
　　平成21年度の発表業績

　著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
S. Kaneko（兼子伸吾，京都大

学）、T. Abe（安部哲人）、Y.
Isagi（井鷺裕司，京都大学）

Development of microsatellite markers for
Stachyurus macrocarpus and Stachyurus
macrocarpus var. prunifolius (Stachyuraceae),
critically endangered shrub species endemic to
the Bonin Islands（小笠原諸島産絶滅危惧固
有種ナガバキブシとハザクラキブシのマイ
クロサテライトマーカーの開発）

Conservation Genetics 10: 1865-
1867

T. Abe（安部哲人） Impacts of invasive alien species on pollination
system of Ogasawara（小笠原諸島の送粉系に
おける外来種のインパクト）

International Sympothium –
Aliens vs researchers

安部哲人 オガサワラグワ 森林大百科事典: 22-24

安部哲人 小笠原諸島における送粉系撹乱と外来種対
策

第57回日本生態学会大会講演
要旨集

T. Abe（安部哲人）、S. Makino
（牧野俊一）、I. Okochi（大河内
勇）

Why have endemic pollinators declined on the
Ogasawara Islands?（小笠原諸島の送粉系は
なぜ衰退したのか？）

Restoring the Oceanic Island
Ecosystem: Impact and
Management of Invasive Alien
Species in the Bonin Islands (ed.
K. Kawakami, I. Okochi): 75-83

新山馨、勝木俊雄、安部哲人、八
木貴信、香山雅純、田中浩

屋久島照葉樹林稚樹層のシカによる組成変
化

第57回日本生態学会大会講演
要旨集

横川昌史（京都大学）、安部哲
人、井鷺裕司（京都大学）

絶滅危惧植物ハナシノブ個体群の生態特性
が繁殖成功と遺伝的多様性に与える影響

第57回日本生態学会大会講演
要旨集

前田勇平（熊本県林研指）、荒木
眞岳

人工林下層木本植物の個体数密度シミュ
レーション

日本森林学会九州支部大会、
64

Shigeta Mori（森茂太）、Keiko Yamaji
（山路恵子）（筑波大学）、Atsushi
Ishida（石田厚）、Stanislav G.
Prokushkin、Oxana V. Masyagina
（V.N. Sukachev Institute of Forest SB
RAS）、Akio Hagihara（萩原秋男）、

Rafiqul A. T. M. Hoque、Rempei Suwa
（諏訪錬平）（琉球大学）、Akira
Osawa（大澤晃）（京都大学）、

Tomohiro Nishizono（西園朋広）、

Tatsushiro Ueda（上田龍四郎）（（株）

ダルトン）、Masaru Kinjo（金城勝）、

Tsuyoshi Miyagi（宮城健）（沖縄県森

林資源研究センター）、Takuya
Kajimoto（梶本卓也）、Takayoshi
Koike（小池孝良）（北海道大学）、

Yojiro Matsuura（松浦陽次郎）、

Takeshi Toma（藤間剛）、Olga A.
Zyryanovad, Anatoly P. Abaimov
（V.N. Sukachev Institute of Forest SB
RAS）、Yoshio Awaya（粟屋善雄）、

Masatake G. Araki（荒木眞岳）、

Tatsuro Kawasaki（川崎達郎）、

Yukihiro Chiba（千葉幸弘）、Marjnah
Umari（Mulawarman University）

Mixed-power scaling of whole-plant respiration
from seedlings to giant trees（実生から巨木まで
の植物個体呼吸を表現する混合べき関数）

Proceedings of the National
Academy of Sciences of the
United States of America
（PNAS)、107(4)：1447-1451
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　著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
荒木眞岳、前田勇平（熊本県林研
指）

スギ・ヒノキ人工林における間伐後の開空
度に影響を与える要因

森林総合研究所九州支所年
報、21：11

荒木眞岳、重永英年、奥田史郎 スギ人工林における強度間伐が残存木の成
長に与える影響

九州森林研究、63：60-63

浅野志穂 地下水排除の場所が及ぼす大規模地すべり
斜面の安定性の変化

九州森林研究、63：131-133

浅野志穂、黒川潮、大丸裕武、岡
本隆

大規模地すべり地における地下水排除工の
施工効果と長期安定性の評価調査

林野庁地すべり対策調査報告
書（平成20年度）、55p

三森利昭、大丸裕武、黒川潮、岡
本隆、村上亘、多田泰之、小川泰
浩、岡田康彦、大野泰宏、野口正
二、安田幸生、浅野志穂、安田正
次（千葉大）

岩手・宮城内陸地震で発生した崩壊の特徴 平成21年度砂防学会研究発表

会概要集、14-15

浅野志穂 地震動と崩壊のメカニズム 森林科学、56:7-10

岡本隆、松浦純生、浅野志穂 地震後に活動が沈静化した特異な地すべり
事例とその要因の検討

日本地すべり学会研究発表会
講演集、48:199-200

岡本隆、大丸裕武、浅野志穂、黒
川潮

地震力が作用した地すべりの長期変動機構
に関する調査

林野庁地すべり対策調査報告
書（平成20年度）、73p

浅野志穂 シリーズ「近年の土砂災害」－2005年台風

14号により南九州で発生した土砂災害－

水利科学、311:104-115

浅野志穂、中里裕臣 （社）日本地すべり学会第48回研究発表会
の報告

日本地すべり学会誌、
46(4):64-67

浅野志穂、清水晃、宮縁育夫、清
水貴範、玉井幸治

森林総合研究所去川森林理水試験地 砂防学会誌、62(3):80-83

浅野志穂 中国四川大地震における山地災害調査につ
いて

森林総合研究所九州支所年
報、21:24-25

浅野志穂、松浦純生、岡本隆、黒
川潮

山形県銅山川地すべり地の地下水変動の経
年変化

日本地すべり学会研究発表会
講演集、48:256-257

SANGUANSUB,L（東京大学）、

Hideaki Goto（後藤秀章）、Naoto
Kamata（鎌田直人）（東京大学）

Ambrosia beetle guild attacking deciduous oak
trees (Quercus serrata) in relation to tree vigor,
seasonality, and JOW incidences（樹勢、季
節、ブナ科樹木萎凋病の発生と関連した、
コナラを加害する養菌性キクイムシ類のギ
ルド）

個体群生態学会大会講演要旨
集(2009)、25:43

後藤秀章 日本産キクイムシ類分類学研究の歴史と種
のリスト

日本森林学会誌91(6):473-480

後藤秀章、濱口京子、所雅彦、升
屋勇人

屋久島におけるカシノナガキクイムシによ
るマテバシイ集団枯損の記録

日本森林学会九州支部大会
研究発表プログラム(2009)、
65（http://ffpsc.agr.kyushu-
u.ac.jp/jfs-q）

萩野裕章 防風・飛砂防止機能 森林大百科事典:138-139

萩野裕章、野口宏典、島田和則、
坂本知己

風洞実験による人工砂丘防風効果範囲の推
定

九州森林研究、63：134-136

萩野裕章 人工砂丘に対する風向きと風下領域におけ
る風況の関係

平成21年度日本海岸林学会研

究発表会講演要旨集、59-60

萩野裕章、小玉哲大（共立航空撮
影（株））

人工砂丘の形状経年変化について 第56回日本砂丘学会全国大会

講演要旨、17-18
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　著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
竹内由香里、鳥田宏行（北海道立
林業試験場）、西村浩一（名古屋
大学）、坂本知己、萩野裕章、後
藤義明、村上茂樹、遠藤八十一
（元森林総研）

妙高山域幕ノ沢の大規模表層雪崩によるス
ギ林の倒壊状況と雪崩速度の推定

雪氷、72：115-125

萩野裕章、小玉哲大（共立航空撮
影（株））、野口宏典、島田和
則、坂本知己

砂丘形状の経年変化について 平成21年度日本海岸林学会研

究発表会講演要旨集、37-38

壁谷直記、清水晃、清水貴範、浅
野志穂、生沢均、今田益敬、比嘉
幹彦、古堅公 （沖縄県森林資源研
究センター）

亜熱帯島嶼森林流域における降雨量・流出
量の観測

九州森林研究、63：128-130

TAMAI Koji（玉井幸治）、

NOBUHIRO Tatsuhiko（延廣竜

彦）、 SHIMIZU Takanori（清水貴

範）、 IIDA Shin’ichi（飯田真

一）、 KABEYA Naoki（壁谷直

記）、 KETH Nang、 CHANN
Sophal（カンボジア森林・野生生

物研究所）、 SHIMIZU Akira（清
水晃）

Characteristics of canopy conductance,
aerodynamic conductance and decoupling
coefficient of an evergreen forest in Kampong
Thom, central Cambodia.（中央カンボジア、
コンポントム州における常緑林の空気力学
的コンダクタンス、林冠コンダクタンス、
Decoupling係数の特性）

Proceeding of International
Workshop on Forest Research in
Cambodia, November 2009、17-
20

KETH Nang（カンボジア森林・野

生生物研究所）、TAMAI Koji（玉

井幸治）、 KABEYA Naoki（壁谷

直記）、 NOBUHIRO Tatsuhiko
（延廣竜彦）、 IIDA Shin’ichi（飯

田真一）、 SHIMIZU Takanori（清

水貴範）、 CHANN Sophal（カン
ボジア森林・野生生物研究所）、
SHIMIZU Akira（清水晃）

Data management of the forest meteorology of an
evergreen forest in Kampong Thom, central
Cambodia（中央カンボジア、コンポントム
州の常緑林における森林気象のデータ管
理）

Proceeding of International
Workshop on Forest Research in
Cambodia, November 2009、25-
28

Katsuyama, Masanori（勝山正則）

（京都大）、 Kabeya, Naoki（壁谷

直記）、Ohte, Nobuhito（大手信
人）（東京大）

Elucidation of the relationship between
geographic and time sources of stream water
using a tracer approach in a headwater catchment
（源頭部流域におけるトレーサー手法を用
いた地理的および時間的起源の関係解明）

Water Resources Research、
45:W06414

Eriko Ito（伊藤江利子）、Naoyuki
Furuya（古家直行）

Bora Tith、Samkol Keth、Sophal
Chann（カンボジア森林局）、

Mamoru Kanzaki（神崎護）（京都

大）、Makoto Araki(荒木誠）、

Naoki Kabeya（壁谷直記）、Mitsuo
Matsumoto（松本光朗）、Tatsuhiko
Nobuhiro（延廣竜彦）、Yasuhiro
Ohnuki （大貫靖浩）、Akira
Shimizu
（清水晃）、Koji Tamai（玉井幸

治）、Tamotsu Sato（佐藤保）、

Yoshio Awaya（粟屋善雄）（岐阜
大）、
Yoshiyuki Kiyono（清野嘉之）

Forest tree biomass estimation from crown
diameter: case study in Cambodian seasonal
tropical lowland forest.（カンボジア季節性熱
帯低地林における林冠直径を用いた樹木バ
イオマスの推定）

The 10th International Congress
of Ecology abstracts、207
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　著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
壁谷直記 平準化機能 森林大百科事典（森林総合研

究所　編）, 4.1.1 c. 朝倉書

店、pp 99-100

KABEYA Naoki（壁谷直記）、

SHIMIZU Akira（清水晃）、

OHNUKI Yasuhiro（大貫靖浩）、

TAMAI Koji（玉井幸治）、IIDA
Shin'ichi（飯田真一）、SHIMIZU
Takanori（清水貴範）、

NOBUHIRO, Tatsuhiko（延廣竜

彦）、ARAKI, Makoto（荒木

誠）、CHANN Sophal、KETH
Nang、CHEUNG Hong Narith、
SANG Satha、KETH Samkol（カン
ボジア森林・野生生物研究所）

Observation of soil matric potential in deciduous
and evergreen lowland forests of Cambodia（カ
ンボジアの落葉性および常緑性平地林にお
けるマトリックポテンシャルの観測）

Proceeding of International
Workshop on Forest Research in
Cambodia, November 2009、21-
24

飯田真一、玉井幸治、延廣竜彦、
清水貴範、坪山良夫、壁谷直記、
清水 晃、阿部俊夫

林分の遮断損失量測定に用いる転倒マス型
流量計の測定誤差とその補正

水文・水資源学会2009年度研

究発表会要旨集、230-231

玉井幸治、延廣竜彦、清水貴範、
荒木誠、飯田真一、清水晃、壁谷
直記、Chann Sophal（カンボジア
森林・野生生物研究所）

森林の劣化が群落蒸散量と表面温度に及ぼ
す影響－カンボジア低地常緑林における予
測解析－

水文・水資源学会2009年度研

究発表会要旨集、222-223

五味高志、白木克繁（東京農工
大）、内田太郎（土木研）、壁谷
直記

森林水文ワークショップ2008-森林水文学の

対象とする場とは何か-
日本森林学会誌、91(6):369-
371

 KABEYA Naoki（壁谷直記）、

SHIMIZU Akira （清水晃）、

OHNUKI  Yasuhiro （大貫靖浩）、

TAMAI Koji （玉井幸治）、 IIDA
Shin'ichi （飯田真一）、 SHIMIZU
Takanori （清水貴範）、

NOBUHIRO Tatsuhiko（延廣竜

彦）、 ARAKI Makoto （荒木

誠）、 CHANN Sophal（カンボジ

ア森林局）、 KETH Nang （カン

ボジア森林局）、 CHEUNG Narith
（カンボジア森林局）、 SANG
Satha （カンボジア森林局）、

KETH Samkol （カンボジア森林
局）

Soil matric potential observation system in
evergreen and deciduous forests located in
Cambodian lowland（カンボジアの低地にお
ける常緑林と落葉林内の土壌水分張力測定
システム）

Proceedings of "International
Workshop on Forest Research in
Cambodia 2009", 21-24.

Kabeya, Naoki（壁谷直記）、

Shimizu, Akira（清水晃）、

Tsuboyama, Yoshio（坪山良夫）、

Nobuhiro, Tatsuhiko（延廣竜彦）、

Zhang, Jianjun（張建軍）（北京林
業大学）

Stream water residence time in a small gneiss
watershed with a thick weathered layer（厚い風
化層を持つ片麻岩小流域における渓流水の
滞留時間）

Eos, Transactions, American
Geophysical Union, Fall Meeting
Supplement、 91(52)：H23A-
0919
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　著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
Kentaro Takagi (高木健太郎) (北海

道大学)、Chikara Kotsuka (小塚

力) (北海道大学)、Karibu Fukuzawa
(福澤加里部) (北海道大学)、
Masazumi Kayama (香山雅純)、
Makoto Kobayashi (小林　真) (北海

道大学)、Tsunehiro Watanabe (渡辺

恒大) (北海道大学)、 Mutsumi
Nomura (野村　睦) (北海道大学)、
Tatsuya Fukazawa (深澤達矢) (北海

道大学)、Hiroyuki Takahashi (高橋

廣行) (北海道大学)、Hajime Hojyo
(北條　元) (北海道大学)、Daitaro
Ashiya (芦谷大太郎) (北海道大

学)、Akihiko Naniwa (浪花彰彦) (北
海道大学)、Sadao Sugata (菅田定

雄) (北海道大学)、Tatsuya Kamiura
(上浦逹哉) (北海道大学)、

Allometric relationships and carbon and nitrogen
contents for three major tree species (Quercus
crispula, Betura ermanii, and Abies sachalinensis)
in northern Hokkaido, Japan. (北海道北部にお

ける主要３樹種(ミズナラ、ダケカンバ、ト

ドマツ)の相対成長関係と炭素と窒素濃度)

Eurasian Journal of Forest
Research、12: 65-71

Yoshiyuki Sugishita (杉下義幸) (北海

道大学)、Rei Sakai (坂井　励) (北海

道大学)、Kinya Ito (伊藤欣也) (北海

道大学)、Makoto Kobayashi (小林

信) (北海道大学)、Mamoru
Maebayashi (前林 衛) (北海道電力総

合研究所)、Masato Mizuno (水野真

人) (北海道電力総合研究所)、
Takeshi Murayama (村山岳史) (北海

道電力総合研究所)、Koji Kinoshita
(木下浩司) (北海道電力総合研究

所)、Daisaku Fujiwara (藤原大作) (北
海道電力総合研究所)、 Shukichi
Hashida (橋田修吉) (北海道電力総

合研究所)、Hideaki Shibata (柴田英

昭) (北海道大学)、Toshiya Yoshida
(吉田俊也) (北海道大学)、Kaichiro
Sasa (笹　賀一郎) (北海道大学)、
Nobuko Saigusa (三枝信子) (国立環

境研究所)、Yasumi Fujinuma (藤沼康

実) (鳥取環境大学) 、Yukio
Akibayashi (秋林幸男) (北海道大学)

平山大輔(三重大学)、香山雅純、

舘野隆之輔(鹿児島大学)、川路ま

り(鹿児島大学)、北岡和彦(鹿児島

大学)、米田　健(鹿児島大学)

奄美群島徳之島におけるオキナワウラジロ
ガシとアマミアラカシの堅果生産量の３年
間の変動

日本生態学会大会講演要旨
集、57
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　著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
Kentaro Takagi (高木健太郎) (北海

道大学)、Karibu Fukuzawa (福澤加

里部) (北海道大学)、Liang Naishen
(梁　乃申) (国立環境研究所)、
Masazumi Kayama (香山雅純)、
Mutsumi Nomura (野村　睦) (北海

道大学)、Hajime Hojyo (北條　元)
(北海道大学)、Sadao Sugata (菅田

定雄) (北海道大学)、Hideaki
Shibata (柴田英昭) (北海道大学)、
Tatsuya Fukazawa (深澤達矢) (北海

道大学)、Yoshiyuki Takahashi (高橋

善幸) (国立環境研究所)、Tatsuro
Nakaji (中路達郎) (北海道大学)、
Hiroyuki Oguma (小熊宏之) (国立環

境研究所)、Masayoshi Mano (間野

正美) (農業環境技術研究所)、
Yukio Akibayashi (秋林幸男) (北海

道大学)、Yutaka Maruyama (丸山

温)、Takayoshi Koike (小池孝良) (北
海道大学)、Kaichiro Sasa (笹　賀一

郎) (北海道大学)、Yasumi Fujinuma
(藤沼康実) (鳥取環境大学)

Change in the CO2 balance under a series of
forestry activities in a cool-temperate mixed forest
with dense undergrowth. (下生えが密な寒冷地
の混交林における森林の活力に伴う二酸化
炭素収支の変化)

Global Change Biology、15:
1275-1288

香山雅純、山田浩雄、田中　浩 同一環境下に植栽されたスギ精英樹の窒素
利用特性．

日本森林学会九州支部大会発
表要旨、65

Masazumi Kayama (香山雅純)、
Makoto Kobayashi (小林　真) (北海

道大学)、Mutsumi Nomura (野村

睦) (北海道大学)、Fuyuki Satoh (笹
賀一郎) (北海道大学)、Takayoshi
Koike (小池孝良) (北海道大学)

Dynamics of elements in larch seedlings (Larix
Kaempferi) regenerated on serpentine soil in
northern Japan. (日本北部の蛇紋岩土壌に更

新したカラマツ稚樹の元素動態)

Landscape and Ecological
Engineering、5: 125-135

Satoshi Kitaoka (北岡　哲)、Makoto
Watanabe (渡辺　誠) (北海道大

学)、Yoko Watanabe (渡辺陽子) (北
海道大学)、Masazumi Kayama (香山

雅純)、Mutsumi Nomura (野村　睦)
(北海道大学)、Kaichiro Sasa (笹
賀一郎) (北海道大学)

Growth of regenerated tree seedlings associated
with micro-climatic change in a mature larch
plantation after harvesting. (成熟したカラマツ
林の伐採後の微気象の変化に伴う更新した
稚樹の成長)

Landscape and Ecological
Engineering、5: 137-145

香山雅純、小林　真 (北海道大

学)、崔　東壽 (東京農工大学)、高

木健太郎 (北海道大学)、小池孝良

(北海道大学)

異なる光環境下に生育するトドマツ、エゾ
マツ、アカエゾマツの成長特性と葉の老
化．

日本生態学会大会講演要旨
集、57

香山雅純 荒廃地の更新 森林大百科事典、2、3、b、
53-54

香山雅純 石灰岩地帯に生育する樹木の養分動態． 森林総合研究所九州支所年
報、21: 9-10
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　著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
Hiroshi Kondoh （近藤洋史）、

Shoichi Saito（斉藤正一）、Haruo
Kinuura（衣浦晴生）、Toru Kato
（加藤　徹）、Koichi Nunokawa
（布川耕市）、Mitsuhiro Okada
（岡田充弘）、Akihiro Ohashi（大

橋章博）、Shuji Fukui（福井修

二）、Tomohisa Suda（壽田智

久）、Toshihide Hiruta（蛭田利

秀）、Takehiko Yamanaka（山中武

彦）、Etsuko Kagaya（加賀谷悦

子）、Shun'ichi Makino（牧野俊
一）

Forest resource distribution map on mass
mortality of oak trees(Japanese oak wilt) (ナラ類
集団枯損対策のための森林資源分布図の作
成)

Forest Resource Management and
Mathematical Modeling
International Symposium

近藤洋史、廣石和昭（熊本県林業
研究指導所）、池田浩一（福岡県
森林林業技術センター）、小泉透

ニホンジカの生息密度分布と鉄道事故との
関係解析－JR九州肥薩線の事例

森林資源管理と数理モデル、
Vol.9:59-69

近藤洋史 ニホンジカによる人工林剥皮害発生予測
マップの作成

森林防疫、58(6):19-27

廣石和昭（熊本県林業研究指導
所）、野口琢郎（熊本県玉名振興
局）、近藤洋史、小泉透

ニホンジカによる人工林剥皮害の時間的・
空間的な分布の推移

森林防疫、58(6):11-18

近藤洋史、廣石和昭（熊本県林業
研究指導所）、小泉透

ニホンジカによる人工林剥皮害被害の発生
予測

森林総合研究所九州支所年
報、21:18

荒城雅昭（農環研）、小坂肇 2007年線虫関係国内文献目録 日本線虫学会誌、39：85-103

小坂肇、佐山勝彦、牧野俊一、神
崎菜摘

北海道で発見されたスズメバチを不妊化す
る寄生線虫の生活史解明

ノーステック財団研究開発助
成事業研究成果報告書2008：
50-51

小坂肇、加藤一隆（林木育種セン
ター西表熱帯林育種技術園）、佐
山勝彦、牧野俊一

西表島におけるスズメバチ捕獲事例 平成21年度亜熱帯森林・林業

研究会研究発表要旨：23

牧野俊一、川島充博（安東大学、
韓国）、小坂肇

韓国におけるスズメバチネジレバネの記録 日本昆虫学会講演要旨、69：
54

佐山勝彦、小坂肇、牧野俊一 キイロスズメバチ女王に寄生したタマセン
チュウは寄主の越冬行動を利用する？

日本昆虫学会講演要旨、69：
82

小坂肇、高畑義啓 九州支所におけるこれからの微生物研究 九州の森と林業、89：1-5

中村克典、秋庭満輝、相川拓也、
小坂肇、伊禮英毅、喜友名朝次

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

日本森林学会誌、92：45-49

小坂肇 線虫病 森林大百科事典、朝倉書店：
172

神崎菜摘、小坂肇 線虫とキクイムシの関係：キクイムシ関連
線虫研究の現状と今後の課題

日本森林学会誌、91：446-
460

Kosaka, Hajime（小坂肇）、

Sayama, Katsuhiko（佐山勝彦）、

Kanzaki Natsumi（神崎菜摘）

Sphaerularia nematodes from native hornets and
bumblebees in Hokkaido, Japan（北海道在来の
スズメバチとマルハナバチから検出された
タマセンチュウ）

Nematodes in Tropical
Ecosystem, Program and
Abstracts（熱帯生態系におけ
る線虫、プログラムと要旨
集）：10-11
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　著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
Kanzaki, Natsumi（神崎菜摘）、Li,
Hou-Feng（フロリダ大学、アメリ

カ）、Lan, Yen-Chiu（リーダー大

学、台湾）、Kosaka, Hajime（小坂

肇）、Giblin-Davis, Robin（フロリ

ダ大学、アメリカ）、Akiba,
Mitsuteru（秋庭満輝）、Sahashi,
Norio（佐橋憲生）、Ota, Yuko（太
田祐子）

Termite associated nematodes in the Asian
subtropics（アジア亜熱帯におけるシロアリ
関連線虫）

Nematodes in Tropical
Ecosystem, Program and
Abstracts（熱帯生態系におけ
る線虫、プログラムと要旨
集）：9

Kanzaki, Natsumi（神崎菜摘）、Li,
Hou-Feng（フロリダ大学、アメリ

カ）、Lan, Yen-Chiu（リーダー大

学、台湾）、Kosaka, Hajime（小坂

肇）、Giblin-Davis, Robin（フロリ
ダ大学、アメリカ）

Termite- associated nematodes in Kenting
national park, Taiwan（台湾ケンチン自然公園
におけるシロアリ関連線虫）

日本応用動物昆虫学会大会講
演要旨、53：177

小坂肇、佐山勝彦、牧野俊一 誘引餌の違いによるスズメバチ捕獲効率の
検討

日本森林学会九州支部大会研
究発表プログラム、65：614

小坂肇 材線虫病 森林大百科事典、朝倉書店：
173-174

小高信彦、佐藤大樹 Ecosystem management and local community in
Yambaru Forest やんばるの森の管理と地域
社会

国際シンポジウム南の島のエ
イリアン～小笠原・沖縄の外
来種管理～　東京大学農学部

小高信彦、 久高将和（国頭ツーリ
ズム協会）、嵩原建二（美咲養護
学校）、佐藤大樹

沖縄島北部やんばる地域における森林性動
物の地上利用パターンとジャワマングース
Herpestes javanicusの侵入に対する脆弱性に
ついて

日本鳥学会誌(2009)、58(1)：
28-45

小高信彦 沖縄島北部やんばる地域の持続可能な森林
利用について考える

森林技術、806:28-29

長谷川理（エコ・ネットワー
ク）、小高信彦

オーストンオオアカゲラの系統的位置づけ 日本鳥学会2009年度大会講演

要旨集 、68

小高信彦 特集　世界自然遺産と森林総研「世界自然
遺産に向けた琉球諸島の課題」

季刊　森林総研、5:6-7

小高信彦 やんばる固有鳥類の現状と保全に向けた課
題

研究発表会「やんばるの森の
保全と利用を考える」辺土名
地区公民館

小高信彦、渡久地豊（工房リュウ
キュウロビン）、米田重玄（山階
鳥研）、尾崎清明（山階鳥研）、
金城道男（NPOどうぶつたちの病
院）、嵩原建二（美咲養護学
校）、倉持有希（環境省やんばる
野生生物保護センター）、福地壮
太（環境省やんばる野生生物保護
センター）

絶滅危惧種ノグチゲラの個体群動態パラ
メータ

日本鳥学会2009年度大会講演

要旨集、159

小高信彦、外山雅大（北大院）、
渡久地豊（工房リュウキュウロビ
ン）

絶滅危惧種ノグチゲラの樹洞提供者として
の役割

森林学会九州支部会講演要旨
集、612
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　著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
Sahashi Norio (佐橋憲生)、 Akiba
Mitsuteru （秋庭満輝）、 Ishihara
Makoto (石原誠)、 Miyazaki
Kazuhiro (宮崎和弘)、 Kanzaki
Natsumi （神崎菜摘）

Cross Inoculation Tests with Phellinus noxius
Isolates from Nine Different Host Plants in the
Ryukyu Islands, Southwestern Japan (南西日本
の琉球列島に生息する９つの異なる宿主植
物から分離されたPhellinus noxius を用いた

交叉接種試験)

Plant disease, 94: 358- 360

Sahashi Norio (佐橋憲生)、 Akiba
Mitsuteru （秋庭満輝）、 Ishihara
Makoto (石原誠)、 Miyazaki
Kazuhiro (宮崎和弘)、 Seki Shin-ichi
(関伸一)

Distribution of genets of Cylindrobasidium
argenteum in a river valley forest as detemined by
somatic incompatibility, and the significance of
basidiospores for its dispersal (細胞性不和合性
によって検出された渓谷における
Cylindrobasidium aregenteum のジェネットの

分布と分散における担子胞子の重要性)

Mycological progress  Online
first

新田剛、宮崎和弘、目黒貞利 きのこ菌床栽培における害菌の病原性（第
１報）　菌糸成長速度の比較による害菌侵
害力の簡易推定法

日本きのこ学会誌、17: 155-
160

宮崎和弘 11.2 きのこの利用、a. 原木栽培, 菌床栽培,
隣地利用栽培、b. きのこの病虫獣害

森林大百科, 309-310, 310-311

宮崎和弘 きのこの栽培施設で発生する害菌防除に関
する研究

森林と林業　2009年12月号:
14-15

宮崎和弘 きのこ栽培における病原菌Trichoderma
harzianumのDNA検出

平成21年度森林総合研究所九

州支所年報, 20: 14-15

宮崎和弘 きのこシリーズ(23) ボタンタケの仲間 九州の森と林業　89: 6

Miyazaki Kazuhiro (宮崎和弘)、
Sakai Miho (坂井美穂)、Miyazaki
Yasumasa (宮崎安将)

Mapping of genes abundantly expressed during
fruiting body formation of Lentinula edodes（シ
イタケの子実体形成時に優先的に発現する
遺伝子のマッピング）

Breeding Science 60: 81-86

Miyazaki Kazuhiro (宮崎和弘)、
Tsuchiya Yuki (土屋有紀)、Okuda
Toru （奥田徹）

Specific PCR assays for the detection of
Trichoderma harzianum causing green mold
disease during mushroom cultivation (きのこ栽
培中に発生する緑かび病を引き起こす
Trichoderma harzianum 検出のための特異的

PCR分析)

Mycoscience, 50: 94-99

中村松三 地拵え、植栽（概要） 森林大百科事典、朝倉書店．
325

中村松三 九州地域の森林・林業、さらなる貢献を目
指して

BIO九州、194:1-3

中村松三 植栽 森林大百科事典、朝倉書店．
326-327

野宮治人、矢部恒晶、香山雅純、
荒木眞岳、田中浩、梶本卓也、奥
田史郎、伊藤武治、奥村栄朗、前
田勇平（熊本県林業研究指導
所）、横尾謙一郎（熊本県林業研
究指導所）

大面積皆伐地の植生回復手法の開発 森林総合研究所九州支所年
報、21:21p

Tamotsu Sato（佐藤保）、Satoshi
Saito（齊藤哲）、Haruto Nomiya
（野宮治人）、Masatake Araki（荒

木眞岳）、Hiroshi Tanaka（田中
浩）

Dynamics of NPP with typhoon disturbances in
an old Castanopsis coppice, southwestern Japan
（南西日本のコジイ萌芽林の台風撹乱を伴
う純一次生産力の動態について）

The 10th International Congress
of Ecology Abstracts（第10回国
際生態学会要旨）
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　著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
野宮治人、和田誠二（佐賀森林管
理署）、寺田雄一郎（宮崎南部
署）

スギ人工林における強度間伐後の開空度と
林床植生の変化

九州森林研究、63

OHNUKI Yasuhiro（大貫靖浩）、

KETH Samkol（カンボジア森林

局）、CHANN Sophal（カンボジ

ア森林局）、TORIYAMA Jumpei
（鳥山淳平）、ARAKI Makoto（荒

木誠）、TITH Bora （カンボジア

森林局）、 ITO Eriko（伊藤江利

子）、CHANDARARITY Ly （カン
ボジア森林局）

Difference of forest soil environment between
deciduous forests and evergreen forests: Soil
physical properties and soil depths（落葉林と常
緑林の土壌環境の違い－土壌物理性と土層
厚－）

Proceedings of "International
Workshop on Forest Research in
Cambodia 2009", 37-40.

大貫靖浩 土壌の保水機能 森林大百科事典、73-75、
626pp.

ITO Eriko（伊藤江利子）、

FURUYA Naoyuki（古家直行）、

TITH Bora（カンボジア森林局）、

KETH Samkol（カンボジア森林

局）、 CHANDARARITY Ly（カン

ボジア森林局）、 CHANN Sophal
（カンボジア森林局）、

KANZAKI Mamoru（神崎護）、

OHNUKI Yasuhiro（大貫靖浩）、

AWAYA Yoshio（粟屋善雄）、

NIIYAMA Kaoru（新山馨）、

ARAKI Makoto（荒木誠）、 SATO
Tamotsu（佐藤保）、

MATSUMOTO Mitsuo（松本光

朗）、 KIYONO Yoshiyuki（清野嘉
之）

Estimating diameter at breast height from
measurements of illegally logged stumps in
Cambodian lowland dry evergreen forest（カン
ボジアの乾燥常緑林における違法伐採切株
測定による胸高直径の推定）

Proceedings of "International
Workshop on Forest Research in
Cambodia 2009", 33-36.

大貫靖浩、清水晃、壁谷直記、荒
木誠、伊藤江利子、鳥山淳平

カンボジア・メコン川東岸部における平地
落葉林の立地環境－予報－

地形、31 、p55

大貫靖浩、釣田竜也、生沢均（沖
縄県森林資源研究センター）、今
田益敬（沖縄県森林資源研究セン
ター）、清水晃

沖縄本島北部における人為インパクトの立
地環境への影響－予報－

九州森林研究、63 （印刷
中）

TITH Bora（カンボジア森林局）、

ITO Eriko（伊藤江利子）、

OHNUKI Yasuhiro(大貫靖浩）、

KETH Samkol（カンボジア森林

局）、 CHANDARARITY Ly（カン

ボジア森林局）、 CHANN Sophal
（カンボジア森林局）、

KANZAKI Mamoru（神崎護）、

ARAKI Makoto（荒木誠）、

TORIYAMA Jumpei（鳥山淳平）

Soil and vegetation in the Kratie tower site within
deciduous forest（クラチェ落葉林タワーサイ
ト内の土壌と植生）

Proceedings of "International
Workshop on Forest Research in
Cambodia 2009", 29-32.
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　著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
TORIYAMA Jumpei（鳥山淳平）、

OHTA Seiichi（太田誠一）、

OHNUKI Yasuhiro（大貫靖浩）、

ITO Eriko（伊藤江利子）、

KANZAKI Mamoru（神崎護）、

ARAKI Makoto（荒木誠）、

CHANN Sophal（カンボジア森林

局）、 TITH Bora（カンボジア森

林局）、 KETH Samkol（カンボジ

ア森林局）、 KETH Nang（カンボ

ジア森林局）、 KIYONO Yoshiyuki
（清野嘉之）、HIRAI Keizo（平井
敬三）

Soil carbon stock in tropical monsoon forests in
Cambodia: A case study in Kampong Thom,
Kratie and Mondul Kiri（カンボジアの熱帯季
節林における土壌炭素蓄積－コンポント
ム、クラチェ、モンドルキリ州における事
例研究）

Proceedings of "International
Workshop on Forest Research in
Cambodia 2009", 41-42.

粟屋善雄（岐阜大）、高橋與明、
清野嘉之、齋藤英樹（森林総
研）、島田政信(JAXA)、I Nengah
Surati Jaya、M Buce Saleh（ボゴー

ル農大）、Suwido H. Limin（パラ
ンカラヤ大）

泥炭湿地におけるPALSARデータの後方散
乱係数の季節変化と経年変化－インドネシ
ア・パランカラヤにおける事例－

第58回日本森林学会中部支部
大会

粟屋 善雄（岐阜大）、松本 光
朗、清野 嘉之、平田 泰雅、齋藤

英樹、古家 直行、高橋 與明（森

林総研）、堀 修二、林 真智

京都議定書における森林資源のモニタリン
グ

日本リモートセンシング学会
第46回（平成21年度春季）学

術講演会, S11

齋藤英樹、鹿又秀聡、山田茂樹 LANDSAT ETM とMODIS データを利用した
常緑・落葉広葉樹林の分類

九州森林研究63（印刷中）

高橋與明（森林総研）、粟屋善雄
（岐阜大）、清野嘉之（森林総
研）、齋藤英樹（森林総研九州支
所）、島田政信(JAXA)、I Nengah
Surati Jaya、M Buce Saleh（ボゴー

ル農大）、Suwido H. Limin（パラ
ンカラヤ大）

PALSARデータの特質把握 第61回日本森林学会関東支部
大会

田中真哉、高橋與明（森林総
研）、齋藤英樹（森林総研・九
州）、粟屋善雄（岐阜大・流科
セ）、平田泰雅、家原敏郎、松本
光朗（森林総研）、酒井徹（地球
研）

多時期データの利用による北海道東部の土
地被覆分類

第57回日本生態学会大会

P3-332

Hideki Saito、 Tomoaki Takahashi、
Yoshio Awaya、 Yoshiyuki Kiyono、
Tamotsu Sato、 Jumpei Toriyama、
Masanobu Shimada、 Sophal Chann

Tropical seasonal forest monitoring using
PALSAR data

The workshop of exploring the
use of ALOS PALSAR for forest
resource management, Bogor,
Indonesia, 3rd November 2009

Hiroki Sato　(佐藤大樹) 、Sayaka
Ban (伴さやか)、Hayato Masuya (升
屋勇人)、Tsuyoshi Hosoya (細矢剛)

Current status of the type specimens of Cordyceps
described by Dr. Kobayasi in TNS, species on
Cicada.（小林義雄博士により記載され国立
科学博物館に保管されているセミ寄生菌基
準標本の現状について）

2009年アジア菌学会議講演要

旨集 O-176p

佐藤大樹、小坂肇、高畑義啓、矢
部恒晶

平成21年の九州地域の森林病虫獣害発生状
況

九州の森と林業　91: 4-5

佐藤大樹、伴さやか(NBRC)、升屋

勇人、細矢剛(科博)
小林義雄博士により記載されたチョウ目に
寄生するCordycepsのタイプ標本

第54回日本応用動物昆虫学会

大会講演要旨集　122p
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　著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
佐藤大樹、伴さやか(NBRC)、升屋

勇人、細矢剛(科博)
小林義雄博士により記載されたCordycepsの
タイプ標本について -セミ寄生菌-

平成21年度日本菌学会関東支

部年次大会講演要旨集　12p

坂田歩美(千葉中央博)、原田浩(千
葉中央博)、佐藤大樹

日本産カシゴケ属地衣類の分類学的検討 Lichenology 8(2):91-115

原田浩(千葉中央博)、山本好和(秋
田県立大)、佐藤大樹

沖縄本島ヤンバル地方の地衣フロラ(2) Lichenology 8(2):145-150.

Hiroki Sato　(佐藤大樹) 、Sayaka
Ban (伴さやか)、Hayato Masuya (升
屋勇人)、Tsuyoshi Hosoya (細矢剛)

Reassessment of type specimens of Cordyceps
and its allies
described by Dr. Yosio Kobayasi preserved in the
mycological
herbarium of the National Museum of Nature and
Science (TNS).
Part 1: the genus Torrubiella　（小林義雄博士
により記載され国立科学博物館に保管され
ている基準標本の再整理その１Torrubiella
属）

Mycoscience 26(2): 154-161

佐藤大樹 書評、Studies in Mycology 57: Phylogenetic
classification of Cordyceps and the
clavicipitaceous fungi Gi-Ho Sung 他

日本菌学会ニュースレター
2009-4:17

佐藤大樹 天敵微生物 森林総合研究所編、森林大百
科事典206-207pp

関伸一 男女群島におけるアカヒゲErithacus
komadoriの生息状況と集団の分子系統的位
置

日本鳥学会誌、58号、18-27

関伸一 繁殖分布の周辺域におけるアカヒゲの生息
状況（II）：屋久島および種子島における
繁殖期の生息状況

九州森林研究、63号、印刷中

関伸一、安田雅俊、小高信彦、矢
部恒晶

増えた、減った、困った！：九州・沖縄の
野生動物をめぐる最近の研究

九州の森と林業、90号、1-5

関伸一、坂梨仁彦（熊本県立博物
館プロジェクト班）

九州中央山地における繁殖期のコマドリの
分布

日本鳥学会2009年度大会講演

要旨集、p161

関伸一 九州中央山地におけるシロハラTurdus
pallidusの繁殖事例

平成20年度森林総合研究所九

州支所年報、21号、印刷中

関伸一 南の島のロビンの起源～コマドリ類の分子
系統関係～

バーダー、269号、p38

安藤温子、兼子伸吾（京都大・
農）、鈴木創、堀越和夫（NPO法
人小笠原自然文化研究所）、高野
肇、関伸一、小川裕子（多摩動物
公園）、 井鷺裕司（京都大・農）

小笠原諸島に生息する絶滅危惧種アカガシ
ラカラスバトの集団間における遺伝的差異

日本生態学会講演要旨集、印
刷中

関伸一 島のアカヒゲの系統地理から島状生息地の
コマドリの系統地理へ

日本鳥学会2009年度大会講演

要旨集、p206

Masaharu Sakai（酒井正治）、

Akihiko Imaya（今矢明宏）、

Kenichiro Yokoo（横尾謙一郎、熊

本県林指）、 Hidetoshi Shigenaga
（重永英年）

Chemistries of throughfall and stemflow in two
bamboo forests and a Japanese cedar forest in
Japan.（日本のスギ林と二つの竹林におけ
る林内雨と樹冠流の化学性）

World Bamboo Congress
Proceedings、8（3）:51-59
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　著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
重永英年 樹木の養分利用 森林大百科事典(森林総合研

究所編集)、90-91

野口亨太郎、平井敬三、高橋正
通、相澤州平、伊藤優子、重永英
年、長倉淳子、稲垣善之、金子真
司、釣田竜也、吉永秀一郎

北関東のスギ人工林における地上部炭素・
窒素動態に対する間伐の影響

森林総合研究所研究報告、
8:205-214

谷川東子、高橋正通、野口亨太
郎、重永英年、長倉淳子、酒井寿
夫、石塚和裕、赤間亮夫

奥日光の森林衰退地域の樹木葉と土壌の養
分特性-他の亜高山地域との比較からｰ

環境科学会誌、22:401-414

重永英年、川崎達郎 スギ人工林における林冠疎開後の枝の伸長
と樹冠の発達

九州森林研究、63

重永英年、今矢明宏、前田勇平
（熊本県林指）

スギの葉枯れ症状とカリウム欠乏 森林総合研究所九州支所年
報、21:8

IIDA Shin'ichi（飯田真一）、

SHIMIZU Akira（清水晃）、

SAWANO Shinji（澤野真治、農環

研）、KABEYA Naoki（壁谷直

記）、NOBUHIRO Tatsuhiko（延廣

竜彦）、TAMAI Koji（玉井幸

治）、SHIMIZU Takanori（清水貴

範）、ITO Eriko（伊藤江利子）、

CHANN Sophal, KETH Nang（カン
ボジア森林局）

Differences in seasonal courses of transpiration
among several evergreen-broadleaf species in
Kampong Thom, Cambodia（カンボジア国コ
ンポントム州の常緑樹種における蒸散の季
節変化の差異）

Proceeding of International
Workshop on Forest Research in
Cambodia, November 2009、9-
12

Tatsuhiko NOBUHIRO（延廣竜

彦）、Akira SHIMIZU（清水

晃）、Katsunori TANAKA（田中克

典、JAMSTEC）、Koji TAMAI
（玉井幸治）、Naoki KABEYA
（壁谷直記）、Eriko ITO（伊藤江

利子）、Takanori SHIMIZU（清水

貴範）、Makoto ARAKI（荒木

誠）、Sophal CHANN（FWRDI）

Evapotranspiration characteristics of a lowland
dry evergreen forest in central Cambodia
examined using a multilayer model（多層モデ
ルを用いたカンボジア低地常緑林における
蒸発散特性の検討）

Journal of Water Resource and
Protection (2009)、1(5)：325-
335

SHIMIZU Takanori（清水貴範）、

SHIMIZU Akira（清水晃）、

TAMAI Koji（玉井幸治）、IIDA
Shin'ichi（飯田真一）、 KABEYA
Naoki（壁谷直記）、NOBUHIRO
Tatsuhiko（延廣竜彦）、CHANN
Sophal、KETH Nang（カンボジア
森林・野生生物研究所）

Heat and water vapor exchange over a deciduous
forest in the wet season; measurement was just
started as has done over an evergreen forest（カ
ンボジアの落葉林の雨季における熱・水蒸
気交換について；常緑林と同様な観測を開
始）

Proceedings of International
Workshop on Forest Research in
Cambodia, November 2009、13-
16

清水　晃 海外事情「カンボジア国森林環境研究の現
状」

季刊森林総研第6号、16

延廣竜彦、清水晃、壁谷直記、玉
井幸治、飯田真一、清水貴範

カンボジア低地常緑林流域における降雨特
性についての検討

関東森林研究、61

延廣竜彦、清水晃、壁谷直記、玉
井幸治、飯田真一、清水貴範

カンボジア低地常緑林流域における降雨特
性についての検討

日本森林学会関東支部大会講
演要旨集、61、38

Akira SHIMIZU(清水晃） Preface Proceedings of International
Workshop on Forest Research in
Cambodia、November 2009:3
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　著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
NOBUHIRO Tatsuhiko（延廣竜

彦）、SHIMIZU Akira（清水

晃）、KABEYA Naoki（壁谷直

記）、TAMAI Koji（玉井幸治）、

IIDA Shin'ichi（飯田真一）、

SHIMIZU Takanori（清水貴範）、

CHANN Sophal、KETH Nang（カン
ボジア森林・野生生物研究所）

Rainfall characteristics in a lowland dry evergreen
forest, Cambodia（カンボジア低地常緑林に
おける降雨特性）

Proceeding of International
Workshop on Forest Research in
Cambodia, November 2009、1-4

Takanori Shimizu（清水貴範）、

Akira Shimizu（清水晃）、Koji
Tamai（玉井幸治）、Shin'ichi Iida
（飯田真一）、 Naoki Kabeya（壁

谷直記）、Tatsuhiko Nobuhiro（延

廣竜彦）、Sophal Chann（チャ

ン・ソファール）、Nang Keth（ケ

ス・ナン）（FWRDI）

Seasonal course of heat and water vapor fluxes
measured over a lowland evergreen forest in
Cambodia (カンボジアの常緑林で測定した
熱・水蒸気フラックスの季節変動）

Proceedings of AsiaFlux
Workshop 2009、125

玉井幸治、延廣竜彦、清水貴範、
荒木誠、飯田真一、清水晃、壁谷
直記、Chann Sophal（カンボジア
森林・野生生物研究所）

森林の劣化が群落蒸散量と表面温度に及ぼ
す影響－カンボジア低地常緑林における予
測解析－

水文・水資源学会2009年度研

究発表会要旨集、222-223

CHANN Sophal（カンボジア森

林・野生生物研究所）、 SHIMIZU
Akira（清水晃）、 ARAKI Makoto
（荒木誠）、 KETH Nang（カンボ
ジア森林・野生生物研究所）、
TAMAI Koji（玉井幸治）、

KABEYA Naoki（壁谷直記）、

IIDA Shin’ichi（飯田真一）、

SHIMIZU Takanori（清水貴範）

The water movement from soil, via plant to the
atmosphere -Focusing on an evergreen forest in
Kampong Thom, central Cambodia-（土壌－植
物体－大気への水移動－中央カンボジア、
コンポントム州の常緑林において－）

Proceeding of International
Workshop on Forest Research in
Cambodia、2009,5-8

Shin'ichi Iida（飯田真一）、Akira
Shimizu（清水晃）、Shinji Sawano
（澤野真治、農環研）、 Koji
Tamai（玉井幸治）、Naoki Kabeya
（壁谷直記）、Takanori Shimizu
（清水貴範）、Tatsuhiko Nobuhiro
（延廣竜彦）、Erio Ito（伊藤江利

子）、Sophal Chann、Keth Nang
（カンボジア森林局）

Transpiration activities of evergreen trees in
central Cambodia: abrupt changes revealed by sap
flow measurement（カンボジア国中央部にお
ける常緑種の蒸散活動：樹液流速測定に
よって観測された急激な変化）

Proceedings of AsiaFlux
Workshop 2009、121

飯田真一、清水晃、壁谷直記、延
廣竜彦、玉井幸治、清水貴範

筑波森林水文試験地のスギ林分における樹
幹流量の個体間差

関東森林研究、61

飯田真一、清水晃、壁谷直記、延
廣竜彦、玉井幸治、清水貴範

筑波森林水文試験地のスギ林分における樹
幹流量の個体間差

第61回日本森林学会関東支部

大会講演要旨集、39

M Sueyoshi　(末吉昌宏）、 L
Knutson, K Ghorpade .

A taxonomic review of Pelidnoptera Rondani
(Diptera: Sciomyzoidea), with discovery of a
related new genus and species from Asia（ヤス
デヤドリバエの分類学的再検討とアジアか
らの近縁新属新種の発見）

Insect Systematics & Evolution,
40: 389-409

Taki H（滝久智）、 Okabe K（岡

部貴美子）、 Makino S（牧野俊

一）、 Yamaura Y（山浦悠）、 M
Sueyoshi（末吉昌宏）

Contribution of small insects to pollination of
common buckwheat, a distylous crop（ソバの送

粉に小昆虫が果たす役割）.

Annals of Applied Biology 155:
121-129.
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　著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
末吉昌宏、長谷川元洋、AYC
Chung（サバ森林管理局）

熱帯低地林の伐採が腐食由来の昆虫類に与
える影響

第57回日本生態学会全国大会

講演要旨: S14-5

末吉昌宏、後藤秀章、佐藤大樹、
小高信彦、齋藤 和彦

沖縄本島北部の森林林床に設置した羽化ト
ラップで得られたオキナワヒメハルゼミ.

森林総合研究所研究報告

8(1): 105-107

末吉昌宏、小高信彦、佐藤大樹 林道開設がやんばるの樹上棲昆虫の個体数
に与える影響

第69回日本昆虫学会大会講演
要旨

末吉昌宏、的場績（和歌山県立博
物館）

和歌山県のミバエ 昆虫(ニューシリーズ)12: 63-
72

末吉昌宏 やんばるの森の朽ち木に住むハエ 九州の森と林業、91:1-3.

高畑義啓 樹木病害シリーズ(5)ナラ枯れ（ブナか樹木
萎凋病）

九州の森と林業、90:6

Satoshi Kikuchi（菊池賢）、Mitsue
Shibata（柴田銃江）、Hiroshi
Tanaka（田中浩）、Hiroshi
Yoshimaru（吉丸博）、Kaoru
Niiyama（新山馨）

Analysis of the disassortative mating pattern in a
heterodichogamous plant, Acer mono Maxim.
using microsatellite markers（マイクロサテラ
イトマーカーを用いた異型雌雄異熟性植物
イタヤカエデの異型交配様式の分析）

Plant Ecology、204: 43-54

Hasegawa, Motohiro（長谷川元

洋）、  Fukuyama, Kenji（福山研

二）、Makino, Shun'ichi（牧野俊

一）、 Okouchi, Isamu（大河内

勇）、Tanaka,Hiroshi（田中

浩）、Okabe, Kimiko（岡部貴美

子）、Goto, Hideaki（後藤秀

章）、Mizoguchi, Takeo（溝口岳

男）、 Sakata, Tadashi（阪田匡
司）

Collembolan community in broad-leaved forests
and in conifer stands of Cryptomeria japonica in
Central Japan.（中部日本における広葉樹お
よびスギ針葉樹林のトビムシ群集）

Pesquisa Agropecuária
Brasileira(2009)、44(8):881-
890

田中浩、ドクラク・マロード（カ
セ大）、石田厚、高橋正通、斎藤
智之、中静透（東北大）

同所的に存在する熱帯性タケ類の一斉開花
枯死後の更新：タケに稚樹バンクが存在す
る？

日本生態学会誌、60：63-72

滝久智、井上大成、田中浩、槇原
寛、末吉昌宏、磯野昌弘、岡部貴
美子

間伐が人工林の林床植生と昆虫に及ぼす影
響

第57回日本生態学会大会講演
要旨集

Maleque, MA（神戸大学）、前藤

薫(神戸大学)、牧野俊一、田中
浩、長谷川元洋、後藤秀章

コマユバチ科寄生蜂の豊かさを決める林床
の植生と腐植量

日本昆虫学会講演要旨集
(2009)、69

田中浩 落葉広葉樹林帯 森林大百科事典.朝倉書店. 9-
11.

阿部俊夫、坂本知己、田中浩、壁
谷直記、延廣竜彦、萩野裕章

落葉模型を用いた林床における斜面下方へ
の落葉移動距離の推定

日本森林学会誌、91(2):104-
110

Taki Hisatomo（滝久智）、Inoue
Takenori（井上大成）、Tanaka
Hiroshi（田中浩）、Makihara
Hiroshi（槇原寛）Sueyoshi Masahiro
（末吉昌宏）、Isono Masahiro（磯

野昌弘）、Okabe Kimiko（岡部貴
美子）

Responses of community structure, diversity, and
abundance of understory plants and insect
assemblages to thinning in plantations（人工林
の間伐に対する林床植物と昆虫群集の構
造，多様性、個体数の反応）

Forest Ecology and Management
259: 607-613

田中浩、柴田銃江、新山馨、長池
卓男、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

第57回日本生態学会大会講演
要旨集
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　著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
田中浩 森林の長期生態観測 森林大百科事典.朝倉書店. 59-

61.

釣田竜也、吉永秀一郎、阿部俊夫 Buckingham-Darcy式を適用した森林土壌下
層部の鉛直水フラックス推定

日本森林学会誌、91：151-
158

釣田竜也、大貫靖浩、清水貴範 北部九州の森林小流域における降雨イベン
ト時の渓流水質の変動特性

九州森林研究、63（印刷中）

矢部恒晶、岩船昌起（志學館大
学）、柳田蓉子（環境省）

えびの高原におけるオスジカによるアカマ
ツへの剥皮

日本動物学会九州支部（第62
回）・日本植物学会九州支部
（第59回）・日本生態学会九

州地区（第54回）合同宮崎大

会講演要旨集25

矢部恒晶、柳田蓉子（環境省） 霧島山地えびの高原のアカマツ優占林にお
けるニホンジカによる樹木剥皮

日本森林学会九州支部大会講
演要旨607
（http://ffpsc.agr.kyushu-
u.ac.jp/jfs-q/）

村田育恵（九州大学）、井上幸子
（九州大学）、矢部恒晶、壁村勇
二（九州大学）、鍜治清弘（九州
大学）、久保田勝義（九州大
学）、馬渕哲也（九州大学）、椎
葉康喜（九州大学）、内海泰弘
（九州大学）

九州大学宮崎演習林におけるニホンジカの
生息密度と下層植生の変遷

九州大学農学部演習林報告
90:13-24

矢部恒晶、小泉透 九州中央山地におけるニホンジカの生息密
度指標

森林総合研究所九州支所年報
21:16

山田茂樹、山田容三 阿蘇森林組合 林業事業体経営実態調査報告
書：

山田茂樹 大規模国産材製材工場の展開と地域林業構
造

林業経済研究:19-22

鹿又秀聡、山田茂樹、齋藤英樹 大面積皆伐地帯搾取法の開発 九州支所年報、21：23

山田茂樹 群馬県下仁田町森林組合～森林組合による
長期施業受託化のための活用～

日本型森林直接支払いに向け
て、107-124

山田茂樹 北海道における長期育成循環施業 複層林化・長伐期等の非皆伐
施業の最適化に関する調査報
告書:

山田茂樹 複層林造成の実施状況とその特徴 複層林化・長伐期等の非皆伐
施業の最適化に関する調査報
告書:15-21

山田茂樹 南小国支所における林業経営担い手モデル
事業

林業経営担い手モデル事業実
証試験報告書(阿蘇森林組

合):1-22

興梠克久、山田茂樹 大分県・久恒森林（株）～規模拡大林化に
おける長期施業受託化のための活用～

日本型森林直接支払いに向け
て、169-186

山田茂樹、興梠克久 大分県・Ｍ林業（株）～大規模森林所有者
による活用～

日本型森林直接支払いに向け
て、95-104

山田茂樹 大分県における複層林への転換－大規模森
林所有者での試行－

複層林化・長伐期等の非皆伐
施業の最適化に関する調査報
告書:22-25

山田茂樹、興梠克久 林業経営担い手モデル事業の内容と成果 森林誌研究11：40
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　著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
山田茂樹、興梠克久 林業経営担い手モデル事業成果の分析 森林誌研究11：101-103

山田茂樹 森林組合の真価問う不在村森林管理 AFCForum57(11)：7-10

山田茂樹 森林組合と低コスト化 低コスト林業経営等実証事業
九州地域報告書：58-61

山田茂樹、興梠克久 森林整備／林業生産流通革新的取組支援事
業

森林誌研究11：36-37

佐野真琴、野田厳、山田茂樹 土地利用構造・被覆形態と人為インパクト
の社会経済的評価

平成21年度亜熱帯島嶼域にお
ける森林の環境保全と資源利
用に関する研究推進事業報告
書：43-73

Yasuda, Masatoshi（安田雅俊）、

Rustam、Boer,C.（ムラワルマン

大）、Oka,Teruki（岡輝樹）、

Fukuyama,Kenji（福山研二）

A mammalian faunal survey in different forest
types in East Kalimantan, Indonesia（インドネ
シア国東カリマンタン州の異なる森林タイ
プにおける哺乳類相）

Proceeding of International
seminar on CDM Plantation and
Biodiversity、42-44

安田雅俊、近藤洋史 『肥後国求麻郡村誌』にみる明治初期の球
磨郡の野生哺乳類の分布

熊本野生生物研究会機関誌、
24(4):1

奥村みほ子（茨城県自然博物
館）、岩佐真宏（日本大学）、安
田雅俊、山﨑晃司（茨城県自然博
物館）

茨城県におけるヤチネズミEothenomys
andersonii の記録

茨城県自然博物館研究報告、
12:37-40

大野愛子（熊本県立大）、安田雅
俊、井上昭夫（熊本県立大）

菊池渓谷における野生哺乳類に関する研究 熊本野生生物研究会機関誌、
25(1):8-9

池田瞳（帯広畜産大学）、坂梨仁
彦（熊本県）、安田雅俊、押田龍
夫（帯広畜産大学）

熊本県で発見されたクリハラリス
Callosciurus erythraeus 集団の移入起源の解
明（予報）

日本哺乳類学会大会講演要
旨、2009:153

安田雅俊、近藤洋史 明治初期の熊本県南部における野生哺乳類
の生息、狩猟および被害の分布

森林防疫、59(2):23-30

坂田拓司（千原台高）、安田雅
俊、長峰智（水俣高）

水俣大川での自動撮影装置に写った生き物 熊本野生生物研究会機関誌、
25(1):10-11

安田雅俊 巣箱は誰のもの？自動撮影カメラによる樹
上性哺乳類の調査

日本哺乳類学会大会講演要
旨、2009:147

安田雅俊、栗原智昭（MUZINA
Press）

巣箱と自動撮影カメラを組み合わせて樹上
性の希少哺乳類を調査する

日本生態学会九州地区会大会
講演要旨集、54:25

安田雅俊 速報：高森町でスミスネズミ捕獲か？！ 熊本野生生物研究会機関誌、
24(4):8

吉永秀一郎、釣田竜也、相澤州
平、岡本透、伊藤優子

関東地方低山帯の森林小流域における土壌
水溶存成分組成の斜面位置ならびに季節に
よる変動

日本土壌肥料学会講演要旨
集、55：10
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