を空中と地表に２年間置いて、葉の分

解にともなう土壌への窒素供給量に及ぼす影響を明らかにした。その結果、空中では６ヶ月後から、地表では

１年後から葉の分解にともなって土壌への窒素の供給が始まった。ただし、空中では窒素の供給量の増加は緩

やであったが、地表では１年後から２年後の間に供給量が急激に増加することが明らかになった。このことは

枝葉を地面に触れずに置けば、地面に接して置くよりも、ゆっくりと持続的に土壌へ養分を供給することが可

能であることを示している。

「積雪荷重による地すべり土塊の鉛直圧縮過程」

　豪雪地帯に位置する地すべりの動態は、融雪や積雪荷重などの積雪環境に強い影響を受ける。このうち積雪

荷重は地すべり土塊を鉛直方向に圧縮して過剰間隙水圧の発生を促し、斜面を不安定化させる効果を持つ。本

研究では積雪による土塊の圧縮過程を明らかにするため、新潟県伏野地すべり地に鉛直伸縮計を設置して圧縮

量観測を開始した。2009 ／ 2010 年寒候期の観測では、土塊は積雪荷重の増加によって圧縮が進み、融雪期

の積雪荷重の減少によって伸張方向に回復する全体傾向が示された。ただし土塊は最大積雪荷重の観測日（２

月 26 日）以降も圧縮が進み、４月 10 日に最大圧縮量 6600 μに達した。このように地すべり土塊の圧縮は

積雪荷重と高い関係性を有するものの、その最大値の発現時期については積雪荷重と一致しないことが明らか

となった。

「岩手・宮城内陸地震災害地における 2008 年の気象と山地積雪水量分布の特徴」

　2008 年に発生した岩手・宮城内陸地震では山岳地域における土砂災害が多く発生した。本研究では、アメ

ダスメッシュ化データを用いて 2008 年の気象経過についてまとめ、地震発生時およびその前後の気象条件を

明らかにした。2008 年の年平均気温は準平年値と同等であったが、１月から２月の気温が低く、３月から４

月の気温が高い傾向にあった。地震発生日（６月 14日）前後はきわめて降水量が少なく、また降水量が少な

い状態は地震発生後一ヶ月間続いていた。地震発生前の一ヶ月間に大きな降雨イベントはなかったが、災害地

における平均積算降水量は 200㎜を超えており、この量は準平年値を上回っていた。次に、解析雨量データ

によって、地震発生前後における準平年値を超える降雨イベントについて、その降水量分布特性を調べた。そ

の結果、降水量分布は災害地付近で極大域を持つことが多く、近隣の地域よりも降水量が多くなる傾向が得ら

れた。災害地における冬期積雪水量を推定した結果、2008 年の積雪水量は 2007 年よりも多く、とくに標高

1000 ｍ以上の高標高地域において顕著であった。2008 年は、３月から４月にかけての高温傾向によって融

雪速度が速まったが、高標高域では地震発生直前まで積雪が残ったものと思われ、地震発生時、この地域の土

湿は融雪と降水の影響により湿潤状態にあったと考える。
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「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 49年生スギ人工林内に、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、林分から収穫したバイオマスと養分量を求めた。

　2010 年 11 月に材積率で約 30％の間伐を行った。サイズ別に伐倒した６本を対象に幹・枝・葉毎にアロメ

トリー式を作成した後、単木バイオマス量を積算して処理区毎の収穫バイオマス量求めたところ、両処理区と

も幹・枝・葉のバイオマス量はそれぞれ約 70,…7,…7…Mg…ha－ 1 で違いはなかった。このバイオマス量に既往の

文献値を乗じてＮ、Ca収穫量を求めたところ、収穫区と対照区の収穫バイオマス量（枝・葉バイオマス量に相当）

の違いは全収穫量に対して約 15％で小さいが、収穫養分量では約２倍の差が認められた。このことから、枝

条特に養分含有率が高い葉の収穫は林地への養分還元量を大きく減らす可能性があることが明らかになった。

「樹種によるリター分解プロセスに影響を与える要因の定量的解析」

　日本の代表的樹種６種（スギ、ヒノキ、ブナ、ミズナラ、シラカンバ、イタジイ）について、樹種による

リター分解プロセスの違いを生む要因を明らかにするため、落葉分解試験を行い、得られた試料に対して固

体 13C 核磁気共鳴法を用いて、分解に伴う有機物成分動態を解析した。落葉全体の分解速度は全６樹種におい

て 0.40±0.03yr－ 1 を示し、樹種による有意な差を認めなかった。落葉分解に伴う carbonyl 炭素の減少とO/
N-alkyl 炭素の増加は全樹種において認められたが、aromatic 炭素と aliphatic 炭素の動態は樹種によって異

なった。aromatic-C と aliphatic-C の組成比（ARO/A）を比較したところ、広葉樹ではARO/A は分解の進

行に伴って一定、または減少傾向を示したが、この結果は広葉樹の aromatic 炭素の分解性が aliphatic 炭素

と比べ、同等か相対的に高いことを示唆している。逆に、スギやヒノキの落葉ではARO/A の増加傾向が認め

たが、この結果は針葉樹リターの aromatic 炭素は aliphatic 炭素に比べ難分解性であることを示唆している。

このことから、樹種によるリグニン成分の安定性や脂肪族成分の溶脱性、生物的再合成プロセスの違いを反映

した aromatic 炭素や aliphatic 炭素の動態の違いが、樹種ごとの落葉分解プロセスに影響を与えていること

が明らかとなった。

１－２）－（７）生物多様性研究グループ

… 堀野眞一（研究グループ長）、鈴木祥悟、島田卓哉、大西尚樹

　当研究グループでは、森林に生息する野生動物の生態やその管理技術について研究を行っている。対象は主

に哺乳類と鳥類であり、特定の種に注目した研究と群集を取り扱う研究とがある。22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。

「ニホンジカの資源利用」

　ニホンジカの管理は、個体群管理、被害防除、資源利用を三本柱として推進する必要がある。このうち資源

利用は、早くから取り組んで成果の出始めている地域もあるが、東北地方では未だ不十分である。そこで、シ

カが天然資源であることを訴えるとともに、それに対する反応を確かめるため、支所一般公開においてシカ肉

試食会を開き、約 220 人に料理を提供した。その結果、アンケート（回収率約 52％）中の「よかった、面白かっ
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た」と思われたものは何ですか？という設問に対し、シカ肉試食という回答が 78あった。よかったという回

答の提供数に対する比率は、例年好評を得ている森のきのこ汁（よかったという回答 138、提供数約 400）と

ほぼ等しかった。また、シカ肉を試食した人の年齢構成は来場者全体と比較して大きな差がなかった。シカ肉

は普及の努力しだいで広く受け入れられる可能性のあることが示唆された。

「繁殖鳥類群集の長期的組成変化」

　岩手県森林公園野鳥観察の森でなわばり記図法により調査した 1970 年から 2009 年までの 40 年間の繁

殖鳥類データを、10 年間ごとに４期（Ⅰ期 1970 － 1979、Ⅱ期 1980-1989、Ⅲ期 1990-1999、Ⅳ期 2000-

2009）に分けて比較を行った。全種合計のなわばり数は、Ⅰ期とⅡ期間では差はなかったが、Ⅱ期からⅢ期に

かけて減少し、Ⅳ期もⅢ期と同程度で減少したままであった。種数と多様度指数はⅡ、Ⅲ、Ⅳ期と期を追うご

とに減少した。優占種は、Ⅰ期とⅡ期はシジュウカラ、ヒヨドリ、アオジ、Ⅲ期とⅣ期はシジュウカラ、キビ

タキ、ヒヨドリであった。各期間の群集組成を比較するため、優占する 18種類の各期間の合計なわばり数に

ついてχ２検定を行ったところ、優占度構成に有意差が認められ（P<0.01）、群集組成が変化していることが

明らかになった。繁殖群集組成の変化のおもな原因としては、湿地の消失、疎開地の樹林化、一部アカマツの

枯損、広葉樹の増加などの環境変化、カラス類の増加やオオタカの出現による捕食圧の増大などが考えられた。

「アカネズミによるタンニン摂取量の季節変化」

　アカネズミのタンニンに対する防御機構の詳細な過程を明らかにするためには、野外でのタンニン摂取量の

推移を解明する必要がある。昨年度、糞中プロリン含有率を用いて野外でのタンニン摂取量を定量的に評価す

る手法を開発した。そこで、この手法を用いて、岩手大学滝沢演習林と北海道大学雨竜演習林で捕獲されたア

カネズミを対象として、野外でのタンニン摂取量の季節変化を調査した。その結果、堅果豊作年には秋に有意

にタンニン摂取量が増加し、翌夏まで高いレベルが維持されることが判明した。春から夏の高いタンニン摂取

レベルは、アカネズミがコナラあるいはミズナラ実生の地下子葉を採食しているためであると考えられた。こ

のことは、豊作年に関していえば、堅果はアカネズミにとって秋冬限定の餌ではなく、翌夏まで利用可能な資

源となることを示している。

　

「ツキノワグマ個体群の一時的な遺伝構造の変化」

　ツキノワグマが大量出没した年に遺伝構造がどのように変わるのかをマイクロサテライトDNA解析により

明らかにした。調査は 2004 年から 2008 年にかけて富山県で行った。ヘアトラップで回収した体毛および通

常年に狩猟により捕獲された個体を通常個体として扱った。2004 年と 2006 年を大量出没年とし、秋に有害

駆除により捕獲された個体を出没個体として扱った。両者のマイクロサテライトDNA6 遺伝子座の遺伝子型

を決定し、個体間の遺伝的関係と地理的距離について解析を行った。通常個体群では雌雄ともに距離による隔

離の効果が見られるのにたいし、大量出没年の出没個体では遺伝構造は見られなかった。大量出没の翌年には

遺伝構造が回復していることから、大量出没時の遺伝構造は一時的なものであり、次世代への遺伝構造には影

響しないことが示唆された。
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１－２）－（８）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

「ボルバキアに感染したマツノマダラカミキリ個体群の探索」

　先行研究により、マツノマダラカミキリからは昆虫類の共生細菌であるボルバキアの遺伝子が検出されるこ

とが報告されていた。しかし昨年、我々の研究グループは、その検出される遺伝子はマツノマダラカミキリに

感染しているボルバキア由来ではなく、マツノマダラカミキリのゲノムに水平転移したボルバキア遺伝子の単

なる断片であるという事実を明らかにした。この事実は、少なくとも過去のある時点においてマツノマダラカ

ミキリがボルバキアに感染しており、ゲノム転移が起こった後、何らかの理由でボルバキア本体が消滅したこ

とを示唆している。しかし、すべてのマツノマダラカミキリ個体群で同様の現象が起こっているかどうかは定

かではなく、現在もボルバキアを体内に保持しているマツノマダラカミキリ個体群がどこかに存在している可

能性は否定できない。そこで日本各地からマツノマダラカミキリを集め、それらのボルバキア感染の有無を調

査した。北は秋田県から南は沖縄県まで計 11の地域からマツノマダラカミキリを採集し、それらの卵巣また

は精巣を摘出してボルバキアの PCR診断に用いた。その結果、どの地域の個体群も、水平転移により獲得し

たボルバキアの遺伝子は保持していたものの、実際にボルバキアに感染している個体群は見つからなかった。

「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」

　森林樹木の天然更新は実生段階において菌害による阻害を大きく受けている。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ことが明らかになっており、防御機能と環境要因の対応関係

を詳細に調査する必要がある。本研究では、ブナ実生の防御機能の役割に着目し、実生定着の成否を分ける環

境要因を防御機能の発達程度によって評価することを目的とし、天然更新施業の高度化に寄与することを目標

としている。本年度は、ブナ林において光環境とブナの防御機能、および菌害発生率の野外での対応関係を明

らかにするために、ブナ林に設定した調査プロットにおいて、林床の光環境とブナ実生の枯死率を調査し、防

御機能の発達程度を評価するための実生のサンプリングを行った。ブナ実生は光環境の良い林冠ギャップ周辺

に局在して生残する傾向が認められ、実験室でサンプルの防御機能の発達程度を解析中である。

「ビロウドカミキリの飼育・採卵方法の確立」

　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（Lamiini 族）のカミキリムシ類によっ

て媒介される例が次々と発見されてきており、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。このような性質を持った Lamiini 族のカミキリムシとしてビロウドカミキリに着目し、

今後の実験材料を得るために、まずその飼育・採卵方法の確立を試みた。その結果、幼虫飼育にはマツノマダ

ラカミキリ用人工飼料が、成虫飼育にはクワの新鮮葉と乾燥葉が、また産卵木には伐倒後１か月程度経ったカ

ラマツが適していることが明らかになり、ビロウドカミキリの飼育・採卵が可能となった。
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「森林昆虫管理のためのトラップ開発」

　森林生態系の中で昆虫類は、天敵や送粉者、種子食者として、あるいは枯死木や落葉の分解者として重要な

機能を担っている。これら森林昆虫を適切に管理していくためには、広域の森林における昆虫の種構成や数の

変動を長期間にわたりモニタリングしていく技術が不可欠である。このため、近年、トラップの活用が進み、

作業の省力化や得られるデータの質の規格化が進んできた。しかし、既存のトラップの多くは、持ち運びが不

便だったり、サンプルが腐敗しやすいため頻繁に現地を訪れサンプルを回収する必要である等、必ずしも使い

勝手の良いものではなかった。こうした課題を解決するために、枯死木依存の甲虫類を特異的に捕獲する市販

のトラップをモデルとして、新たなトラップの開発をおこなってきた。これまでに13種類のトラップを試作し、

評価と改良を繰り返すなかで、本年度、ようやく目的を満たす形状のトラップが開発できた。このトラップで

は、サンプル回収時の操作性が向上したほか、異物混入がほとんどなく分別作業の効率化も図られた。

１－２）－（９）森林資源管理研究グループ

… 天野智将（研究グループ長）、林　雅秀

「素材生産業者のネットワークが森林管理に与える影響」

　現在森林資源の主体である戦後造林木の利用推進にあたり、素材生産部門の生産性の向上が課題とされてい

る。本研究では、事業者の生産性に森林所有者との関係（ネットワーク）が与える影響について、秋田県仙北

地域を事例に調査し、ネットワーク効果のメカニズムと好ましいネットワークのあり方について検討した。そ

の結果、将来継続的な契約を結ばない関係（弱い紐帯）、もしくは契約相手方である森林所有者同士が互いに

知り合いでない開放的なネットワークを利用している事業者は、そうでない事業者と比較して高い生産性を達

成することが可能である事が明らかになった。

　つづいて既存の研究成果と比較し、森林管理問題の解消にとって好ましいネットワークは、不確実性の所在

と達成すべきパフォーマンスによって異なることを明らかにした。

「北方天然林の流通・加工の動向」

　ナラ、タモ、カエデ、ブナ等広葉樹やヒバ、エゾマツ等の北方天然林材の国内生産はこれまでも減少してき

たが、輸入材によって補完され加工業が成り立ってきた。しかし国公有林からの生産減少が徹底され、産地国

の政策変更や強豪国の台頭によって木材輸入が減少したためこれまで維持されてきた産業も供給不安から国内

生産を見直し、順次海外に移転が進んでいる。その結果主要需要先が失われ、供給量が減りつつも価格が暴落

する事が確認できた。このような場合、次の需要先が定着するまで木材価格は相場を形成できない。

　一方で加工業の流出が続くと、次の需要が形成されることが難しくなり、国産資源は低次な加工をされた後

に海外へ輸出されてしまうことが起きている。

　一方で新商品の開発と普及によって、これまで減少してきた加工方法が大きく増加したケースもあり、地域

資源の利用は消費者に理解される事の明らかになった。

「森林バイオマスの強度収穫と林地保続性の共存」

　秋田県仙北市の山谷沢国有林（スギ49年生人工林）内に３種類の林地残材の収穫強度100％収穫（全木集材）、

50％収穫（全幹集材）、０％収穫（短幹集材）を想定した集材方法を行うプロットを設定し、事前の林分状況
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を把握した。森林の状態及び下層植生、土壌動物に関しプロット間に大きな違いがないこと、地域において平

均的な状況であることを確認した。

　秋に間伐作業を行い、樹体サイズによる枝葉量を算定するためのサンプルを取得。各集材作業方法による工

程能率の違いを測定したあと、林床が想定通りの状況になっているか確認し、持ち出された量を推定した。残

存木から実際の間伐率を算定し、これらの結果、本試験地は試験設計に基づいた状況にあることが確認され、

今後の観測を進めていくこととした。
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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、大村和香子 樹木の腐朽とシロアリの関与 しろあり（日本しろあり対策協会）、
No154:168-12

2010.07

２ 山本幸一 森林と木材 森と緑の研究所研究会報（森と緑の研究所）、
No22

2010.07

３ 山本幸一 木材とクレオソートの仲が良かった
日々

森林技術（日本森林技術協会）、No.820:26-
29

2010.07

４

Yamamoto, K.（山本幸一）、
Kato,…K.（加藤英雄）

Climate…change…and…wood…protection,…
increasing…demand…of… long… life…wood…
products…and…decreasing…production…
of… treated…wood（気候変動と木材保存
　長寿命化要望の増加と保存処理木材
の減少）

The…International…Forestry…Review、…23th…
IUFRO…Abstracts、:p.11

2010.08

５
Koichi…Yamamoto Integrated…utilization…of…wood…resour-

ces…-timber…and…biomass-（木質資源の
総合利用－木材とバイオマス－）

23th… IUFRO、Abstruct… of… FFPRI… Side…
Ivent…Presentation

2010.08

６

Yoshinori…Murata（村田善則）（国際農林
水産業研究センター）、Ryohei…Tanaka
（田中良平）、Kiyohiko…Fujimoto（藤本清彦）、
Akihiko…Kosugi（小杉昭彦）（国際農林水
産業研究センター）、Takamitsu…Arai
（荒井隆益）（国際農林水産業研究センター）、
Eiji…Togawa（戸川英二）、Tsutomu…Takano
（高野　勉）、Koichi Yamamoto（山本幸一）、
Mohd…Nor…Mohd…Yusoff（マレーシア森
林研究所）、WanAsma…Ibrahim（マレーシ
ア森林研究所）、Puad…Elham（マレーシア
森林研究所）、Othman…Sulaiman（マレー
シア理科大）、Rokiah…Hashim（マレーシア
理科大）、Yutaka…Mori（森　隆）（国際農
林水産業研究センター）

Development… of… a… sap… squeezing…
system… from…oil…palm… trunks… for… the…
purpose…of…bioethanol…production（バ
イオエタノール製造のためにのオイル
パーム幹からの樹液搾汁システムの開
発）

Abstracts…of…4th…USM-JIRCAS…Joint…Inter-
national…Symposium:…p.41,…18-20…January…
2011,…Penang,…Malaysia…

2011.01

７
Koichi Yamamoto（山本幸一） Possibility…of…energy…use…of…woody…bi-

omass…in…South-east…Asia（南東アジア
における木質バイオマスのエネルギー
利用の可能性）

Abstracts…of…4th…USM-JIRCAS…Joint…Inter-
national…Symposium、:p.40,…18-20…Janu-
ary…2011,…Penang,…Malaysia…

2011.01

８ 山本幸一 試験地 みどりの東北（東北森林管理局）、No.76:4 2011.07

９ 松浦邦昭、中北　理、小林一三、
星崎和彦、太田和誠、田代隼人

マツノザイセンチュウ接種木樹冠の地
上調査および空中写真の追跡

日本森林学会誌、92(2):72-78 2010.04

10
Nakakita（中北）、Nakamura（中村）、
Ohta（太田）（西武造園）、Hoshizaki（星崎）
（秋田県立大）、Matsuura（松浦）、
Takehana…Itagaki（竹花）（共立航空）

Systematic…control…methods…of…pine…
wilt…disease…using…ortho-photos…and…
UAV.（オルソ写真とUAVを用いた松枯
れ防除システム）

The… international… Forestry… Review、…
12(5):336……

2010.08

11 中北　理 ガリバーとラピュタ みどりの東北、78:4 2010.09
12 松浦邦昭、中北　理 マツノザイセンチュウ接種木を空中写真で追う 林業と薬剤、193:1-8 2010.09

13 中北　理 松くい虫研究から学ぶ病害虫対策への
空中写真の有効性

森林防疫、59（6）:20-25 2010.11

14 中北　理 松の枯れ木を正確に探せ！ フォレストウインズ、43 2010.12

15 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

16 中北　理 次世代に繋がる森林GIS にむけて 日本森林学会大会学術講演集、122:H10 2011.03

17

石原正恵（自然環境研）、石田　健（東大生命院）、
井田秀行（信大教育志賀）、伊東　明（大阪市
大院理）、榎木　勉（九大宮崎演）、大久保達弘
（宇大農）、金子隆之（京大院農）、金子信博（横
国大環境情報院）、倉本惠生、酒井　武、
齊藤　哲、崎尾　均（新大農フィールドセ）、
嵜元道徳（京大フィールドセ）、芝野博文（東大演）、
杉田久志、鈴木三男（東北大植物園）、高木正博
（宮崎大農）、高嶋敦史（琉球大農）、武生雅明
（東農大地球環境）、田代直明（九大北演）、
田中信行、德地直子（京大フィールドセ）、
並川寛司（北教大教）、新山　馨、西村尚之（名
産大環境）、野口麻穂子、野宮治人、日浦　勉
（北大苫小牧）、藤原章雄（東大秩父演）、
星野大介、本間航介（新大農フィールドセ）、
蒔田　明史（秋田県大生資）、正木　隆、吉岡崇仁
（京大フィールドセ）、吉田俊也（北大雨龍研究林）

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

日本生態学会誌、60:111-123 2010

18

Kaoru Niiyama（新山　馨）、
Tamon…Yamashita（山下多聞）（島根大学）、
Kenzo…Tanaka（田中憲蔵）、
Azizi…Ripin（FRIM）、Abd.…Rahman…
Kassim（FRIM）

Root…biomass…estimation… in…a…dipte-
rocarp…forest、Pasoh…Forest…Reserve、
Peninsular…Malaysia（半島マレーシア、
パソ保護林におけるフタバガキ林の地
下部バイオマスの推定）

Abstracts…of… International…Workshop…on…
Forest…Dynamics…and…Carbon…Monitoring…
in…Forest…Ecosystems…in…East…Asia､ 1:…12

2010.01

19 佐藤　保、新山　馨、八木橋勉、Kassim…Abd.
Rahman（FRIM）、Ripin…Azizi（FRIM）

マレーシア丘陵フタバガキ林における
粗大有機物現存量について

日本森林学会大会学術講演集、121:595 2010.04

20

Kaoru Niiyama（新山　馨）、
Takuya…Kajimoto（梶本卓也）、
Yojiro…Matsuura（松浦陽次郎）、
Tamon…Yamashita（山下多聞）（島根大学）、
Naoko…Matsuo（松尾奈緒子）（三重大学）、
Yuichiro…Yashiro（八代裕一郎）（岐阜大学）、
Azizi…Ripin（マレーシア森林研究所）、
Abd.…Rahman…Kassim（マレーシア森林研究所）、
Nur…Supardi…Noor（マレーシア森林研究所）

Estimation…of…root…biomass…based…on…
excavation…of…individual…root…systems…
in… a… primary… dipterocarp… forest… in…
Pasoh… Forest… Reserve、Peninsular…
Malaysia（半島マレーシア、パソ保護
林のフタバガキ天然林における個体ご
との根系掘り取りによる根バイオマス
の推定）

Journal…of…Tropical…Ecology､ 26:271?284 2010.05

21 新山　馨 ガリバーと小人の国 みどりの東北、74:5 2010.05

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

22

Tamotsu…Sato（佐藤　保）、Yohsuke
Kominami（小南陽亮）（静岡大学）、
Satoshi…Saito（齊藤　哲）、Kaoru Niiyama

（新山　馨）、Hiroyuki…Tanouchi（田内裕之）、
Dai…Nagamatsu（永松　大）（鳥取大学）、
Haruto…Nomiya（野宮治人）

Temporal…dynamics…and…resilience…of… fine…
litterfall…in…relation…to…typhoon…disturbances…
over…14…years…in…an…old-growth…lucidophyl-
lous…forest…in…southwestern…Japan（西南日本
の成熟した照葉樹林の台風撹乱を伴ったリター
フォール量の14年間の年々変動と回復について）

Plant…Ecology、208:187-198 2010.06

23
新山　馨・田中憲蔵（森林総合研究所）、
山下多聞（島根大学）、Azizi…Ripin（FRIM）、
Abd.…Rahman…Kassim（FRIM）

パソ保護林における熱帯多雨林の根量
の平面的不均質性と垂直分布

日本熱帯生態学会年次大会講演要旨集、
20:19

2010.06

24

Niiyama Kkaoru（新山　馨）、Yamashita…
Tamon（山下多聞）（島根大学）、Kenzo
Tanaka（田中憲蔵）、Azizi…Ripin（FRIM）、
Abddul…Rahman…Kassim（FRIM）

Root…biomass…estimation…by…allometric…
and… soil-pit…methods… in…Pasoh…Forest…
Reserve、Peninsular…Malaysia（半島マレー
シア、パソ保護林におけるアロメトリー法およ
び土壌堀取りによる地下部バイオマスの推定）

Pasoh…international…symposium:…Celebra-
ting…25…years…lowland…tropical…forest…rese-
arch、15

2010.11

25 新山　馨 熱帯林の減少と劣化 地球環境学事典（弘文堂）、114-115 2010.11

26 新山　馨、小川みふゆ、九島宏道、
高橋和規、佐藤　保、酒井　武、田内裕之

人工林の広葉樹林化に向けた広葉樹の
更新に関する文献の収集と評価

日本森林学会誌、92(6):292-296 2010.12

27
Abd.…Rahman…Kassim（FRIM）、
Samsudin…Musa（FRIM）、Ismail…Harun
（FRIM）、Kaoru Niiyama（新山　馨）、
Ohtani…Tatsuyao（大谷達也）

Impact…of… selective…cutting…on…stan-
ding…carbon…stock…of…hii…dipterocarp…
forest（丘陵フタバガキにおける択抜が
炭素蓄積に与える影響）

FRIM/JIRCAS… joint… seminar… …「Ecology…
and…Genetics…of…Dipterocarps」-Its…role…in…
sustainable…forest…management、5

2011.01

28 新山　馨 広葉樹林化を考える 岩手の林業、2:6 2011.02

29

Asako…Miyamoto（宮本麻子）、
Makoto…Sano（佐野真琴）、
Hiroshi…Tanaka（田中　浩）、
Kaoru Niiyama（新山　馨）

Changes… in… forest… resource…utilization…
and… forest… landscapes… in… the…southern…
Abukuma…Mountains、Japan…during…
the…20th…century（20 世紀における日本阿
武隈山地南部の森林資源利用と景観変化）

Journal…of…Forest…Research、16(2):87-97 2011.03

30 齊藤　哲、新山　馨、野宮治人 越境汚染物質の影響評価にむけた照葉
樹林の長期動態指標の比較解析

日本生態学会研究発表要旨集、58:P2-342 2011.03

31

杉村　乾、田中　浩、正木　隆、
牧野俊一、岡部貴美子、滝久　智、
宮本麻子、松浦俊也、吉丸博士、
菊地　賢、島田和則、高橋正義、
新山　馨、柴田銃江、林　雅秀、
吉村真由美、末吉昌宏、前藤　薫、
吉田謙太郎

森林が社会にもたらす様々な恵みを評
価する

第２期中期計画成果集　重点課題アイ c　森
林の保健・レクリエーション機能等の活用
技術の開発、16-17

2011.03

32 新山　馨、九島宏道、齊藤智之、
柴田銃江、堀良　通

北茨城市小川試験地におけるササ類３
種の 20年間の動態

日本生態学会研究発表要旨集、58:P1-022 2011.03

33
松田陽介（三重大院生資）・木村ゆきな
（三重大生資）・中村克典・伊藤進一郎
（三重大院生資）

青森県と鹿児島県の海岸クロマツ林に
おけるCenococcum…geophilumの出現
状況

中部森林研究、159：239-240 2010.03

34
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）

マツ材線虫病診断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
イセンチュウの再検出

日本森林学会大会学術講演集、121:…Pc2-49 2010.04

35

中村克典、中北　理、松浦邦昭（元森
林総研）、田代隼人（共立航空撮影）、
竹花衛（共立航空撮影）、室崎英輝（共
立航空撮影）、黒川朝子（共立航空撮影）、
板垣恒夫（森林航測研究）、小澤洋一
（岩手県林技セ）、長岐昭彦（秋田県森
林技セ）、星崎和彦（秋田県立大）、
小林一三（元秋田県立大）

高精度オルソ航空写真を利用したマツ材線
虫病被害木探査技術のマニュアル化

日本森林学会大会学術講演集、121:…Pc2-50 2010.04

36 中村克典 ポルトガルにおけるマツ材線虫病：マ
ツ材線虫病の拡大と防除対策

グリーン・エージ、438:9-12 2010.06

37 中村克典 マツ材線虫病ついに青森県に発生！ ForestWinds、41 2010.06
38 中村克典 北上するマツ材線虫病 森林科学、59:35-38 2010.06

39

中村克典、竹花　衛（共立航空撮影）、
中北　理

An…aerophotography…based…system…for…
detecting…and…on-site… locating…of…da-
maged…trees…with…discolored…foliage（航
空写真技術を応用した針葉変色を伴う森林
被害の検出と位置特定のためのシステム）

International…Forestry…Review、12(5):382-
383

2010.08

40
中村克典 松くい虫被害木完全駆除に向けて：「航空

写真とGISを利用した松くい虫ピンポイン
ト防除法の開発」プロジェクトから

岩手の林業、663:6 2010.08

41 中村克典 北東北における松くい虫被害の生態的
特徴

森林・林業技術交流発表集平成 21 年度、
198-200

2010.08

42

中村克典、長岐昭彦（秋田県森林技術セ
ンター）、小澤洋一（岩手県林業技術セン
ター）、高橋健太郎（岩手県森林整備課）、
田代隼人（共立航空撮影）、板垣恒夫
（森林航測研究）、太田和誠（西武造園）、
星崎和彦（秋田県立大）

要防除木特定のためのマツノマダラカ
ミキリ生息確認調査：はしごによる樹
幹調査の有効性と限界

東北森林科学会誌、15:51-87 2010.09

43

中村克典、相川拓也、前原紀敏、
市原　優、神崎菜摘、加賀谷悦子、
小坂　肇、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）、
矢本智之（青森県農林水産部）

マツ材線虫病北限未侵入域におけるマツノ
マダラカミキリおよび　Bursaphelenchus
属線虫の生息確認調査

日本森林学会大会学術講演集、122:96 2011.03

44

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

岩手・宮城内陸地震によって発生した
土砂災害の特徴と発生機構

森林総合研究所研究成果選集（平成 22年）、
24-25

2010.01

45
野口正二、金子智紀（秋田県森林技術
センター）、大原偉樹、田村浩喜（秋田
県森林技術センター）、平井敬三

秋田県長坂試験地の気象特性 森林総合研究所研究報告、9(4):167-191 2010.12
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著　　者　　名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号頁 発行年月

46
Yasuhiro…Ohnuki（大貫靖浩）、
Abdul…Rahim…Nik（マレーシア森林研究所）、
Shoji Noguchi（野口正二）、
Shozo…Sasaki（佐々木尚三）

Effects…of…a…buffer…zone…against…sedi-
ment…discharge… from… logging… roads…
and…skid…trails…in…Bukit…Tarek…Experi-
mental…Watershed,…Malaysia

Japan…Agricultural…Research…Quarterly、
44(2):187-196

2010.04

47 村上　亘、細田育広、野口正二 多雪山地源流域における流出土砂量の
経時変化

地形、31(2):171-192 2010.04

48
吉永秀一郎、坪山良夫、相澤州平、
阿部俊夫、志知幸治、野口正二、
岡本　透、溝口岳男、細田育広、
篠宮佳樹、釣田竜也、清水貴範

日本の森林流域における栄養塩の収支 日本森林学会大会学術講演集、121:466 2010.04

49 野口正二、三森利昭、多田泰之、安田幸生 2008 年岩手・宮城内陸地震前後におけ
る災害地周辺の先行土湿

砂防学会誌、63(1):39-43 2010.05

50 三森利昭、多田泰之、大丸裕武、
村上　亘、野口正二、安田幸生

岩手・宮城内陸地震で発生した崩壊の
特徴（Ⅱ）

砂防学会研究発表会概要集、52-53 2010.05

51 野口正二、安田幸生 森林小流域における部分伐採と皆伐が
蒸発散に及ぼす影響

日本地球惑星科学連合 2010 年大会予稿集、
AHW019-P01

2010.05

52
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）、石川具視（秋田県森林技術センター）

スギ林における間伐区と無間伐区の積
雪深の比較

水文・水資源学会誌、23(4):339-346 2010.07

53 金子智紀（秋田県森林技術センター）、
野口正二、武田響一（秋田県林業コンサルタント）

スギ人工林の間伐が流況におよぼす影響 東北森林科学会大会講演要旨集、15:64 2010.08

54
金子智紀（秋田県森林技術センター）、
武田響一（秋田県林業コンサルタント）、
野口正二、大原偉樹、藤枝基久

積雪地帯の近接した３小流域における
水文特性の比較

日本森林学会誌、92(2):208-216 2010.08

55 田村浩喜（秋田県森林技術センター）、
野口正二

大潟村広葉樹防風林の生育状況 東北森林科学会大会講演要旨集、15:2 2010.08

56

野口正二、阿部　修（防災科学技術研究
所雪氷防災センター）、小杉健二（防災科
学技術研究所雪氷防災センター）、
根本柾樹（防災科学技術研究所雪氷防災
センター）、望月重人（防災科学技術研究
所雪氷防災センター）、佐藤　威（防災科
学技術研究所雪氷防災センター）

新庄における日積雪深の長期変動 雪氷研究大会講演要旨集、2010、58 2010.09

57 金子智紀（秋田県森林技術センター）、
野口正二

天然更新したクロマツ稚樹群の成長と
光環境

日本海岸林学会鹿児島大会研究発表会講演
要旨集、7-8

2010.11

58 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）

間伐が無積雪期における蒸発散量に及
ぼす影響

日本森林学会大会学術講演集、122:216 2011.03

59 坪山良夫、久保田多余子、延廣竜彦、野口正二、
金子智紀（秋田県森林技術センター）

間伐すると森林からの水流出はどうな
る？

成果集アイ b、12-13 2011.03

60
坪山良夫、清水貴範、久保田多余子、
飯田真一、延廣竜彦、玉井幸治、
村上　亘、阿部俊夫、野口正二、
細田育広、清水　晃、壁谷直記

森林のせせらぎ、その水はどこをどの
ように流れてきたのか？

成果集イイ a、30-31 2011.03

61 細田育広、坪山良夫、野口正二 森林の再生と水流出の長期的な関係 成果集アイ b、14-15 2011.03

62
坪山良夫、清水貴範、久保田多余子、
飯田真一、延廣竜彦、玉井幸治、村上　亘、
阿部俊夫、野口正二、細田育広、清水　晃、
壁谷直記

森林をめぐる水の動き 成果集イイ a、32-33 2011.03

63 野口正二、安田幸生、岡本　隆、
坪山良夫、玉井幸治、落合博貴

東北森林管理局山地森林水土保全機能
調査

東北森林管理局山地森林水土保全機能調査
事業報告書（平成 22年度）

2011.03

64 小谷英司、垂水亜紀、松本猛、門田春夫、
弘田孝行

下ル川山スギ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、51:28-29 2010.01

65 小谷英司、垂水亜紀 滑床山スギとヒノキ 森林総合研究所四国支所年報、51:30-31 2010.01
66 稲垣善之、酒井　敦、野口麻穂子、

倉本惠生、小谷英司、山田　毅、川崎達郎
高知市におけるスギ・ヒノキ落葉の長
期変動

日本森林学会関西支部大会要旨集、61:47 2010.01

67
Eiji Kodani（小谷英司）、
Aki…Tarumi（垂水亜紀）、
Yoshio…Awaya（粟屋善雄、岐阜大）

Estimating…forest…productivity…index…of…
manmade…coniferous…stands…using…low…
density…LiDAR（低密度航空機 LiDARに
よる人工針葉樹林の生産指数の推定）

ISPRS…Technical…commission…VIII…Kyoto…
Symposium、CD-ROM:1-3

2010.08

68

Eiji Kodani（小谷英司）、
Aki…Tarumi（垂水亜紀）、
Yoshio…Awaya（粟屋善雄、岐阜大）

Estimating…site…index…of…Sugi（Crypto-
meria…japonica）and…Hinoki（Chamae-
cyparis…obtusa）manmade…coniferous…
stands… using… low…density… airborne…
LiDAR.（低密度航空機 LiDARによるスギ
とヒノキ人工針葉樹林の地位指数の推定）

IUFRO…world…congress…XXIII、CD-ROM:1 2010.08

69 小谷英司 低密度航空機 LiDAR を用いたスギ・ヒ
ノキ人工針葉樹林の炭素量推定

本森林学会大会学術講演要旨集（CD-ROM）、
122:1.

2011.03

70
杉村　乾、田中　浩、牧野俊一、岡部貴美子、
滝久　智、松浦俊也、吉村真由美、柴田銃江、
前藤　薫（神戸大）、吉田謙太郎（長崎大）

森林生態系が社会にもたらす様々な
サービスの評価に関する研究

森林総合研究所平成 22 年度研究成果選集、
30-31

2010.01

71 杉田久志、高橋利彦、柴田銃江、星野大介、
櫃間　岳、八木橋　勉、中村克典

岩手県雫石町のアカマツ－落葉広葉樹二段林
におけるアカマツ抜き切り後の林分構造の変化

東北森林科学会誌、15(1):11-19. 2010.03

72 柴田銃江、田中　浩、新山　馨、長池卓男（山
梨県）、石田　敏（東北大）、中静　透（東北大）

森林景観における野生生物への食物資
源供給機能の定量化

OECD国際共同プログラム後援・生物多様性条約
COP10 記念シンポジウムポスター講演要旨集、5

2010.04

73

Kazuhiko…Hoshizaki（星崎和彦（秋田県
大））、Yasue…Yamamoto（山本ヤスエ（秋
田県大））、Yu…Masuya（増谷　悠（秋田
県大））、Mitsue Shibata（柴田銃江）、
Hiromu…Moriya（守屋　拓（秋田県大））、
Yuko…Yoshizawa（吉澤結子（秋田県大））

Ecological…significance…of…seed…secon-
dary…metabolites… in…a… rodent-disper-
sed… tree：adaptation… to… seed-eating…
dispersers?（動物散布種子の二次代謝
物質の生態的意義：種子食者への適応
か？）

International… symposium-Workshop…on…
Frugivores…and…Seed…Dispersal、5:77

2010.06

74

Mitsue SHIBATA（柴田銃江）、
Takashi…MASAKI（正木　隆）、
Hiroshi…TANAKA（田中　浩）、
Kaoru NIIYAMA（新山　馨）、
Shin…ABE（阿部　真）、
Tohru…NAKASHIZUKA（中静　透）

Effects…of…abiotic…and…biotic… factors…
and…stochasticity…on…tree…regeneration…
in…a…temperate…forest…community（温
帯林において、生物および非生物要因が
樹木の更新に与える影響とその不確実性）

Ecoscience、17:137-145 2010.06
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75
Akiko…Takahashi（高橋明子（京大））、
Mitsue Shibata（柴田銃江）、
Takuya…Shimada（島田卓哉）

Effects…of…seed…characteristics…on…the…
individual…seed… fates…of…a…deciduous…
oak…species…Quercus…serrata（コナラの
種子生存過程に対する種子特性の効果）

International… symposium-Workshop…on…
Frugivores…and…Seed…Dispersal、5:31

2010.06

76

Takashi…Masaki（正木　隆）、
Tohru…Nakashizuka（中静　透（東北大））、
Mitsue Shibata（柴田銃江）、
Yosuke…Kominami（小南陽亮（静岡大））、
Dai…Nagamatsu（永松　大（島根大））、
Kazuhiko…Hoshizaki（星崎和彦（秋田県大））、
Daisuke Hoshino（星野大介）

How…does…dispersal… limitation… facili-
tate…species…coexistence…in…temperate…
forests?：comparison… among… three…
forests… in…Japan.（種子散布制限は温
帯林の多種共存をどの程度促進すする
か？日本の３つの森林の比較による検
証）

International… symposium-Workshop…on…
Frugivores…and…Seed…Dispersal、5:88

2010.06

77

Mitsue Shibata（柴田銃江）、Takashi…
Masaki（正木　隆）、Hiroshi…Tanaka（田中　浩）、
Kaoru Niiyama（新山　馨）、
Shigeo…Iida（飯田滋生）、Shin…Abe（阿部　真）、
Tohru…Nakashizuka（中静　透（東北大））

Effects…of…abiotic…and…biotic… factors…
and…stochasticity…on…tree…regeneration…
in…a…temperate…forest…community（温
帯林群集の樹木更新に対する生物・非
生物的要因と確率論的要因の効果）

Ecoscience、17(2):137-145. 2010.08

78
杉田久志、（木工舎「ゆい」）、高橋利彦、
森澤　猛、柴田銃江、八木橋勉、
星野大介、櫃間　岳、柳谷新一

岩手県好摩のコナラ林における間伐後
38年間の成長

東北森林科学会大会講演要旨集、15:78 2010.08

79 星崎和彦（秋田県立大）、守屋　拓（秋田県
立大）、柴田銃江、吉澤結子（秋田県立大）

トチノキの未熟種子に含まれる二次代
謝物質サポニンの濃度とばらつき

日本生態学会大会講演要旨集、58:P3-025 2011.03

80 正木　隆、柴田銃江、中静　透（東北大）何本稚樹があれば将来森林となるか～小
川群落保護林の長期データに基づいて～

日本森林学会大会講演要旨集、122:H19 2011.03

81
正木　隆、中静　透（東北大）、柴田銃江、
小南陽亮（静岡大）、永松　大（島根大）、
真鍋　徹（北九州博物館）、星野大介、
星崎和彦（秋田県立大）

種子散布制限が温帯林の樹種の共存に
もたらす効果

日本生態学会大会講演要旨集、58:P3-043 2011.03

82
柴田　嶺（東北大）、黒川紘子（東北大）、
八田芙美香（東北大）、柴田銃江、
正木　隆、田中　浩、中静　透（東北大）

樹木の萌芽特性の種間差は何によって
決まるのか？

日本生態学会第 58 回大会講演要旨集、
58:P3-138

2011.03

83 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？－御岳山崩れ森
林回復の軌跡－

第２期中期計画成果集イイ b、28-29 2011.03

84 新山　馨、九島宏道、齊藤智之、
柴田銃江、堀良　通（茨城大）

北茨城市小川試験地におけるササ類３
種の 20年間の動態

日本生態学会第 58 回大会講演要旨集、
58:P1-022

2011.03

85 森澤　猛、星野大介、櫃間　岳、
杉田久志

ヒノキ天然更新の成功を判断する：三浦実
験林木曽ヒノキ天然更新試験地の結果から

第 122 回日本森林学会大会学術講演集（CD-
ROM）、241

2011.03

86 八木貴信 木の形から読み解くブナ稚樹の “知恵 ”
－成長にあわせて生き方を変える－

林業いばらき、633:9 2010.04

87 八木貴信 成長にあわせて体形を変え、競争を生
き抜くブナの「知恵」

季刊　森林総研、11:12-13 2010.11

88 八木貴信 競争を生き抜くブナの若木の戦略：成
長にあわせて体形を変える

第 2期中期計画成果集イイ b、24-25 2011.03

89

Yagihashi Tsutomu（八木橋勉）、
Otani…Tatsuya（大谷達也）（国際農研）、
Tani…Naoki（谷　尚樹）（国際農研）、
Nakaya…Tomoki（中谷友樹）（立命館大）、
Abd.Rahman…Kassim（FRIM）、
Matsui…Tetsuya（松井哲哉）、
Tanouchi…Hiroyuki（田内裕之）

Habitats… suitable… for… the… establish-
ment…of…Shorea…curtisii… seedlings… in…
the…Semangkok…hill…forest,…Malaysia

Abstracts…of… International…Workshop…on…
Forest…Dynamics…and…Carbon…Monitoring…
in…Forest…Ecosystems…in…East…Asia、1:…40

2010.01

90
Sato…Tamotsu（佐藤　保）、
Yagihashi Tsutomu（八木橋勉）、
Niiyama Kaoru（新山　馨）、
Abd.Rahman…Kassim（FRIM）、Azizi…Ripin

Preliminary…survey…of…coarse…woody…
debris（ＣＷＤ）stocks… in…a…hill…dip-
terocarp… forest,… Semangkok…Forest…
Reserve,…Malaysia

Abstracts…of… International…Workshop…on…
Forest…Dynamics…and…Carbon…Monitoring…
in…Forest…Ecosystems…in…East…Asia、1:…39

2010.01

91

Tatsuya…Otani（大谷達也）、
Tsutomu…Yagihashi（八木橋勉）、
Naoki…Tani（谷　直樹）、Hiroyuki…Tanouchi
（田内弘之）、Kaoru Niiyama（新山　馨）、
Azizi…Ripin（FRIM）、
Abd.…Rahman…Kassim（FRIM）

Changes… in… the… structure…and…species…
composition…of…natural…and…selectively…
logged…hill…dipterocarp…forests…over…16…
years… in…Peninsular…Malaysia.（半島マ
レーシアの丘陵フタバガキ天然林および択伐
林における１６年間の構造と種組成の変化）

The…8th… Flora…Malesiana… Symposium、
Singapore、159

2010.08

92

Matsui…Tetsuya（松井哲哉）、Takahashi
Kiyoshi（高橋　潔）、Tanaka…Nobuyuki
（田中信行）、Hijioka…Yasuaki（肱岡靖明）、
Horikawa…Masahiro（堀川正弘）、
Yagihashi,Tsutomu（八木橋勉）、
Harasawa…Hideo（原沢英夫）

Evaluation…of…habitat…sustainability…and…
vulnerability…for…Siebold's…beech（Fagus…
crenata）forests…under…110…hypotheti-
cal…climatic…change…scenarios…in…Japan
（110 通りの温暖化シナリオにおけるブナ林
ハビタットの持続性と脆弱性の評価）

International…Forestry…Review、12:…71 2010.08

93

Yagihashi Tsutomu（八木橋勉）、
Otani…Tatsuya（大谷達也）（国際農研）、
Tani…Naoki（谷　尚樹）（国際農研）、Nakaya
Tomoki（中谷友樹）（立命館大）、Abd.
Rahman…Kassim（FRIM）、Matsui…Tetsuya
（松井哲哉）、Tanouchi…Hiroyuki（田内裕之）

Habitats… suitable… for… the… establish-
ment…of…Shorea…curtisii…seedlings…in…a…
hill…forest…in…Peninsular…Malaysia

Journal…of…Tropical…Ecology、26:…551-554 2010.09

94 八木橋勉、星崎和彦 Ｒをつかってみよう―回帰分析と多変量解析の例 日本生態学会東北地区大会講演要旨集、55:………3 2010.12

95 八木橋勉、松井哲哉、中谷友樹、
田中信行

Ｒ実用例―温暖化がブナ林の生態的分
布適域に及ぼす影響

日本生態学会東北地区大会講演要旨集、55:17 2010.12

96
Yagihashi Tsutomu（八木橋勉） Habitats… suitable… for… the… establish-

ment…of…Seraya…seedlings… in… the…Se-
mangkok…hill…forest

Abstracts…of…Seminar…for…Ecology…and…Ge-
netics…of…Dipterocarps1、:…7-8

2011.01

97 飯田滋生、八木橋勉、田内裕之、
九島宏道、Higuchi…Niro（INPA）

アマゾン天然林における林冠ギャップ
動態

日本生態学会大会講演要旨集、58:…P2-048 2011.03

98 杉田久志、八木橋勉、正木　隆、
金指達郎

ブナ天然更新の成功を判断する？東北・
中部地方各地の試験地の結果から

日本森林学会大会学術講演集、122:…240 2011.03

99
小高信彦、高嶋淳史（琉大・農）、城間　篤
（辺土名高、現沖縄県自然保護課）、大城勝吉
（やんばる学びの森）、比嘉鶴見（東村博物館）、
福田　真（環境省・やんばる）、八木橋勉

沖縄島北部やんばる地域の固有鳥類ノ
グチゲラ・ヤンバルクイナ・ホントウ
アカヒゲの分布決定要因　

日本生態学会大会講演要旨集、58:…P2-308 2011.03
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100

Ogawa…Mifuyu（小川みふゆ）、Yamaura…Yuich
（山浦悠一）（北海道大学）、Abe…Shin（阿部　真）、
Hoshino Daisuke（星野大介）、Hoshizaki…
Kazuhiko（星崎和彦）（秋田県立大）、Iida…Shigeo
（飯田滋生）、Katsuki…Toshio（勝木俊雄）、
Masaki…Takashi（正木　隆）、Niiyama Kaoru

（新山　馨）、Saito…Satoshi（齊藤　哲）、Sakai…
Ttakeshi（酒井　武）、Sugita…Hisashi（杉田久志）、
Tanouchi…Hiroyuki（田内裕之）、Amano…Tatuya
（天野達也）（農環研）、Taki…Hisamichi（滝　久智）、
Okabe…Kkimiko（岡部貴美子）

Use…of… two…population…metrics…clari-
fies…biodiversity…dynamics… in… large-
scale…monitoring:…the…case…of…trees…in…
Japanese…old-growth…forests.（大スケー
ルでの生物多様性の変化を２つの測定
項目で明らかにする－日本の成熟した
天然林を例に－）

OECD国際共同プログラム後援・生物多様性
条約COP10 記念シンポジウム講演要旨、5

2010.04

101 星野大介、安田幸生、小野賢二、
櫃間　岳、西園朋広、千葉幸弘

安比ブナ二次林における積み上げ法
NPPの 10 年間の変動

第 121 回日本森林学会大会学術講演集（CD-
ROM）、Pa2-31

2010.04

102
西村尚之（群馬大・社会情報）、星野大介、
清野達之（筑波大・生命環境）、杉田久志、
鳥丸　猛（弘前大・農生）

御岳亜高山帯常緑針葉樹林における主
要３樹種の稚樹の出現パターンと更新
環境の不均一性

日本生態学会第 58回大会講演要旨集 2011.03

103

小川みふゆ、山浦悠一（北大・農）、
阿部　真、星野大介、星崎和彦（秋田大
県立大）、飯田滋生、勝木俊雄、正木　隆、
新山　馨、齊藤　哲、酒井　武、
杉田久志、田内裕之、天野達也（農環研）、
滝　久智、岡部貴美子

成熟した天然林における 192種 52科の
樹木個体群の変化：森林動態データベー
スを中心としたモニタリングデータから

日本生態学会研究発表要旨集、58:P2-086 2011.03

104

小川みふゆ、山浦悠一（北大・農）、
阿部　真、星野大介、星崎和彦（秋田大
県立大）、飯田滋生、勝木俊雄、正木　隆、
新山　馨、齊藤　哲、酒井　武、杉田久志、
田内裕之、天野達也（農環研）、滝　久智、
岡部貴美子

Use…of… two…population…metrics…clari-
fies…biodiversity…dynamics… in… large-
scale…monitoring：the…case…of… trees…
in…Japanese…old-growth… forests,…The…
need…for…multiple…population…metrics…
in…large-scale…monitoring.

Environmental…Monitoring…and…Assess-
ment

Accept

105
櫃間　岳 第15回森林施業研究会シンポジウム「機

能発揮を目指した森林整備―その現状
と技術的検証―」の報告

森林技術、818:22-23 2010.05

106 櫃間　岳、韓　慶民、千葉幸弘 異なるフェノロジーの広葉樹に被陰さ
れたヒバ稚樹の光合成と成長

日本森林学会大会学術講演集、122:776 2011.03

107

Yoshiyuki…Kiyono（清野嘉之）、Satoshi…
Saito（斎藤　哲）、Tomoaki…Takahashi
（高橋與明）、Keizo Hirai（平井敬三）、
Hideki…Saito（斎藤英樹）、Tamotsu…Sato
（佐藤　保）、Junpei…Toriyama（鳥山淳平）、
Yukako…Monda（門田有佳子）、Yoshiyuki…
Awaya（粟屋善之）（岐阜大学）、Masanobu
Shimada（島田政信）（宇宙航空研究開発機構）、
Takashi…Inoue（井上高司）・Ryusuke…Hatano
（波多野隆介）（北海道大学）、Sophal…
Chann・Samreth…Vanna（カンボジア森林
局）、Thy…Sum（カンボジア環境省）、
Mamoru…Kanzaki（神崎　護）（京都大学）、
Limin…Suwid（パランカラヤ大学）、
Nengah…Surati…Jaya（ボゴール農科大学）

Important…subcategory…of…greenhouse…
gas…emissions… from…degraded… forest-
land：CO2…emissions…from…biomass…in…
a… seasonal… forest… in…Cambodia…and…
soil…organic…matter… in…a…peat…swamp…
forest…in…Indonesia（劣化した森林から
排出される温暖化ガスの主要項目：Ｃ
カンボジアの季節林ではバイオマスか
らの CO2、インドネシアの泥炭湿地林
では土壌有機物である）

関東森林研究、62:167-170 2011.03

108

Jumpei…Toriyama（鳥山淳平）、
Keizo Hirai（平井敬三）、Sophal…
Chann（カンボジア森林局）、Seiichi…
Ohta（太田誠一）（京都大学）、Yasuhiro…
Ohnuk（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）、Hideki…Saito
（斎藤英樹）、Yoshiyuki…Kiyono（清野嘉之）
and…Masamichi…Takahashi（高橋正通）

Soil…carbon…stock…in…tropical…monsoo-
nal… forests…and…rubber…plantations… in…
Cambodia（カンボジアの熱帯季節林と
ゴム林における土壌炭素蓄積）

Abstarcts、International…Workshop…on…
Forest…Dynamics…and…carbon…Monitoring…
in…Forest…Ecosystems…in…East…Asia、24

2010.10

109

Keizo Hirai（平井敬三）、
Masamichi…Takahashi（高橋正通）、
Pitayakorn…Limtong（タイ土地開発局）、
Sontam…Sukusawangタイ国立公園野生動
物水保全局）、Junpei…Toriyama（鳥山淳平）
and…Yoshiyuki…Kiyono（清野嘉之）

Soil…carbon…stock…of… tropical…monso-
onforest… in…western…Thailand（タイ西
部の熱帯季節林における土壌炭素蓄積）

Abstarcts、International…Workshop…on…
Forest…Dynamics…and…carbon…Monitoring…
in…Forest…Ecosystems…in…East…Asia、38

2010.10

110
鳥山淳平、平井敬三、清野嘉之、
Sophal…Chann（カンボジア森林局）、
Pelo（カンボジア森林局）、神崎　護
（京都大学）、齋藤英樹

カンボジアの林齢の異なるゴム林にお
ける炭素蓄積

関東森林研究、62:203-205 2011.03

111 金子真司、稲垣昌宏、平井敬三、
野口享太郎

北関東低山地域の森林におけるリター
フォールによる養分供給量

関東森林研究、62:187-190 2011.03

112
鳥山淳平、太田誠一、大貫靖浩、伊藤江利子、
神崎護（京都大学）、荒木　誠、Sophal…Chann・
Tith…Bora・Keth…Samkol・Keth…Nang（カンボ
ジア森林局）、平井敬三、清野嘉之

カンボジア熱帯季節林域における土壌
炭素蓄積様式

日本森林学会大会学術講演集、121、447 2010.04

113
平井敬三、高橋正通、Limtong…Pitayakorn
（タイ土地開発局）、Suksawang…Songtam
（タイ国立公園野生動物水保全局）、
鳥山淳平、清野嘉之

東南アジアの熱帯季節林における森林
タイプ毎の土壌炭素蓄積量の差違

日本森林学会大会学術講演集、121、483 2010.04

114
清野嘉之、鳥山淳平、平井敬三、齋藤英樹、
Sophal…Chann・Keth…Nang・Pelo（カンボ
ジア森林局）

ゴム林の齢とバイオマス、枯死木量－
カンボジアの低地常緑林地の一事例－

熱帯生態学会年次大会講演要旨集、20 2010.06

115

Keizo Hirai（平井敬三）、Kenji Ono
（小野賢二）、Shuhei…Aizawa（相澤州平）、
Tadashi…Sakata（阪田匡司）、
Masaru…Sanada（真田　勝）（元森林総研）、
Koichi Yamamoto（山本幸一）

Impact… of…whole… tree…harvesting… in…
natural…fir…stand…on…soil…property…and…
tree… growth…of… spruce…plantation… in…
immature…soil…at…Hokkaido、northern…
Japan（北海道の未熟土地帯におけるエゾ
マツ皆伐時の全木集材が土壌特性と植栽
されたアカエゾマツの成長におよぼす影響）

Abstract… Joint… Japanese-Finnish…Forest…
Research…Seminar…Forestry… in…changing…
environments

2010.08
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116
Takashi…Yamanaka（山中高史）、
Keizo Hirai（平井敬三）、
Shuichiro…Yoshinaga（吉永秀一郎）、
Masamichi…Takahashi（高橋正通）

Nitrogen-fixing…activity… in…decompo-
sing…Cryptomeria…japonica…litter（スギ
分解落葉の窒素固定活性）

Abstract… Joint… Japanese-Finnish…Forest…
Research…Seminar…Forestry… in…changing…
environments

2010.08

117
岩谷綾子（秋田県森林技術センター）、
澤田智志（秋田県森林技術センター）、
金子智紀（秋田県森林技術センター）、
平井敬三

スギ人工林間伐前後における林内雨の
pHと ECの変化

東北森林科学会大会講演要旨集、15、67 2010.08

118 平井敬三、小野賢二、相澤州平、
阪田匡司、真田　勝（元森林総研）

土壌特性と植栽木の成長に対する全木
集材の影響

東北森林科学会大会講演要旨集、15、77 2010.08

119

Takahiro…Nakanishi（中西貴宏）・
Jun…Koarashi（小嵐　淳）・Mariko…Atarashi
－ Andoh（安藤－新　麻里子）（原研）
and…Keizo Hirai（平井敬三）

Dissolved…organic…carbon…dynamics…
in…a…cool…temperate…forest…soil：clues…
from…13C…and…14C…signatures（冷温帯
の森林土壌における溶存有機炭素動態
-13C と 14Cを指標として－）

International…symposium…on…Isotope…Eco-
logy…2010、86

2010.11

120

Jumpei…Toriyama（鳥山淳平）、Keizo Hirai
（平井敬三）、Sophal…Chann（カンボジア
森林局）、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）、Hideki…Saito（斎藤英樹）、
Yoshiyuki…Kiyono（清野嘉之）
and…Masamichi…Takahashi（高橋正通）

Ground-based… study…on… soil… carbon…
stock… in… forests…and…rubber…plantati-
ons… in…Cambodia（カンボジアにおけ
る地上調査による森林とゴム林の土壌
炭素蓄積）

Program…and…Abstruct…International…Sym-
posium…on…Forest…Monitoring…Methodolo-
gies…for…Addressing…Climate…Change…Using…
ALOS…PALSAR、24

2010.11

121

Koichi…Moriya（守屋耕一）・Jun…Koarashi
（小嵐　淳）・Mariko…Atarashi－Andoh
（安藤－新　麻里子）（原研）、Jun…Moriizumi
（森泉純）・Hiromi…Yamazawa（山澤弘実）
（名古屋大学）and…Keizo Hirai（平井敬三）

Identifying…sizes…and… turnover… times…
of…rapidly-cycling…soil…organic…carbon…
pools…by…thin-layered…soil…incubations…
and…14C…measurements（土壌培養と
14C 測定による早い循環土壌有機炭素
プールのサイズと滞留時間の同定）

International…symposium…on…Isotope…Eco-
logy…2010、84

2010.11

122

keizo Hirai（平井敬三）、
Junpei…Toriyama（鳥山淳平）、
Mao…Hak・Thy…Sum（カンボジア環境省）、
Yoshiyuki…Kiyono（清野嘉之）
and…Masamichi…Takahashi（高橋正通）

Measurements…of… soil… carbon… stock… in…
Cambodian… forest… using… the… Japanese…
system…of… forest…soil…carbon…monitoring…
method（日本の森林土壌炭素観測手法に基
づくカンボジアの森林土壌炭素蓄積の定量）

Program…and…Abstruct…International…Sym-
posium…on…Forest…Monitoring…Methodolo-
gies…for…Addressing…Climate…Change…Using…
ALOS…PALSAR、31

2010.11

123

Mariko…Atarashi－Andoh（安藤－新　麻里子）・
Jun…Koarashi（小嵐　淳）・Koichi…Moriya
（守屋耕一）・Takahiro…Nakanishi（中西貴宏）
（原研）、Shigehiro…Ishizuka（石塚成宏）
and…Keizo Hirai（平井敬三）

Seasonal…and…spatial…variations…in…car-
bon… isotopic… ratios… in…CO2…respired…
from…a…beech…forest…floor（ブナ林土壌
から放出される二酸化炭素の炭素安定
同位対比の季節的空間的変動）

International…symposium…on…Isotope…Eco-
logy…2010、83

2010.11

124

Takashi…Yamanaka（山中高史）、
Keizo Hirai（平井敬三）、
Shuhei…Aizawa（相澤州平）、
Shuichiro…Yoshinaga（吉永秀一郎）、
Masamitchi…Takahashi（高橋正通）

Nitrogen-fixing…activity… in…decompo-
sing… litter… of… three… treespecies… at… a…
watershed…in…eastern…Japan（東日本の
ある流域における３樹種の分解落葉の
窒素固定活性）

Journal…of…Forest…Research、16、1-7 2011.02

125
平井敬三、鳥山淳平、
Mao…Hak・Thy…Sum（カンボジア環境省）、
清野嘉之、高橋正通

カンボジアにおける森林劣化にともな
う土壌炭素蓄積の変化

日本森林学会学術講演集、122:777 2011.03

126
鳥山淳平、太田誠一（京都大学）、大貫靖浩、
荒木　誠、神崎　護（京都大学）、平井敬三、
清野嘉之、Mao…Hak・Thy…Sum（カンボジア
環境省）、Sophal…Chann（カンボジア森林局）

カンボジア南東部の熱帯季節林におけ
る土壌理化学特性－標高との対応－

日本森林学会学術講演集、122:754 2011.03

127 細川奈々枝・伊東大介・
小林　元（信州大学）、平井敬三

ヒノキ若齢林の斜面上部と下部におけ
る土壌窒素の年間無機化量

中部森林研究、59、49-50 2011.03

128 細川奈々枝・伊東大介・
小林　元（信州大学）、平井敬三

ヒノキ若齢林の斜面上部と下部におけ
る土壌窒素無機化速度の季節変化

日本生態学会講演要旨集、58、302 2011.03

129

浦川梨恵子（東京農工大学）、柴田英昭
（北海道大学）、菱　拓雄（九州大学）、
稲垣善之、舘野隆之輔（鹿児島大学）、
福澤加里部（北海道大学）、戸田浩人
（東京農工大学）、平井敬三、中西麻美・
福島慶太郎（京都大学）、中田　誠
（新潟大学）、小柳信宏（新潟件環境衛
生研究所）、榎木　勉（九州大学）

気候変動による積雪変化が森林土壌の
物質循環機能に及ぼす影響－全国サイ
トにおける土壌の化学的性質－

日本森林学会学術講演集、122:46 2011.03

130
三森利昭、大丸裕武、黒川　潮、
岡本　隆、村上　亘、多田泰之、
小川泰浩、岡田康彦、大野泰宏（現鳥
取県）、野口正二、安田幸生、浅野志穗

岩手・宮城内陸地震で発生した土砂災
害の特徴と発生機構

森林総合研究所研究成果選集（平成 22
年）、:24-25

2010.01

131
三森利昭、大丸裕武、黒川　潮、
岡本　隆、村上　亘、多田泰之、
小川泰浩、岡田康彦、野口正二、
安田幸生、浅野志穗、大野泰宏（現鳥取県）

2008 年岩手・宮城内陸地震による土砂
災害

水利科学、54(3):105-127 2010.08

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

安比高原ブナ二次林における生態系炭
素収支の年々変動とその要因

東北森林科学会第 15回大会講演要旨集、25 2010.08

133
山野井克己、溝口康子、安田幸生、
大谷義一、中井裕一郎、北村兼三、
高梨　聡、玉井幸治、清水貴範、
小南裕志、深山貴文、萩野裕章

フラックス観測ネットワークとデータ
ベース公開

森林総合研究所第 2期中期成果集 2011

134
小南裕志、深山貴文、安田幸生、
玉井幸治、壇浦正子（京都大学）、
上村真由子（日本大学）

森林生態系での二酸化炭素（CO2）の
移動と収支を明らかにする

森林総合研究所第 2期中期成果集 2011

135 安田幸生、渡辺　力（北海道大学）、
大谷義一

森林－大気間のエネルギーのやり取り
と収支を明らかにする

森林総合研究所第 2期中期成果集 2011
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136

YASUKO…MIZOGUCHI（溝口康子）、
YOSHIKAZU…OHTANI（大谷義一）、
YUICHIRO…NAKAI（中井裕一郎）、
SATORU…TAKANASHI（高梨　聡）、
HIROKI…IWATA（岩田拓記）（アラスカ大）、
YUKIO YASUDA（安田幸生）、
Takashi…NAKANO（中野隆志）（山梨環境研）、
Taisuke…YASUDA（安田泰輔）（山梨環境研）、
TSUTOMU…WATANABE（渡辺　力）（北海道大学）

Climatic… characteristics…of… the…Fuji-
yoshida… forest…meteorology…research…
site（富士吉田森林気象試験地における
気候特性）

富士山研究、5、1-6 2011.03

137 志知幸治、池田重人、安田幸生 安比高原における完新世後期以降の森林変遷 日本森林学会学術講演集、122 2011.03

138

溝口康子、中井裕一郎、高梨　聡、
大谷義一、山野井克己、北村兼三、
宮田　明（農環研）、間野正美（農環研）、
小野圭介（農環研）、村山昌平（産総研）、
高橋善幸（国環研）、三枝信子（国環研）、
平田竜一（北大）、安田幸生、岩田拓記
（アラスカ大）、近藤裕昭（産総研）

移動観測システムを用いた森林・水田
におけるフラックス比較観測

日本農業気象学会全国大会講演要旨（2011
年）、130

2011.03

139 山野井克己、北村兼三、溝口康子、
安田幸生、中井裕一郎

落葉広葉樹林における風害および虫害
による炭素収支の変化

日本農業気象学会全国大会講演要旨（2011
年）、193

2011.03

140
山田　毅、宮本和樹、Jupiri…Titin
（サバ森林研究センター）

土壌水分と数種のフタバガキ科樹種の
成長　－マレーシアサバ州におけるア
グロフォレストリー試験の結果－

日本森林学会大会学術講演集、　121（CD-
ROM）:…Pb2-03

2010.04

141 篠宮佳樹、山田　毅、稲垣善之、
吉永秀一郎、鳥居厚志

多雨地の森林流域からの年間の無機態
窒素流出量の変動

生物地球化学研究会研究集会研究発表要旨
集（2010）、23

2010.11

142 篠宮佳樹、山田　毅、稲垣善之、
吉永秀一郎、鳥居厚志

四万十川源流部森林流域からの大雨時
における硝酸態窒素の流出メカニズム

日本森林学会大会学術講演集、　122（CD-
ROM）:…Pb2-40

2011.03

143
山田　毅、天野智将、櫃間　岳、
小谷英司、下田直義、西園朋広、
稲垣善之、平井敬三、小野賢二、山本幸一

収穫強度の異なるスギ間伐林における
立地環境　－田沢湖試験地におけるバ
イオマス収穫量－

日本森林学会大会学術講演集、　122（CD-
ROM）:…Pb2-56

2011.03

144 平井敬三、小野賢二、相澤州平、
阪田匡司、真田　勝

未熟土地域における全木集材が植栽木
の樹高生長に及ぼす影響

日本ペドロジー学会 2010 年度大会講演要旨
集、32

2010.04

145

小野賢二、平井敬三、荒木　誠、高橋正通、
松浦陽次郎、石塚成宏、酒井佳美、
田中永晴、平政政和、宮城　健（沖縄
県森林資源研）、漢那賢作（沖縄県宮古
農林水産振興セ）、比嘉政隆（沖縄県庁）、
阪田匡司、相澤州平、酒井寿夫

落葉リター分解過程における有機物成
分組成の経時変化に関する樹種間比較

日本森林学会大会学術講演集、121、460 2010.04

146
橋本昌司、小野賢二、酒井佳美、
石塚成宏

測定可能なプールで構築した土壌炭素
動態モデル－日本で観測されたリター
分解…データを用いたパラメータ決定－

日本地球惑星科学連合 2010 年大会、Onli-
ne

2010.05

147

高橋正通、石塚成宏、鵜川　信、
酒井佳美、酒井寿夫、小野賢二、
橋本昌司、松浦陽二郎、森貞和仁

Carbon…stock… in… litter,…deadwood,…and…
soil… in… Japan’s… forest… sector… and… its…
comparison…to…carbon…stock… in…agricul-
tural…soils.（日本の森林土壌におけるリター、
枯死木、土壌炭素としての炭素貯留量と、
農地土壌における炭素貯留量との比較）

Soil…Science…and…Plant…Nutrition（土壌肥
料学会英文誌）、56:19-30

2010.08

148
小野賢二 研究の森からNo.198　スギ林と広葉樹

林の土壌の違い－落ち葉の分解プロセ
スからその理由に迫る－

季刊森林総研 10:16-17 2010.08

149
小野賢二、安田幸生、平井敬三 融雪水による落葉リター由来のDOCの

生成パターンー融雪ライシメーターと
リターバッグ法による定量解析－

東北森林科学会大会講演要旨集、15、66 2010.08

150

小野賢二、平舘俊太郎、森田沙綾香
（農環研）、平井敬三

Influence…of…organic…carbon…composi-
tions…and…climates…on…litter…decompo-
sition…rates…on…the…forest…floors.（森林
林床におけるリター分解速度へ炭素成
分及び気候条件が及ぼす影響）

Proceedings…of… the… international… confe-
rence…of…SOM…stabilization（土壌有機物の
安定化に関する国際学会要旨集）、232

2010.09

151
小野賢二、平舘俊太郎、森田沙綾香、
大瀬健嗣（農環研）、平井敬三

落葉分解・腐植生成プロセスの樹種間
比較－固体 13C 核磁気共鳴法およびリ
ターバック法による定量的解析

日本土壌肥料学会講演要旨集、56:12 2010.09

152
酒井寿夫、小野賢二、佐野哲也、
石塚成宏

日本の主要な森林におけるリターフォールと堆積
有機物中の窒素蓄積量とリター分解過程における
窒素量の変化について－文献情報の整理から－

日本森林学会関西支部、日本森林技術協会
関西・四国支部連合会合同大会研究発表要
旨集、61:52

2010.1

153

小野賢二、平舘俊太郎、森田沙綾香、
大瀬健嗣（農環研）、平井敬三

Humification…processess…of…needle…litters…
on…forest…floors…in…Japanese…cedar（Cryp-
tomeria… japonica）　and…Hinoki…cypress
（Chamaecyparis… obtusa）　plantations…
in…Japan.（スギおよびヒノキ人工林林床にお
ける針葉リターの腐植化プロセスの解析）

Plant…and…Soil（植物と土壌）、338:171 ？
181

2011.01

154
小野賢二、平舘俊太郎、森田沙綾香
（農環研）、平井敬三

樹種によるリター分解プロセスの違い
が落葉リターの分解速度に及ぼす影響：
日本の森林５林分におけるリター成分
動態の定量的比較

第 58回日本生態学会大会講演要旨集、394 2011.03

155

小野賢二、平井敬三、荒木　誠、
高橋正通、松浦陽次郎、酒井佳美、
田中永晴、平出政和、相澤州平、
阪田匡司、酒井寿夫、石塚成宏、
宮城　健（沖縄県森林資源研究セ）、
漢那賢作、比嘉政隆（沖縄県庁）

落葉分解プロセスにおける炭素および
窒素の動態

日本森林学会大会学術講演集、122、735 2011.03

156 堀野眞一 岩手のシカはどこにいる？ 岩手の林業、630:6 2010.05

157 堀野眞一、野宮治人 シカの影響を３年半受けた広葉樹林の
変化と回復過程

第 16回野生生物保護学会・日本哺乳類学会
2010 年度合同大会講演要旨集、:165

2010.09

158 中村充博、鈴木祥悟、由井正敏
（東北鳥類研究所）

マツ材線虫病の生物的防除のためのア
カゲラ誘致用の人工巣丸太

林業と薬剤、192:9-16 2010.06

159 鈴木祥悟 白神山地暗門調査地における繁殖鳥類モニタリング 東北森林科学会大会講演要旨集、15:33 2010.08
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160 鈴木祥悟、由井正敏（東北鳥類研究所）、
青山一郎（東北森林管理局）、中村充博

岩手県中部の混交林における繁殖鳥類
群集の 40年間の変化

野生生物保護学会大会講演要旨集、16:103 2010.09

161
Takuya Shimada（島田卓哉）、
Akiko…Takahashi（高橋明子、京大）、
Mitsue Shibata（柴田銃江）

Effects…of…seed…size…and…chemical…variati-
on…on…seed…fates…in…a…deciduous…oak…spe-
cies…Quercus…serrata（コナラにおける個々の
種子の形質が種子の生存過程に及ぼす影響）

Journal… of… Integrated…Field… Science、　
7:15-18

2010.06

162
Takuya Shimada（島田卓哉）、
Akiko…Takahashi（高橋明子、東大）、
Mitsue Shibata（柴田銃江）

Effects…of…subindividual…variation…in…seed…traits…
on…seedling…establishment…success… in…a…deci-
duous…oak,…Quercus…serrata（コナラにおける種
子形質の個体内変異が繁殖成功に与える影響）

International… Symposium-Workshop…on…
Frugivory…and…seed…dispersal…abstracts、
5:31

2010.06

163
河本英憲（東北農セ）、関矢博幸（東北農セ）、
押部明徳（東北農セ）、小松篤司（東北農セ）、
福重直樹（東北農セ）、島田卓哉

配置方法の工夫によるロールベールサ
イレージのネズミ害対策

東北畜産学会大会、60 2010.08

164

Takuya Shimada（島田卓哉）、
Akiko…Takahashi（高橋明子、首都大）、
Mitsue Shibata（柴田銃江）

Effects…of…seed…traits…on…some…fitness…
components…of…mother… trees… in…a…de-
ciduous…oak,…Quercus…serrata（コナラ
における種子形質の個体内変異が繁殖成
功に与える影響）

個体群生態学会講演要旨集、2010:33 2010.09

165 土原和子（いわき明星大）、島田卓哉 アカネズミにおける有害物質の無毒化
に関わる調節タンパク質の単離

日本動物学会講演要旨集、81 2010.09

166 泉佳代子（北大）、島田卓哉、
齊藤　隆（北大）

アカネズミのタンニン耐性の地理的変異　？生
息地におけるドングリの有無は影響するのか？？

哺乳類学会・野生生物保護学会合同大会講
演要旨集、2010:118

2010.09

167 島田卓哉、西井絵里子（北大）、齊藤　隆（北大）、
高橋明子（首都大）、柴田銃江

野外における野ネズミのタンニン摂取量推定から明ら
かになったこと　？ドングリは秋冬限定の餌ではない？

哺乳類学会・野生生物保護学会合同大会講
演要旨集、2010:54

2010.09

168 島田卓哉 近赤外分光法を用いたドングリ化学成
分の非破壊測定法

森林と林業、2011(1):14-15 2011.01

169 泉佳代子（北大）、島田卓哉、齊藤　隆（北大）アカネズミにおけるタンニンへの馴化
成功のプロセスを探る

日本生態学会講演要旨集、58 2011.03

170 島田卓哉、高橋明子、柴田銃江 種子形質のばらつきの大きさがコナラ
母樹の繁殖成功に影響する

日本生態学会第 58回大会講演要旨集、58 2011.03

171 島田卓哉、高橋明子（首都大）、柴田銃江 種子形質のばらつきの大きさがコナラ
母樹の繁殖成功に影響する

日本生態学会講演要旨集、58 2011.03

172

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）

The…shift… in…genetic…structure…due… to…
seasonal…intrusion…in…a…black…bear…po-
pulation（季節移動が引き起こすツキノ
ワグマ個体群の遺伝構造の変化）

American…Genetic…Association…Annual…
Symposium,…ABSTRACT、26　

2010.07

173 大西尚樹、安河内彦輝（総研大） 九州で最後に捕獲されたツキノワグマ
は九州産ではなかった

日本哺乳類学会 2010 年大会講演要旨集、
61

2010.09

174 大西尚樹、安河内彦輝（総研大） 九州で最後に捕獲されたツキノワグマの起源 哺乳類科学、50(2):177-180 2010.12

175 大西尚樹 個体群のなりたちと遺伝的構造　？　
東日本と西日本を比較する

日本のクマ -- ヒグマとツキノワグマの生物
学（東京大学出版会）、189-208

2011.02

176
菅家恵未（北大）、銭谷純平（北大）、石橋靖幸、
Anna…Pauline…de…Guia（フィリピン大学）、
大西尚樹、河合久仁子（北大）、齊藤　隆（北大）

エゾヤチネズミの北海道集団における
遺伝的多様性と空間的遺伝構造

日本生態学会講演要旨集、58:P3-181 2011.03

177
大西尚樹、湯浅　卓（野生動物保護管
理事務所）、森光由樹（兵庫県大／森林
動物研究センター）、大井　徹

ツキノワグマの大量出没によって遺伝
構造はどう変わるか？

日本生態学会講演要旨集、58:P2-175 2011.03

178 磯野昌弘 スキャナーと画像解析ソフトによるト
ラップサンプルの簡易評価の試み

日本昆虫学会講演要旨、70:52 2010.09

179

Yuichi…YAMAURA（山浦悠一）、
Hisatomo…TAKI（滝久　智）、
Hiroshi…MAKIHARA（槙原　寛）、
Masahiro ISONO（磯野昌弘）、
Yasutaka…FUJITA（藤田泰崇（岩手大学））、
Kimiko…OKABE（岡部貴美子）

Revisitation…of… sites…surveyed…19…years…
ago…reveals…impoverishment…of…longhor-
ned…beetles…in…natural…and…planted…forests
（19 年後の再訪調査は天然林と植栽林にお
けるカミキリムシの衰退を明らかにした）

Entomological…Science、　14(1):56-67 2011.01

180

Noritoshi Maehara（前原紀敏）、
Masahiko…Tokoro（所　雅彦）

Effect…of…unsaturated… fatty…acids…around…
pupal… chambers… of…Monochamus… alter-
natus（Coleoptera：Cerambycidae）　and…
Acanthocinus…orientalis（Coleoptera：Ce-
rambycidae）　on…the…number…of…Bursap-
helenchus… xylophilus（Nematoda：Para-
sitaphelenchidae）　carried…by…the…beetles
（マツノマダラカミキリとヒゲナガモモブトカミキ
リが保持するマツノザイセンチュウの数に及ぼす
蛹室周辺の不飽和脂肪酸の影響）

Nematology、12(5):721-729 2010.01

181 前原紀敏、神崎菜摘 Bursaphelenchus　属線虫４種の　Lamiini
族カミキリムシ３種への乗り移り

日本森林学会大会学術講演集、121:181 2010.04

182 前原紀敏 日本の線虫研究拠点紹介シリーズ第６回
森林総研東北

日本線虫学会ニュース、51:11-13 2010.07

183 前原紀敏、神崎菜摘、相川拓也、
中村克典

Bursaphelenchus　属線虫５種の　Lamiini
族カミキリムシ５種への乗り移り

日本森林学会大会学術講演集、122:97 2011.03

184
Akiko…Takahashi（高橋明子）、
Yu Ichihara（市原　優）、Yuji…Isagi
（井鷺裕司）、Takuya Shimada（島田卓哉）

Effects…of…acorn…tannin…content…on…infection…
by…the…fungus…Ciboria…batschiana.（ナラミノチャ
ワンタケ感染に対する堅果のタンニン濃度の影響）

Forest…Pathology、40:…96-99 2010.04

185 市原　優、升屋勇人、窪野高徳 コナラとミズナラの堅果に対するCiboria
batschiana の病原性

日本森林学会誌、92(2):100-105 2010.04

186 窪野高徳、壽田智久（福島林セ）、市原　優 スギ黒点病の伝播に関与する胞子体の形態と生理的性質 日本森林学会大会学術講演集、121:697 2010.04

187 市原　優、升屋勇人、窪野高徳、田中功二
（青森県林試）、兼平文憲（元青森県林試）

ヒバ漏脂病に関与するCistella…japonica
の培養菌叢からのエチレン生成

日本森林学会大会学術講演集、121:C05 2010.04

188 杉田久志、市原　優、長池卓男（山梨
森林総研）、高橋利彦（木工舎「ゆい」）

積雪環境傾度に沿った本州亜高山帯性針葉樹の
分布様式の成立に関わる稚樹定着過程のちがい

日本森林学会大会学術講演集、121:250 2010.04
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189 升屋勇人、Clive…M.…Brasier（イギリス森

林総研）、市原　優、窪野高徳
日本産 Ophiostoma…ulmi と O.…novo-
ulmi…ssp.…americana の遺伝的特徴

日本菌学会大会講演要旨集、54 2010.05

190
Ichihara Yu（市原　優）、
Yamaji…Keiko（山路恵子）、
Nakashima…Tadakazu（中島忠一）、
Kubono…Takanori（窪野高徳）

An…antifungal…substance… isolated… from…
Quercus…crispula… sapwood… inoculated…
with…Raffaelea…quercivora.（ナラ菌を接種
したミズナラ辺材から単離された抗菌物質）

International…Forestry…Review、12…(5):397 2010.08

191 窪野高徳、壽田智久（福島林セ）、
山本茂弘（静岡県森林研究セ）、市原　優

菌類を用いた散布法によるスギ花粉飛
散防止技術の検討

東北森林科学会講演要旨集、15 2010.08

192 市原　優 天然更新に関与する樹木病害、シリーズ森と微生物（11） 山林、1518:54-57 2010.11
193 升屋勇人、市原　優、神崎菜摘、窪野高徳 日本におけるニレ類立枯病菌の分布 森林防疫、59(6):220-225 2010.11

194
升屋勇人（森林総研）、市原　優（森林総研
東北）、神崎菜摘、窪野高徳（森林総研）、
石原　誠、山口岳広（森林総研北海道）

Ophiostoma…ulmi と O.…novo-ulmi…ssp.…
americana の北海道における分布状況

日本森林学会大会学術講演集、122:Pa2-80 2011.03

195
高橋明子（首都大）、市原　優、島田卓哉 コナラ種子のタンニン含有率がナラミ

ノチャワンタケ感染に与える影響－非
破壊成分分析法を用いた接種実験－

日本生態学会講演要旨集、58:P3-044 2011.03

196
杉田久志、高橋利彦（木工舎「ゆい」）、
市原　優

亜高山帯性針葉樹の実生定着阻害に及ぼ
す積雪下温度環境の影響　－地表面と根張
り・マウンド上の冬季温度環境のちがい－

日本生態学会講演要旨集、58:J1-05 2011.03

197
市原　優、中島忠一、升屋勇人・加藤　厚、
蓬田英俊（岩手県林業技術センター）・
松永孝治・大平峰子（森林総研林育セ九州）

青変菌とマツノザイセンチュウを接種
したアカマツとクロマツの辺材におけ
る防御物質の集積

日本森林学会大会学術講演集、122:D24 2011.03

198
窪野高徳、秋庭満輝、高畑義啓、市原　優、
升屋勇人、壽田智久（福島林セ）、
阪上宏樹（森林総研）

日本各地域から分離したスギ黒点病菌
の培養的諸性質と病原性の比較

日本森林学会大会学術講演集、122:Pa2-85 2011.03

199
Natsumi… Kanzaki（神崎菜摘）、Eriko…
Kawaguchi（川口エリ子）（鹿児島県森林技術
総合センター）、Takuya Aikawa（相川拓也）、
Noritoshi Maehara（前原紀敏）

On…Bursaphelenchus…yongensis…Gu,…
Braasch,…Burgermeister,…Brandstetter…
&…Zhang,…2006…in…Japan（日本における
Bursaphelenchus…yongensisについて）

Nematology、12(5):803-806 2010.01

200 相川拓也、菊地泰生、神崎菜摘 マツ材線虫病診断キット 実用化カタログ - 産官学連携に向けて－（森
林総合研究所）、22-23

2010.01

201 相川拓也、菊地泰生、神崎菜摘 マツ材線虫病診断キットの開発 第 2期中期計画成果選集（森林総合研究所） 2010.03

202
菊地泰生、神崎菜摘、長谷川浩一（中部大学）、
秋庭満輝、高梨琢磨、相川拓也、
中村克典、三輪錠司（中部大学）、佐橋憲生

マツノザイセンチュウドラフトゲノム
の解読

日本森林学会大会学術講演集、121:…C18 2010.04

203
相川拓也、安佛尚志（産総研）、二河成男
（放送大学）、菊地泰生、柴田　洋（愛媛大学）、
深津武馬（産総研）

マツノマダラカミキリから検出される
共生細菌ボルバキアの遺伝子の正体

日本森林学会大会学術講演集、121:185 2010.04

204 相川拓也 マツノザイセンチュウのDNA情報を利用した簡易なマツ
材線虫病診断法－マツ材線虫病診断キットのご紹介－

森林と林業（日本林業協会）、14-15 2010.05

205 相川拓也 種の壁を越えた遺伝子の転移－マツノマダラカミキリ
の染色体上に共生細菌ボルバキアの遺伝子を発見－

季刊森林総研（森林総合研究所）、9:14-15 2010.05

206 著者名欄なし　担当者：相川拓也 マツノザイセンチュウのＤＮＡ情報を利用し
た簡易なマツ材線虫病診断法の開発

林業新技術 2010（森林総合研究所）、3-4 2010.07

207
相川拓也、安佛尚志（産総研）、二河成男
（放送大）、菊地泰生、柴田　洋（愛媛大）、
深津武馬（産総研）

生物の種を超えた遺伝子の転移－マツ
ノマダラカミキリの常染色体上に共生
細菌ボルバキアの遺伝子を発見－

森林総合研究所研究成果選集（平成 22年版）
（森林総合研究所）、62-63

2010.07

208

Aikawa Takuya（相川拓也）、
Anbutsu…Hisashi（産総研）、Nikoh…Naruo
（放送大学）、Kikuchi…Taisei（菊地泰生）、
Shibata…Fukashi（愛媛大）、
Fukatsu…Takema（産総研）

Insect…vector…of…pinewood…nematode…
carries…many…Wolbachia…genes…on…an…
autosome（マツノザイセンチュウの媒
介昆虫は常染色体上に数多くのボルバ
キアの遺伝子を持っている）

International…Forestry…Review、12:372 2010.08

209 相川拓也 簡易でかつ迅速なマツ材線虫病診断法
が開発されたそうですが

STAFF…Newsletter（農林水産先端技術産業
振興センター）、21:6

2010.08

210

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）、山本貴一（青森県
森林組合連合会）、相川拓也、前原紀敏、
市原　優、中村克典

青森県蓬田村に発生したマツ材線虫病
被害木について

東北森林科学会講演要旨集、15:22 2010.08

211 相川拓也 LAMP法による診断キットの特徴と使い方 樹木医学会講演要旨集、15:10-11 2010.11
212 相川拓也、二河成男（放送大）、

安佛尚志（産総研）
ボルバキアに感染したマツノマダラカ
ミキリ個体群の探索

日本森林学会大会学術講演集、122: 2011.03

213 天野智将 スギの国際デビュー 岩手の林業（岩手県林業改良普及協会）、636:7 2010.11
214 天野智将 バイオマス利用における森林への影響

－東北支所の取り組み－
森林総合研究所東北支所年報（森林総合研
究所東北支所）、51:28

2010.12

215 天野智将 森林資源管理研究グループ 森林総合研究所東北支所年報（森林総合研
究所東北支所）、51:10-11

2010.12

216 天野智将、立花　敏 木製品輸出の現状と将来 中国の森林・林業・木材産業－現状と展望
－（日本林業調査会）、379-393

2010.12

217 天野智将 合板企業の国産材集荷体制 山・里の恵みと山村振興（日本林業調査会）、83-93 2011.03
218 林　雅秀、三須田善暢（岩手県立大）、

庄司知恵子（岩手県立大）、高橋正也（岩手大）
地域の文化の発掘：歴史に埋もれた漆
器生産

フォレストウィンズ、42: 頁なし 2010.01

219 金澤悠介（立教大）、林　雅秀、
吉良洋輔（東北大）、海野道郎（東北大）

入会林野管理の計量社会学的研究 日本社会学会報告要旨集、83: 頁なし 2010.01

220 三須田善暢（岩手県立大）、林　雅秀、
庄司知恵子（岩手県立大）、武笠俊一（三重大）

石神と煙山の現在：日本農村社会学に
おける古典的モノグラフの調査地再訪

岩手県立大学盛岡短期大学部　研究論集、
12:47-52

2010.04

221 田中　亘、山本伸幸、林　雅秀 林業経営統計からみた林家の経営動向 森林応用研究、19(1):9-16 2010.04
222 林　雅秀、天野智将 素材生産業者のネットワークが森林管

理に与える影響
社会学評論、61(1):2-18 2010.06

223 八巻一成、庄子　康（北海道大）、林　雅秀 希少資源管理のガバナンス 林業経済学会秋季大会、2010 年 :ページなし 2010.11
224 西園朋広、林　雅秀、天野智将、中北　理 狼の巣人工林収穫試験地及び大開人工

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（森林総合研
究所東北支所）、51:23-25

2010.12
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１－４）　研究資料
１－４）　－　（１）

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

… 小谷英司（チーム長（地域資源利用担当））・西園朋広（本所資源解析研究室）・

… 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）・

… 森澤　猛 *（森林生態研究グループ）

　*　現　農林水産技術会議事務局　研究開発官室

１　はじめに

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

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

て継続調査を実施してきている。本年度、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

収穫試験地において定期調査を実施したので、これまでの成長経過と併せて調査の概要を報告する。なお、秋

田森林管理署・米代東部森林管理署・米代東部森林管理署上小阿仁支署の方々には調査に際して便宜を図って

頂いた。また、秋田県森林技術センターの澤田智志氏には、調査への協力を頂いた。ここに記して、厚くお礼

申し上げる。

２　大沢人工林収穫試験地調査の概要

　この試験地は、東北森林管理局秋田森林管理署 164 林班と、と１- ２小班のスギ人工林に 1938 年に設置さ

れた。試験地は秋田県仙北市（旧田沢湖町）にあり、海抜高は約 260 ｍである。

　試験地のスギは 1908 年に植裁された。植裁本数は 3000 本 /ha である（1908 年に 600 本 /ha の補植がな

された）。植裁後 1914 年まで毎年下刈りが実施され、1916 年と 1919 年には蔓切りが実施された。1938 年

に林分の相対的な成績により、上、中および下の３つの試験区が設定された（以下、それぞれ第１分区、第２

分区および第３分区と記す）。試験区の面積は第１分区で 0.20ha、第２分区で 0.22ha および第３区で 0.21ha

である。試験区の傾斜は、第一分区と第三分区はほぼ平坦で、第三分区で北東に５～ 20°傾斜している。試験

地の立木に対して、1938 年から 1958 年まで５年おきに毎木調査が行われ、さらに 1980 年、1990 年およ

び 2001 年に毎木調査が行われた。なお、すべての測定時点において胸高直径 7.0㎝以上のスギ個体について

胸高直径、樹高が測定された。なお、試験地設定後 1938 年、1948 年、1958 年、1980 年、1993 年および

2007 年に間伐が実施された。

　2010 年４月に、試験地設定以来９回目の定期調査を実施した。胸高直径、樹高および枝下高を直径巻尺と

超音波測高器を用いて測定した。測定作業には 5.5 人日を要した。調査結果の概要をこれまでの成長経過と併

せて図１に示す。なお、図上には調査時の生立木のみの集計値がプロットされている。

　本試験地に関連した報告として、寺崎ら（1964）、和泉ら（2007）および西園ら（2008）等がある。

３　相内沢人工林択伐試験地調査の概要

　この試験地は、東北森林管理局米代東部森林管理署 3012 林班は小班のスギ人工林に 1937 年に設置された。
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試験地は、秋田県小坂町にあり、海抜高は約 400 ｍである。

　試験地のスギは、1906 年に植栽された。植栽本数は 3300 本 /ha である（1908 年に 330 本 /ha の補植が

なされた）。植栽後、1913 年まで毎年下刈りが実施され、1919 年には蔓切り、1922 年と 1951 年には枝打

ちが実施された。また、1924 年、1931 年および 1932 年には除伐が実施された。1937 年に林分の相対的な

成績により、上、中および下の３つの試験区が設定された（以下、それぞれ第１分区、第２分区および第３分

区と記す）。試験区の面積は第１分区で 0.211ha、第２分区で 0.203ha および第３区で 0.20ha である。試験

区はほぼ平坦地である。試験地の立木に対して 1937 年から 1957 年まで５年おきに毎木調査が行われた。す

べての測定時点において胸高直径 7.0㎝以上のスギ個体について胸高直径、樹高が測定された。ここまでの観

測によって、この試験地の成長量が著しく不良であることがわかった。くわえて、第一分区においては伏状性

のスギ稚樹の発生が多いことから、1957 年に人工林収穫試験地を廃止して、第一分区のみをスギ人工林択伐

試験地として再設定した。

　その後、1969 年、1994 年および 2000 年に択伐試験地内の上木と下木の調査がなされた。上木については、

胸高直径、樹高が測定された。下木については、1969 年に樹高、1994 年と 2000 年に直径と樹高が測定された。

ただし、下木の個体識別はなされていない。また、これ以外に 1984 年と 1986 年に下木の調査が実施された

ようだが、データが残っていない。なお、試験地設定後、1937 年、1942 年、1957 年、1969 年および 1987

年に間伐が実施された。

　2010 年４月に試験地設定以来９回目の調査を実施した。上木について、胸高直径、樹高および枝下高を直

径巻尺と超音波測高器を用いて測定した。測定作業には2.0人日を要した。また、2010年５月に下木（樹高1.2

ｍ以上のスギと胸高直径３㎝以上の広葉樹）について、胸高直径、樹高および枝下高を直径巻尺、超音波測高

器もしくは測竿を用いて測定し、個体番号を付与した。測定作業には 5.0 人日を要した。上木の調査結果の概

要をこれまでの成長経過と併せて図１に示す。なお、図上には調査時の生立木のみの集計値がプロットされて

いる。

　本試験地に関連した報告として、金・小坂（1987）などがある。

４　上大内沢人工林収穫試験地調査の概要

　この試験地は東北森林管理局米代東部森林管理署上小阿仁支署 134 林班い１－４小班に 1939 年に設定さ

れた。試験地は秋田県上小阿仁村にあり海抜高は 150 ｍである。

　試験地のスギは1912年に植栽された。植栽本数は4000本 /haであり、植栽後５回の下刈り、３回の蔓きり、

３回の除伐が実施された。1939 年に林分の相対的な成績により第一区（0.18ha）、第二区（0.15ha）、第三

区（0.15ha）の３試験区が設定された。斜面方位は北北東から東南、傾斜は 6-23 度である。第一区は、37、

47、52、77 年生時に、第二区と第三区は、47、52、77 年生時に間伐された。1949 年から 1979 年に５年毎、

初回と 1979 年以降は 10年毎で定期調査を実施している。

　第 11回の定期調査は、2010 年 10 月に実施した。直径、樹高、枝下高を直径巻尺と超音波測高器で全木を

測定した。森林資源調査とペンキ塗りなど管理作業に８人日を要した。調査結果の概要を図３に示す。設定当

初は本数密度が、第一区＞第二区＞第三区であったが、途中間伐のために第三区＞第一区＞第二区となった。

林分の平均樹高から判断して各区の地位に大きな差は無い。

　本試験地に関連した報告として、寺崎ら（1964）、和泉ら（2007）および西園ら（2008）等がある。
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図３　上大内沢人工林試験地の成長経過
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森林総合研究所東北支所構内の鳥類と哺乳類の目録

　　　　　　　　　　鈴木祥悟（生物多様性研究グループ）・由井正敏、鈴木一生（元森林総合研究所東北支所）・
　　　　　　　　　　中村充博（野生動物研究領域鳥獣生態研究室）

１　はじめに
……森林総合研究所東北支所の構内で、1970 年４月から 2011 年 10 月までに確認された鳥類と哺乳類について
とりまとめたので報告する。

２　調査方法
１）鳥類
　1975 年から実施している「かすみ網」を使用した鳥類標識調査（鳥類の捕獲及び「かすみ網」の使用につ
いては環境省並びに岩手県から許可を得て実施）、1999 年から実施しているラインセンサスのほか、構内で
の各種調査時などに確認したもので、上空を通過したものも含んでいる。
２）哺乳類
　構内での各種調査時に確認したもののほか、動物の体温に反応するタイプのセンサーカメラにより確認した
ものである。

３　結果
　鳥類については、35科 112種が確認された（表1）。また、哺乳類については、７科10種が確認された（表２）。
なお、シカ科ニホンジカ（Cervus nippon）の成獣雄を、1993 年 10 月 15 日に、隣接する果樹研究所リンゴ研究
拠点との境界付近（リンゴ研究拠点側）で確認している。

謝辞
　鳥類標識調査に際して、ご指導いただいた（財）山階鳥類研究所保全研究室鳥類標識センター各位、並びに
調査に協力いただいた、青山一郎、青山友宏、伊藤啓治、糸川拓真、岩根好伸、植月純也、遠藤とみ子、及川
洋子、太田裕幸、大森康司、岡村孝、川路則友、川畑、菅野純子、久慈敏、工藤琢磨、小林正枝、小林光憲、
作山貴美恵、作山宗樹、佐々木沙耶香、佐々木智雄、佐藤友春、佐藤博実、下田直義、下村聡、ジャルワディ、
菅原宏晃、鈴木里美、鈴木卓也、須藤修一、高橋勝治、竹内亨、伊達功、谷村晴子、田村剛、塚原真司、永井
隆暁、中塩一夫、永島高行、浪波徳義、西岡裕介、西村英一、西村信治、橋本千東、福原るみ、藤村茂、藤本
智士、星川陽吉、正木ミサノ、町田邦夫、松下敬行、三島直温、水戸里樹、宮本薫、宮本健司、村田野人、守
田純子、柳原千穂、柳谷悠花、山浦悠一の各氏に感謝申し上げます。
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表１　森林総合研究所東北支所構内鳥類目録
科　　名 種　　　名 学　　　名 目撃 標識調査 備　　　　　　考

ウ カワウ Phalacrocorax carbo ○
サギ ゴイサギ Nycticorax nycticorax ○

ダイサギ Egretta alba ○
アオサギ Ardea cinerea ○

カモ マガン Anser albifrons ○
オオハクチョウ Cygnus cygnus ○
オシドリ Aix galericulata ○
マガモ Anas platyrhynchos ○
カルガモ Anas poecilorhyncha ○

タカ ミサゴ Pandion haliaetus ○
トビ Milvus migrans ○
オオタカ Accipiter gentilis ○
ツミ Accipiter gularis ○ 1980 年 11 月…3 日捕獲
ハイタカ Accipiter nisus ○ ○
ノスリ Buteo buteo ○
イヌワシ Aquila chrysaetos ○ 1997 年 10 月 14 日若鳥が上空に飛来

ハヤブサ ハヤブサ Falco peregrinus ○
チゴハヤブサ Falco subbuteo ○

キジ ヤマドリ Syrmaticus soemmerringii ○
キジ Phasianus colchicus ○

シギ ヤマシギ Scolopax rusticola ○ ○
オオジシギ Gallinago hardwickii ◎ 1970 年代まで繁殖

ハト キジバト Streptopelia orientalis ◎ ○
カッコウ カッコウ Cuculus canorus ○ ○

ツツドリ Cuculus saturatus ○ 1978 年…5 月 26,30 捕獲
ホトトギス Cuculus poliocephalus ○

フクロウ フクロウ Strix uralensis ○
ヨタカ ヨタカ Caprimulgus indicus ○
アマツバメ ハリオアマツバメ Hirundapus caudacutus ○
カワセミ ヤマセミ Ceryle lugubris ○

カワセミ Alcedo atthis ○
キツツキ アリスイ Jynx torquilla ○ 1982 年…4 月 21 日捕獲

アオゲラ Picus awokera ○ ○
アカゲラ Dendrocopos major ◎ ○
コゲラ Dendrocopos kizuki ○ ○

ヒバリ ヒバリ Alauda arvensis ○
ツバメ ツバメ Hirundo rustica ○
セキレイ キセキレイ Motacilla cinerea ○

ハクセキレイ Motacilla alba ◎
セグロセキレイ Motacilla grandis ○
ビンズイ Anthus hodgsoni ○ ○
ムネアカタヒバリ Anthus cervinus ○ 1995 年 10 月 26 日捕獲
タヒバリ Anthus spinoletta ○

サンショウクイ サンショウクイ Pericrocotus divaricatus ○
ヒヨドリ ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis ◎ ○
モズ モズ Lanius bucephalus ◎ ○

アカモズ Lanius cristatus ◎ 1980 年代後半まで繁殖
ミソサザイ ミソサザイ Troglodytes troglodytes ○
イワヒバリ ヤマヒバリ Prunella montanella ○ 2000 年 11 月 12 日捕獲

カヤクグリ Prunella rubida ○ 1983 年 11 月…5 日捕獲
ツグミ コマドリ Erithacus akahige ○ 2007 年 11 月…7 日捕獲

ノゴマ Luscinia calliope ○
ルリビタキ Tarsiger cyanurus ○ ○
ジョウビタキ Phoenicurus auroreus ○ ○
ノビタキ Saxicola torquata ○
トラツグミ Zoothera dauma ○
クロツグミ Turdus cardis ○ ○
アカハラ Turdus chrysolaus ◎ ○
シロハラ Turdus pallidus ○ ○
マミチャジナイ Turdus obscurus ○
ツグミ Turdus naumanni ○ ○

ウグイス ヤブサメ Urosphena squameiceps ○
ウグイス Cettia diphone ○ ○
コヨシキリ Acrocephalus bistrigiceps ○
オオヨシキリ Acrocephalus arundinaceus ○ 2011 年 10 月 10 日捕獲
メボソムシクイ Phylloscopus borealis ○ ○ ＊亜種 examinandus が６月頃に通過
エゾムシクイ Phylloscopus borealoides ○
センダイムシクイ Phylloscopus coronatus ○ ○
キクイタダキ Regulus regulus ○ ○

－ 26 －

平成 23年版　森林総合研究所東北支所年報



表２　森林総合研究所東北支所構内哺乳類目録

科　　名 種　　　名 学　　　名 目撃 標識調査 備　　　　　　考
ヒタキ キビタキ Ficedula narcissina ○ ○

ムギマキ Ficedula mugimaki ○ 2006 年 10 月 14 日捕獲
オオルリ Cyanoptila cyanomelana ○
サメビタキ Muscicapa sibirica ○
コサメビタキ Muscicapa dauurica ○

カササギヒタキ サンコウチョウ Terpsiphone atrocaudata ○
エナガ エナガ Aegithalos caudatus ○ ○
シジュウカラ コガラ Parus montanus ○ ○

ヒガラ Parus ater ◎ ○
ヤマガラ Parus varius ◎ ○
シジュウカラ Parus major ◎ ○

ゴジュウカラ ゴジュウカラ Sitta europaea ○ ○
メジロ メジロ Zosterops japonicus ○ ○
ホオジロ シラガホオジロ Emberiza leucocephalos ○ 2005 年 10 月 28 日捕獲

ホオジロ Emberiza cioides ○ ○
ホオアカ Emberiza fucata ○
コホオアカ Emberiza pusilla ○
カシラダカ Emberiza rustica ○ ○
ミヤマホオジロ Emberiza elegans ○ ○
ノジコ Emberiza sulphurata ○
アオジ Emberiza spodocephala ○ ○
クロジ Emberiza variabilis ○
オオジュリン Emberiza schoeniclus ○ ○

アトリ アトリ Fringilla montifringilla ○ ○
カワラヒワ Carduelis sinica ◎ ○
マヒワ Carduelis spinus ○ ○
ベニヒワ Carduelis flammea ○ 1982 年 10 月 26 日捕獲
ハギマシコ Leucosticte arctoa ○
オオマシコ Carpodacus roseus ○ ○ 1984 年 10 月 31、11 月…2 日捕獲
イスカ Loxia curvirostra ○
ベニマシコ Uragus sibiricus ○ ○
ウソ Pyrrhula pyrrhula ○ ○
イカル Eophona personata ○
シメ Coccothraustes coccothraustes ○ ○

ハタオリドリ スズメ Passer montanus ◎ ○
ムクドリ コムクドリ Sturnus philippensis ◎ ○

ムクドリ Sturnus cineraceus ◎ ○
カラス カケス Garrulus glandarius ○ ○

オナガ Cyanopica cyana ○
ミヤマガラス Corvus frugilegus ○ 2008 年から冬期に群れで飛来
ハシボソガラス Corvus corone ◎
ハシブトガラス Corvus macrorhynchos ○

外来種
ハト カワラバト Columba livia ○

◎は繁殖を確認したもの

◎は繁殖を確認したもの

和名と種の配列は、（日本鳥学目録編集委員会（編）、2000、日本鳥類目録改訂第６版、日本鳥学会）による。
ただし、＊メボソムシクイの亜種は、PER…ALSTRÖM…et…al.…(2011)…The…Arctic…Warbler…Phylloscopus borealis…-…three…
anciently…separated…cryptic…species…revealed,…IBIS,…153,…395-410.　による。

和名と種の配列は、（環境庁（編）、1993、日本産野生生物目録：本邦産野生動植物の現状、脊椎動物編、自然
環境研究センター）による

科　　名 種　　名 学　　名 目　　撃 痕　　跡 センサーカメラ
モグラ アズマモグラ Mogera wogura ○
ウサギ ノウサギ Lepus brachyurus ○
リス ニホンリス Sciurus lis ◎ ○ ○

ムササビ Petaurista leucogenys ○ ○
ネズミ ハタネズミ Microtus montebelli ○

アカネズミ Apodemus speciosus ○ ○ ○
イヌ キツネ Vulpes vulpes ◎ ○

タヌキ Nyctereutes procyonoides ○ ○
イタチ テン Martes melampus ○ ○
ウシ カモシカ Capricornis crispus ○
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２　平成22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 22年 10 月 16 日（土曜日）10:00 ～ 15:30
［常設展示］：標本展示室
［特別展示］：会議室

・シカは天然資源
・３Ｄで計測してみよう
・土の中の小さな生き物たち
・岩手・宮城内陸地震の調査結果
・マツノザイセンチュウ（東北支所・林木育種センター東北育種場）
・低コストコンテナ苗・次世代品種紹介（林木育種センター東北育種場）
・遺伝資源 110 番（林木育種センター東北育種場）
・ヤマブドウの試食（林木育種センター東北育種場）

［野外イベント］
・苗木プレゼント
・森のきのこ汁試食
・シカ肉試食
・野外自然観察会
・簡単な道具で樹木の高さと炭素量を図る
・ネイチャーゲーム（森林インストラクター）
○来場者　620 名

２－２）「森・川・里をつなぐ技術フォーラム」
○開催期日：平成 23年２月 23日（水曜日）13:00 ～ 16:30
○開催場所：山形県郷土館「文翔館」議場ホール
○研究発表課題（東北支所分）
　１　ブナ天然更新施業技術はどこまでできているのか
　　　　　　　　　　　森林生態研究グループ長　杉田　久志
　２　森を使い続ける－ヒバ林択抜施業の可能性－
　　　　　　　　　　　育林技術研究グループ　櫃間　岳
○来場者　192 名
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［発表要旨］
ブナ天然更新施業技術はどこまでできているのか

… 森林総合研究所　杉田久志

　戦後拡大造林が高標高・豪雪地帯に及んだ 1970 年代には、ブナ林において天然更新施業が進められました。

その施業試験により、母樹を点状に残して伐採し、ササなど林床植物を刈り払って、母樹からタネが落ちて芽

生えた稚樹を育てるという「皆伐母樹保残法」が提案され、ブナ天然更新は技術的に可能であるとされました。

しかし、そのような処理が行われたところでほんとうにブナの更新がうまくいっているのか、失敗した場合は

何が阻害要因となったのか、その後の検証はなされず、その実態は明らかにされていません。伐採から約 40

年を経過した現在、その検証を行い、更新実態や阻害要因について考え、森林の適切な取り扱いのための今後

の研究の方向を展望したいと思います。

　東北地方や中部地方の各地の天然更新試験地における更新成績は、うまくいったところも失敗したところも

あり、さまざまでした。ササの刈払いが実施されたところで成功事例が多い傾向がみられるものの、刈払いを

実施したにもかかわらず失敗している事例や、逆に実施しなかったのに成功している事例もみられました。皆

伐母樹保残法によるブナ天然更新施業技術は未だ不確実性を払拭できていない、といわざるを得ません。

　一般的にブナ林の林床には稚樹が少なく、伐採前から定着していた前生稚樹を当てにするのは危険であると

いう考えから、この施業法では伐採後に芽生えた後生稚樹を育成することを前提としていました。ところが、

いくつかの更新成功事例では前生稚樹主体の更新が行われ、保残木が必ずしも母樹として機能していないこと

が判明しました。伐採前の林床植生の繁茂状況、あるいはブナ前生稚樹の豊富さによって、天然更新の難易度

が大きく異なり、前生稚樹に富む林分では更新が容易ですが、乏しい林分ではきわめて困難であると考えられ

ます。また、５年に１度程度訪れる結実大豊作のチャンスを生かせるようなタイミングで伐採が行われた場合

には更新が成功している場合が多いようです。

　以上のことから、確実に天然更新を成功させるためには、

事前に対象林分の更新難易度を見きわめ、更新が容易な林

分（前生稚樹に富む）のみを施業対象とするのが得策と考

えられます。前生稚樹に乏しい更新が困難な林分について

は、伐採前に前生稚樹を蓄積するための処理を行うことが

必要で、有効な処理について試験研究が求められます。ま

た、たまにしか訪れない大豊作のチャンスを生かせるよう

に施業システムを構築することも必要です。

－ 29－

平成 23年版　森林総合研究所東北支所年報



森を使い続ける　－ヒバ林択伐施業の可能性－

… 森林総合研究所　東北支所　櫃間　岳

＜ヒバ林択伐施業とは＞

　ヒバはヒノキ科の針葉樹で、北東北の代表的な木材資源のひとつです。青森県の国有林に多く、主に択伐施

業によって管理されてきました。

　「択伐施業」とは、林内から少しずつ抜き伐りすることです。これにより、収穫を定期的に得ると同時に後

継となる実生の発生や稚樹の成長を促せます。択伐施業は、林の状態を大きく変えずに木材資源を収穫しなが

ら森林を持続的に管理できる方法です。ただ、抜き伐り後の次世代の更新は難しく、森が元の姿に戻らないこ

とも多いのですが、ヒバの稚樹は暗い所でも枯れずに耐えて生き、伏条繁殖という方法で数を増やすことがで

きるため、更新は比較的容易で択伐施業に向いているのです。

＜冷水沢での長期実証試験＞

　下北半島にある冷水沢ヒバ成長量試験地（1927 年設定）は、良質なヒバ材を持続的に供給する択伐施業

の実証研究として 80年間に６回実施されました。2005 年調査では、設定当時と同等の量（材積 400㎥ /ha）

がありました。これまでに収穫された材の総量は約 650㎥ /ha と非常に多量です。つまり、森林を維持しつ

つ多くの木材を生産したと評価できます。＜択伐で林は変化している＞

　それでは、この方法で今後もヒバ材を持続的に収穫できるでしょうか？　林を構成する木を太さごとに３区

分（小径木：６～ 20㎝、中径木 22～ 50㎝、大径木：52㎝以上）にすると、中径木が減り続けています。つまり、

全体量は維持していても、林の構造（質）が変化していることが分かります。

　抜き伐りする木は大径木なのに、なぜ中径木の量が減るのでしょうか？　その理由は、択伐後に林内に光が

入る効果で、中径木はよく育ち大径木となりますが、小径木にはその恩恵が少なく中径木に成長しないと考え

られます。小径木の成長を促進できれば、次世代の更新はうまくいきそうです。

＜森を使い続けるために＞

　冷水沢での長期試験から、「森を維持しつつ使い続ける（木材を得る）」という択伐施業の利点が実証されま

した。しかし、この施業が真に持続可能かどうかの判定は、試験をさらに継続しないとできません。今後は、

林内の木の空間配置を把握し、（収穫より）小径木の成長促進を重視した抜き伐り法の開発。更新する木を傷

つけない高度な伐採・搬出の技術が必要です。また、過度にヒバを伐りすぎた林において、その資源を回復さ

せる技術も求められています。
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３　平成22年度の会議等の記録

３－１）研究業務報告会
　平成 22年度東北支所業務報告会は、平成 22年 12 月９日㈭～ 10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 22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 23年２月 28日㈪　13:00 ～ 16:00
　東北支所　会議室

○評議委員
　　阿部　晴恵　東北大学大学院農学研究科・産学官連携研究員
　　菅野　　修　有限会社盛岡タイムス社営業部長
　　三田林太郎　三田農林株式会社代表取締役社長

○東北支所説明者
　　山本幸一（支所長）… 中北　理（研究調整監）
　　新山　馨（地域研究監）… 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）
　　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）
　　岡本　隆（森林環境研究グループ主任研究員）
　　佐々木清和（連絡調整室長）… 高橋公子（課長補佐）
　　米沢茂信（研究情報専門職）

　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）東北支所における平成 22年度の研究運営状況報告
　　以下の資料を基に、平成 22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 22年東北支所活動報告、平成 22年度東北支所業務報告会資料、
平成 22年版支所年報、フォレストウィンズ、平成 22年版研究成果選集、もりゼミ講演要旨
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　２）林木育種センター東北育種場における平成 22年度の活動概要
　　　　以下の資料を基に、平成 22年度の活動概要について説明を行った。

［配布資料］：東北の未来を開く林木育種（平成 22 年度のトピックス）林木育種センター東北育種場パンフレット、
東北の林木育種

　３）東北支所における 23年度の方針
　　　　以下の資料を基に、平成 23年度の方針について、概要説明を行った。

［配布資料］：東北支所における 23年度の方針（次期中期目標など）

　４）研究発表
　…　「積雪地域における地滑り変動の観測」「マツ材線虫病北限未侵入地域における被害拡大危険度予測の高精
度化と対応戦略の策定」の２課題の研究成果発表を行った。

　５）評議員講評
　　　　以下のような助言をいただいた。

　技術
　・育種・育林においては、林木の生産性に加え多面的機能についても考える観点が必要では。
　・…エリートツリーや抵抗性品種が種々開発されているが、どのような立地・林分をどのように樹種転換し、

施業をすればよいのかと言うゾーニングが必要と思う。
　・…現在は、立木－丸太－製材品の流れの中でそれぞれの値段が上がって行くが、逆を目指す考えも必要であ

る。丸太の価格をもっと高く設定すべきではないか。そのためには立木にいろいろな価値を付ける技術が
必要であり、それを長期的に研究して欲しい。

　・燃焼灰の成分には立木の立地環境も反映されている。今後は総合的な循環研究が必要と思う。
　普及
　・…サイエンスキャンプはすばらしいので、もっとアピールしたらよい。マスコミとしてお手伝いできる。こ

どもへのスクール活動は大切。
　・検出キットなど商品開発までしていて驚いた。それをどのように普及させるかが大切だろう。
　・森林研究は広いものなので、研究や民間が連携するための橋渡し機関（総研）が必要と思う。
　・評議会の研究発表（地滑り・松枯れ）の中で研究を進めるプロセスが理解できて良かった。
　文化と現場
　・広葉樹林化を考える時、広葉樹の生産と利用（文化も含めて）も同時に考える必要があろう。
　・…森林の文化（木の使い方など）や技術を考える余裕が無くなってきている。国の仕組みの変化（補助金）

や林業再生プランへの対応で、大切な現場に時間が取れなくなっている現状がある。
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Ⅱ　業 務 運 営 資 料



１　組　織・職　員
　１－１）組織・職員

… （平成 23年３月 31日現在、太字は所属の長）

東北支所長　山本　幸一

研究調整監　中北　　理

連絡調整室　佐々木清和… 研究情報専門職　米沢　茂信

… 業 務 係　山本　幸司、下田　直義

… 庶 務 係　砂子田　渉

庶 務 課 長　安部　波夫… 会 計 係　石山　雅勝

　課長補佐　高橋　公子… 用 度 係　古井　匡、森田　海

… 専 門 職　瀧川　英久、千葉　里香、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（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、森澤　猛、八木　貴信

育 林 技 術 研 究 グ ル ー プ　八木橋　勉、星野　大介、櫃間　岳

森 林 環 境 研 究 グ ル ー プ　平井　敬三、岡本　隆、安田　幸生、山田　毅、小野　賢二

生物多様性研究グループ　堀野　眞一、鈴木　祥悟、島田　卓哉、大西　尚樹

生 物 被 害 研 究 グ ル ー プ　磯野　昌弘、前原　紀敏、市原　優、相川　拓也

森林資源管理研究グループ　天野　智将、林　雅秀
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１－２）異動一覧（平成22年４月１日～平成23年３月 31日）

　転　入

発令日 氏　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

22.…4.…1 安部　波夫 庶務課長 林木育種センター遺伝資源部遺伝資源管理主幹

22.…4.…1 千葉　里香 庶務課庶務係 本所総務部管理課庶務係

22.…4.…1 小谷　英司 チーム長（地域資源利用担当） 四国支所流域森林保全研究グループ主任研究員

22.10.…1 岡本　　隆 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山地災害研究室主任研究員

　転　出

発令日 氏　名 新　　所　　属 旧　　所　　属

22.…4.…1 工藤　繁雄 林木育種センター東北育種場連絡調整課長 庶務課長

22.…4.…1 佐藤　恵太 本所総務部管財課 庶務課庶務係

22.…4.…1 杉田　久志 本所森林植生研究領域植生管理研究室長 森林生態研究グループ長

22.…6.…1 西園　朋広 本所森林管理研究領域資源解析研究室主
任研究員 森林資源管理研究グループ主任研究員

23.…3.31 山本　幸司 定年退職 連絡調整室業務係長
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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 （40） （40）

［建物数］
（☆１）
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 〃
粗試料調整測定室 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 22年度における共用利用の実績は無かった。）
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２－３）固定試験地
　（１）東北森林管理局管内� 平成 23年３月現在

整理
番号 試　　験　　地　　名 森林管理署 林　小　班 面　積

ha 樹　種 設定
年度

終了予
定年度 担当研究室

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

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

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
1 0 0 6 と ，
1 0 0 7 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 23 年３月現在

整理
番号 試　　験　　地　　名 森林管理署 林小班 面　積

ha 樹　種 設…定
年…度

終了予
定年度 担当研究室

青…2 穴川沢第１ヒバ林成長量試験地 青　森 13ほ 1.10 ヒバ 大３ 平 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 21 森林環境研
究Ｇ

青 75 ブナ天然更新施業地動態試験地 盛　岡 705 い 4-5 3.81 ブナ 平 11 平 61 森林生態研
究Ｇ
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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
地下部・枯死木を含む物質生産・
分解系調査に基づく熱帯雨林の
炭素収支再評価

東北支所
新山　馨 　 19～ 22 基盤研究Ａ

遺伝情報に基づいたツキノワグ
マ保護管理ユニットの策定

東北支所
大西尚樹 20～ 22 基盤研究Ｂ

種子消費者との相互作用に基づ
いたコナラ属種子に含まれるタ
ンニンの機能解明

東北支所
島田卓哉 　 21～ 23 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

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

東北支所
小野賢二 20～ 22 若手研究Ｂ

森林資源の利用とネットワーク・
ダイナミクス

東北支所
林　雅秀 　 21～ 23 若手研究Ｂ

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

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
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４　地域連携のための会議等記録
　４－１）　平成22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 22年９月３日
　（２）開催場所：福島県福島市
　（３）出 席 者：…森林総合研究所東北支所、林木育種センター東北育種場、青森県産業技術センター林業研

究所、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、秋田県農林水産技術センター
森林技術センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究センター

　　　事務局：福島県林業研究センター
　（４）議事概要
　　ア　各専門部会からの報告について
　　イ　試験研究を要する地域重要課題について
　　ウ　各専門部会提案事項（共同研究及び連携事項）について
　　エ　「平成 22年度　新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」の採択課題について
　　オ　その他

　４－２）　平成22年度東北林業試験研究機関連絡協議会　専門部会
　１）　企画調整専門部会
　（１）開催期日：平成 22年８月６日
　（２）開催場所：福島県福島市
　（３）出 席 者：…森林総合研究所東北支所、林木育種センター東北育種場、青森県産業技術センター林業研

究所、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、秋田県農林水産技術センター
森林技術センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究センター

　　　事務局：福島県林業研究センター
　（４）議事概要
　　ア　各専門部会からの報告について
　　イ　地域重要課題について
　　ウ　各専門部会提案事項（共同研究及び連携事項）について
　　エ　各専門部会提案事項（その他協議・提案等）について
　　オ　試験研究課題化までのプロセスについて（情報交換）
　　カ　「平成 22年度　新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」の採択課題について
　　キ　その他

　２）　特用林産専門部会
　（１）開催期日：平成 22年７月 15日～ 16日
　（２）開催場所：宮城県登米市
　（３）出 席 者：…森林総合研究所、森林総合研究所東北支所、青森県産業技術センター林業研究所、岩手県

林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、秋田県農林水産技術センター森林技術
センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究センター

　　　事務局：宮城県林業技術総合センター
　（４）議事概要
　　ア　特用林産に関する研究課題の報告について
　　イ　特用林産研究に関する問題点について
　　ウ　地域重要課題について
　　エ　北東北菌類採集会収集菌種の共同管理
　　オ　その他
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　３）　森林保全専門部会
　（１）開催期日：平成 22年７月１日～２日
　（２）開催場所：青森県むつ市
　（３）出 席 者：…森林総合研究所東北支所、林木育種センター東北育種場、青森県産業技術センター林業研

究所、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、秋田県農林水産技術センター
森林技術センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究センター

　　　事務局：青森県産業技術センター林業研究所
　（４）議事概要
　　ア　平成 23年度以降緊急に取り組む必要のある研究について
　　イ　情報交換
　　ウ　その他

　４）　木材利用専門部会
　（１）開催期日：平成 22年７月８日～９日
　（２）開催場所：岩手県盛岡市
　（３）出 席 者：…森林総合研究所、森林総合研究所東北支所、林木育種センター東北育種場、青森県産業技

術センター林業研究所、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、秋田県
農林水産技術センター森林技術センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究
センター、㈶秋田県木材加工推進機構

　　　事務局：岩手県林業技術センター
　（４）議事概要
　　ア　各県の研究課題について
　　イ　各県の木材利用関係情報について
　　ウ　その他

　５）　資源・環境専門部会
　（１）開催期日：平成 22年７月８日～９日
　（２）開催場所：秋田県大館市
　（３）出 席 者：…森林総合研究所、森林総合研究所東北支所、林木育種センター東北育種場、青森県産業技術

センター林業研究所、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、秋田県農林
水産技術センター森林技術センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究センター

　　　事務局：秋田県農林水産技術センター森林技術センター
　（４）議事概要
　　ア　地域の重要課題として共同研究を推進する必要のある技術開発課題について
　　イ　平成 22年度の主な試験研究課題について
　　ウ　最近の研究成果と情報提供について
　　エ　その他

　６）　林木育種部会
　（１）開催期日：平成 22年６月 17日～ 18日
　（２）開催場所：山形県新庄市
　（３）出 席 者：…森林総合研究所、森林総合研究所東北支所、林木育種センター東北育種場、青森県産業技

術センター林業研究所、岩手県林業技術センター、宮城県林業技術総合センター、秋田県
農林水産技術センター森林技術センター、山形県森林研究研修センター、福島県林業研究
センター、新潟県森林研究所

　　　事務局：林木育種センター東北育種場
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　（４）議事概要
　　ア　地域共通の重要課題について
　　イ　最近の研究成果と情報提供について
　　ウ　その他

　４－３）　平成22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 22年９月 16日
　（２）開催場所：岩手県盛岡市　アイーナ　いわて県民情報交流センター
　（３）出 席 者：…林野庁研究・保全課、森林総合研究所、森林総合研究所東北支所、林木育種センター東北

育種場、東北森林管理局、東北森林管理局森林技術センター、青森県産業技術センター林
業研究所、岩手県農林水産部森林整備課、岩手県林業技術センター、宮城県農林水産部林
業振興課、宮城県林業技術総合センター、秋田県農林水産部森林整備課、秋田県農林水産
技術センター森林技術センター、山形県森林研究研修センター、福島県農林水産部研究開
発室、福島県林業研究センター

　　　事務局：森林総合研究所東北支所連絡調整室
　（４）議事概要
　　ア　森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発に関する林野庁のニーズ等の紹介
　　イ　森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発に関する地域のニーズ等の紹介
　　ウ　農林水産省・競争的研究資金の平成 22年度新規採択課題等に関する情報提供
　　エ　平成 23年度の競争的研究資金への対応状況
　　オ　各機関の最近の主要な研究成果及び研究成果の行政や現場へのフィードバックの方向性
　　カ　各機関からの提案事項
　　キ　その他
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５　海外派遣
　５－１）技術協力・調査・研究
職員が代表者

氏　　名 行　　先 用　　　　　務 期　　間 経費負担先

島田　卓哉 フランス 「第５回果実食と種子散布に関する国際シン
ポジウム」参加・発表

H22.…6.12-
　　　……6.19

科学研究費補助
金／種子消費者

新山　　馨 マレーシア 「REDD推進体制整備事業」のための研究打
合せ

H22.…6.30-
　　　……7.…3

特殊法人等受託
事業費／REDD

大西　尚樹 アメリカ 「アメリカ遺伝学会大会」参加・発表 H22.…7.23-
　　　……7.31

運営費交付金／
モンテカルロ

小谷　英司 韓国 「第 23回 IUFRO世界大会」参加・発表 H22.…8.23-
　　　……8.26

運営費交付金／
ユフロ

中北　　理 韓国 「第 23回 IUFRO世界大会」参加・発表 H22.…8.22-
　　　……8.27

運営費交付金／
国際研究集会

中村　克典 韓国 「第 23回 IUFRO世界大会」参加・発表 H22.…8.23-
　　　……8.29

運営費交付金／
ユフロ

市原　　優 韓国 「第 23回 IUFRO世界大会」参加・発表 H22.…8.23-
　　　……8.29

運営費交付金／
ユフロ

相川　拓也 韓国 「第 23回 IUFRO世界大会」参加・発表 H22.…8.23-
　　　……8.29

運営費交付金／
ユフロ

新山　　馨 マレーシア
「温暖化適応策導出のための長期森林動態
データを活用した東アジア森林生態系炭素収
支観測ネットワークの構築」のためのマレー
シア熱帯降雨林の調査および研究打ち合わせ

H22.…8.28-
　　　……9.…9

環境省受託事業
費／温暖化適応

八木橋　勉 マレーシア
「温暖化適応策導出のための長期森林動態
データを活用した東アジア森林生態系炭素収
支観測ネットワークの構築」のためのマレー
シア熱帯降雨林の調査および研究打ち合わせ

H22.…8.28-
　　　……9.…9

環境省受託事業
費／温暖化適応

小野　賢二 フランス 「土壌有機物動態会議 2010 －有機物の安定
化と生態系機能－」参加及び業務打合わせ

H22.…9.18-
　　　……9.26

科学研究費補助
金／温暖化推進

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」のための打合せおよび野外調査

H22.…9.11-
　　　……9.17

科学研究費補助
金／温暖化推進

平井　敬三 インドネシア
「PALSAR を用いた森林劣化の指標検出と排
出量評価手法の開発に関する研究」のための
打ち合わせと野外調査

H22.11.…7-
　　　……11.15

環境省受託事業
費／ PALSAR

新山　　馨 マレーシア 「REDD推進体制整備に関する研究」のため
の研究打合せおよび国際シンポジウム参加

H22.11.…8-
　　　……11.14

特殊法人等受託
事業費／REDD

八木橋　勉 ブラジル 「アマゾンの森林における炭素動態の広域評価」
における林分構造と炭素蓄積量の動態の解析

H22.11.13-
　　　……12.…3

特殊法人等受託
事業費／アマゾン

大西　尚樹 韓国
「遺伝情報に基づいたツキノワグマ保護管理
ユニットの策定」推進のためのソウル大学獣
医学部特別セミナー参加・発表

H22.11.…1-
　　　……11.…4

科学研究費補助
金／クマ遺伝

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」のための現地調査

H22.11.30-
　　　……12.…8

環境省受託事業
費／温暖化適応

平井　敬三 カンボジア
「PALSAR を用いた森林劣化の指標検出と排
出量評価手法の開発に関する研究」のための
打ち合わせと野外調査

H22.12.20-
　　　……12.27

環境省受託事業
費／ PALSAR

小野　賢二 ミクロネシア
「難分解性有機物「リグニン」を指標とした森
林土壌における腐植生成プロセスの解析」のた
めの現地調査

H22.12.25-
　　　……1.…3

科学研究費補助
金／リグニン
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氏　　名 行　　先 用　　　　　務 期　　間 経費負担先

新山　　馨 マレーシア 「REDD推進体制整備に関する研究」のため
の研究打合せ

H22.12.13-
　　　…12.18

特殊法人等受託
事業費／REDD

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.…1.16-…
　　　　1.22

科学研究費補助
金／ガス交換

安田　幸生 マレーシア
「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」に関する現地調査

H23.…1.17-…
　　　　1.29

環境省受託事業
費／フラモニ

新山　　馨 マレーシア
「地下部・枯死木を含む物質生産・分解系調
査に基づく熱帯雨林の炭素収支再評価のため
の毎木調査」によるマレーシア熱帯降雨林の
調査および研究打合せ

H23.…1.23-…
　　　　2.10

科学研究費補助
金／熱帯雨林

八木橋　勉 マレーシア
「地下部・枯死木を含む物質生産・分解系調
査に基づく熱帯雨林の炭素収支再評価のため
の毎木調査」によるマレーシア熱帯降雨林の
調査および研究打合せ

H23.…1.23-
　　　………2.10

科学研究費補助
金／熱帯雨林

星野　大介 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」による調査およ
び研究打ち合せ

H23.…1.23-
　　　　2.…5

環境省受託事業
費／温暖化適応

平井　敬三 カンボジア
「PALSAR を用いた森林劣化の指標検出と排
出量評価手法の開発に関する研究」のための
打ち合わせおよび野外調査

H23.…2.…3-…
　　　　2.17

環境省受託事業
費／ PALSAR

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.…2.22-…
　　　　2.26

科学研究費補助
金／ガス交換

５－２）研究集会

氏　　名 行　　先 研 究 集 会 名 出 発 日 帰 国 日

山本　幸一 韓国 第 23回 IUFRO世界大会 H22.8.22 H22.8.27
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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

安部　波夫 甲種防火管理新規講習 22.…6.23 22.…6.24 盛岡地区広域行政事務組合消
防本部

下田　直義 小型車両系建設機械運転特別教育 22.…9.24 22.…9.25 岩手労働基準協会盛岡支部

櫃間　　岳 小型車両系建設機械運転特別教育 22.…9.24 22.…9.25 岩手労働基準協会盛岡支部

大西　尚樹 次世代シーケンス解析セミナー 22.…5.21 22.…5.22 北海道システム・サイエンス㈱

小野　賢二 平成 22年度所内短期技術研修 22.11.…8 22.11.12 森林総合研究所

八木橋　勉 平成 22年度森林技術政策研修 23.…1.12 23.…1.14 森林技術総合研修所

中北　　理 動画を活用したプレゼンテーションセミナー 23.…2.14 23.…2.14 農林水産技術会議事務局
筑波事務所

大西　尚樹 JSTとNEDOの競争的資金にチャレンジセミナー 23.…2.15 23.…2.15 農林水産技術会議事務局
筑波事務所

大西　尚樹 平成 22年度外国語研修（英語） 22.…8.…1 23.…2.28 東北支所

八木橋　勉 平成 22年度外国語研修（英語） 22.…9.…1 23.…2.28 東北支所

平井　敬三 平成 22年度外国語研修（英語） 22.…9.…1 23.…2.28 東北支所

山田　　毅 平成 22年度外国語研修（英語） 22.…9.…1 23.…2.28 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・データ取りまとめ法の研
修及び、タンニン結合性唾液タンパク質
の抽出・測定方法の研修

22.…7.12 ～
　22.…7.30

東北支所
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・データ取りまとめ法の研
修及び、タンニン結合性唾液タンパク質
の抽出・測定方法の研修

22.10.27 ～
　22.11.19

東北支所
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
盛岡市中央公民館館長坂田
裕一

高齢者教育講座「不来方大学院」
講師：講師 岩手県盛岡市 H22.7.22 森林生態研究グ

ループ長 柴田　銃江

秋田県立大学生物資源科学
部森林科学研究室教授蒔田
明史

森林科学セミナー講演：講師 秋田県秋田市 H22.6.24 地域研究監 新山　　馨

岩手大学大学教育総合セン
ター長玉真之介

高年次課題科目「北上川流域学実
習」の講師：講師 岩手県盛岡市 H22.7.10 チーム長（森林

水流出担当） 野口　正二

財団法人福澤記念育林会理
事長井田良 研修旅行講演：講師 岩手県盛岡市 H22.9.11 森林生態研究グ

ループ長 柴田　銃江

㈳日本森林技術協会理事長
廣居忠量

平成 22年度森林情報士養成研修：
講師 東京都千代田区 H22.7.29-30 研究調整監 中北　　理

岩手県鳥獣保護員協議会県
北ブロック主宰者　羽場　
富雄　　県北広域振興局保
健福祉環境部長

平成 22 年度岩手県鳥獣保護員県
北ブロック研修会：講師 岩手県久慈市 H22.12.15 生物多様性研究

グループ長 堀野　眞一

東北森林管理局長
岩手・宮城内陸地震に起因した山
地災害の復旧対策担当者研修会：
講師

宮城県栗原市 H22.11.1-2 森林環境研究グ
ループ 岡本　　隆

財団法人日本緑化協会会長
上島重二 第６回松林防除実践講座：講師 千葉県君津市、

富津市 H22.11.11-12 研究調整監 中北　　理

林野庁森林技術総合研修所
所長黒川正美

平成 22 年度治山技術現地［地す
べり］研修：講師 山形県新庄市 H22.11.9 森林環境研究グ

ループ 岡本　　隆

三陸北部森林管理署長高野
正幸

「森林・林業講座」開催に伴う講
師派遣：講師 岩手県宮古市 H22.11.17 生物多様性研究

グループ長 堀野　眞一

岩手県自然保護議員連盟会
長田村誠

岩手県自然保護議員連盟研修会：
講師 岩手県盛岡市 H23.1.19 生物多様性研究

グループ長 堀野　眞一

日本生態学会東北地区第５５
回大会準備委員会　蒔田明史

日本生態学会東北地区第 55 回大
会講演：講師 秋田県秋田市 H22.12.18-19 育林技術研究グ

ループ長 八木橋　勉

岩手県森林組合連合会代表
理事会長佐々木良一郎

平成 22 年度「林業就業者能力向
上対策事業」「現場管理責任者研
修」に係る講師：講師

岩手県盛岡市 H23.2.8 チーム長（地域
資源利用担当） 小谷　英司

岩手県森林組合連合会代表
理事会長佐々木良一郎

平成 22 年度「林業就業者能力向
上対策事業」「現場管理責任者研
修」に係る講師：講師

岩手県盛岡市 H23.2.8 森林生態研究グ
ループ 森澤　　猛

岩手県森林組合連合会代表
理事会長佐々木良一郎

平成 22 年度「林業就業者能力向
上対策事業」「現場管理責任者研
修」に係る講師：講師

岩手県盛岡市 H23.2.8 育林技術研究グ
ループ 櫃間　　岳

岩手県林業技術センター所長 平成 22 年度林業技術普及セミ
ナーの講師：講師 岩手県奥州市 H23.2.22 生物被害研究グ

ループ 市原　　優

陸前高田市鳥獣被害防止対
策協議会会長石川満雄

鳥獣被害防止研修会に係る講師：
講師

岩手県陸前高田
市 H23.2.24 生物多様性研究

グループ長 堀野　眞一

宮城県農林水産部長 平成 22年度野生鳥獣被害対策（ニ
ホンジカ）研修会の講師：講師 宮城県石巻市 H23.3.8 生物多様性研究

グループ長 堀野　眞一
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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
盛岡市中央公民館館長坂田
裕一

高齢者教育講座「不来方大学院」
講師：講師 岩手県盛岡市 H22.7.22 森林生態研究グ

ループ長 柴田銃江
岩手県農林水産部森林整備
課総括課長

平成 22年度「いわて森のゼミナー
ル推進事業」企画提案選考委員会 岩手県盛岡市 H22.4.16 森林資源管理研

究グループ長 天野智将
鶴岡工業高等専門学校長横
山正明

「林地残材自動回収システムの開
発」に関する研究指導 宮城県亘理町 H22.4.30-5.1 支所長 山本幸一

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 H22.4.21 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

岩手県紫波町、
矢巾町 H22.4.28 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

岩手県農林水産部長 第１回いわて緑のカーボン・オフ
セット推進委員会 岩手県盛岡市 H22.4.26 森林資源管理研

究グループ長 天野智将

盛岡広域振興局土木部岩手
土木センター所長

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

岩手県葛巻町 H22.5.20 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岩手
土木センター所長

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 H22.5.21 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 H22.6.1 支所長 山本幸一

盛岡広域振興局林務部長 公共事業（治山等）に係る希少野生
動植物調査委員会による現地調査

岩手県盛岡市、
矢巾町 H22.5.26 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 公共事業（治山等）に係る希少野生
動植物調査委員会による現地調査 岩手県八幡平市 H22.5.27 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

盛岡広域振興局林務部長 公共事業（治山等）に係る希少野生
動植物調査委員会による現地調査

岩手県八幡平
市、葛巻町 H22.6.2 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一
秋田県立大学生物資源科学
部森林科学研究室教授蒔田
明史

森林科学セミナー講演：講師 秋田県秋田市 H22.6.24 地域研究監 新山　馨

岩手大学大学教育総合セン
ター長玉真之介

高年次課題科目「北上川流域学実
習」の講師：講師 岩手県盛岡市 H22.7.10 チーム長（森林

水流出担当） 野口正二
沿岸広域振興局保険福祉環
境部大船渡保健福祉環境セ
ンター所長

第 10 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 H22.7.9 生物多様性研究
グループ長 堀野眞一

県北広域振興局林務部長 製炭状況の視察および第１回木炭
産業振興方針検討委員会

岩手県洋野町、
久慈市 H22.6.21-22 支所長 山本幸一

日本森林学会会長宝月岱造 2010 年度第１回（第 429 回）理
事会 東京都千代田区 H22.6.9 森林生態研究グ

ループ長 柴田銃江
岩手県沿岸広域振興局土木
部大船渡土木センター津付
ダム建設事務所長

第 11 回津付ダム周辺環境検討委
員会 岩手県盛岡市 H22.6.25 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

東北森林管理局長 森林計画の策定等に係る現地検討会 仙台森林管理署
管内 H22.7.1-2 支所長 山本幸一

京都大学生存圏研究所長津
田敏隆

京都大学生存圏研究所運営委員会
及び共同研究打ち合わせ 京都府宇治市 H22.7.14-15 支所長 山本幸一

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 岩手県葛巻町 H22.6.30 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 公共事業に係る希少野生動植物の
生息・生育調査 岩手県葛巻町 H22.6.28 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一
財団法人福澤記念育林会理
事長井田良 研修旅行講演依頼：講師 岩手県盛岡市 H22.9.11 森林生態研究グ

ループ長 柴田銃江

岩手県農林水産部長 第２回いわて緑のカーボン・オフ
セット推進委員会 岩手県盛岡市 H22.7.5 森林資源管理研

究グループ長 天野智将
㈳日本森林技術協会理事長
廣居忠量

平成 22年度森林情報士養成研修：
講師 東京都千代田区 H22.7.29-30 研究調整監 中北　理

東北森林管理局長 第１回「緑の回廊」の抜伐り検討
委員会 秋田県秋田市 H22.7.14 地域研究監 新山　馨

東北森林管理局長 第１回「緑の回廊」の抜伐り検討
委員会 秋田県秋田市 H22.7.14 森林生態研究グ

ループ長 柴田銃江

東北森林管理局長 第１回「緑の回廊」の抜伐り検討
委員会 秋田県秋田市 H22.7.14 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

県北広域振興局林務部長 木炭流通実態調査 東京都世田谷区、
神奈川県横浜市 H22.7.22-23 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 H22.7.23 育林技術研究グ

ループ 星野大介

岩手県農林水産部長 第３回いわて緑のカーボン・オフ
セット推進委員会 岩手県盛岡市 H22.8.2 森林資源管理研

究グループ長 天野智将
鶴岡工業高等専門学校長横
山正明

「林地残材自動回収システムの開
発」に関する研究指導 山形県鶴岡市 H22.7.26-27 支所長 山本幸一

岩手県環境生活部長 平成 22 年度カモシカ保護管理検
討委員会 岩手県盛岡市 H22.9.9 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一
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依　頼　者 内　　　　　容 用　務　先 実施月日 チーム・グループ 氏　名

岩手県環境生活部長 平成 22 年度シカ保護管理検討委
員会 岩手県盛岡市 H22.9.9 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

日本森林学会会長宝月岱造 東北森林科学会第 15回大会総会 岩手県盛岡市 H22.8.24 森林生態研究グ
ループ長 柴田銃江

中部森林管理局長
「木曽ヒノキ林の持続のための天
然更新の方向について」の有識者
からの提言に関する説明会及び現
地見学会

長野県上松町、
王滝村 H22.8.10-12 森林生態研究グ

ループ 森澤　猛

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 H22.7.23 地域研究監 新山　馨

岩手県農林水産部長 いわて緑のカーボン・オフセット
推進委員会（第１回排出削減部会） 岩手県宮古市 H22.8.26 森林資源管理研

究グループ長 天野智将

青森県農林水産部林政課長 平成 22 年度松くい虫被害対策検
討会 青森県蓬田村 H22.9.2 チーム長（松く

い虫担当） 中村克典

県北広域振興局林務部長 木炭流通実態調査
愛知県名古屋市、
兵庫県神戸市、
大阪府大阪市

H22.9.13-15 支所長 山本幸一

岩手県鳥獣保護員協議会県
北ブロック主宰者　羽場　
富雄　　県北広域振興局保
健福祉環境部長

平成 22 年度岩手県鳥獣保護員県
北ブロック研修会：講師 岩手県久慈市 H22.12.15 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

アジア航測株式会社森林整
備課小川吉平

「航空レーザー計測技術の活用に係
る検討委員会」第１回検討委員会 岩手県盛岡市 H22.8.31 研究調整監 中北　理

アジア航測株式会社森林整
備課小川吉平

「航空レーザー計測技術の活用に係
る検討委員会」第１回検討委員会 岩手県盛岡市 H22.8.31 チーム長（地域

資源利用担当） 小谷英司

日本森林学会誌編集委員会
委員長戸丸信弘 日本森林学会誌編集委員会 愛知県名古屋市 H22.9.10 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

岩手県農林水産部長 第４回いわて緑のカーボン・オフ
セット推進委員会 岩手県盛岡市 H22.9.13 森林資源管理研

究グループ長 天野智将

岩手県環境影響評価技術審
査会会長

第 42 回岩手県環境影響評価技術
審査会 岩手県盛岡市 H22.10.1 生物多様性研究

グループ 島田卓哉

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

岩手県岩手町 H22.10.13 生物多様性研究
グループ長 堀野眞一

県北広域振興局林務部長 第２回木炭産業振興方針検討委員会 岩手県久慈市 H22.10.27 支所長 山本幸一
岩手県環境保健研究センター
所長滝川義明

岩手県環境保健研究センター研究
評価委員会 岩手県盛岡市 H22.10.12 研究調整監 中北　理

岩手県環境生活部長 シカ生息密度調査 岩手県釜石市 H22.10.28 生物多様性研究
グループ長 堀野眞一

岩手県農林水産部長 いわて緑のカーボン・オフセット
推進委員会（第２回排出削減部会） 岩手県宮古市 H22.10.14 森林資源管理研

究グループ長 天野智将

東北森林管理局長
岩手・宮城内陸地震に起因した山
地災害の復旧対策担当者研修会：
講師

宮城県栗原市 H22.11.1-2 森林環境研究グ
ループ 岡本　隆

財団法人日本緑化協会会長
上島重二 第６回松林防除実践講座：講師 千葉県君津市、

富津市 H22.11.11-12 研究調整監 中北　理

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、
紫波町、矢巾町 H22.10.20 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

東北森林管理局長 第二回「緑の回廊」の抜伐り検討
委員会

岩手北部森林管理署
管内 H22.11.4-5 地域研究監 新山　馨

東北森林管理局長 第二回「緑の回廊」の抜伐り検討
委員会

岩手北部森林管
理署管内 H22.11.4-5 森林生態研究グ

ループ長 柴田銃江

東北森林管理局長 第二回「緑の回廊」の抜伐り検討
委員会

岩手北部森林管
理署管内 H22.11.4-5 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

林野庁森林技術総合研修所
所長黒川正美

平成 22 年度治山技術現地［地す
べり］研修：講師 山形県新庄市 H22.11.9 森林環境研究グ

ループ 岡本　隆

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 11 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 H22.12.2 生物多様性研究
グループ長 堀野眞一

鶴岡工業高等専門学校長横
山正明

「林地残材自動回収システムの開
発」に係る職員の派遣

宮城県仙台市、
亘理町 H22.11.19-20 支所長 山本幸一

三陸北部森林管理署長高野
正幸

「森林・林業講座」開催に伴う講
師派遣 岩手県宮古市 H22.11.17 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

名古屋大学大学院生命農学
研究科長　服部　重昭

森林動態モニタリングに関する研
究打ち合わせ 愛知県名古屋市 H22.11.28-30 育林技術研究グ

ループ 星野大介

岩手県知事達増拓也 岩手県森林審議会 岩手県盛岡市 H22.12.14 支所長 山本幸一

長野県林務部長 特定鳥獣保護管理検討委員会ニホ
ンジカ部会 長野県長野市 H22.12.16 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

岩手県農林水産部長 第５回いわて緑のカーボン・オフ
セット推進委員会 岩手県盛岡市 H22.11.22 森林資源管理研

究グループ長 天野智将
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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
社団法人日本林業技術協会
理事長廣居忠量

クマタカ野生希少動植物種保護管
理対策調査に係る検討委員会 山形県真室川町 H22.11.25 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

アジア航測株式会社森林整
備課小川吉平

「航空レーザー計測技術の活用に
係る検討委員会」第２回検討委員
会

秋田県大館市 H22.12.2-3 研究調整監 中北　理

アジア航測株式会社森林整
備課小川吉平

「航空レーザー計測技術の活用に係
る検討委員会」第２回検討委員会 秋田県大館市 H22.12.2-3 チーム長（地域

資源利用担当） 小谷英司

岩手県農林水産部森林整備
課総括課長

平成 22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 H22.12.7 チーム長（地域

資源利用担当） 小谷英司

社団法人日本林業技術協会
理事長廣居忠量

「朝日山地森林生態系保護地域に
おける生物種リスト整備及び広域
の動態把握手法の調査」に係る検
討委員会

山形県山形市 H22.12.7 研究調整監 中北　理

社団法人日本林業技術協会
理事長廣居忠量

「朝日山地森林生態系保護地域に
おける生物種リスト整備及び広域
の動態把握手法の調査」に係る検
討委員会

山形県山形市 H22.12.7 森林環境研究グ
ループ 安田幸生

東北森林管理局長 平成 22 年度東北森林管理局技術
開発委員会 秋田県秋田市 H22.12.15 育林技術研究グ

ループ長 八木橋勉

岩手県自然保護議員連盟会
長田村誠

岩手県自然保護議員連盟研修会：
講師 岩手県盛岡市 H23.1.19 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

日本生態学会東北地区第
５５回大会準備委員会　蒔
田明史

日本生態学会東北地区第 55 回大
会講演：講師 秋田県秋田市 H22.12.18-19 育林技術研究グ

ループ長 八木橋勉

千葉大学大学院園芸学研究
科長木庭卓人

平成 22 年度環境省環境研究総合
推進費採択プロジェクトアドバイ
ザリーボード及び共同研究打合せ

千葉県松戸市 H22.12.16-17 研究調整監 中北　理

独立行政法人国際農林水産
業研究センター理事長飯山
賢治

国際農林水産業研究センター中期
計画評価会議バイオマス分科会出
席

茨城県つくば市 H23.2.8-9 支所長 山本幸一

東北森林管理局三陸北部森
林管理署長高野正幸

「久慈・閉伊川国有林の森林計画
に関する住民懇談会」出席 岩手県宮古市 H23.1.26 支所長 山本幸一

岩手県環境生活部長 希少野生動植物保護検討委員会 岩手県盛岡市 H23.2.9 生物多様性研究
グループ長 堀野眞一

財団法人日本住宅・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 H22.12.20 支所長 山本幸一

県北広域振興局林務部長 第３回木炭産業振興方針検討委員会 岩手県二戸市 H23.1.25 支所長 山本幸一

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 H23.1.13 生物被害研究グ
ループ 市原　優

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 22 年度岩手県松くい虫被害
対策推進協議会 岩手県盛岡市 H23.2.3 チーム長（松く

い虫担当） 中村克典

岩手県森林組合連合会代表
理事会長佐々木良一郎

平成 22 年度「林業就業者能力向
上対策事業」「現場管理責任者研
修」に係る講師

岩手県盛岡市 H23.2.8 チーム長（地域
資源利用担当） 小谷英司

岩手県森林組合連合会代表
理事会長佐々木良一郎

平成 22 年度「林業就業者能力向
上対策事業」「現場管理責任者研
修」に係る講師

岩手県盛岡市 H23.2.8 森林生態研究グ
ループ 森澤　猛

岩手県森林組合連合会代表
理事会長佐々木良一郎

平成 22 年度「林業就業者能力向
上対策事業」「現場管理責任者研
修」に係る講師

岩手県盛岡市 H23.2.8 育林技術研究グ
ループ 櫃間　岳

長野県林務部長 特定鳥獣保護管理検討委員会ニホ
ンジカ部会 長野県長野市 H23.1.12 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

鶴岡工業高等専門学校長横
山正明

「林地残材自動回収システムの開
発」に関する研究指導 宮城県亘理町 H23.2.7 支所長 山本幸一

希少野生動植物調査検討委
員会委員長保健福祉環境部
長高橋裕好

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
（事業事前説明会）

岩手県盛岡市 H23.1.27 生物多様性研究
グループ長 堀野眞一

社団法人日本林業技術協会
理事長廣居忠量

「朝日山地森林生態系保護地域に
おける広域の動態把握手法の調
査」に係る検討委員会

山形県山形市 H23.2.15 研究調整監 中北　理

社団法人日本林業技術協会
理事長廣居忠量

「朝日山地森林生態系保護地域に
おける広域の動態把握手法の調
査」に係る検討委員会

山形県山形市 H23.2.15 森林環境研究グ
ループ 安田幸生

岩手県農林水産部長 第６回いわて緑のカーボン・オフ
セット推進委員会 岩手県盛岡市 H23.1.24 森林資源管理研

究グループ長 天野智将

東北森林管理局長 平成 22 年度保護林モニタリング
調査検討委員会 秋田県秋田市 H23.2.1 森林生態研究グ

ループ長 柴田銃江
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東北森林管理局長 平成 22 年度保護林モニタリング
調査検討委員会 秋田県秋田市 H23.2.1 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

岩手県森林審議会会長岡田
秀二 岩手県森林審議会松くい虫対策部会 岩手県盛岡市 H23.2.14 支所長 山本幸一

東北森林管理局長 平成 22 年度・森林・林業技術交
流発表会 秋田県秋田市 H23.2.2-4 支所長 山本幸一

東北森林管理局長 平成 22 年度・森林・林業技術交
流発表会 秋田県秋田市 H23.2.3-4 森林環境研究グ

ループ 岡本　隆

岩手県林業技術センター所長 平成 22 年度林業技術普及セミ
ナーの講師 岩手県奥州市 H23.2.22 生物被害研究グ

ループ 市原　優

陸前高田市鳥獣被害防止対
策協議会会長石川満雄 鳥獣被害防止研修会に係る講師 岩手県陸前高田市 H23.2.24 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

長野県林務部長 特定鳥獣保護管理検討委員会ニホ
ンジカ部会 長野県長野市 H23.2.18 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

県北広域振興局林務部長 第４回木炭産業振興方針検討委員会 岩手県久慈市 H23.3.3 支所長 山本幸一

岩手県農業振興課総括課長 岩手県鳥獣被害防止対策連絡会第
１回連絡会 岩手県盛岡市 H23.2.14 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

「いわての川づくりプラン懇
談会」会長堺茂樹

平成 22 年度第２回「いわての川
づくりプラン懇談会」 岩手県盛岡市 H23.1.21 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・共同研究拠点計画準備委
員会

京都府京都市 H23.2.16-17 生物多様性研究
グループ 大西尚樹

東京大学大学院工学系研究
科長北森武彦

森林管理における衛星利用技術に
関する打合せ 東京都文京区 H23.2.20-21 研究調整監 中北　理

岩手県林業技術センター所長 平成 22年度外部評価会議 岩手県矢巾町 H23.3.1 支所長 山本幸一
希少野生動植物調査検討委
員会委員長保健福祉環境部
長高橋裕好

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
（事業事前説明会）

岩手県盛岡市 H23.2.25 生物多様性研究
グループ長 堀野眞一

社団法人日本林業技術協会
理事長廣居忠量

クマタカ野生希少動植物種保護管
理対策調査に係る検討委員会 秋田県秋田市 H23.3.4 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一

東北森林管理局長
地域管理経営計画及び国有林野施
業実施計画の策定及び変更にかか
る検討会

秋田県秋田市 H23.3.7 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 岩手県矢巾町 H23.3.11 チーム長（松く
い虫担当） 中村克典

宮城県農林水産部長 平成 22年度野生鳥獣被害対策（ニ
ホンジカ）研修会の講師 宮城県石巻市 H23.3.8 生物多様性研究

グループ長 堀野眞一
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８　視察・見学
区　　　分 員数（人）

国 46
都道府県 19
林業団体 5
一般 646
学生 37

計（国内） 753
国外 1
合計 754

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 22年版　NO.51 年刊
フォレストウインズ 4 1,000 No.41 ～ No.44 不定期

10　図　　書
　　（単 行 書）

平成 22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
357 138 495 39 2 41 15,552

　　（雑誌等逐次刊行物）

平成 22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
843 2,162 3,005 391 8 399 335 0 335 17,552

　　（その他の資料）

平成 22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 66 66 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 22年度東北林業試験研究機関連絡協議会 22.…9.…3 福島県林業研究センター 福島県福島市
　　総会

２　平成 22年度東北林業試験研究機関連絡協議会 22.…7.…1 青森産業技術センター 青森県むつ市
　　森林保全専門部会 22.…7.…2 林業研究所 　

３　平成 22年度東北林業試験研究機関連絡協議会 22.…7.…8 秋田県農林水産技術センター 秋田県大曲市
　　資源・環境専門部会 22.…7.…9 森林技術センター 　

４　平成 22年度東北林業試験研究機関連絡協議会 22.…7.15 宮城県林業技術総合センター 宮城県登米市
　　特用林産専門部会 22.…7.16 　

５　平成 22年度東北林業試験研究機関連絡協議会 22.…7.…8 岩手県林業技術センター 岩手県盛岡市
　　木材利用専門部会 22.…7.…9 　 　

６　平成 22年度東北林業試験研究機関連絡協議会 22.…8.…6 福島県林業研究センター 福島県福島市
　　企画調整専門部会 　

７　平成 22年度東北林業試験研究機関連絡協議会 22.…6.17 林木育種センター 山形県新庄市
　　林木育種専門部会 22.…6.18 東北育種場

８　平成 22年度林業研究開発推進東北ブロック会議 22.…9.16 林野庁・森林総合研究所 岩手県盛岡市

９　平成 22年度林木育種推進東北地区協議会 22.…7.21 林木育種センター 岩手県北上市
22.…7.22 東北育種場

10　東北支所業務報告会 22.12.…9 東北支所 東北支所
22.12.10

…
11……交プロ・松くい虫北限推進会議 23.…1.18 東北支所 青森県青森市

12　交プロ・天然林管理推進会議 23.…2.18 北海道支所 東北支所

13　交プロ・強度収穫推進会議 23.…2.22 北海道支所 宮城県仙台市

14　東北支所研究評議会 23.…2.28 東北支所 東北支所

12　諸　行　事
行　　　　　事 年 月 日 開 催 場 所

１　森林総合研究所東北支所・林木育種センター東北育種場一般公開 22.10.16 東北支所
２　「森・川・里をつなぐ技術フォーラム」 23.…2.23 山形県郷土館「文翔館」
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13　内部委員会

・苗畑・実験林委員会
委員：中北　理、佐々木清和、野口正二、市原　優、西園朋広、櫃間　岳、下田直義（実務責任者）、
　　　山本幸司（事務局）
会議：第１回委員会（４月 26日）

・住宅委員会
委員：野口正二、堀野眞一、相川拓也、佐々木清和、安部波夫、砂子田　渉（事務局）
会議：第１回委員会（６月 25日）、第２回委員会（９月 17日）、第３回委員会（３月 18日）

・安全衛生委員会
委員：中北　理、安部波夫、高橋公子、石井基弘、森澤　猛、森田　海、相川拓也
　　　砂子田　渉（事務局）
会議：第１回委員会（６月 28日）、第２回委員会（９月 14日）、第３回委員会（２月 28日）

・施設整備委員会
委員：新山　馨、中北　理、佐々木清和、安部波夫、森澤　猛、平井敬三、磯野昌弘、小谷英司
　　　高橋公子（事務局）、古井　匡（事務局）
会議：第１回委員会（11月 29 日）、第２回委員会（１月 13日）、第３回委員会（２月 15日）

・レクリエーション委員会
委員：山本幸司、森田　海、星野大介、山田　毅、相川拓也、林　雅秀、安部波夫
　　　砂子田　渉（事務局）
会議：第１回委員会（７月９日）

・図書委員会
委員：中北　理、野口正二、中村克典、八木貴信、星野大介、小野賢二、島田卓哉、相川拓也、林　雅秀、
　　　石山雅勝、佐々木清和、米沢茂信（事務局）
会議：第１回委員会（７月５日）、第２回委員会（12月１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、佐々木清和、安部波夫、高橋公子
会議：毎週月曜日開催

・支所運営会議
メンバー：山本幸一、中北　理、新山　馨、佐々木清和、安部波夫、高橋公子
　　　　　砂子田　渉、石山雅勝、古井　匡、米沢茂信、山本幸司、中村克典、野口正二、小谷英司
　　　　　杉田久志、柴田銃江、平井敬三、堀野眞一、磯野昌弘、天野智将

会議：月２回開催
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