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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、宇都木玄、梶本卓也、
韓慶民、川崎達郎、千葉幸弘、玉
泉幸一郎（九大農）

ヒノキ人工林における幹呼吸と葉群呼吸の
垂直変動と呼吸特性

日本森林学会大会発表データ
ベース、123：J06

荒木眞岳、重永英年 スギ人工林における強度間伐後の残存木の
成長経過と16年後の樹形

森林総合研究所九州支所年
報、23：14-15

浅野志穂 Effect of the thickness of the geological layer in
the volcanic mountain on the shallow landslide

Abstract book of the Second
World Landslide Forum (ed. F.
Catani , C. Margottini , A.
Trigila, C. Iadanza)、1:608

浅野志穂、壁谷直記、萩野裕章、
宮前崇、岡田康彦

表面波探査による桜島の渓流土砂の地下構
造推定

九州森林研究、65:104-106

浅野志穂 火山と土石流 BIO九州、199:19-20

坪山良夫、阿部俊夫、野口正二、
細田育広、浅野志穂、玉井幸治

気候条件や流域の大きさが異なる森林流域
の流出特性の比較

日本地球惑星科学連合2011年
大会予稿集、AHW027-05

浅野志穂、萩野裕章、壁谷直記、
清水晃、玉井幸治

九州森林管理局山地森林水土保全機能調査
報告書

平成23年九州森林管理局山地
森林水土保全機能調査報告
書、1:653

浅野志穂 Relationship between the distribution of
horizontally oriented earthquake motion and
landslides in a mountain area in the 2008 Iwate-
Miyagi Nairiku Earthquake in Japan

Computer Methods for
Geomechanics: Frontiers and
New Applications (ed.Nasser
Khalili and Markus Oeser)、
2:1147-1150

浅野志穂、宮前崇、岡田康彦、壁
谷直記、萩野裕章

桜島火山の土石流堆砂域の表面波速度分布
調査

日本地すべり学会研究発表会
講演集、50:218

浅野志穂、萩野裕章、壁谷直記、
落合博貴

桜島火山渓流の堰堤に及ぼす堆積土砂の影
響

森林総合研究所九州支所年
報、23:19

浅野志穂、清水晃、壁谷直記、萩
野裕章、玉井幸治

去川森林理水試験地観測報告(2001年1月～

2005年12月）

森林総合研究所研究報告、
10(1):49-71

後藤秀章，本田勝美（九州森林管
理局）、駒井裕治（屋久島森林管
理署）

2010年に屋久島で発生したカシノナガキク
イムシによるマテバシイ・スダジイの集団
枯損の記録

第66回日本森林学会九州支部
大会研究発表プログラム、講
演番号613
（http://ffpsc.agr.kyushu-
u.ac.jp/jfs-q/）

Sunisa SANGUANSUB（東京大

学）、Hideaki GOTO（後藤秀

章）、Naoto KAMATA（鎌田直
人）（東京大学）

Guild structure of ambrosia beetles attacking a
deciduous oak tree Quercus serrata in relation to
wood oldness and seasonality in three locations
in the Central Japan（中部日本における木材
の古さと季節に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構造）

Entomological Science、15:42-
55

Thomas C. Harrington（Iowa State
University）、Hye Young Yun
（Iowa State University）、Sheng-
Shan Lu（Taiwan Forestry Research
Institute）、Hideaki Goto（後藤秀

章）、Dilzara N. Aghayeva
（Azerbaijan National Academy of
Sciences）、Stephen W. Fraedrich
（USDA Forest Service）

Isolations from the redbay ambrosia beetle,
Xyleborus glabratus, confirm that the laurel wilt
pathogen, Raffaelea lauricola, originated in Asia
（ハギキクイムシからの菌の分離による
ゲッケイジュ凋萎病菌Raffaelea lauricolaの
アジア起源の確認）

MYCOLOGIA、103(5):1028-
1036

平成23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
安部哲人，加藤夕佳（首都大学東
京），和田勉之（小笠原野生生物
研究会），牧野俊一，大河内勇

Alien pollinator promotes invasive mutualism in
an insular pollination system.（島嶼送粉系に
おける外来送粉者による侵略的相利共生系
の促進）

Biological Invasions，13，957-
967

兼子伸吾（京都大学），安部哲
人，井鷺裕司（京都大学）

Conservation of a critically endangered shrub
species Stachyurus macrocarpus var. prunifolius
(Stachyuraceae) based on the ubiquitous
genotyping approach.（ユビキタスジェノタ
イピングによる絶滅危惧種ハザクラキブシ
の保全）

Proceedings of the XVIII
International Botanical
Congress，387

安部哲人 外来草食動物駆除前の小笠原諸島西島にお
ける植生変化

九州森林研究，65，28-30

安部哲人 花と昆虫の関係から小笠原生態系の異変を
見る

日本植物学会第75回大会公開
講演会

安部哲人 花と昆虫の関係から小笠原生態系の異変を
見る

東京都の島の植物と生物多様
性　－伊豆諸島から小笠原ま
で－，28-33

安部哲人，山川博美，重永英年，
野宮治人，金谷整一，荒木真岳，
香山雅純，浅野志穂

霧島山系新燃岳の2011年噴火に伴う森林被
害の現状

第59回日本生態学会大会講演

要旨集、B1-07

安部哲人 ナガバキブシとハザクラキブシ 林木の育種，239，37-39

安部哲人 西之島付近に新たなエイリアン？ 小笠原野生生物研究会会報，
51，7-8

安部哲人 小笠原諸島西島における外来樹種モクマオ
ウの急速な分布拡大

第67回日本森林学会九州支部
研究発表会講演要旨集

安部哲人 小笠原諸島西島における外来樹種モクマオ
ウの急速な分布拡大

森林総合研究所九州支所年
報，23，12-13

安部哲人 小笠原諸島西島における外来草食動物駆除
後の樹木の更新状況

第123回日本森林学会大会講
演要旨集

安部哲人 単独性ハナバチが優占する小笠原諸島の固
有送粉系の現状

第59回日本生態学会大会講演
要旨集

安部哲人，安井隆弥（小笠原野生
生物研究会），牧野俊一

Vegetation status on Nishi-jima Island
(Ogasawara) before eradication of alien
herbivore mammals: rapid expansion of an
invasive alien tree, Casuarina equisetifolia
(Casuarinaceae).（小笠原諸島西島における
外来草食動物駆除前の植生変化：外来樹種
モクマオウの分布拡大）

Journal of Forest Research，
16，484-491

Noguchi, K.（野口亨太郎）、Han,
Q.（韓慶民）、Araki, M.G. （荒木

眞岳）、Kawasaki, T.（川崎達

郎）、Kaneko, S.（金子真司）、

Takahashi, M.（高橋正通）Chiba,
Y.（千葉幸弘）

Fine-root dynamics in a young hinoki cypress
(Chamaecyparis obtusa) stand for 3 years
following thinning　（ヒノキ若齢林における
間伐後３年間の細根動態）

Journal of Forest Research、
16:284-291

荒木眞岳、玉泉幸一郎（九大農） ヒノキ若齢林におけるシュート呼吸速度の
樹冠内変動

第67回日本森林学会九州支部
大会、口頭発表、
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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、宇都木玄、梶本卓也、
韓慶民、川崎達郎、千葉幸弘、玉
泉幸一郎（九大農）

ヒノキ人工林における幹呼吸と葉群呼吸の
垂直変動と呼吸特性

日本森林学会大会発表データ
ベース、123：J06

荒木眞岳、重永英年 スギ人工林における強度間伐後の残存木の
成長経過と16年後の樹形

森林総合研究所九州支所年
報、23：14-15

浅野志穂 Effect of the thickness of the geological layer in
the volcanic mountain on the shallow landslide

Abstract book of the Second
World Landslide Forum (ed. F.
Catani , C. Margottini , A.
Trigila, C. Iadanza)、1:608

浅野志穂、壁谷直記、萩野裕章、
宮前崇、岡田康彦

表面波探査による桜島の渓流土砂の地下構
造推定

九州森林研究、65:104-106

浅野志穂 火山と土石流 BIO九州、199:19-20

坪山良夫、阿部俊夫、野口正二、
細田育広、浅野志穂、玉井幸治

気候条件や流域の大きさが異なる森林流域
の流出特性の比較

日本地球惑星科学連合2011年
大会予稿集、AHW027-05

浅野志穂、萩野裕章、壁谷直記、
清水晃、玉井幸治

九州森林管理局山地森林水土保全機能調査
報告書

平成23年九州森林管理局山地
森林水土保全機能調査報告
書、1:653

浅野志穂 Relationship between the distribution of
horizontally oriented earthquake motion and
landslides in a mountain area in the 2008 Iwate-
Miyagi Nairiku Earthquake in Japan

Computer Methods for
Geomechanics: Frontiers and
New Applications (ed.Nasser
Khalili and Markus Oeser)、
2:1147-1150

浅野志穂、宮前崇、岡田康彦、壁
谷直記、萩野裕章

桜島火山の土石流堆砂域の表面波速度分布
調査

日本地すべり学会研究発表会
講演集、50:218

浅野志穂、萩野裕章、壁谷直記、
落合博貴

桜島火山渓流の堰堤に及ぼす堆積土砂の影
響

森林総合研究所九州支所年
報、23:19

浅野志穂、清水晃、壁谷直記、萩
野裕章、玉井幸治

去川森林理水試験地観測報告(2001年1月～

2005年12月）

森林総合研究所研究報告、
10(1):49-71

後藤秀章，本田勝美（九州森林管
理局）、駒井裕治（屋久島森林管
理署）

2010年に屋久島で発生したカシノナガキク
イムシによるマテバシイ・スダジイの集団
枯損の記録

第66回日本森林学会九州支部
大会研究発表プログラム、講
演番号613
（http://ffpsc.agr.kyushu-
u.ac.jp/jfs-q/）

Sunisa SANGUANSUB（東京大

学）、Hideaki GOTO（後藤秀

章）、Naoto KAMATA（鎌田直
人）（東京大学）

Guild structure of ambrosia beetles attacking a
deciduous oak tree Quercus serrata in relation to
wood oldness and seasonality in three locations
in the Central Japan（中部日本における木材
の古さと季節に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構造）

Entomological Science、15:42-
55

Thomas C. Harrington（Iowa State
University）、Hye Young Yun
（Iowa State University）、Sheng-
Shan Lu（Taiwan Forestry Research
Institute）、Hideaki Goto（後藤秀

章）、Dilzara N. Aghayeva
（Azerbaijan National Academy of
Sciences）、Stephen W. Fraedrich
（USDA Forest Service）

Isolations from the redbay ambrosia beetle,
Xyleborus glabratus, confirm that the laurel wilt
pathogen, Raffaelea lauricola, originated in Asia
（ハギキクイムシからの菌の分離による
ゲッケイジュ凋萎病菌Raffaelea lauricolaの
アジア起源の確認）

MYCOLOGIA、103(5):1028-
1036
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著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
稲垣善之、稲垣昌宏、三浦覚、小
林政広、伊藤優子、吉永秀一郎、
戸田浩人（東京農工大）、福島慶
太郎（京都大）、舘野隆之輔（京
都大）、徳地直子（京都大）

針葉樹人工林流域における窒素負荷と窒素
流亡の関係

関東森林研究、63

稲垣昌宏、稲垣善之、古澤仁美、
小林政広、伊藤優子、吉永秀一
郎、鵜川信、金子真司、三浦覚

筑波共同試験地スギ・ヒノキ人工林におけ
る窒素無機化プロセスと年間無機態窒素生
成量

関東森林研究、63

酒井寿夫、小野賢二、佐野哲也、
石塚成宏

土壌炭素窒素動態モデルの開発に向けたリ
ター分解に関する既往情報の整理について

日本森林学会大会学術講演
集、123:H18

金子真司、三浦覚、石塚成宏、、
今矢明宏、大貫靖浩、小林政広、
酒井佳美

第二期森林土壌インベントリ方法書 (1)野
外調査法

小嵐淳（原研）、安藤麻里子（原
研）、石塚成宏、角野貴信（鳥取
環境大）、守屋耕一（原研）、中
西貴宏（原研）

放射性炭素を用いた土壌有機物動態の解明 第3回JAEAタンデトロンAMS
利用報告会論文集:80-83

小嵐淳（原研）、安藤麻里子（原
研）、石塚成宏、角野貴信（鳥取
環境大）、守屋耕一（原研）、中
西貴宏（原研）

放射性炭素を用いた土壌有機物の分解性の
定量化

日本森林学会大会学術講演
集、123:H10

Shoji Hashimoto（橋本昌司）、

Tomoaki Morishita（森下智陽）、

Tadashi Sakata（阪田匡司）、

Shigehiro Ishizuka（石塚成宏）

Increasing trends of soil greenhouse gas fluxes
in Japanese forests from 1980 to 2009.（1980年
から2009年にかけて日本の森林土壌におけ
る温室効果ガスの吸排出フラックスは増大
傾向を示していた）

Scientific Reports、1:116

酒井佳美、石塚成宏、竹中千里
（名大院農）

人工林における倒木の材密度変化の推定 日本木材学会大会研究発表要
旨集、61、

石塚成宏、酒井佳美、田中(小田)
あゆみ

近赤外分光分析法による倒木のリグニン・
ホロセルロースの定量について

日本森林学会九州支部大会要
旨集:Online

酒井佳美、石塚成宏、田中(小田)
あゆみ、竹中千里（名大院農）

近赤外分光法を用いた枯死木腐朽材の木材
成分測定

近赤外フォーラム講演要旨
集、27:116

橋本昌司、森下智陽、阪田匡司、
石塚成宏、三浦覚

ここまで明らかになった日本の森林土壌か
らの温室効果ガスフラックス　-観測ネット

ワーク構築からモデルを用いた全国評価-

日本森林学会大会学術講演
集、123:H19

守屋耕一（原研）、森泉純（名大
院工）、山澤弘実（名大院工）、
小嵐淳（原研）、安藤麻里子（原
研）、石塚成宏

国内4地点の森林表層土壌における有機物
分解の温度依存性

日本森林学会大会学術講演
集、123:B07

守屋耕一（名大院工）、小嵐淳
（原研）、安藤麻里子（原研）、
森泉純（名大院工）、山澤弘実
（名大院工）、石塚成宏

国内4地点の森林における土壌有機物の分
解性の比較

日本地球化学会年会講演要旨
集、58:283

著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
所雅彦、衣浦晴生、後藤秀章、濱
口京子、加賀谷悦子、新井一司
（東京都農林総合研究セン
ター）、中村健一（東京都農林総
合研究センター）東京都農林総合
研究センター, 竹内純（東京都島
しょ農林水産総合センター）

伊豆諸島のスダジイ被害とカシノナガキク
イムシについて

第123回日本森林学会大会学

術講演集、講演番号Pb172
（http://www.jstage.jst.go.jp/arti
cle/jfsc/123/0/Pb172/_pdf/-
char/ja/）

後藤 秀章、北岡 和彦（大分県農

林水産研究指導センター）、高畑

義啓、升屋 勇人、遠藤 力也

日本未記録のナガキクイムシPlatypus
koryoensisの発見とコナラの被害

第123回日本森林学会大会学

術講演集、講演番号Pb153
（http://www.jstage.jst.go.jp/arti
cle/jfsc/123/0/Pb153/_pdf/-
char/ja/）

Hagus Tarno（京都大学） 、
Hongye Qi（京都大学） 、Rikiya
Endoh（遠藤力也）（京都大学）

、Masahide Kobayashi（小林正
秀）（京都府森林技術セン
ター）、Hideaki Goto（後藤秀

章）、Kazuyoshi Futai（二井一
禎）（京都大学）

Types of frass produced by the ambrosia beetle
Platypus quercivorus during gallery
construction, and host suitability of five tree
species for the beetle（カシノナガキクイムシ
の穿孔中のフラスのタイプおよび５樹種中
の寄主選好性）

Journal of Forest Reserch、
16(1):68-75

さんぐぁんさっぷ すにさ（東京大
学）、後藤秀章、鎌田直人（東京
大学）

中部日本3箇所においてコナラを加害する
アンブロシアキクイムシのギルドの構造

第123回日本森林学会大会学

術講演集、講演番号Pa2-104
（http://www.jstage.jst.go.jp/arti
cle/jfsc/122/0/499/_pdf/-
char/ja/）

萩野裕章、小玉哲大、壁谷直記、
浅野志穂、江崎次夫、鈴木覚、坂
本知己

人工砂丘の地形変化の特徴
―茨城県波崎海岸の事例―

平成23年度日本海岸林学会石

巻大会講演要旨集、33-34

Masahiro Inagaki（稲垣昌宏）、

Shigehiro Ishizuka（石塚成宏）

Ecological Impact On Nitrogen and Phosphorus
Cycling Of A Widespread Fast-growing
Leguminous Tropical Forest Plantation Tree
Species, Acacia mangium（広範囲に植林され
た早生熱帯造林種アカシアマンギウムによ
る窒素リン循環への生態系インパクト）

Diversity、3(4):712-720

稲垣昌宏、丹下健（東大） メタ解析による熱帯造林木の地上部バイオ
マス中の窒素とリンの蓄積特性　−植物グ
ループおよび土壌の影響評価−

森林学会大会講演要旨集、
123:Pa004

Masahiro Inagaki（稲垣昌宏）、

Koichi Kamo（加茂皓一）（林業

技術振興所）、 Kazuki Miyamoto
（宮本和樹）、 Titin Jupiri（サバ

森林研究所）、Lenim Jamajung
（サバ森林研究所）、Jaffirin
Lapongan（サバ森林研究所）、

Satoru Miura（三浦覚）

Nitrogen and phosphorus retranslocation and
N:P ratios of litterfall in three tropical
plantations: luxurious N and efficient P use by
Acacia mangium （熱帯造林３樹種の窒素と

リンの再転流とリターフォールのN:P比、
マンギウムアカシアによる贅沢な窒素利用
と効率的なリン利用）

Plant and Soil 341(1/2):295-307

Tomoaki Morishita（森下智陽）、

Masahiro Inagaki（稲垣昌宏）、

Satoru MIura（三浦覚）、Shuichiro
Yoshinaga（吉永秀一郎）、

Masahiro Kobayashi（小林政広）

SESONAL CHANGES IN CO2, CH4, N2O,
AND NO FLUXES FROM A FOREST SOIL
NEAR URBAN AREA IN JAPAN

3rd iLEAPS Science Conference
Garmisch-Partenkirchen,
Germany
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著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
稲垣善之、稲垣昌宏、三浦覚、小
林政広、伊藤優子、吉永秀一郎、
戸田浩人（東京農工大）、福島慶
太郎（京都大）、舘野隆之輔（京
都大）、徳地直子（京都大）

針葉樹人工林流域における窒素負荷と窒素
流亡の関係

関東森林研究、63

稲垣昌宏、稲垣善之、古澤仁美、
小林政広、伊藤優子、吉永秀一
郎、鵜川信、金子真司、三浦覚

筑波共同試験地スギ・ヒノキ人工林におけ
る窒素無機化プロセスと年間無機態窒素生
成量

関東森林研究、63

酒井寿夫、小野賢二、佐野哲也、
石塚成宏

土壌炭素窒素動態モデルの開発に向けたリ
ター分解に関する既往情報の整理について

日本森林学会大会学術講演
集、123:H18

金子真司、三浦覚、石塚成宏、、
今矢明宏、大貫靖浩、小林政広、
酒井佳美

第二期森林土壌インベントリ方法書 (1)野
外調査法

小嵐淳（原研）、安藤麻里子（原
研）、石塚成宏、角野貴信（鳥取
環境大）、守屋耕一（原研）、中
西貴宏（原研）

放射性炭素を用いた土壌有機物動態の解明 第3回JAEAタンデトロンAMS
利用報告会論文集:80-83

小嵐淳（原研）、安藤麻里子（原
研）、石塚成宏、角野貴信（鳥取
環境大）、守屋耕一（原研）、中
西貴宏（原研）

放射性炭素を用いた土壌有機物の分解性の
定量化

日本森林学会大会学術講演
集、123:H10

Shoji Hashimoto（橋本昌司）、

Tomoaki Morishita（森下智陽）、

Tadashi Sakata（阪田匡司）、

Shigehiro Ishizuka（石塚成宏）

Increasing trends of soil greenhouse gas fluxes
in Japanese forests from 1980 to 2009.（1980年
から2009年にかけて日本の森林土壌におけ
る温室効果ガスの吸排出フラックスは増大
傾向を示していた）

Scientific Reports、1:116

酒井佳美、石塚成宏、竹中千里
（名大院農）

人工林における倒木の材密度変化の推定 日本木材学会大会研究発表要
旨集、61、

石塚成宏、酒井佳美、田中(小田)
あゆみ

近赤外分光分析法による倒木のリグニン・
ホロセルロースの定量について

日本森林学会九州支部大会要
旨集:Online

酒井佳美、石塚成宏、田中(小田)
あゆみ、竹中千里（名大院農）

近赤外分光法を用いた枯死木腐朽材の木材
成分測定

近赤外フォーラム講演要旨
集、27:116

橋本昌司、森下智陽、阪田匡司、
石塚成宏、三浦覚

ここまで明らかになった日本の森林土壌か
らの温室効果ガスフラックス　-観測ネット

ワーク構築からモデルを用いた全国評価-

日本森林学会大会学術講演
集、123:H19

守屋耕一（原研）、森泉純（名大
院工）、山澤弘実（名大院工）、
小嵐淳（原研）、安藤麻里子（原
研）、石塚成宏

国内4地点の森林表層土壌における有機物
分解の温度依存性

日本森林学会大会学術講演
集、123:B07

守屋耕一（名大院工）、小嵐淳
（原研）、安藤麻里子（原研）、
森泉純（名大院工）、山澤弘実
（名大院工）、石塚成宏

国内4地点の森林における土壌有機物の分
解性の比較

日本地球化学会年会講演要旨
集、58:283
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著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
Shoji Hashimoto（橋本昌司）、

Tomoaki Morishita（森下智陽）、

Tadashi Sakata（阪田匡司）、

Shigehiro Ishizuka（石塚成宏）、

Shinji Kaneko（金子真司）、

Masamichi Takahashi（高橋正通）

Simple models for soil CO2, CH4, and N2O
fluxes calibrated using a Bayesian approach and
multi-site data.（複数サイトのデータを用い
ベイズアプローチで構築したシンプルな土
壌CO2, CH4, N2Oフラックスモデル）

iLEAPS Science Conference
2011

Koichi Moriya（守屋耕一）（原

研）、Jun Koarashi（小嵐淳）（原

研）、Mariko Atarashi-Andoh（安

藤麻里子）（原研）、Jun
Moriizumi（森泉純）（名大院

工）、Hiromi Yamazawa（山澤弘

実）（名大院工）、Shigehiro
Ishizuka（石塚成宏）

Soil organic matter decomposability in four
Japanese forest soils（４ヶ所の森林土壌にお
ける土壌有機物の分解性について）

AGU Fall Meeting、5-9
December

谷山一郎（農環研）、河野憲治
（広島大）、波多野隆介（北
大）、石塚成宏、澤本卓治（酪農
学園大）、麓多門（農環研）、長
谷川利拡（農環研）、酒井英光
（農環研）、安立美奈子（農環
研）、常田岳志（農環研）、永田
修（北農研）、木村園子ドロテア
（東京農工大）

炭素・窒素動態モニタリングと予測にもと
づく地球温暖化適応・緩和戦略

日本土壌肥料学雑誌、
82(2):166-172

KETH NANG、CHANN
SOPHAL、TAMAI KOJI（玉井幸

治）、KABEYA NAOKI（壁谷直

記）、NOBUHIRO TATSUHIKO
（延廣竜彦）、ARAKI MAKOTO
（荒木誠）、ITO ERIKO（伊藤江

利子）、IIDA SHIN'ICHI（飯田真

一）、SHIMIZU TAKANORI（清

水貴範）、SHIMIZU AKIRA（清
水晃）

Analysis of the seasonal change in an evergreen
forest in Kampong Thom, Cambodia, using
monthly weather reports（気象月報を利用し
たカンボジア・コンポントムの常緑林にお
ける季節変移）

Proceedings of "International
Workshop on Forest Research in
Cambodia、 November
2011"、5-8．

TAMAI KOJI（玉井幸治）、

SHIMIZU TAKANORI（清水貴

範）、IIDA SHIN'ICHI（飯田真

一）、KABEYA NAOKI（壁谷直

記）、TORIYAMA JUMPEI（鳥山

淳平）、KETH NANG、CHANN
SOPHAL、SHIMIZU AKIRA（清
水晃）

Characteristics of evaporation from the forest
floor in evergreen and deciduous forests of
Cambodia（カンボジアの常緑林と落葉林に
おける林床面蒸発の特性）

Proceedings of "International
Workshop on Forest Research in
Cambodia、 November
2011"、17-20．

CHANN SOPHAL、KETH
NANG、NOBUHIRO TATSUHIKO
（延廣竜彦）、ARAKI MAKOTO
（荒木誠）、TAMAI KOJI（玉井

幸治）、SHIMIZU TAKANORI
（清水貴範）、KABEYANAOKI
（壁谷直記）、IIDA SHIN'ICHI
（飯田真一）、SHIMIZU AKIRA
（清水晃）

Interannual variation in the evapotranspiration
of an evergreen forest in Kampong Thom,
central Cambodia（カンボジア中央部、コン
ポントムの常緑林における蒸発散量の年々
変動）

Proceedings of "International
Workshop on Forest Research in
Cambodia、 November
2011"、21-24．

著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
酒井佳美、高橋正通、石塚成宏、
稲垣善之、松浦陽次郎、 雲野明
（北海道林試）、中田圭亮（北海
道林試）、長坂晶子（北海道林
試）、丹羽花恵（岩手林業振興
課）、澤田智志（秋田森技セ）、
北条良敬（茨城農林事務所）、玉
木泰彦（埼玉県農林総研セ）、白
井珠美（千葉県森林課）、武田宏
（新潟県森林研）、 相浦英春（富
山県森林研）、山内仁人（長野県
林業総合セ）、島田博匡（三重県
林業研）、岩月鉄平（京都府立大
演習林）、島田博匡（三重県林業
研）、岩月鉄平（京都府立大演習
林）、山場淳史（広島県林技
セ）、山田隆信（山口県森林企画
課）、前田一（長崎県農林技
セ）、室雅道（元大分県農林水産
研セ）

日本の枯死針葉樹材の分解度による材密度
の推定

森林総合研究所研究報告、10
（3）:135-146

石塚成宏、小野賢二 日本の森林土壌における各種糖の分解と合
成

日本森林学会大会学術講演
集、123:H15

Mariko Atarashi-Andoh（安藤麻里

子）（原研）、Jun Koarashi（小嵐

淳）（原研）、 Shigehiro Ishizuka
（石塚成宏）、Keizo Hirai（平井
敬三）

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

Agricultural and Forest
Meteorology、 152:149-158

寺澤和彦（北海道林試）、石塚成
宏、阪田匡司、大野泰之（北海道
林試）、山田健四（北海道林試）

湿地林におけるヤチダモ樹幹からのメタン
放出の律速要因

日本森林学会大会学術講演
集、123:Pa017

阪田匡司、 橋本徹、小野賢二、森
下智陽、石塚成宏、三浦覚

森林土壌からの温室効果ガスフラックスに
及ぼす積雪影響

日本森林学会大会学術講演
集、123:Pa025

石塚成宏 森林土壌に含まれる糖類へのHPLC高感度
分析法の適用

九州支所年報、23:8-9

田中永晴、インベントリ作業部会 森林吸収源インベントリ事業の全5年間の
調査結果の解析－枯死木の炭素蓄積量とそ
の分布－

日本森林学会大会学術講演
集、123:Pa011

南光一樹、インベントリ作業部会 森林吸収源インベントリ事業の全5年間の

調査結果の解析(2) －堆積有機物の炭素蓄
積量とその分布－

日本森林学会大会学術講演
集、123:Pa006

三浦覚、インベントリ作業部会 森林吸収源インベントリ事業の全5年間の

調査結果の解析(3)－土壌の炭素蓄積量とそ
の分布－

日本森林学会大会学術講演
集、123:Pa009

小野賢二、上村真由子（日大生物
資源）、石塚成宏

森林における土壌有機物の分解と蓄積 日本森林学会大会学術講演
集、123:H09

Shoji Hashimoto（橋本昌司）、

Tomoaki Morishita（森下智陽）、

Tadashi Sakata（阪田匡司）、

Shigehiro Ishizuka（石塚成宏）、

Shinji Kaneko（金子真司）、

Masamichi Takahashi（高橋正通）

Simple models for soil CO2, CH4, and N2O
fluxes calibrated using a Bayesian approach and
multi-site data.（複数サイトのデータを用い
ベイズアプローチで構築したシンプルな土
壌CO2, CH4, N2Oフラックスモデル）

Ecological Modelling、
222:1283-1292
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著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
Shoji Hashimoto（橋本昌司）、

Tomoaki Morishita（森下智陽）、

Tadashi Sakata（阪田匡司）、

Shigehiro Ishizuka（石塚成宏）、

Shinji Kaneko（金子真司）、

Masamichi Takahashi（高橋正通）

Simple models for soil CO2, CH4, and N2O
fluxes calibrated using a Bayesian approach and
multi-site data.（複数サイトのデータを用い
ベイズアプローチで構築したシンプルな土
壌CO2, CH4, N2Oフラックスモデル）

iLEAPS Science Conference
2011

Koichi Moriya（守屋耕一）（原

研）、Jun Koarashi（小嵐淳）（原

研）、Mariko Atarashi-Andoh（安

藤麻里子）（原研）、Jun
Moriizumi（森泉純）（名大院

工）、Hiromi Yamazawa（山澤弘

実）（名大院工）、Shigehiro
Ishizuka（石塚成宏）

Soil organic matter decomposability in four
Japanese forest soils（４ヶ所の森林土壌にお
ける土壌有機物の分解性について）

AGU Fall Meeting、5-9
December

谷山一郎（農環研）、河野憲治
（広島大）、波多野隆介（北
大）、石塚成宏、澤本卓治（酪農
学園大）、麓多門（農環研）、長
谷川利拡（農環研）、酒井英光
（農環研）、安立美奈子（農環
研）、常田岳志（農環研）、永田
修（北農研）、木村園子ドロテア
（東京農工大）

炭素・窒素動態モニタリングと予測にもと
づく地球温暖化適応・緩和戦略

日本土壌肥料学雑誌、
82(2):166-172

KETH NANG、CHANN
SOPHAL、TAMAI KOJI（玉井幸

治）、KABEYA NAOKI（壁谷直

記）、NOBUHIRO TATSUHIKO
（延廣竜彦）、ARAKI MAKOTO
（荒木誠）、ITO ERIKO（伊藤江

利子）、IIDA SHIN'ICHI（飯田真

一）、SHIMIZU TAKANORI（清

水貴範）、SHIMIZU AKIRA（清
水晃）

Analysis of the seasonal change in an evergreen
forest in Kampong Thom, Cambodia, using
monthly weather reports（気象月報を利用し
たカンボジア・コンポントムの常緑林にお
ける季節変移）

Proceedings of "International
Workshop on Forest Research in
Cambodia、 November
2011"、5-8．

TAMAI KOJI（玉井幸治）、

SHIMIZU TAKANORI（清水貴

範）、IIDA SHIN'ICHI（飯田真

一）、KABEYA NAOKI（壁谷直

記）、TORIYAMA JUMPEI（鳥山

淳平）、KETH NANG、CHANN
SOPHAL、SHIMIZU AKIRA（清
水晃）

Characteristics of evaporation from the forest
floor in evergreen and deciduous forests of
Cambodia（カンボジアの常緑林と落葉林に
おける林床面蒸発の特性）

Proceedings of "International
Workshop on Forest Research in
Cambodia、 November
2011"、17-20．

CHANN SOPHAL、KETH
NANG、NOBUHIRO TATSUHIKO
（延廣竜彦）、ARAKI MAKOTO
（荒木誠）、TAMAI KOJI（玉井

幸治）、SHIMIZU TAKANORI
（清水貴範）、KABEYANAOKI
（壁谷直記）、IIDA SHIN'ICHI
（飯田真一）、SHIMIZU AKIRA
（清水晃）

Interannual variation in the evapotranspiration
of an evergreen forest in Kampong Thom,
central Cambodia（カンボジア中央部、コン
ポントムの常緑林における蒸発散量の年々
変動）

Proceedings of "International
Workshop on Forest Research in
Cambodia、 November
2011"、21-24．
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著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
飯田真一、玉井幸治、清水貴範、
延廣竜彦、壁谷直記、清水晃

筑波森林水文試験地のスギ林分における降
雨遮断特性

第１回関東森林学会大会講演
要旨集、14

Kanetani, Seiichi（金谷整一）、

Kikuchi, Taisei（菊地泰生）、

Akiba,  Mitsuteru（秋庭満輝）、

Nakamura, Katsunori（中村克

典）、Ikegame, Hiroharu（池亀寛
治、種子島・ヤクタネゴヨウ保全
の会）、Tetsuka, Kenshi（手塚賢
至、屋久島ヤクタネゴヨウ調査
隊）

Detection of Bursaphelenchus xylophilus from
old disks of dead Pinus armandii var. amamiana
trees using a new detection kit. （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検
出）

Forest Pathology、41: 387-391.

松本麻子・金谷整一・三樹陽一郎
（宮崎県林業技術センター）・古
澤英生（宮崎県林業技術セン
ター）・吉丸博志

常緑広葉樹アラカシ・シラカシの遺伝的多
様性と遺伝構造．

第123回日本森林学会大会、

Pa152．

金谷整一 マツノザイセンチュウ防除薬剤試験（樹幹
注入）（8年目の効果）．

平成23年度　林業薬剤等試験

成績報告集、64-66

Ishii Katsuaki（石井克明）、Hosoi
Yoshihisa（細井佳久）、Maruyama
Emilio（丸山エミリオ）、Kanetani
Seiichi（金谷整一）

Preservation of an in vitro propagated
endangered species Pinus armandii var.
amamiana (Koidz.) Hatsushima.（in vitroで増
殖させた絶滅危惧種ヤクタネゴヨウの保
全）

Propagation of Ornamental
Plants、 11: 210-212.

奈尾正友（元西之表市役所）、美
坂達也（西之表市役所）、金谷整
一・中村克典、秋庭満輝

種子島西之表市の若狭公園におけるマツ材
線虫病対策．

森林防疫、61（2）：3-8．

金谷整一・手塚賢至（屋久島ヤク
タネゴヨウ調査隊）・手塚田津子
（屋久島ヤクタネゴヨウ調査
隊）・川上哲也（屋久島ヤクタネ
ゴヨウ調査隊）・斉藤俊浩（屋久
島ヤクタネゴヨウ調査隊）

屋久島におけるヤクタネゴヨウの採種林・
見本林の開花結実量．

第67回日本森林学会九州支部

大会研究発表会、707（育

種）、http://ffpsc.agr.kyushu-
u.ac.jp/jfs-q/

金谷整一・大谷達也・大谷雅人 屋久島におけるアコウの遺伝的多様性維持
機構．

第123回日本森林学会大会、

Pa069．

本間知夫（前橋工科大）、永淵
修（滋賀県立大）、横田久里子
（豊橋技術科学大）、金谷整一、
手塚賢至（屋久島ヤクタネゴヨウ
調査隊）

絶滅危惧種ヤクタネゴヨウの生体電位計測
による非破壊的診断の試み．

根の研究、20 (2)：85．

香山雅純、青木菜保子、平山大輔

(三重大学)、舘野隆之輔 (京都大

学)、川路まり (鹿児島大学)、米田

健 (鹿児島大学)

2種類の土壌に植栽したオキナワウラジロ

ガシとアマミアラカシの成長特性.
九州森林研究、65 :64-67

香山雅純、青木菜保子、平山大輔

(三重大学)、舘野隆之輔 (京都大

学)、川路まり (鹿児島大学)、米田

健 (鹿児島大学)

2種類の土壌に植栽したオキナワウラジロ

ガシとアマミアラカシの成長特性.
日本森林学会九州支部大会発
表要旨、67

香山 雅純、山中 高史、赤迫 諒介

(戸髙鉱業社)、藤田 徹 (戸髙鉱業

社)、山口 哲哉 (戸髙鉱業社)

外生菌根菌を接種したカシ実生の石灰石鉱
山における成長特性.

日本森林学会大会学術講演集

(CD-ROM)、123: K13

著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
飯田真一、清水貴範、玉井幸治、
大貫靖浩、壁谷直記、清水晃、伊
藤江利子、Chann Sophal（チャン

ソファール　FWRDI）、Keth
Nang（ケスナン　FWRDI）

カンボジア国低地落葉林における樹液流量
の季節変化

水文・水資源学会2011年度研

究発表会要旨集、118-119

飯田真一、清水貴範、玉井幸治、
壁谷直記、清水晃、Chann Sophal
（チャンソファール　FWRDI）、

Keth Nang（ケスナン　FWRDI）

カンボジア国低地落葉林における樹冠コン
ダクタンスの季節変化

日本森林学会大会学術講演
集、123: Pb060

清水貴範、飯田真一、玉井幸治、
壁谷直記、小林政広、清水晃

関東地方のスギ林における乱流変動法によ
るメタンフラックス観測の試行－オープン
パス機器とクローズドパス機器の比較－

日本森林学会大会学術講演
集、123: Pb062

壁谷直記、清水晃、玉井幸治、清
水貴範、飯田真一、大貫靖浩

メコン川中下流域の落葉林流域における河
川水位の季節変動

九州森林研究、 65： 109-110

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

小川群落保護林における水文観測報告

(2000年8月～2007年9月)
森林総合研究所研究報告

10、291-317

比嘉幹彦、古堅公、生沢均、新垣
拓也、清水貴範、壁谷直記、清水
晃

沖縄島北部における森林の風向・風速環境
ついて

九州森林研究 65：107-108

KABEYA Naoki (壁谷直記)、
SHIMIZU Akira (清水晃)、 TAMAI
Koji（玉井幸治）、 SHIMIZU
Takanori（清水貴範）、 IIDA
Shin'ichi（飯田真一）、 OHNUKI
Yasuhiro(大貫靖浩)、 CHANN
Sophal、 KETH Nang、 SATHA
Saing（FWRDI）

Seasonal variation of river water level in a
deciduous forest catchment of Cambodia（カン
ボジアの落葉林流域での河川水位の季節変
動）．

Proceedings of "International
Workshop on Forest Research in
Cambodia、 November
2011"、1-4．

久保田多余子、坪山良夫、延廣竜
彦、阿部俊夫、壁谷直記、清水晃

森林総合研究所宝川森林理水試験地におけ
るδ18Oを用いた融雪流出過程に関する研究

東北の雪と生活、第26号、

82-87、日本雪氷学会東北支
部

久保田多余子・坪山良夫・延廣竜
彦・阿部俊夫・壁谷直記・清水晃

森林総合研究所宝川森林理水試験地におけ
るδ18Oを用いた融雪流出過程に関する研究

2011年度（社）日本雪氷学会
東北支部大会

KABEYA Naoki (壁谷直記)、
SHIMIZU Akira (清水晃)、 TAMAI
Koji（玉井幸治）、 IIDA Shin'ichi
（飯田真一）、 SHIMIZU Takanori
（清水貴範）

Transit times of soil water in thick soil and
weathered gneiss layers using deuterium excess
modelling（d値のモデリングによる厚い土
壌および風化層中の土壌水の通過時間）．

In: ABESSER C, NAÜTMAN
G, HILL M C, BLÖSHL G,
LAKSMANAN E, (eds)
Conceptual and Modelling
Studies of Integrated
Groundwater, Surface Water,
and Ecological Systems (IAHS
Publ． 345)． IAHS Press,
Wallingford, UK, pp 163-168．

KABEYA Naoki（(壁谷直記)、
SHIMIZU Akira (清水晃)、 TAMAI
Koji（玉井幸治）、 IIDA Shin'ichi
（飯田真一）、 SHIMIZU Takanori
（清水貴範）

Transit times of soil water in thick soil and
weathered gneiss layers using deuterium excess
modelling（d値のモデリングによる厚い土
壌および風化層中の土壌水の通過時間）．

Abstracts of Symposium H01
held during IUGG2011 in
Melbourne, Australia, July
2011、IAHS-No128．

飯田真一、玉井幸治、清水貴範、
延廣竜彦、壁谷直記、清水晃

筑波森林水文試験地のスギ林分における降
雨遮断特性

関東森林研究、63
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著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
飯田真一、玉井幸治、清水貴範、
延廣竜彦、壁谷直記、清水晃

筑波森林水文試験地のスギ林分における降
雨遮断特性

第１回関東森林学会大会講演
要旨集、14

Kanetani, Seiichi（金谷整一）、

Kikuchi, Taisei（菊地泰生）、

Akiba,  Mitsuteru（秋庭満輝）、

Nakamura, Katsunori（中村克

典）、Ikegame, Hiroharu（池亀寛
治、種子島・ヤクタネゴヨウ保全
の会）、Tetsuka, Kenshi（手塚賢
至、屋久島ヤクタネゴヨウ調査
隊）

Detection of Bursaphelenchus xylophilus from
old disks of dead Pinus armandii var. amamiana
trees using a new detection kit. （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検
出）

Forest Pathology、41: 387-391.

松本麻子・金谷整一・三樹陽一郎
（宮崎県林業技術センター）・古
澤英生（宮崎県林業技術セン
ター）・吉丸博志

常緑広葉樹アラカシ・シラカシの遺伝的多
様性と遺伝構造．

第123回日本森林学会大会、

Pa152．

金谷整一 マツノザイセンチュウ防除薬剤試験（樹幹
注入）（8年目の効果）．

平成23年度　林業薬剤等試験

成績報告集、64-66

Ishii Katsuaki（石井克明）、Hosoi
Yoshihisa（細井佳久）、Maruyama
Emilio（丸山エミリオ）、Kanetani
Seiichi（金谷整一）

Preservation of an in vitro propagated
endangered species Pinus armandii var.
amamiana (Koidz.) Hatsushima.（in vitroで増
殖させた絶滅危惧種ヤクタネゴヨウの保
全）

Propagation of Ornamental
Plants、 11: 210-212.

奈尾正友（元西之表市役所）、美
坂達也（西之表市役所）、金谷整
一・中村克典、秋庭満輝

種子島西之表市の若狭公園におけるマツ材
線虫病対策．

森林防疫、61（2）：3-8．

金谷整一・手塚賢至（屋久島ヤク
タネゴヨウ調査隊）・手塚田津子
（屋久島ヤクタネゴヨウ調査
隊）・川上哲也（屋久島ヤクタネ
ゴヨウ調査隊）・斉藤俊浩（屋久
島ヤクタネゴヨウ調査隊）

屋久島におけるヤクタネゴヨウの採種林・
見本林の開花結実量．

第67回日本森林学会九州支部

大会研究発表会、707（育

種）、http://ffpsc.agr.kyushu-
u.ac.jp/jfs-q/

金谷整一・大谷達也・大谷雅人 屋久島におけるアコウの遺伝的多様性維持
機構．

第123回日本森林学会大会、

Pa069．

本間知夫（前橋工科大）、永淵
修（滋賀県立大）、横田久里子
（豊橋技術科学大）、金谷整一、
手塚賢至（屋久島ヤクタネゴヨウ
調査隊）

絶滅危惧種ヤクタネゴヨウの生体電位計測
による非破壊的診断の試み．

根の研究、20 (2)：85．

香山雅純、青木菜保子、平山大輔

(三重大学)、舘野隆之輔 (京都大

学)、川路まり (鹿児島大学)、米田

健 (鹿児島大学)

2種類の土壌に植栽したオキナワウラジロ

ガシとアマミアラカシの成長特性.
九州森林研究、65 :64-67

香山雅純、青木菜保子、平山大輔

(三重大学)、舘野隆之輔 (京都大

学)、川路まり (鹿児島大学)、米田

健 (鹿児島大学)

2種類の土壌に植栽したオキナワウラジロ

ガシとアマミアラカシの成長特性.
日本森林学会九州支部大会発
表要旨、67

香山 雅純、山中 高史、赤迫 諒介

(戸髙鉱業社)、藤田 徹 (戸髙鉱業

社)、山口 哲哉 (戸髙鉱業社)

外生菌根菌を接種したカシ実生の石灰石鉱
山における成長特性.

日本森林学会大会学術講演集

(CD-ROM)、123: K13
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著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
Takehiko Yamanaka（山中武彦、農

環研）, Koichi Nunokawa（布川耕

市、新潟森研）, Shoichi Saito（齋

藤正一、山形森林セ）, Hiroshi
Kondoh（近藤洋史）, Etsuko
Kagaya（加賀谷悦子） and
Shun'ichi Makino（牧野俊一）

Severe mass oak defoliation in Japan by oak wilt
disease: Origin and propagation pattern of the
defoliation（ナラ枯れによる甚大なナラ類の
落葉：落葉の被害の起源と拡大様式）

The Preliminary Program for
96th ESA Annual Meeting、
http://eco.confex.com/eco/2011/
preliminaryprogram/abstract_32
351.htm

近藤洋史 シカのたくさんいる場所はどこだ 季刊森林総研、15、5-6

近藤洋史 森林組合を中心とした現場におけるGIS・
GPSの活用実態と森林情報の問題について

森林計画学会誌、42（2）、

1-10

木村公樹・今純一（青森県林業研
究所）・矢本智之（青森県農林水
産部）・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

青森県におけるマツ材線虫病加害生物の生
息実態について

青森県産業技術センター林業
研究所報告、61：1-7

Kosaka, Hajime（小坂肇） Artificial diets for the larval oak longicorn
beetle, Moechotypa diphysis (Coleoptera:
Cerambycidae)（ハラアカコブカミキリ幼虫
飼育用の人工飼料）

Applied Entomology and
Zoology（応用昆虫学と動物

学）、46:581-584

小坂肇 ハラアカコブカミキリ幼虫の飼育 日本森林学会学術講演集、
122：Pa2-106

小坂肇・佐山勝彦・加藤一隆（林
木育種センター西表熱帯林育種技
術園）・牧野俊一

西表島における誘引トラップを用いたスズ
メバチの捕獲

日本森林学会九州支部大会研
究発表プログラム、67：513

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・今純一（青森
県林業研究所）・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

日本森林学会学術講演集、
122：C24

Kosaka, Hajime（小坂肇）,
Kajimura, Hitoshi（梶村恒、名

大）, Kanzaki, Natsumi（神崎菜

摘） and Tabata, Masanobu（田端雅
進）

Nematode Parasite of the Japanese Woodwasp
（ニホンキバチの寄生線虫）

Abstracts of 9th International
Nematology  Symposium of
Russian Society of
Nematologists（第9回ロシア
線虫学会国際シンポジウム講
演要旨）：17

小坂肇・佐山勝彦・神崎菜摘・牧
野俊一

生物的防除素材としてのスズメバチタマセ
ンチュウの評価

森林総合研究所第2期中期計
画成果選集　重点課題イイｂ
森林生態系における生物群集
の動態の解明: 8-9

小坂肇・佐山勝彦・加藤一隆（林
木育種センター西表熱帯林育種技
術園）・神崎菜摘・牧野俊一

スズメバチの手強い寄生天敵スズメバチタ
マセンチュウ－寄生されるハチの種類と国
内分布が明らかに

森林総合研究所平成23年版研

究成果選集：64-65

小高信彦 ６．沖縄島北部国有林における希少野生動
植物種保護管理のための自動撮影カメラに
よる調査・研究

平成23年度　沖縄島北部国有
林における希少野生動植物種
保護管理事業報告書、林野庁
九州森林管理局、114-29

小高信彦 第二回池原貞雄記念賞受賞記念講演「ノグ
チゲラと暮らせる森づくりに向けて」

沖縄生物学会第48回大会プロ

グラム・講演要旨集、30

著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
香山雅純 重金属を吸収する植物－北海道の事例－ 北海道の森林 (北方森林学会

編、北海道新聞社)、終章

1(2)、297-299

Masazumi Kayama (香山雅純)、
Fuyuki Satoh (佐藤冬樹) (北海道大

学)、Takayoshi Koike (小池孝良)
(北海道大学)

Photosynthetic rate, needle longevity, and
nutrient contents in Picea glehnii growing on
strongly acidic volcanic ash soil in northern
Japan. (日本北部の強酸性火山灰土壌に生育
するアカエゾマツの光合成速度、葉の寿
命、養分濃度)

Photosynthetica、49: 239-245

Masazumi Kayama (香山雅純)、
Takayoshi Koike (小池孝良) (北海道

大学)

Physiological characteristics of two birch
species planted on the serpentine soil. (蛇紋岩

土壌に植栽したカンバ2種の生理特性)

International conference on
serpentine ecology, Abstract
book、7: 116

香山雅純 石灰石鉱山に植栽したクスノキ科樹木の成
長.

森林総合研究所九州支所年
報、23: 16-17

香山雅純、小池孝良 (北海道大学) 弟子屈町川湯付近の火山荒原に生育するア
カエゾマツ．

北方林業、63: 149-152

近藤洋史 防除対策に役立つ被害発生予測マップ～群
馬県を対象として～

平成22年度業務・林業技術等

発表集、54、106-107

近藤洋史、池田浩一（福岡県森林
林業技術センター）

防除対策に役立つ被害発生予測マップ 平成22年度森林・林業技術交
流発表会

近藤洋史、齊藤真由美（宮崎県林
業技術センター）、小泉透

捕獲数を考慮したニホンジカの生息密度分
布の検討

第123回日本森林学会大会学
術講演集、
http://www.jstage.jst.go.jp/articl
e/jfsc/123/0/Pb143/_pdf/-
char/ja/

近藤洋史、小泉　透、池田浩一
（福岡県森林林業技術センター）

科学的なシカ管理のためのポテンシャル
マップの作成

森林総合研究所第２期中期計
画成果集　重点課題アイａ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

近藤洋史・齋藤英樹・山田茂樹 菊池水源収穫試験地における林分構造の変
化

平成23年度森林総合研究所九

州支所年報、26

前田　一（長崎県農林技セ），副
山浩幸，近藤洋史

長崎県ヒノキ人工林における林分密度管理
図および地位指数曲線の調製

日本森林学会九州森林研究、
64、34-35

牧野俊一、所　雅彦、加賀谷悦
子、衣浦晴生、近藤洋史、山中武
彦（農環研）、布川耕市（新潟森
研）、大橋章博（岐阜県森林
研）、斉藤正一（山形森林セ）、
岡田充弘（長野県林総セ）、福井
修二（島根中山間研セ）、加藤
徹（静岡県林技セ）、在原登志男
（福島林セ）、壽田智久（福島林
セ）、蛭田利秀（福島林セ）、永
田健二（サンケイ化学）、猪野正
明（サンケイ化学）、鶴田英人
（サンケイ化学）

ナラ枯れの被害を予測し、早めに叩く 平成２３年版研究成果選集、
20-21

近藤洋史、衣浦晴生、牧野俊一 ナラ枯れの効果的防除を目指して－被害予
測と面的防除法の開発－

山林、1528、27-34

近藤洋史 ナラ枯れ、被害予測マップの作成 第27回個体群生態学会大会プ
ログラム・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
Takehiko Yamanaka（山中武彦、農

環研）, Koichi Nunokawa（布川耕

市、新潟森研）, Shoichi Saito（齋

藤正一、山形森林セ）, Hiroshi
Kondoh（近藤洋史）, Etsuko
Kagaya（加賀谷悦子） and
Shun'ichi Makino（牧野俊一）

Severe mass oak defoliation in Japan by oak wilt
disease: Origin and propagation pattern of the
defoliation（ナラ枯れによる甚大なナラ類の
落葉：落葉の被害の起源と拡大様式）

The Preliminary Program for
96th ESA Annual Meeting、
http://eco.confex.com/eco/2011/
preliminaryprogram/abstract_32
351.htm

近藤洋史 シカのたくさんいる場所はどこだ 季刊森林総研、15、5-6

近藤洋史 森林組合を中心とした現場におけるGIS・
GPSの活用実態と森林情報の問題について

森林計画学会誌、42（2）、

1-10

木村公樹・今純一（青森県林業研
究所）・矢本智之（青森県農林水
産部）・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

青森県におけるマツ材線虫病加害生物の生
息実態について

青森県産業技術センター林業
研究所報告、61：1-7

Kosaka, Hajime（小坂肇） Artificial diets for the larval oak longicorn
beetle, Moechotypa diphysis (Coleoptera:
Cerambycidae)（ハラアカコブカミキリ幼虫
飼育用の人工飼料）

Applied Entomology and
Zoology（応用昆虫学と動物

学）、46:581-584

小坂肇 ハラアカコブカミキリ幼虫の飼育 日本森林学会学術講演集、
122：Pa2-106

小坂肇・佐山勝彦・加藤一隆（林
木育種センター西表熱帯林育種技
術園）・牧野俊一

西表島における誘引トラップを用いたスズ
メバチの捕獲

日本森林学会九州支部大会研
究発表プログラム、67：513

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・今純一（青森
県林業研究所）・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

日本森林学会学術講演集、
122：C24

Kosaka, Hajime（小坂肇）,
Kajimura, Hitoshi（梶村恒、名

大）, Kanzaki, Natsumi（神崎菜

摘） and Tabata, Masanobu（田端雅
進）

Nematode Parasite of the Japanese Woodwasp
（ニホンキバチの寄生線虫）

Abstracts of 9th International
Nematology  Symposium of
Russian Society of
Nematologists（第9回ロシア
線虫学会国際シンポジウム講
演要旨）：17

小坂肇・佐山勝彦・神崎菜摘・牧
野俊一

生物的防除素材としてのスズメバチタマセ
ンチュウの評価

森林総合研究所第2期中期計
画成果選集　重点課題イイｂ
森林生態系における生物群集
の動態の解明: 8-9

小坂肇・佐山勝彦・加藤一隆（林
木育種センター西表熱帯林育種技
術園）・神崎菜摘・牧野俊一

スズメバチの手強い寄生天敵スズメバチタ
マセンチュウ－寄生されるハチの種類と国
内分布が明らかに

森林総合研究所平成23年版研

究成果選集：64-65

小高信彦 ６．沖縄島北部国有林における希少野生動
植物種保護管理のための自動撮影カメラに
よる調査・研究

平成23年度　沖縄島北部国有
林における希少野生動植物種
保護管理事業報告書、林野庁
九州森林管理局、114-29

小高信彦 第二回池原貞雄記念賞受賞記念講演「ノグ
チゲラと暮らせる森づくりに向けて」

沖縄生物学会第48回大会プロ

グラム・講演要旨集、30



―  44  ―

平成 24 年版 　森林総合研究所九州支所 　年報 　第 24 号 　2012． 11

著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
Atsushi Sakai（酒井敦）、Thiti
Visaratana、Tosporn
Vacharangkura、Moriyoshi Ishizuka
（石塚森吉）、Shozo Nakamura
（中村松三）

Growth Performances of Three Indigenous Tree
Species Planted in a Mature Acacia mangium
Plantation with Different Canopy Openness
under a Tropical Monsoon Climate.（熱帯モン
スーン気候下のアカシアマンギウム壮齢林
において異なる林冠開空下に植えられた郷
土樹種３種の成長）

JARQ　45(3),　317-326

中村松三 再造林コストの削減を図るには 森林技術、No.839、30-33

野宮治人、矢部恒晶、廣石和昭
（熊本県林業研究指導所）

アンケート調査による熊本県内のニホンジ
カ分布情報の取りまとめ

森林総合研究所九州支所年報

23: 10-11

Masae I. Ishihara (石原正恵・自然

環境研究センター) ほか36名 (22番
目)

Forest stand structure, composition, and
dynamics in 34 sites over Japan (国内34サイト

における森林構造および組成と動態)

Ecological Research 26: 1007-
1008

野宮治人 「九州の樹木」シリーズ（２）ハルニレ 九州の森と林業 98: 4

石原正恵（自然環境研究セン
ター）ほか34名 (27番目)

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(学術情報)

日本生態学会誌 60: 111-123

Saito, S.（齊藤哲）、Sato, T（佐藤

保）、Niiyama, K.（新山馨） and
Nomiya, H.（野宮治人）

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

日本生態学会大会講演要旨
集、59: online

野宮治人、矢部恒晶 シカはいつ加害するのか？ －再造林地にお
ける食害の季節性と出没時間帯－

日本森林学会九州支部大会
（口頭発表）

野宮治人、矢部恒晶 下刈り省略でスギ苗へのシカ食害は軽減で
きるのか？

日本森林学会大会

佐藤保、齊藤哲、野宮治人 照葉樹林の動きをとらえる　〜長期生態試
験地「綾リサーチサイト」の紹介〜

国際照葉樹林サミット2011

齊藤哲、野宮治人、佐藤保 全国1000カ所の生態系観察　〜綾の森とモ

ニタリングサイト1000〜
国際照葉樹林サミット2011

Keiji Fushimi(伏見健次（静岡大

学））, Kota Anzai（安西幸太（静

岡大学））, Shinji Tokuyama（徳

山真次（静岡大学））, Yoshikazu
Kiriiwa（切岩良和（静岡大学））,
Noriyuki Matsumoto（松本守之

（静岡大学））, Atsushi Sekiya(関
谷敦）, Daisuke Hashizume（橋詰

大介（理研））, Kazuo Nagasawa
(長沢梢（東京大学））, Hirofumi
Hirai（平井浩文（静岡大学））,
Hirokazu Kawagishi（河岸洋和（静
岡大学））

Agrocybynes A–E from the culture broth of
Agrocybe praecox(フミヅキタケ培養液から
の天然物アグロシベネスＡ－Ｅ）

Tetrahedron、68：1262-1265

関谷敦 アラゲキクラゲ栽培 第67回日本森林学会九州支部
大会研究発表プログラム、
605

関谷敦 アラゲキクラゲ袋栽培 九州森林研究、65：111-114

著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
小高信彦、渡久地豊（工房リュウ
キュウロビン）

人工巣捕食実験による森林生態系の健全性
評価：沖縄やんばるの森の地上はどのくら
い安全な産卵環境か？

日本鳥学会大会講演要旨集、
94

小高信彦 樹木腐朽と樹洞を巡る生物間相互作用：
Nest-Webの構築に向けて

日本生態学会第59回全国大

会、T15-5

小高信彦 カナダ・ケベック州で開催された国際シン
ポジウム「森林生態系における枯死木の動
態と生態系サービス」に参加して

IUFRO-J news、105、1-3

Nobuhiko Kotaka（小高信彦）、

Kazuhiko Saito（齋藤和彦）、Shin
Abe（阿部真）

Nest site characteristics of the Okinawa
Woodpecker Dendrocopos noguchii in the
subtropical evergreen forest “Yambaru”;
Consequences of land-use history and pine-wilt
disease.
亜熱帯の「やんばるの森」におけるノグチ
ゲラの営巣地の特徴：土地利用変遷とマツ
ザイセンチュウ病の結果

International Symposium on
dynamics and ecological
services of dead wood in forest
ecosystems、Abstracts book、
54

山田文雄、中田勝士（環境省那
覇）、村田知慧（北大）、木戸文
香（北大）、黒岩麻里（北大）、
城ヶ原貴通（岡山理科大）、越本
知大（宮崎大）、三谷匡（近畿
大）、阿部愼太郎（環境省那
覇）、河内紀浩（島嶼生物研）、
小高信彦、高嶋 敦史（琉大）

オキナワトゲネズミTokudaia muenninkiの
2009年調査以降に確認された新たな生息地

沖縄生物学会第48回大会プロ

グラム・講演要旨集、10

小高信彦 生態図鑑ノグチゲラ Bird Research News、8:4、2-3

宮崎和弘 安心・安全きのこ栽培に向けて　きのこ栽
培のための病虫害対策について

特産情報, 32(12): 38-41

宮崎和弘 安心・安全きのこ栽培に向けて２　きのこ
栽培のための病虫害対策について

特産情報, 33(1): 36-39

宮崎和弘 安心・安全きのこ栽培に向けて３　きのこ
栽培のための病虫害対策について

特産情報, 33(3): 44-46

宮崎和弘 きのこ栽培施設で発生する害菌類のＤＮＡ
解析から見えてきたこと

九州の森と林業. 96: 2-3

矢吹俊裕（玉川大）、土屋有紀
（玉川大）、宮崎和弘、金廣達也
（玉川大）、奥田徹（玉川大）

日本のきのこ栽培農家から分離された
Trichoderma属について

日本菌学会第５５回大会講演
要旨集, p.36

宮崎和弘、佐野広明（きのこ・微
生物領域）、坂本裕一（岩手生工
研）、金子真也（東工大）宮崎安
将

シイタケ光応答関連遺伝子の連鎖地図上へ
のマッピング

日本きのこ学会第１５回大会
講演要旨集, p.104

宮崎和弘 シリーズ森ときのこ９　きのこの病気 山林, No.1531: 44-47

宮崎和弘、白石進（九州大） 四分子分析によるシイタケのセントロメア
マッピング

日本菌学会第５５回大会講演
要旨集, p.42

中村松三 第3期中期計画の開始にあたって 九州の森と林業、No.96
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著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
Atsushi Sakai（酒井敦）、Thiti
Visaratana、Tosporn
Vacharangkura、Moriyoshi Ishizuka
（石塚森吉）、Shozo Nakamura
（中村松三）

Growth Performances of Three Indigenous Tree
Species Planted in a Mature Acacia mangium
Plantation with Different Canopy Openness
under a Tropical Monsoon Climate.（熱帯モン
スーン気候下のアカシアマンギウム壮齢林
において異なる林冠開空下に植えられた郷
土樹種３種の成長）

JARQ　45(3),　317-326

中村松三 再造林コストの削減を図るには 森林技術、No.839、30-33

野宮治人、矢部恒晶、廣石和昭
（熊本県林業研究指導所）

アンケート調査による熊本県内のニホンジ
カ分布情報の取りまとめ

森林総合研究所九州支所年報

23: 10-11

Masae I. Ishihara (石原正恵・自然

環境研究センター) ほか36名 (22番
目)

Forest stand structure, composition, and
dynamics in 34 sites over Japan (国内34サイト

における森林構造および組成と動態)

Ecological Research 26: 1007-
1008

野宮治人 「九州の樹木」シリーズ（２）ハルニレ 九州の森と林業 98: 4

石原正恵（自然環境研究セン
ター）ほか34名 (27番目)

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(学術情報)

日本生態学会誌 60: 111-123

Saito, S.（齊藤哲）、Sato, T（佐藤

保）、Niiyama, K.（新山馨） and
Nomiya, H.（野宮治人）

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

日本生態学会大会講演要旨
集、59: online

野宮治人、矢部恒晶 シカはいつ加害するのか？ －再造林地にお
ける食害の季節性と出没時間帯－

日本森林学会九州支部大会
（口頭発表）

野宮治人、矢部恒晶 下刈り省略でスギ苗へのシカ食害は軽減で
きるのか？

日本森林学会大会

佐藤保、齊藤哲、野宮治人 照葉樹林の動きをとらえる　〜長期生態試
験地「綾リサーチサイト」の紹介〜

国際照葉樹林サミット2011

齊藤哲、野宮治人、佐藤保 全国1000カ所の生態系観察　〜綾の森とモ

ニタリングサイト1000〜
国際照葉樹林サミット2011

Keiji Fushimi(伏見健次（静岡大

学））, Kota Anzai（安西幸太（静

岡大学））, Shinji Tokuyama（徳

山真次（静岡大学））, Yoshikazu
Kiriiwa（切岩良和（静岡大学））,
Noriyuki Matsumoto（松本守之

（静岡大学））, Atsushi Sekiya(関
谷敦）, Daisuke Hashizume（橋詰

大介（理研））, Kazuo Nagasawa
(長沢梢（東京大学））, Hirofumi
Hirai（平井浩文（静岡大学））,
Hirokazu Kawagishi（河岸洋和（静
岡大学））

Agrocybynes A–E from the culture broth of
Agrocybe praecox(フミヅキタケ培養液から
の天然物アグロシベネスＡ－Ｅ）

Tetrahedron、68：1262-1265

関谷敦 アラゲキクラゲ栽培 第67回日本森林学会九州支部
大会研究発表プログラム、
605

関谷敦 アラゲキクラゲ袋栽培 九州森林研究、65：111-114
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著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
IIDA SHIN'ICHI（飯田真一）、

SHIMIZU TAKANORI（清水貴

範）、ITO ERIKO（伊藤江利

子）、SHIMIZU AKIRA（清水

晃）、KABEYA NAOKI（壁谷直

記）、TAMAI KOJI（玉井幸

治）、OHNUKI YASUHIRO（大貫

靖浩）、CHANN SOPHAL（チャ

ンソファール　IFWRD）、KETH
NANG（ケスナン　IFWRD）

Seasonal change of the amount of transpiration
in deciduous forest in Kratie province,
Cambodia（カンボジア国クラティエ州の落
葉林における蒸散量の季節変化）

Proceedings of "International
Workshop on Forest Research in
Cambodia、 November
2011"、13-16．

SHIMIZU TAKANORI（清水貴

範）、 SHIMIZU AKIRA（清水

晃）、TAMAI KOJI（玉井幸

治）、KABEYA NAOKI（壁谷直

記）、IIDA SHIN'ICHI（飯田真

一）、CHANN SOPHAL（チャン

ソファール　IFWRD)、KETH
NANG（ケスナン　IFWRD）

Start of the measurement with a fast response
gas analyzer and examination of the H2O flux
estimation based on a slow　response sensor
（応答の速いガス分析計を用いた水蒸気フ
ラックス観測と応答の遅い機器による観測
値の検証）

Proceedings of "International
Workshop on Forest Research in
Cambodia、 November
2011"、9-12．

山本栄治（愛媛県）、末吉昌宏 愛媛県内子町小田深山と久万高原町由良野
の森で採集されたミバエ科

しこくこげら、8: 60-64

杉本博之（山口県農技セ）、末吉
昌宏

菌床シイタケ栽培施設におけるヨコヤマク
シバキノコバエSciophila yokoyamai
Sasakawa et Kimura, 1976（ハエ目キノコバ
エ科）による被害

森林防疫、60: 188-192

末吉昌宏、北島博 菌床シイタケ栽培施設で発生したヤマトケ
ヅメカ Asioditomyia japonica Sasakawa（双翅
目ケヅメカ科）

森林総合研究所研究報告、
10: 99-101

加賀谷悦子、末吉昌宏、北島博 ナガマドキノコバエの系統地理 日本森林学会大会講演要旨
集, 123:

Wayne N Mathis（スミソニアン自

然史博物館）、Masahiro Sueyoshi
（末吉昌宏）

New species of the genus Cyamops Melander
from New Zealand (Diptera, Periscelididae,
Stenomicrinae) （ニュージーランド産

Cyamops の 2 新種）

ZooKeys、114: 29-40

末吉昌宏 日本産クチキバエ科の絵とき検索 はなあぶ、 31: 1-18.

末吉昌宏 シイタケ害虫ナガマドキノコバエの分類と
地理的分布

日本森林学会大会講演要旨
集, 123:

加来友里恵(名大院生命農)、末吉

昌宏、梶村恒(名大院生命農)
浸水および電気を用いた菌床シイタケの重
要害虫クロバネキノコバエの防除

日本きのこ学会大会講演要旨

Masahiro Sueyoshi （末吉昌宏） Tephritid flies (Diptera) and forest vegetation of
Shikoku, Japan （四国のミバエ科（双翅目）
昆虫相と森林植生）

第5回ミバエ研究者研究集会

Wayne N Mathis（スミソニアン自

然史博物館）、Masahiro Sueyoshi
（末吉昌宏）

World catalog and conspectus on the family
Dryomyzidae (Diptera: Schizophora) （双翅目
環縫群ベッコウバエ科の総目録）

Contributions to the
Biosystematic Database of
World Diptera: 281-308

著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
関谷敦 福島原子力発電所事故によるきのこ生産へ

の影響
山林、23年7月号、40-43

関谷敦 きのこＧＡＰ取組みへの指針としての活用 特産情報、2011年6月号、8-
13

関谷敦 きのこ栽培と農薬規制等の動きについて 2011年版きのこ年鑑、58-66

関谷敦 農業生産工程管理（GAP)の共通基盤に関す
るガイドライン

2011年版きのこ年鑑、103-
105

長倉淳子、重永英年、三浦覚 異なる土性のライシメータに植栽されたス
ギ、ヒノキ成木における降雨遮断による乾
燥害症状

森林総合研究所研究報告、
10、263-279

重永英年、釣田竜也、今矢明宏、
長倉淳子

九州におけるスギ葉枯れ症状の広域発生
マップ

森林総合研究所九州支所年
報、23、6-7

重永英年、山川博美、荒木眞岳、
野宮治人

モデルを利用した下刈り省略スケジュール
の検討

日本森林学会学術講演集、
123、17

重永英年、山川博美、荒木眞岳 下刈り研究は必要か －過去の研究と今後の
展開－

第67回日本森林学会九州支部

大会、講演番号306

平田令子（宮崎大学）、重永英
年、伊藤哲（宮崎大学）

下刈り省略による広葉樹の被圧がヒノキの
期間生長量に与える影響

第67回日本森林学会九州支部

大会、講演番号309

重永英年 スギ再造林の低コスト化を目指した技術開
発(2)―下刈り回数を削減する施業への取り

組み―

現代林業、2011年9月号、52-
54、

延廣竜彦・清水晃・壁谷直記・玉
井幸治・飯田真一・澤野真治

アジアモンスーン地域の森林における季節
進行に伴う熱収支特性の変化

日本森林学会大会発表データ
ベース、123、Pb064

玉井幸治、清水貴範、飯田真一、
清水晃、壁谷直記

カンボジアの森林における林床面蒸発 第1回関東森林学会大会講演

要旨集,14

清水　晃 カンボジアの森林における水循環研究 季刊森林総研第16号：7-8

清水　晃、荒木　誠、玉井幸治、
大貫靖浩、伊藤江利子、壁谷直
記、延廣竜彦

カンボジア森林流域における水循環と森林
環境

第9回環境研究シンポジウム
ポスター発表

延廣竜彦・清水晃・壁谷直記・玉
井幸治・飯田真一

カンボジア低地常緑林流域における蒸発散
特性について

第1回関東森林学会大会講演

要旨集、14p

比嘉幹彦、古堅公（国頭ツーリズ
ム協会）、清水貴範、壁谷直記、
清水晃、釣田竜也、大貫靖浩、生
沢均、新垣拓也（沖縄県森林資源
研究センター）

沖縄ヤンバルの森における皆伐地林縁部の
風環境について

日本森林学会大会学術講演
集、123: Pb055

Akira SHIMIZU(清水晃） Preface Proceedings of "International
Workshop on Forest Research in
Cambodia、 November
2011"、iii
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著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
IIDA SHIN'ICHI（飯田真一）、

SHIMIZU TAKANORI（清水貴

範）、ITO ERIKO（伊藤江利

子）、SHIMIZU AKIRA（清水

晃）、KABEYA NAOKI（壁谷直

記）、TAMAI KOJI（玉井幸

治）、OHNUKI YASUHIRO（大貫

靖浩）、CHANN SOPHAL（チャ

ンソファール　IFWRD）、KETH
NANG（ケスナン　IFWRD）

Seasonal change of the amount of transpiration
in deciduous forest in Kratie province,
Cambodia（カンボジア国クラティエ州の落
葉林における蒸散量の季節変化）

Proceedings of "International
Workshop on Forest Research in
Cambodia、 November
2011"、13-16．

SHIMIZU TAKANORI（清水貴

範）、 SHIMIZU AKIRA（清水

晃）、TAMAI KOJI（玉井幸

治）、KABEYA NAOKI（壁谷直

記）、IIDA SHIN'ICHI（飯田真

一）、CHANN SOPHAL（チャン

ソファール　IFWRD)、KETH
NANG（ケスナン　IFWRD）

Start of the measurement with a fast response
gas analyzer and examination of the H2O flux
estimation based on a slow　response sensor
（応答の速いガス分析計を用いた水蒸気フ
ラックス観測と応答の遅い機器による観測
値の検証）

Proceedings of "International
Workshop on Forest Research in
Cambodia、 November
2011"、9-12．

山本栄治（愛媛県）、末吉昌宏 愛媛県内子町小田深山と久万高原町由良野
の森で採集されたミバエ科

しこくこげら、8: 60-64

杉本博之（山口県農技セ）、末吉
昌宏

菌床シイタケ栽培施設におけるヨコヤマク
シバキノコバエSciophila yokoyamai
Sasakawa et Kimura, 1976（ハエ目キノコバ
エ科）による被害

森林防疫、60: 188-192

末吉昌宏、北島博 菌床シイタケ栽培施設で発生したヤマトケ
ヅメカ Asioditomyia japonica Sasakawa（双翅
目ケヅメカ科）

森林総合研究所研究報告、
10: 99-101

加賀谷悦子、末吉昌宏、北島博 ナガマドキノコバエの系統地理 日本森林学会大会講演要旨
集, 123:

Wayne N Mathis（スミソニアン自

然史博物館）、Masahiro Sueyoshi
（末吉昌宏）

New species of the genus Cyamops Melander
from New Zealand (Diptera, Periscelididae,
Stenomicrinae) （ニュージーランド産

Cyamops の 2 新種）

ZooKeys、114: 29-40

末吉昌宏 日本産クチキバエ科の絵とき検索 はなあぶ、 31: 1-18.

末吉昌宏 シイタケ害虫ナガマドキノコバエの分類と
地理的分布

日本森林学会大会講演要旨
集, 123:

加来友里恵(名大院生命農)、末吉

昌宏、梶村恒(名大院生命農)
浸水および電気を用いた菌床シイタケの重
要害虫クロバネキノコバエの防除

日本きのこ学会大会講演要旨

Masahiro Sueyoshi （末吉昌宏） Tephritid flies (Diptera) and forest vegetation of
Shikoku, Japan （四国のミバエ科（双翅目）
昆虫相と森林植生）

第5回ミバエ研究者研究集会

Wayne N Mathis（スミソニアン自

然史博物館）、Masahiro Sueyoshi
（末吉昌宏）

World catalog and conspectus on the family
Dryomyzidae (Diptera: Schizophora) （双翅目
環縫群ベッコウバエ科の総目録）

Contributions to the
Biosystematic Database of
World Diptera: 281-308
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著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
窪野高徳・秋庭満輝・升屋勇人・
高畑義啓・市原優・阪上宏樹（九
大農）・壽田智久（福島林セ）・
山本茂弘（静岡県農林技研森林研
セ）・矢田豊（石川林試）

菌類を利用したヒノキ花粉飛散防止法の検
討

東北森林科学会第16回大会講

演要旨集、60

高畑義啓 ナラ枯れの病原菌の成長に対する物理環境
の影響

九州の森と林業 97: 1-3

黒田慶子（神戸大）・衣浦晴生・
高畑義啓・大住克博

ナラ枯れの被害をどう減らすか—里山林を

守るために—
ナラ枯れの被害をどう減らす
か—里山林を守るために—
（改訂2版） 21pp. 森林総合
研究所関西支所

窪野高徳・秋庭満輝・升屋勇人・
高畑義啓・市原優・廣岡裕吏・阪
上宏樹（九大農）・壽田智久（福
島林セ）・山本茂弘（静岡県農林
技術森林研セ）・矢田豊（石川県
林試）

接種枯死した雄花上におけるスギ黒点病菌
の子実体形成

第123回森林学会大会学術講

演集CD-ROM、Pb042

高畑義啓 森林総研九州支所構内で発生した樹木病害 森林総合研究所九州支所年報

23: 20

壽田智久（福島林セ）・窪野高
徳・秋庭満輝・升屋勇人・高畑義
啓・市原優・山本茂弘（静岡県農
林技研森林研セ）・矢田豊（石川
林試）

スギ黒点病菌の人工接種適期の検討 東北森林科学会第16回大会講

演要旨集、12

廣岡裕吏・升屋勇人・秋庭満輝・
高畑義啓・市原優・阪上宏樹（九
大農）・壽田智久（福島林セ）・
山本茂弘（静岡県農林技術森林研
セ）・矢田豊（石川県林試）・窪
野高徳

スギ黒点病菌の遺伝的多様性 第123回森林学会大会学術講

演集CD-ROM、Pb052

釣田竜也、大貫靖浩 土壌水中の無機態窒素濃度－採水手法によ
る違い－

日本森林学会大会学術講演集
(CD)、123：Pa021

釣田竜也、吉永秀一郎、阿部俊夫 拡張ダルシー式に基づく推定手法による森
林土壌中の水フラックス評価

日本地球惑星科学連合2011年
度連合大会（HP上の

PDF）、AHW027-04

釣田竜也、大貫靖浩、壁谷直記 ポーラスプレートを用いた土壌中の水およ
び溶存無機窒素移動量測定

九州森林研究、65：93-95

釣田竜也 森林土壌中における降雨時の雨水の貯留・
移動特性

第9回環境研究シンポジウ
ム、ポスター発表

上田明良 2004年18号台風による樽前山山麓風倒地に
おけるヤツバキクイムシ類被害推移

森林保護、324：33-36

上田明良、原　秀穂（道立林
試）、小野寺賢介（道立林試）

2009年に北海道で発生した森林昆虫 北方林業、63：127-129

上田明良 アカエゾマツ人工林におけるプッシュプル
法によるヤツバキクイムシ防除

第56回日本応用動物昆虫学会

要旨：52

上田明良 エゾマツ丸太からの羽化甲虫相の天然林択
伐の有無および設置高による違い

日本昆虫学会第71回大会講演

要旨：50

上田明良、小坂　肇、高畑義啓、
矢部　恒晶

平成23年の九州地域の森林病虫獣害発生状
況

九州の森と林業、99：4-5

著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
Kazukiyo Yamamoto（Nagoya
University）、Tomoaki Takahashi、
Yousuke Miyachi（Fujitsu）、Naoto
Kondo（Norinchukin）、Shinichi
Morita（Pasco）、Motohiko Nakao
（Pasco）、Takashi Shibayama
（Pasco）、Yoshiyuki Takaichi
（Nakanihon）、Masashi Tsuzuku
（Nakanihon） 、Naoaki Murate
（Nakanihon）

Estimation of mean tree height using small-
footprint airborne LiDAR without a digital
terrain model（DTMを要しない航空機

LiDARによる平均樹高推定手法）

Journal of Forest Research、 16
(6): 425–431

田中真哉、高橋與明、西園朋広、
北原文章、家原敏郎、小谷英司、
齋藤英樹

k-NN法による衛星データを用いた蓄積推定

-解析に用いる変数の組み合わせおよび観測

時期についての検討-

システム農学27(別2)、23-39

西園朋広、田中真哉、北原文章、
小谷英司、高橋與明、家原敏郎、
齋藤英樹

国家森林資源調査データに基づく地域レベ
ルの平均蓄積推定―衛星データを利用した

事後層化による推定精度の改善―

関東森林研究、63(2):61-64

田中真哉、高橋與明、西園朋広、
家原敏郎、齋藤英樹、粟屋善雄
（岐阜大）

九州地方における衛星データ，数値標高モ
デルおよび気象データを併用した森林分布
図作成手法の検討

関東森林研究、63(1):15-18

田中真哉、高橋與明、西園朋広、
北原文章、家原敏郎、齋藤英樹、
小谷英司、粟屋善雄（岐阜大学）

Landsat ETM+による森林分布図作成と林分
材積推定

日本森林学会大会学術講演
集、123、H20

Yoshio Awaya（Gifu University）、

Tomoaki Takahashi、Yoshiyuki
Kiyono、Hideki Saito、Masanobu
Shimada（JAXA）、Tamotsu
Sato、Jumpei Toriyama、Yukako
Monda、I Nengah Surati Jaya
（Bogor Agricultral University）、

M Buce Saleh（Bogor Agricultral
University）、 Suwido H. Limin
（Palangka Raya University）

Monitoring of peat swamp forest using PALSAR
data - A case study in
Central Kalimantan（PALSARデータを用い

た泥炭湿地林のモニタリング-中央カリマン

タンでの事例-）

Seminar on
Forest Monitoring
Methodologies using ALOS
PALSAR、Jakarta、
Indonesia、
21st July 2011

高橋與明、細田和男、西園朋広、
田中真哉

立木密度の異なるスギ人工林におけるオル
ソ空中写真のセミバリアンスの特徴

関東森林研究、63(1):19-22

高橋與明、細田和男、西園朋広、
田中真哉

立木密度の異なるスギ人工林におけるオル
ソ空中写真のセミバリアンスの特徴

日本森林学会関東支部大会講
演要旨集、63

高橋與明 スギ・ヒノキ人工林における航空機LiDAR
データと林分構造の関係

日本森林学会大会講演要旨
集、123、L13

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

Tropical seasonal forest monitoring using
PALSAR data（PALSARデータを用いた熱
帯季節林のモニタリング）

Seminar on
Forest Monitoring
Methodologies using ALOS
PALSAR、Jakarta、
Indonesia、
21st July 2011

高畑義啓 培地へのポリエチレングリコール添加が
Raffaelea quercivoraの成長に与える影響

第67回日本森林学会九州支部
大会（口頭発表）

高畑義啓 樹木病害シリーズ(7) マツ類の芽状てんぐ
巣病

九州の森と林業 99: 6
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著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
窪野高徳・秋庭満輝・升屋勇人・
高畑義啓・市原優・阪上宏樹（九
大農）・壽田智久（福島林セ）・
山本茂弘（静岡県農林技研森林研
セ）・矢田豊（石川林試）

菌類を利用したヒノキ花粉飛散防止法の検
討

東北森林科学会第16回大会講

演要旨集、60

高畑義啓 ナラ枯れの病原菌の成長に対する物理環境
の影響

九州の森と林業 97: 1-3

黒田慶子（神戸大）・衣浦晴生・
高畑義啓・大住克博

ナラ枯れの被害をどう減らすか—里山林を

守るために—
ナラ枯れの被害をどう減らす
か—里山林を守るために—
（改訂2版） 21pp. 森林総合
研究所関西支所

窪野高徳・秋庭満輝・升屋勇人・
高畑義啓・市原優・廣岡裕吏・阪
上宏樹（九大農）・壽田智久（福
島林セ）・山本茂弘（静岡県農林
技術森林研セ）・矢田豊（石川県
林試）

接種枯死した雄花上におけるスギ黒点病菌
の子実体形成

第123回森林学会大会学術講

演集CD-ROM、Pb042

高畑義啓 森林総研九州支所構内で発生した樹木病害 森林総合研究所九州支所年報

23: 20

壽田智久（福島林セ）・窪野高
徳・秋庭満輝・升屋勇人・高畑義
啓・市原優・山本茂弘（静岡県農
林技研森林研セ）・矢田豊（石川
林試）

スギ黒点病菌の人工接種適期の検討 東北森林科学会第16回大会講

演要旨集、12

廣岡裕吏・升屋勇人・秋庭満輝・
高畑義啓・市原優・阪上宏樹（九
大農）・壽田智久（福島林セ）・
山本茂弘（静岡県農林技術森林研
セ）・矢田豊（石川県林試）・窪
野高徳

スギ黒点病菌の遺伝的多様性 第123回森林学会大会学術講

演集CD-ROM、Pb052

釣田竜也、大貫靖浩 土壌水中の無機態窒素濃度－採水手法によ
る違い－

日本森林学会大会学術講演集
(CD)、123：Pa021

釣田竜也、吉永秀一郎、阿部俊夫 拡張ダルシー式に基づく推定手法による森
林土壌中の水フラックス評価

日本地球惑星科学連合2011年
度連合大会（HP上の

PDF）、AHW027-04

釣田竜也、大貫靖浩、壁谷直記 ポーラスプレートを用いた土壌中の水およ
び溶存無機窒素移動量測定

九州森林研究、65：93-95

釣田竜也 森林土壌中における降雨時の雨水の貯留・
移動特性

第9回環境研究シンポジウ
ム、ポスター発表

上田明良 2004年18号台風による樽前山山麓風倒地に
おけるヤツバキクイムシ類被害推移

森林保護、324：33-36

上田明良、原　秀穂（道立林
試）、小野寺賢介（道立林試）

2009年に北海道で発生した森林昆虫 北方林業、63：127-129

上田明良 アカエゾマツ人工林におけるプッシュプル
法によるヤツバキクイムシ防除

第56回日本応用動物昆虫学会

要旨：52

上田明良 エゾマツ丸太からの羽化甲虫相の天然林択
伐の有無および設置高による違い

日本昆虫学会第71回大会講演

要旨：50

上田明良、小坂　肇、高畑義啓、
矢部　恒晶

平成23年の九州地域の森林病虫獣害発生状
況

九州の森と林業、99：4-5
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著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
伊藤 哲（宮崎大学）、高見瑶子
（宮崎大学）、山川博美、平田令
子（宮崎大学）、松永慎平（宮崎
大学）、木崎巧治（宮崎大学）、
藤崎 恵（宮崎大学）、松田祥平
（宮崎大学）

人工林伐採跡地おけるカシ類堅果の貯食散
布に及ぼす枝条残材の影響

第67回日本森林学会九州支部
大会プログラム
（http://ffpsc.agr.kyushu-
u.ac.jp/jfs-q/）

山川博美、重永英年、荒木眞岳 大分県日田市の下刈りが省略された林地に
おける植栽木および雑草木の成長

森林総合研究所九州支所年
報、23：18

山川博美、重永英年、荒木眞岳 先駆種が優占するスギ植栽地における下刈
り実施のタイミングと判断基準

第67回日本森林学会九州支部
大会プログラム
（http://ffpsc.agr.kyushu-
u.ac.jp/jfs-q/）

酒井 敦、山川博美 森林の“境目”を探る－林縁効果と森林管理
－

森林技術 830：32-33

金城智之（鹿児島大学）、寺岡行
雄（鹿児島大学）、芦原誠一（鹿
児島大学）、井倉洋二（鹿児島大
学）、山川博美

下刈り実施年数の違いにおける雑草木が植
栽木の成長に及ぼす影響

第67回日本森林学会九州支部
大会プログラム
（http://ffpsc.agr.kyushu-
u.ac.jp/jfs-q/）

山川博美、重永英年、荒木眞岳、
伊藤 哲（宮崎大学）

下刈り省略林地における植栽木と雑草木の
競合プロセスと成長

第123回日本森林学会大会講

演要旨集、p.E15

山川博美、佐藤 妙（宮崎大学）、

伊藤 哲（宮崎大学）、中尾登志雄
（宮崎大学）

自然林再生における天然更新の可能性予測
への地理情報の有効性

九州森林研究 65：18-23

平田令子（宮崎大学）、伊藤 哲
（宮崎大学）、山川博美、重永英
年

スギコンテナ苗と裸苗の植栽当年における
根系発達

第123回日本森林学会大会講

演要旨集、p.E13

山川博美、伊藤 哲（宮崎大学）、
中尾登志雄（宮崎大学）

照葉樹二次林に隣接する伐採跡地における
６年間の種子散布

Book of ABSTRACTs
ESJ59+EAFES5, p.229

Ito T. M.（駿河台大学）、Yasuda
M.、Yamada F.

Earthworm fauna (Annelida: Clitellata) of the
main campus and Chiyoda experimental station
of Forestry and Forest Products Research
Institute（森林総合研究所の本所構内と千代
田試験地におけるミミズ相）

森林総合研究所報告、
10(4)、281-289

Yasuda, M.（安田雅俊） Eradication activity of an alien squirrel
Callosciurus erythraeus in the Uto Peninsula,
Kumamoto, southwestern Japan（熊本県宇土
半島に定着した外来リス、クリハラリスの
根絶活動）

Abstracts of the 6th International
Colloqium on Arboreal
Squirrels、85-86

安田雅俊 外来リスの防除に取り組む 世界通信教材科学ニュース、
2036(1)、1

福井晶子（日本野鳥の会）、安田
雅俊、金田裕（日本野鳥の会）

繁殖期において同所的に観察されやすい森
林性鳥類種の組み合せ

Strix、27、41-52

栗原望、川田伸一郎（国立科
博）、安田雅俊、小林秀司（岡山
理科大）、有田寛之（国立科博）

標本と二次資料、合わせて見るとおもしろ
い

哺乳類科学、51、172-173

天野守哉（熊本県文化企画課）、
安田雅俊

壱岐のクリハラリス視察報告 熊本野生生物研究会機関誌、
26(4)、6-7

著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
佐山勝彦、伊藤正仁、田渕研、上
田明良、尾崎研一、廣永輝彦（北
大博物館）

SEASONAL TRENDS OF FOREST MOTH
ASSEMBLAGES IN CENTRAL HOKKAIDO,
NORTHERN JAPAN（北海道中央部におけ
る森林蛾類群集の季節的傾向）

Journal of the Lepidopterists'
Society 66:11-26

上田明良 針広混交天然林におけるプッシュプル法に
よるヤツバキクイムシ防除の試み

九州森林研究、65：31-34

上田明良 「立田山の昆虫」シリーズ（１）ームラサ
キシジミー

九州の森と林業、97：4

大原昌宏（北大博物館）、上田明
良、尾崎研一、佐山勝彦

トランクウィンドウトラップで採集された
エンマムシ類

さやばね（ニューシリー
ズ）、 3：8-12

矢部恒晶 イヌツゲを利用したニホンジカの採食圧指
標

森林総合研究所九州支所年報
23:22

矢部恒晶、柳田蓉子（環境省えび
の自然保護官事務所）

霧島山地におけるニホンジカの生息地利用 日本哺乳類学会2011年度大会

講演要旨集85

矢部恒晶、柳田蓉子（環境省えび
の自然保護官事務所）

広葉樹の形態を利用したニホンジカによる
採食圧指標の検討

日本森林学会九州支部2011年
度大会講演要旨613
（http://ffpsc.agr.kyushu-
u.ac.jp/jfs-q/）

矢部恒晶、八代田千鶴 九州における効果的なシカ個体数管理に向
けて

日本哺乳類学会2011年度大会

講演要旨集47

榎木　勉（九大農）、内海泰弘
（九大農）、矢部恒晶、八代田千
鶴、小泉　透（野生動物研究領
域）、久保田勝義（九大農）、鍛
冶清弘（九大農）、壁村勇二（九
大農）、椎葉康喜（九大農）

ニホンジカの個体数管理がスギ苗木の食害
に及ぼす影響

日本生態学会第59回大会講演
要旨
（http://www.esj.ne.jp/meeting/
abst/59/I1-02.html）

榎木　勉（九大農）、内海泰弘
（九大農）、矢部恒晶、八代田千
鶴、小泉　透（野生動物研究領
域）、久保田勝義（九大農）、鍛
冶清弘（九大農）、壁村勇二（九
大農）、椎葉康喜（九大農）、宮
島裕子（九大農）

ニホンジカの出現頻度が異なる場所に植栽
したスギ苗木の食害状況

日本森林学会九州支部大会講
演要旨614
（http://ffpsc.agr.kyushu-
u.ac.jp/jfs-q/）

矢部恒晶 鳥獣シリーズ（15）ニホンジカによるスギ
の剥皮

九州の森と林業96:4

山田茂樹 原木の安定供給に向けて～川上はどこまで
変わったのか～

2011･国際森林年ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ未
来につなぐ九州の森づくり講
演要旨

山田茂樹・佐藤宣子（九大院） 公的機関による私有林地の取得と管理－宮
崎県企業局の「緑のダム造成事業」の意義
－

九州森林研究65、14-17

山田茂樹 施業集約化の新たな課題－分散的な間伐施
業地－

九州支所年報22、26-27

木崎巧治（宮崎大学）、伊藤 哲
（宮崎大学）、平田令子（宮崎大
学）、山川博美

表土侵食リスク及び林地生産力に基づく
ゾーニング

日本景観生態学会第21回千葉
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
伊藤 哲（宮崎大学）、高見瑶子
（宮崎大学）、山川博美、平田令
子（宮崎大学）、松永慎平（宮崎
大学）、木崎巧治（宮崎大学）、
藤崎 恵（宮崎大学）、松田祥平
（宮崎大学）

人工林伐採跡地おけるカシ類堅果の貯食散
布に及ぼす枝条残材の影響

第67回日本森林学会九州支部
大会プログラム
（http://ffpsc.agr.kyushu-
u.ac.jp/jfs-q/）

山川博美、重永英年、荒木眞岳 大分県日田市の下刈りが省略された林地に
おける植栽木および雑草木の成長

森林総合研究所九州支所年
報、23：18

山川博美、重永英年、荒木眞岳 先駆種が優占するスギ植栽地における下刈
り実施のタイミングと判断基準

第67回日本森林学会九州支部
大会プログラム
（http://ffpsc.agr.kyushu-
u.ac.jp/jfs-q/）

酒井 敦、山川博美 森林の“境目”を探る－林縁効果と森林管理
－

森林技術 830：32-33

金城智之（鹿児島大学）、寺岡行
雄（鹿児島大学）、芦原誠一（鹿
児島大学）、井倉洋二（鹿児島大
学）、山川博美

下刈り実施年数の違いにおける雑草木が植
栽木の成長に及ぼす影響

第67回日本森林学会九州支部
大会プログラム
（http://ffpsc.agr.kyushu-
u.ac.jp/jfs-q/）

山川博美、重永英年、荒木眞岳、
伊藤 哲（宮崎大学）

下刈り省略林地における植栽木と雑草木の
競合プロセスと成長

第123回日本森林学会大会講

演要旨集、p.E15

山川博美、佐藤 妙（宮崎大学）、

伊藤 哲（宮崎大学）、中尾登志雄
（宮崎大学）

自然林再生における天然更新の可能性予測
への地理情報の有効性

九州森林研究 65：18-23

平田令子（宮崎大学）、伊藤 哲
（宮崎大学）、山川博美、重永英
年

スギコンテナ苗と裸苗の植栽当年における
根系発達

第123回日本森林学会大会講

演要旨集、p.E13

山川博美、伊藤 哲（宮崎大学）、
中尾登志雄（宮崎大学）

照葉樹二次林に隣接する伐採跡地における
６年間の種子散布

Book of ABSTRACTs
ESJ59+EAFES5, p.229

Ito T. M.（駿河台大学）、Yasuda
M.、Yamada F.

Earthworm fauna (Annelida: Clitellata) of the
main campus and Chiyoda experimental station
of Forestry and Forest Products Research
Institute（森林総合研究所の本所構内と千代
田試験地におけるミミズ相）

森林総合研究所報告、
10(4)、281-289

Yasuda, M.（安田雅俊） Eradication activity of an alien squirrel
Callosciurus erythraeus in the Uto Peninsula,
Kumamoto, southwestern Japan（熊本県宇土
半島に定着した外来リス、クリハラリスの
根絶活動）

Abstracts of the 6th International
Colloqium on Arboreal
Squirrels、85-86

安田雅俊 外来リスの防除に取り組む 世界通信教材科学ニュース、
2036(1)、1

福井晶子（日本野鳥の会）、安田
雅俊、金田裕（日本野鳥の会）

繁殖期において同所的に観察されやすい森
林性鳥類種の組み合せ

Strix、27、41-52

栗原望、川田伸一郎（国立科
博）、安田雅俊、小林秀司（岡山
理科大）、有田寛之（国立科博）

標本と二次資料、合わせて見るとおもしろ
い

哺乳類科学、51、172-173

天野守哉（熊本県文化企画課）、
安田雅俊

壱岐のクリハラリス視察報告 熊本野生生物研究会機関誌、
26(4)、6-7



―  52  ―

平成 24 年版 　森林総合研究所九州支所 　年報 　第 24 号 　2012． 11

著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
八代田千鶴 九州における効果的なシカ個体数管理に向

けて：専門的技術者による個体数管理
日本哺乳類学会2011年度大会

八代田千鶴 ニホンカモシカ－県内初の動画撮影 熊本日日新聞

八代田千鶴、須藤明子（イーグ
レット・オフィス）、幡野真隆
（滋賀県水産試験場）、鈴木正嗣
（岐阜大学）

滋賀県竹生島におけるカワウPhalacrorax
carbo hanedaeの食性

日本生態学会第59回大会

八代田千鶴 シカの個体数管理体制の現状と今後の展望 九州の森と林業98号

八代田千鶴 シカを管理する－シカと上手くつきあう 季刊森林総研15号

八代田千鶴 食べて活かす～ニホンジカは森のめぐみ 平成23年度森林総研公開講演
会「日本の森を活かそう！」

八代田千鶴、小泉透、榎木勉（九
州大学）

誘引狙撃によるシカ捕獲手法の検証 日本哺乳類学会2011年度大会

百村帝彦（九州大）、横田康裕 カンボジアにおけるREDD+実証活動の動向 日本森林学会大会学術講演
集、123：M15

百村帝彦（九州大）、横田康裕 REDD+におけるセーフガードの論点－実証
活動における地域住民の権利の位置づけ

2012年林業経済学会秋季大会

発表要旨集：54

横田康裕、百村帝彦（九州大） REDD+における社会的セーフガード 日本森林学会大会学術講演
集、123：M14

横田康裕 REDDプラス政策の立案・運用面における
課題

森林総合研究所REDD研究開
発センター公開シンポジウム
「REDDプラスの制度・政策
に関する国内外の動向及び今
後の方向性」講演記録、14-
18

小林政広、吉永秀一郎、伊藤優
子、稲垣昌宏、稲垣善之、坪山良
夫、玉井幸治、壁谷直記、清水貴
範

窒素流入量の異なる２つの森林流域におけ
る硝酸態窒素流出

日本陸水学会講演要旨集、
76：45

伊藤優子、小林政広、吉永秀一郎 大都市圏およびその周辺域の森林への大気
からの窒素流入の実態

日本陸水学会講演要旨集、
76：44

小林政広、吉永秀一郎、伊藤優
子、坪山良夫、玉井幸治、壁谷直
記、清水貴範

茨城県内の２つの森林流域における水移動
にともなう窒素流出

日本地球惑星科学連合2011年
大会予稿集、AHW026-12

吉永秀一郎、稲垣善之、山田毅、
三浦覚、清水晃、清水貴範、小川
泰浩、宮縁育夫（熊本大）

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

Tomoaki Morishita（森下智陽）、

Shuhei Aizawa（相澤州平）、

Shuichiro Yoshinaga（吉永秀一

郎）、Shinji Kaneko（金子真司）

Seasonal change in N2O flux from forest soils in
a forest catchment in Japan（森林小流域にお

ける土壌からのN2Oフラックスの季節変
化）

Journal of Forest Research 16:
386-393

篠宮佳樹、山田毅、稲垣善之、吉
永秀一郎、鳥居厚志

四万十川源流部の天然林流域における年間
のDIN流出量と大雨時における硝酸流出機
構

第46回日本水環境学会年会講

演集:515p

篠宮佳樹・小林政広・吉永秀一
郎・坪山良夫

森林流域における窒素流出量に及ぼす出水
時の影響程度

日本森林学会大会学術講演
集、123

著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
安田雅俊、近藤洋史 熊本県におけるニホンジカの生息状況の変

遷
第67回日本森林学会九州支部
大会研究発表プログラム、
http://ffpsc.agr.kyushu-
u.ac.jp/jfs-q/2011menu/06/06-
e.html#615

安田雅俊、坂田拓司（熊本野生生
物研究会）

九州のヤマネ－過去の生息記録からみた分
布と生態の特徴および保全上の課題

日本生態学会九州地区会大会
講演要旨集、56、22

安田雅俊 九州の哺乳類のほ（第１回） 自然観察指導員熊本県連絡会
（自然観察くまもと）会報、
142、20

安田雅俊、松尾公則（長崎生物学
会）

長崎県島原半島でみつかった外来リス類と
その系譜

リスとムササビ、28、18-19

Ikeda H.（帯広畜産大）、Yasuda
M.（安田雅俊）、Sakanashi M.
（熊本県文化企画課）、Oshida T.
（帯広畜産大）

Origin of Callosciurus erythraeus introduced
into the Uto Peninsula, Kumamoto, Japan,
Inferred from Mitochondrial DNA Analysis（熊
本県宇土半島に導入されたクリハラリスの
起源）

Mammal Study、36、61-65

Oshida T. （帯広畜産大）、Dang
C. N.、Nguyen S. T.、Nguyen　N.
X. （ベトナム生態生物資源研究

所）、Endo H. （東京大）、

Kimura J. （ソウル大), Sasaki M.
（帯広畜産大）、Hayashida A.
（東京大）、 Takano A.（岐阜

大）、Yasuda M.（安田雅俊）、

Hayashi Y. （東京大）

Phylogenetic relationship between Callosciurus
caniceps and C. inornatus (Rodentia, Sciuridae):
Implications for zoogeographical isolation by
the Mekong River（メコン川によるタイワン

リス属2種の隔離と種分化）

Italian Journal of Zoology、
78、328-335

安田雅俊 東南アジア熱帯林の哺乳類（３）齧歯類の
多様性と生態

海外の森林と林業、83、56―
59

大野愛子（熊本県立大）、安田雅
俊、井上昭夫（熊本県立大）

ヤマネの冬眠に関係する環境要因 日本哺乳類学会大会講演要旨
集、2011、81

安田雅俊、坂田拓司（熊本野生生
物研究会）

絶滅のおそれのある九州のヤマネ―過去の
生息記録からみた分布と生態および保全上
の課題―

哺乳類科学、51、287―296

安田雅俊、坂田拓司（熊本野生生
物研究会）

絶滅のおそれのある九州のヤマネ―分布と

生態の特徴―
日本哺乳類学会大会講演要旨
集、2011、81

八代田千鶴 男女共同参画のすすめ；研究を続けられる
環境を目指して～岐阜大学での取り組み

ワイルドライフフォーラム16
巻2号

八代田千鶴 岐阜県におけるカモシカの生息分布と個体
群動態

熊本野生生物研究会サインポ
ストVol.26No.4

八代田千鶴 家畜栄養学から個体数管理を考える－エゾ
シカを例として（生息地管理の立場から）
－

平成22年度 畜産学教育協議

会シンポジウム-畜産学教育
で野生動物問題をどう扱う
か？

八代田千鶴 過酷で楽しいカモシカ調査 熊本野生生物研究会サインポ
ストVol.26No.3

八代田千鶴 ケガの功名？カモシカ県内初の動画撮影 熊本野生生物研究会サインポ
ストVol.26No.4

八代田千鶴 今日の言葉　「ニホンジカは森のめぐみ」 BIO九州202号
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著者名 成果発表のタイトル等 誌名、巻号等
八代田千鶴 九州における効果的なシカ個体数管理に向

けて：専門的技術者による個体数管理
日本哺乳類学会2011年度大会

八代田千鶴 ニホンカモシカ－県内初の動画撮影 熊本日日新聞

八代田千鶴、須藤明子（イーグ
レット・オフィス）、幡野真隆
（滋賀県水産試験場）、鈴木正嗣
（岐阜大学）

滋賀県竹生島におけるカワウPhalacrorax
carbo hanedaeの食性

日本生態学会第59回大会

八代田千鶴 シカの個体数管理体制の現状と今後の展望 九州の森と林業98号

八代田千鶴 シカを管理する－シカと上手くつきあう 季刊森林総研15号

八代田千鶴 食べて活かす～ニホンジカは森のめぐみ 平成23年度森林総研公開講演
会「日本の森を活かそう！」

八代田千鶴、小泉透、榎木勉（九
州大学）

誘引狙撃によるシカ捕獲手法の検証 日本哺乳類学会2011年度大会

百村帝彦（九州大）、横田康裕 カンボジアにおけるREDD+実証活動の動向 日本森林学会大会学術講演
集、123：M15

百村帝彦（九州大）、横田康裕 REDD+におけるセーフガードの論点－実証
活動における地域住民の権利の位置づけ

2012年林業経済学会秋季大会

発表要旨集：54

横田康裕、百村帝彦（九州大） REDD+における社会的セーフガード 日本森林学会大会学術講演
集、123：M14

横田康裕 REDDプラス政策の立案・運用面における
課題

森林総合研究所REDD研究開
発センター公開シンポジウム
「REDDプラスの制度・政策
に関する国内外の動向及び今
後の方向性」講演記録、14-
18

小林政広、吉永秀一郎、伊藤優
子、稲垣昌宏、稲垣善之、坪山良
夫、玉井幸治、壁谷直記、清水貴
範

窒素流入量の異なる２つの森林流域におけ
る硝酸態窒素流出

日本陸水学会講演要旨集、
76：45

伊藤優子、小林政広、吉永秀一郎 大都市圏およびその周辺域の森林への大気
からの窒素流入の実態

日本陸水学会講演要旨集、
76：44

小林政広、吉永秀一郎、伊藤優
子、坪山良夫、玉井幸治、壁谷直
記、清水貴範

茨城県内の２つの森林流域における水移動
にともなう窒素流出

日本地球惑星科学連合2011年
大会予稿集、AHW026-12

吉永秀一郎、稲垣善之、山田毅、
三浦覚、清水晃、清水貴範、小川
泰浩、宮縁育夫（熊本大）

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

Tomoaki Morishita（森下智陽）、

Shuhei Aizawa（相澤州平）、

Shuichiro Yoshinaga（吉永秀一

郎）、Shinji Kaneko（金子真司）

Seasonal change in N2O flux from forest soils in
a forest catchment in Japan（森林小流域にお

ける土壌からのN2Oフラックスの季節変
化）

Journal of Forest Research 16:
386-393

篠宮佳樹、山田毅、稲垣善之、吉
永秀一郎、鳥居厚志

四万十川源流部の天然林流域における年間
のDIN流出量と大雨時における硝酸流出機
構

第46回日本水環境学会年会講

演集:515p

篠宮佳樹・小林政広・吉永秀一
郎・坪山良夫

森林流域における窒素流出量に及ぼす出水
時の影響程度

日本森林学会大会学術講演
集、123


