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山岳科学センターの一年を振り返って 

山岳科学センター長 石田 健一郎 

 

山岳科学センターは、平成29年4月1日にスタートしてから最初の１年が過ぎようとしていま

す。山岳科学センターは、旧菅平高原実験センターと旧農林技術センター演習林部門が融合す

るだけでなく、生物科学、生物資源科学、地球科学、環境科学の各分野の一部の教員も参加し

て、既存の枠組みにとらわれない新しい枠組み、まさに総合科学としての山岳科学を目指す組

織として、歩み始めました。この一年は、科学としても組織としても、真の融合に向けて第一

歩を踏み出す年となったと思います。 

研究面では、機能強化促進費の一部により７つの研究課題を支援し、センター内外との共同

研究を推進することができました。また12月時点で、70報にせまるセンター教員による査読付き

原著論文が受理・公表されました。山岳科学の確立に向けたより活発で質の高い研究活動の展開

につながる多くの研究成果が含まれています。また、11月にはスイスと台湾および国内の他機関

から山岳科学研究者を講演者として招待して、第１回山岳科学センター国際シンポジウムを開催

したほか、山岳科学センターと長野県環境保全研究所との間で共同研究の推進や人材育成などを

目的とした連携協定を結ぶことができました。これらをスタートとして、日本と世界の山岳科学

を牽引できる研究センターとなるよう、ますます頑張ります。 

今年度は、菅平高原実験所を中心に行ってきた第１期の教育関係全国共同利用拠点事業の最

終年として、充実した５年間の活動を終えることができました。また、第２期に向けて山岳科

学センターとして継続申請を行い、「ナチュラルヒストリーに根ざした山岳科学教育拠点」と

して見事採択されました。来年度から５年間、引き続き全国の大学生、大学院生を対象に、山

を舞台としたフィールド科学教育を提供していきます。第二期では、第１期の活動に加えて教

育内容の高度化と広範化を図る予定になっており、来年度からは「土壌調査法実習」や「里山

管理実習」などの新しい公開実習を加えて、筑波大学の強みを生かしたユニークで充実した教

育メニューを提供していきます。また、山岳科学学位プログラムの中核機関として、静岡大学、

信州大学、山梨大学との４大学連系のもと、講義や実習、研究指導などで当該プログラムにお

ける山岳科学教育に貢献することができました。 

社会貢献面では、これまで菅平高原実験所と演習林それぞれで行ってきたボランティア活動

をはじめ、自然観察会の開催、公開講座の開講、菅平いきもの通信や森の恵み通信の発行など、

活発な活動ができました。八ヶ岳演習林で一般開放している恵みの森は、地元の人々や国立天

文台に訪れる観光客にもよく知られるようになり、利用者が大幅に増加しました。また、川上

演習林では、カラマツ林の更新伐採事業が実質的にスタートしました。今後森林経営計画のも

と、15年計画でカラマツ人工林を更新するとともに、それによる生物や森林環境への影響など

の研究も実施します。3月には菅平高原実験所の敷地にある「大明神寮」が国の有形文化財（建

造物）として登録されました。今後、地元上田市等と協力して、これを地域振興の目玉の一つ

として有効利用を図っていく計画です。 

9月には、井川演習林の遠藤好和技術専門職員が全国演習林協議会において、平成29 年度森

林管理技術賞の技術貢献賞を受賞しました。遠藤技術専門職員の「森林管理における鳥獣害対策

と野生動物の保護管理の推進」に関する活動が高く評価されました。山岳科学センターの活動は、

このような優秀なスタッフによって支えられています。 

最後に、山岳科学は「山の生物学」でもなければ「山の地球科学」や「山の森林科学」、「山

の環境科学」でもない、山をこれらすべての総合としてとらえて理解し、管理し、活用すること

を目指す学問なのだろうと思います。山岳科学センターはそのために既存の学問分野にとらわれ

ない自由な学問のつながりを生む機運と環境を育み、教職員が一丸となって山岳科学の確立と山

業創生による安心安全で元気な地域社会創生への貢献を実現していきます。 
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山岳科学センターこの一年 

 

山岳科学センターキックオフシンポジウム 

3 月 21日、筑波大学東京キャンパス文京校舎（東京都文京区）において、筑波大学山岳科学セ

ンターキックオフシンポジウムが開催されました。シンポジウムでは三明康郎副学長（研究担

当）、松本宏生命環境系長からご挨拶をいただきました。また、来賓５名の方々、本郷浩二様

（林野庁国有林野部長）、沢田治雄様（森林総合研究所理事長）、岡本光之様（環境省自然環

境局国立公園課長）、畠山史郎様（富士山測候所を活用する会理事長）、磯野剛太様（全国山

の日協議会理事長）からは、新センターに向けての期待と力強い激励のお言葉を多数賜りまし

た。その後、新センターの 4名の気鋭の教員、

田中健太准教授、池田 敦准教授、山川陽祐

助教、立花 敏准教授より、山岳科学に関わ

る多様な研究紹介がありました。多岐に渡る

分野から総合的に山岳を捉えていこうとい

う本センターの目指そうとするところに大

きな期待が寄せられました。最後に、沼田治

生命環境科学研究科長より、１０年にわたる

新センター開設への長い道のりと、それを踏

まえたセンターの将来に向けた決意が表明

されました。   

 

 

山岳科学センターがスタート！ 

4 月 1 日、山岳科学センターが正式に設置され、山地と森林に関わる様々な学問分野が結集した

山岳科学確立のための活動がスタートしました。山岳科学センターでは、１）総合科学として

の「山岳科学」を確立して山岳科

学研究を先導すること、２）産官

学連携の強化により山岳・山間地

域の環境保全と防減災、経済活性

化（山業創生）を実現し地域社会

づくりに貢献すること、３）山岳

科学の素養を身につけて山岳・山

間地域に携わる新たな人材を育成

すること、という３つの目的を掲

げ、日本と世界の山岳科学を先導

する卓越した拠点となることを目

指します。 

 

 

2



機能強化促進費で７研究課題を支援 

6 月に、山岳科学研究イニシアティブが主導して山岳科学センター内での公募により７つの研究

課題を選定し、機能強化促進費により支援を行いました。選定された研究課題は以下のとおり。 

 

・ 南アルプス山岳流域における森林水循環プロセスの包括的観測体制の構築 

・ フォッサマグナ地域における火山生態系長期観測に向けた調査地基盤の構築 

・ Assessing the role of mountains in shaping freshwater biodiversity 

・ 山岳地域に関するツーリズム研究の課題構築 

・ 本州中部山岳地域に伝わる無塩発酵漬物「すんき漬け」の成立過程とその消長に関する調査 

・ モザイク状伐採に伴う環境変動モニタリング体系の確立 

・ 山岳釣り観光に向けた生態遺伝学および環境観光的なガイドラインの提案 

 

 

 

山と渓谷社発行の登山白書で山岳科学センターを紹介 

8 月 11 日発行の登山白書 2017（ヤマケイ登山総合

研究所 編）において、筑波大学の山岳科学への取

り組みが、４ページにわたって紹介されました。ま

た、「登山界この一年」のトピックスの一つとして

山岳科学学位プログラムの開設と山岳科学センタ

ーの設置が選ばれました。 
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教育関係共同利用拠点第２期認定 

8 月 16 日付で山岳科学センターが教育関係共同利用拠点「ナチュラスヒストリーに根ざした山

岳科学教育拠点」として、次年度から５年間、再認定されました。第２期は、第１期の活動を

引き継ぐとともに、さらなる教育内容の高度化、教育内容の広範化、運営体制の強化に取り組

みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北極圏—高山帯の植物は低緯度ほど遺伝的多様性が減少していることを解明 

9 月 19日、平尾章助教（菅平高原実験所）が和田直也教授（富山大学）らと共に行なった研究

の論文が Journal of Biogeography誌オンライン版に掲載されました。平尾助教、和田直也教

授らの研究グループは、周北極・高山性の植物であるチョウノスケソウが北半球の北極圏から

温帯山岳域にかけて広く分布することに着目し、高緯度ツンドラから中緯度山岳までの各集団

の遺伝的多様性注３が緯度に沿ってどのように変化するのかを解析しました。その結果、集団

内の遺伝的多様性が、高緯度から低緯度へ

緯度が低下するにつれて、減少しているこ

とを明らかにしました。また、チョウノス

ケソウの世界的な分布の最南限にあたる

本州中部山岳地域では、遺伝的多様性の減

少が顕著であり、高緯度地域を基準とする

と 9割以上もの遺伝的多様性が喪失してい

ることも明らかになりました。その一方で、

本州中部山岳地域の遺伝的固有性は高く、

過去の氷期・間氷期の気候変動を通じて、

隔離・孤立化という独自の歴史を辿ったと

いう仮説が支持されました。（筑波大 HP「注目の研究」） 
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遠藤好和技術専門職員が平成 29 年度森林管理技術賞の技術貢献賞を受賞 

2017 年 9 月 28 日、遠藤好和技術専門職員（井川演習林）が全国大学演習林協議会の森林管理技

術賞技術貢献賞を受賞しました。全国大学演習林協議会では 1998 年に大学演習林における技術

職員を対象に、教育研究の支援や森林の維持管理への貢献を評価するための表彰制度を制定し

ています。1999 年の第一

回目は森林管理技術賞と

して開始され、後の 2011

年からは特別功労賞、技

術貢献賞、学術貢献賞に

細分されました。遠藤好

和氏が受賞した技術貢献

賞の授与規程には「優れ

た森林管理技術の開発も

しくは普及に多大な貢献

をしたもの」とあります。

今回は「森林管理におけ

る鳥獣害対策と野生動物

の保護管理の推進」とい

うテーマでの受賞でした。 

 

 

昆虫類の翅の起源を発生学的に解明 

2017年 10月 3日、町田龍一郎教授（菅平高原実験所）が福島大学大学院共生システム理工学研

究科真下雄太（日本学術振興会特別研究員-PD）とともに行なった研究の論文が Scientific 

Report誌に掲載されました。町田教授と真下特別研究員は、フタホシコオロギの卵から成虫に

いたる全発生過程を、走査型電子顕微鏡を用いて詳細に検討し、証拠立てが不十分だった側板

の「亜基節起源説」（側板は肢の最基部節である亜基節に由来するという仮説）に、初の説得

力のある形態学的証拠を提出しました。

また、詳細な発生過程の追跡により、

背板と肢の境界（背板‐肢境界 BTA）

を確定することに成功しました。以上

の結果から、翅の本体は背板の側方へ

の拡張部である「側背板」に由来する

一方で、翅の関節や翅を動かす筋肉は

肢（最基部節である亜基節、すなわち

側板）に由来することが示されました。

その結果、翅の「二元起源説」が強く

支持され、昆虫の翅の起源に関する長

い論争に決着をつけることになりました。（筑波大学 HP「注目の研究」） 
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第１回山岳科学センター国際シンポジウム開催 

2017 年 11月 15 日、第 1回山岳科学センター国

際シンポジウム「International Symposium on 

Mountain Sciences 2017 Mountain Science 

Frontiers: Planning International and 

Interdisciplinary Studies」を筑波大学にて開

催しました。スイス・ジュネーブ大学の Jörg 

Balsiger 博士と Markus Stoffel 博士の２名、台

湾・国立台湾大学から Chiou-Pin Chen博士と

Chih-Hsin博士の２名、北海道大学から渡辺悌二

博士、森林総合研究所から松井哲哉博士、筑波大

学から田中健太博士を講演者として招待し、山の

政治的課題から水災害、人間-生態系の持続可能

性、土壌学、標高に対する植物の生活史適応、気

候変動への森林の応答まで、多岐にわたる話題に

ついて活発に議論することができました。山岳科

学の広さを実感するとともに、山岳科学研究の分

野横断的展開を予感させるものになりました。 

 

山岳科学センターのロゴマークを制定 

山岳科学センターのロゴマークができました。 

 

 

MRI国際ネットワークにアジア初の拠点機

関として登録 

2017 年 12 月、MRI（Mountain Research Initiative）

国際ネットワークのアジア初の拠点機関として登

録されました。山岳科学センターが国際的に認知

された拠点機関として発展していくための足がか

りの一つとなることが期待できます。 
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菅平高原実験所の大明神寮を国の登録有形文化財として登録 

2018年 3月 27日、菅平高原実験所

に設置されている建造物「大明神寮」

（旧学生宿舎施設）が文化庁の登録有

形文化財として登録されました（登録

番号：20-0519）。大明神寮は、昭和

40年 10月に学生の研究や野外実験・

実習の際の宿泊施設として建設され、

以来 52年もの長きに渡り宿泊および

社会貢献活動に利用されてきました。

大明神寮は、木造建築物としての価値

だけでなく菅平高原の象徴である根子

岳と四阿山を背負った背後の風景と一

体となって軽快で透明感があり、秀逸

な景観を形づくっているのが特徴です。

また、大学付属施設としての歴史だけ

でなく合宿地としての菅平高原の歴史

をも伝える重要な建物であるとされま

した。今後は建物とその周辺の秀逸な

景観を末永く残しつつ、地元上田市お

よび真田・菅平区と連携し、社会教育

活動の拠点、さらには「憩いの場」と

して有効利用する予定です。 

 

 

 

長野県環境保全研究所と連携協定を締結 

2018 年 2 月 9 日、長野県庁において、筑波大学山岳科学センター

と長野県環境保全研究所との連携・協力に関する協定書の調印式

が行われました。今後、山岳科学センターと長野県環境保全研究

所は、山岳域が抱える諸問題の解決に資する研究及び山岳域で活

躍する人材育成を協力して取組んでいきます。そのために、共同

研究の推進、研究者の研究交流を含む相互交流、人材育成の推進

及び相互支援、情報発信の相互支援及び共同実施等を積極的に実

施していきます。 
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八ヶ岳「恵みの森」の利用者増加 

八ヶ岳演習林で 2015 年 10 月にオープンした「恵みの

森」は、教育研究利用をもっと増やすとともに、地域

の人たちにも親しんでもらうことを目的として、新し

い森づくりと一般開放を軸として計画を策定していま

す。キーワードは「広葉樹若齢林、薪炭林、一般開放、

住民参加」です。恵みの森計画の目的、ポイントは、

(1) 伐採や新植等の森づくり作業を安全に経験できる

実習の場、(2) かく乱依存型の森林生物の保全や研究

の場、(3) 地域貢献・社会貢献の場、としていっそう

利活用するとともに、きのこや山菜が採れて気楽に散

歩できる森として地域に開放することにあります。ま

た、もう一つの重要な側面として、(4) 将来にわたっ

て直営で管理できる林として維持することです。恵み

の森の東側に位置する国立天文台との連携により、本

年度は年間利用者が増加1000−2000名も増加しました。

今後も利用者の増加を目指して地域貢献を行って行く

予定です。 

 

 

川上演習林の１５年計画のカラマツ人工林更新事業 

川上演習林は、筑波大学が長野県南佐久郡川上村から分

収契約によって地上権を借りている面積 189 ヘクタール

の山林です。うち約 70％を占める人工造林地（主にカラ

マツ林）においては、1978年を最後に植栽が行われてこ

なかったため、林齢構成が著しく偏り、若い林が存在し

ません。そこで、2016年度からカラマツ人工林の再構築

を始めています。国の補助制度を活用するために、長野

県や川上村、南佐久南部森林組合と協議しながら、筑波

大学演習林としては初めて森林計画制度にもとづく森林

経営計画を立案して進めています。15 年計画でカラマツ

人工林の更新を行っていき黒字経営を目指します。 
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１、組織図・人員配置表 
 

（１） 組織図（平成 29 年度） 
 
                    菅平高原実験所 
 

センター長  副センター長（２名）     演習林      筑波実験林 
                                八ヶ岳演習林 
      外部ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ会議                 井川演習林 

 
運営委員会                 研究部門     山理解部門 

                                山管理部門 
                                山活用部門 
                                研究ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ 
 
                       教育部門    全国教育関係共同 

 利用拠点部門 
 
 山岳科学学位 P 部門 
 

技術部門 
事務支援 
 
 

（２） 人員配置表 
平成 29 年 4 月 1 日現在 

年度 教授 准教授 講師 助教 技術職員 事務職員 非常勤 計 
平成 29 年度 3 5 0 7 10 1 10 36 

 
２、予算 

平成 29 年度                     平成 30 年 3 月 31 日現在 

運営費交付金 
補助金     

（機能強化経費 他） 
外部資金    

（科研費・受託研究費 等） 
計 

67,628,571 円 12,555,000 円 10,954,616 円 91,138,187 円 
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３、 構成員 
センター長 ： 石田健一郎

副センター長： 津村義彦  松岡憲知

部 門 等 教   員 技術職員・事務職員

菅平高原実験所

総括：石田健一郎

町田龍一郎、田中健太、津田吉晃、 

出川洋介、平尾章、佐藤幸恵

Faulks Leanne Kay、 

今井亮介（非常勤研究員）

○金井隆治、正木大祐、佐藤美幸、

山中史江、宮崎由香里、中曽根梓

樫山茂樹、中曽根真理、

演習林部門 総括：津村義彦

筑波実験林 ☆門脇正史
○佐藤美穂、山田秀雄、斉藤弘、

上條さち子

八ヶ岳演習林 ☆藤岡正博
○井波明宏、杉山昌典、篠原満、

永井真理

井川演習林 ☆清野達之、山川陽祐 ○遠藤好和、上治雄介、滝浪美奈子

筑波地区 廣田充、  安立美奈子

研究部門 教   員

山理解部門

部門長：廣田充

松岡憲知、津村義彦、町田龍一郎、出川洋介、山川陽祐、門脇正史、平尾章、

佐藤幸恵、安立美奈子、Faulks Leanne Kay、久田健一郎、石田健一郎、 

田村憲司、上條隆志、山岡裕一、辻村真貴、上野健一、池田敦、八木勇治、

徳永幸彦、堀田紀文、奈佐原顕朗、八畑謙介、大橋一晴、川田清和、戒能洋一、

山中勤、浅野眞希、星野保

山管理部門

部門長：清野達之

田中健太、藤岡正博、津田吉晃、山川陽祐、門脇正史、平尾章、安立美奈子、

Faulks Leanne Kay、呉羽正昭、久田健一郎、田村憲司、上條隆志、山岡裕一、

興梠克久、堀田紀文、奈佐原顕朗、大橋一晴、山下亜紀郎、川田清和、

戒能洋一、中川明子

山活用部門

部門長：立花敏

津村義彦、呉羽正昭、江前敏晴、中川明子、興梠克久、小幡谷英一、廣田充、

山下亜紀郎、出川洋介、佐藤幸恵、浅野眞希、守屋繁春

研究ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ

部門長：沼田治

松岡憲知、辻村真貴、石田健一郎、立花敏、徳永幸彦、田中健太、津田吉晃、

上野健一、星野保

教育部門

部門長：出川洋介

山川陽介、池田敦、田中健太、佐藤幸恵、平尾章、津田吉晃、町田龍一郎、

上條隆志、八木勇治、中川明子、安立美奈子

技術部門 技  術  職  員

菅平高原実験所 ○金井隆治、正木大祐、佐藤美幸、山中史江、宮崎由香里、中曽根梓

筑波実験林 ○佐藤美穂、山田秀雄、斉藤弘

八ヶ岳演習林 ○井波明宏、杉山昌典、篠原満

井川演習林 ○遠藤好和、上治雄介

事務支援 事  務  職  員  等  （技）は技術職員

筑波事務室 坂本正己、中嶋美紀、中田由香

菅平高原実験所 樫山茂樹、中曽根真理

筑波実験林 佐藤美穂（技）、上條さち子

八ヶ岳演習林 井波明宏（技）、永井真理

井川演習林 上治雄介（技）、滝浪美奈子

○：班長 ☆林長
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４、各種委員会等

（１）山岳科学センター運営委員会 

所  属 職 名 氏 名 任  期 区  分 

生命環境系 生物科学専攻 教授 石田 健一郎 H29.4.1～H31.3.31 

委員長 

山岳科学センター長 

実験所総括 

生命環境系 生物圏資源科学専攻  

（山岳科学センター） 
教授 津村 義彦 H29.4.1～H31.3.31 

副センター長  

演習林総括 

生命環境系 地球環境科学専攻  教授 松岡 憲知 H29.4.1～H31.3.31 副センター長 

生命環境系 生物科学専攻

（山岳科学センター） 
教授 町田 龍一郎 H29.4.1～H31.3.31 センター細則第 11条第 2項(6)

生命環境系 生物圏資源科学専攻  

（山岳科学センター） 
准教授 藤岡 正博 H29.4.1～H31.3.31 センター細則第 11条第 2項(6)

生命環境系 生物圏資源科学専攻  

（山岳科学センター） 
准教授 清野 達之 H29.4.1～H31.3.31 センター細則第 11条第 2項(6)

生命環境系 生物圏資源科学専攻  

（山岳科学センター） 
助教 門脇 正史 H29.4.1～H31.3.31 センター細則第 11条第 2項(6)

生命環境系 生物科学専攻 教授 沼田 治 H29.4.1～H31.3.31 
研究イニシアティブ長 

センター細則第 11条第 2項(7)

生命環境系 生物圏資源科学専攻  教授 田村 憲司 H29.4.1～H31.3.31 センター細則第 11条第 2項(7)

生命環境系 持続環境科学専攻 教授 辻村 真貴 H29.4.1～H31.3.31 センター細則第 11条第 2項(8)

生命環境系 生物科学専攻 准教授 徳永 幸彦 H29.4.1～H31.3.31 センター細則第 11条第 2項(8)

生命環境系 国際地緑技術開発科学

専攻  
准教授 立花 敏 H29.4.1～H31.3.31 センター細則第 11条第 2項(9)

生命環境系 持続環境科学専攻  

（山岳科学センター） 
准教授 廣田 充 H29.4.1～H31.3.31 センター細則第 11条第 2項(9)

生命環境系 地球進化科学専攻  教授 久田 健一郎 H29.4.1～H31.3.31 センター細則第 11条第 2項(10)

生命環境系 地球環境科学専攻  准教授 上野 健一 H29.4.1～H31.3.31 センター細則第 11条第 2項(10)

生命環境系 生物科学専攻  

（山岳科学センター） 
准教授 田中 健太 H29.4.1～H31.3.31 センター細則第 11条第 2項(10)

生命環境系 生物科学専攻  

（山岳科学センター） 
助教 出川 洋介 H29.4.1～H31.3.31 センター細則第 11条第 2項(10)

（ ）書きはセンター専任を表す。 
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（２）山岳科学センター広報委員会 
所  属 職 名 氏 名 備  考 

生命環境系 生物科学専攻    

（山岳科学センター 菅平高原実験所） 
准教授 田中 健太 委員長 

生命環境系 生物科学専攻    

（山岳科学センター 菅平高原実験所） 
准教授 津田 吉晃 

 

生命環境系 生物圏資源科学専攻  

（山岳科学センター 井川演習林） 准教授 清野 達之  

生命環境系 地球環境科学専攻 
准教授 上野 健一  

生命環境系 国際地緑技術開発科学

専攻 准教授 立花 敏  

生命環境系 持続環境科学専攻  

（山岳科学センター） 助教 安立 美奈子  

 
（３）山岳科学センター地域連携推進委員会 

所  属 職 名 氏 名 備  考 

生命環境系 生物圏資源科学専攻  

（山岳科学センター 八ヶ岳演習林） 
准教授 藤岡 正博 委員長 

生命環境系 生物科学専攻           

（山岳科学センター 菅平高原実験所） 
教授 町田 龍一郎 

 

生命環境系 生物科学専攻    

（山岳科学センター 菅平高原実験所） 
助教 出川 洋介 

 

 
（４）山岳科学センター年次報告会準備委員会 

所  属 職 名 氏 名 備  考 

生命環境系 生物科学専攻    

（山岳科学センター 菅平高原実験所） 
准教授 田中 健太 委員長 

生命環境系 地球環境科学専攻 准教授 池田敦 
 

生命環境系 国際地緑技術開発科学

専攻 准教授 立花 敏  

生命環境系 生物科学専攻    

（山岳科学センター 井川演習林） 
助教 山川 陽祐 
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（５）山岳科学センターサブネットワーク委員会 
所  属 職 名 氏 名 備  考 

生命環境系魏技術室  

菅平高原実験所 

技術専

門職員 
金井 隆治  

生命環境系 生物科学専攻    

（山岳科学センター 菅平高原実験所） 
准教授 田中 健太  

生命環境系 生物科学専攻    

（山岳科学センター 菅平高原実験所） 
准教授 津田 吉晃  

生命環境系魏技術室  

井川演習林 

技術 

職員 
上治 雄介  

生命環境系魏技術室  

八ヶ岳・川上演習林 

技術専

門職員 
井波 明宏  

生命環境系魏技術室  

筑波実験林 

技術専

門職員 
佐藤 美穂  

 

 
（６）山岳科学センター外部アドバイザー会議委員 

所  属 職 名 氏 名 任  期 備  考 

国立研究開発法人 森林研究・整備

機構 森林総合研究所 
理事 田中 浩 H29.4.1～H31.3.31 

 

国立大学法人 北海道大学 教授 渡辺 悌二 H29.4. ～H31.3.31 
 

国立大学法人 静岡大学 
特任 

教授 
増澤 武弘 H29.4.1～H31.3.31 

 

国 立 大 学 法 人  信 州 大 学     

山岳科学研究所 
所長 泉山 茂之 H29.4.1～H31.3.31 

 

環境省 長野自然環境事務所 所長 中山 隆治 H29.4.1～H31.3.31 
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５、施設・設備の整備 
 

平成 29 年度 （概ね 30 万円以上の案件）         平成 30 年 3 月 31 日現在 

施 設 関 係 設 備 関 係 

川上演習林更新伐及び地拵 

井川演習林 13林班 間伐･獣防 

井川演習林 10林班間伐 

井川演習林 3林班枝打･獣防 

井川演習林整理伐作業 

井川演習林 13林班歩道整備 

井川演習林下刈 

注意看板移設､案内看板取替（井川） 

井川演習林新築事務所工事基本構想作成業務 

川上演習林森林搬出間伐作業 

川上演習林林道草刈作業 

川上演習林更新伐測量 

ｳﾒ剪定（筑波実験林） 

井川演習林歩道補修（11-12-13林班） 

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ作業 一式（井川） 

ﾀｲﾑﾗﾌﾟｽｶﾒﾗ（八ヶ岳） 

自動撮影ｶﾒﾗ（八ヶ岳） 

保管用倉庫 LCX-37H（井川） 

標本庫空調他設備工事（井川） 

ｱｸﾘﾙ製展示ｹｰｽ上部のみ(特注)（井川） 

アルミ製記名板（筑波実験林） 

植物見本園 サイン 

菅平高原実験所ｻｲﾝ改修 

筑波大学山岳科学ｾﾝﾀｰ八ヶ岳演習林 館銘板 

筑波大学山岳科学ｾﾝﾀｰ八ヶ岳演習林 正門看板工事 
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山岳科学研究イニシアティブ 

 

１．メンバー 

 教授   ◯沼田治、松岡憲知、辻村真貴、星野保（連携大学院） 

 准教授  上野健一、立花敏、徳永幸彦、田中健太、津田吉晃 

 

２．成果の概要 

山岳科学研究イニシアティブの業務目的は次の 2点である。 

Ⅰ．「山岳科学」の確立に寄与するプログラムの推進 

Ⅱ．山岳をベースとする産業「山業」の創成 

 これらを実現するために活動した内容を以下に記す。 

 

Ⅰ．「山岳科学」の確立 

１． 国内外連携による卓越研究推進のためのネットワークづくり 

1-1． 国際シンポジウム 

1-2． 国際教育連携 

1-3． 国際ネットワークへの登録 

1-4． 国際貢献 

1-5． 国際連携関係の構築 

1-6． 大学間連携 

1-7． 連携大学院 

  

２． 研究基盤データ活用と異分野融合による卓越研究の推進 

2-1． 国際共同研究 

2-2.   山岳研究センター構成員の研究援助 

 

Ⅱ．「山業創生」の推進 

１．産官学連携の推進 

1-1．林野庁との連携 

1-2 . 一般社団法人日本プロジェクト産業協議会（JAPIC）との連携 

1-3 ．一般財団法人「全国山の日協議会」との連携 

1-4．砂防フロンティア整備推進機構との連携 

1-5．水循環に関わる国機関、地方自治体との連携 

    

２．地域貢献 
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2-1．地域の活性化に資する計画 

 

３．フィールド価値の活用 

3-1．研究基盤データの観光資源活用 

3-2．研究基盤データの連携事業への活用 

3-3．トレイルのスポーツ利用 

 

３．成果リスト 

Ⅰ．「山岳科学」の確立 

1. 国内外連携による卓越研究推進のためのネットワークづくり 

1-1. 国際シンポジウム 

・山岳科学センター第 1回国際シンポジウム‘Mountain Science Frontiers: Planning  

International and Interdisciplinary Studies’の主催（松岡、上野、田中） 

  2017年 11月 15日、筑波大学大学会館。機能強化促進費による。台湾国立大学 2名、ジュネ

ーブ大学（スイス）2名、北海道大学と森林総合研究所から各 1名の研究者を招へいし、7件の

基調講演と総合討論を実施した。世界各地の山岳における気候変動、生態系変化、自然災害史、

土地利用、観光等の多岐にわたる学際的テーマに関する研究の紹介、今後の研究課題や共同研

究の方向性について討論するとともに、台湾およびスイスとの国際連携を強化した。 

1-2. 国際教育連携 

・寒冷環境科学に関する日本－ノルウェー間教育連携活動（CryoJaNo事業）（松岡） 

ノルウェーの High North Programme（北方地域国際教育プロジェクト）による。日本側（筑

波大、北海道大、北見工大）とノルウェー側（オスロ大、スバルバール大）の地球科学教員・

院生・学類生が相互訪問し、寒冷山岳地域の巡検、寒冷環境科学に関する講義・セミナーを実

施した。筑波大では 7 月にノルウェー側 3 名の院生が参加して、山岳地形学と極域地形学に関

する講義･セミナーを実施した（松岡・池田が担当）。また、筑波大から教員・学類生各 1 名が

スバルバール大学を 8月に訪問し、永久凍土に関する共同調査とセミナーを実施した 

1-3. 国際ネットワークへの登録 

・Mountain Research Initiative (MRI）にアジアのネットワーク拠点の一つとして登録（上野） 

   山岳科学センター（MSC）が国際的な学術交流を展開するために、スイス・Mountain Research 

Initiative (MRI)の副主任研究者（Co-PI）である Balsiger 博士を第一回 MSC 国際シンポジウ

ム（11 月 15日、つくば）に招聘し、世界の山岳研究の動向と社会科学の果たす役割に関する講

演が行われた。これを踏まえて MRI が実施した世界の山岳研究機関調査に応募し、イタリアで

開催された MRI-SLC会合（12月 8-9日、ローマ）にて上野（生命環境系）が MSC および山岳科

学学位プログラムの紹介を行った。その結果、日本における山岳研究・教育拠点の始動が国際

的に認識され、MSCがアジアの一研究拠点として MRI に登録された。 
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1-4. 国際貢献 

・IAEA (国際原子力機関) の RCA (地域協力協定) に基づく、アジア・太平洋地域 14カ国からな 

る「同位体技術による深層地下水資源の持続可能な管理に向けた評価」プログラムへの参加（辻 

村） 

1-5. 国際連携関係の構築 

国立台湾大学及び中国科学院、マレーシア森林研究所、韓国山林科学院、インドネシアガジャ 

マダ大学、スイスジュネーブ大学 等の研究者とのネットワーク構築を推進。 

1-6. 大学間連携 

山岳科学学位プログラムに関わる 4大学（筑波大学、信州大学、静岡大学、山梨大学）と連携 

３大学（名古屋大学、岐阜大学、富山大学）で教育研究ネットワークを構築した。 

1-7. 連携大学院 

山岳科学学位プログラムの連携大学院教員として、森林総合研究所、産業技術総合研究所、理

化学研究所から 1 名ずつ研究者を招へいした。彼らをパイプとして、これら 3 研究機関との連

携を進めている。 

  

２．研究基盤データ活用と異分野融合による卓越研究の推進 

2-1. 国際共同研究 

・「大起伏山地の地形変動システムの比較」に関する国際共同研究（松岡） 

科学研究費基盤研究 B と機能強化促進費による。日本側（筑波大･静岡大･京都大・専修大）

とスイス側（ジュネーブ大）の教員・研究員・学生が相互訪問し（7～8月にスイス、11月に日

本）、スイスの氷食山地と日本の河食山地の長期的･短期的な地形変動システムの相違点とその

要因を解明するために、多面的な手法を用いて共同調査･観測を実施した。 

・「同位体および希ガス技術を用いた地下水の滞留時間と貯留量推定に関する国際比較研究」（辻

村） 

日本学術振興会二国間交流事業共同研究として実施。研究代表：辻村真貴；平成 29年度～30

年度；500万円。 

2-2. 山岳研究センター構成員の研究援助 

   山岳研究センター構成員を対象に機能強化推進費（調査研究）プロジェクトを公募し、次の 

  ７題の研究に資金援助を行った。総額 4,200千円。 

① 南アルプス山岳流域における森林水循環プロセスの包括的観測体制の構築 

② フォッサマグナ地域における火山生態系長期観測に向けた調査地基盤の構築 

③ Assessing the role of mountains in shaping freshwater biodiversity 

④ 山岳地域に関するツーリズム研究の課題構築 

⑤ 本州中部山岳地域に伝わる無塩発酵漬物「すんき漬け」の成立過程とその消長に関する調

査 
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⑥ モザイク状伐採に伴う環境変動モニタリング体系の確立 

⑦ 山岳釣り観光に向けた生態遺伝学および環境観光的なガイドラインの提案 

今後これらの研究から、国内・国際共同研究の実施につながる研究や、大型研究費の 

申請（新学術領域研究、環境研究総合推進費 等）につながる研究が出るように、継続 

的に支援する。 

 

Ⅱ．「山業創生」の推進 

1．産官学連携の推進 

1-1．林野庁との連携 

林野庁の関東森林管理局と中部森林管理局と筑波大学、信州大学、静岡大学、山梨大学の４

大学の連携協定を平成 29年 3月 29日に締結した。その内容は以下の通りで、平成 29年度から

実施された。 

 ・山岳科学学位プログラム（教育プログラム）の山岳科学に関わる講義、演習及び実習のために、 

関東森林管理局と中部森林管理局が講師として職員を 4大学に派遣 

 ・山岳科学に関する教育研究の一環としての試験・研究のために、関東森林管理局と中部森林管 

理局が管理する森林を 4大学に提供 

 ・関東森林管理局と中部森林管理局が保有する技術開発の成果物、その他国有林野の管理経営に 

関する基礎資料を山岳科学に関する教育研究に用いるため、4大学に提供 

 ・関東森林管理局と中部森林管理局が実施する研修又は技術検討会等に 4大学が講師として教 

職員を派遣 

1-2. 一般社団法人日本プロジェクト産業協議会（JAPIC）との連携 

   筑波大学生命環境科学研究科山岳科学学位プログラムがJAPICのアライアンス会委員となり、

山岳科学センター教員立花敏准教授が JAPIC「森林再生事業化委員会」の委員となり、林業再生

に向けた提言を行っている。 

1-3．一般財団法人「全国山の日協議会」との連携 

 ・アースデイ東京 2017、2017年 4月 23－24日（代々木公園）に津田が中心となり筑波大学山岳 

科学センターおよび山岳科学学位プログラムに関するブースを出展。 

・第 2回全国「山の日」フォーラム（2017,5/13,14）における「山と自然―山岳科学から持続 

可能な日本を創生する―」シンポジウムの開催 

2017 年 5月 14日、東京国際フォーラム。全国山の日協議会が主催、MSCが企画・運営。オー

ガナイザー松岡・津田。山の自然、山の恩恵、山の脅威、山の文化に関する 4 件の基調講演と

パネルディスカッションを実施し、山岳科学の意義について一般人を交えて議論した。 

  ・関連イベント「みどりとふれあうフェスティバル」、2017年 5月 13－14日（日比谷公園）に 

津田らが参加。 

  ・2017年 8月 11日の第 2回山の日記念全国大会(栃木県那須町)には津田が来賓として出席。 
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1-4．砂防フロンティア整備推進機構との連携 

   山岳科学センターと砂防フロンティア整備推進機構が協力して、山岳防災に係る人材育成を

進めること、井川演習林を日本の山崩れ研究フィールドの中心にするために人材を投入するこ

とで意見がまとまった。 

1-5．水循環に関わる国機関、地方自治体との連携 

   内閣官房水循環政策本部の流域水循環アドバイザー、国土交通省地下水マネジメント検討委

員会委員の他、茨城県、茨城県神栖市、同竜ヶ崎市、福井県大野市、静岡県三島市等の審議会

委員として、我が国ならびに地方自治体の山岳域を含む諸地域の水循環・地下水政策の策定・

推進に貢献した。（辻村） 

1-6．山岳関連業界との連携 

山岳関連業界との連携を深めるため、各イベントで山岳、林業およびアウトドア関連の企業

などと意見交換を行い、さらに複数企業に訪問し、山岳科学センターの取り組みを説明し、相

互連携を深めた。特に下記 3社とは相互連携を具体的に進めることができた。 

(株)山と渓谷社 

   山と渓谷社が毎年発刊している登山白書 2017に、2017年度の山岳界 10大トピックとして、

筑波大学の山岳科学の取り組みが大きく紹介された。 

・津田吉晃、石田健一郎、津村義彦. TOPICS: 筑波大学と連携大学で、日本初の山岳に特化した修士課

程が始動. 登山白書 2017. ヤマケイ登山総合研究所編. 山と渓谷社. 東京. 13頁. 2017年 

・津田吉晃、廣田充、山中勤、安立美奈子、立花敏、出川洋介、山川陽祐、田中健太、上野健一、松岡

憲知、沼田治、石田健一郎、津村義彦. 筑波大学の山岳科学への取り組み. 登山白書 2017. ヤマケイ

登山総合研究所編. 山と渓谷社. 東京. 126-129頁. 2017年 

(株)飛騨の森でクマは踊る（通称ヒダクマ） 

林業界だけでなく、デザイン、経済界含め、様々な業界から着目される飛騨市の第 3 セクタ

ーである（株）飛騨の森でクマは踊る（通称、ヒダクマ）とは、菅平高原実験所が協力した信

州森フェス 2017で林千晶代表取締役、森口明子氏らを招き講演を行った。またヒダクマが運営

する FabCafe Hidaが提供する海外 4か国の大学生を対象としたコースでは山岳科学センター教

員（津田）が講師として参加するなど、相互協力を進めている。 

  (株)スペースキー 

ウェブマガジン YamaHack などアウトドアおよび IT を組み合わせることで成長率 260％を遂

げ、アウトドア業界の新風を巻き起こしている企業であるスペースキーとも相互連携を進め、

スペースキー主催のアウトドア・イノベーション・サミットなどに山岳科学センタ―教員、山

岳科学学位プログラム学生が参加した。またスペースキーを通じて、Snow Peak などさらに関

連業界の方々ともネットワークを拡充した。 

1-7．山岳関連業界との連携の教育への還元 

上記 1-6 で記した山岳関連業界との連携を深めて得たネットワークは山岳科学学位プログラ
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ムにも反映させ、山岳教養論では上記の企業の方々はじめ、他にも連携を深めた山岳関連業界

の省庁、企業、団体から個人を幅広く講師として招き、講義を行った。本講義は関連業界から

も高く評価され、特に(株)スペースキーは本講義で得たネットワークをさらに拡充しており、

山岳科学センターが山岳関連業界をつなぐハブ組織になり得る潜在性が示唆された。 

山岳科学教養論の講師陣およびタイトル 

・望月将悟 氏（静岡市消防局・山岳救助隊） 

森に育てられて 

・高川晋一 氏（公益財団法人日本自然保護協会自然保護部） 

人口減少時代における自然保護のあり方とその人材像 

・石橋岳志 氏（林野庁関東森林管理局森林整備部） 

森林・林業・木材産業政策について 

・大澤隆文 氏 （環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性地球戦略企画室） 

環境省における自然環境政策の仕事 

・磯野剛太 氏（一般財団法人全国山の日協議会） 

山の日から山岳科学のすすめ ―登山史概観と山岳科学発展への道のり― 

・栗原亜弥 氏（株式会社スペースキー） 

【アウトドア×ＩＴ】で成長率 260％！ 

―2つの事業例から見る、必要とされ続け、チャンスを掴める人材 5つの要素－ 

・中村幹広 氏（飛騨市農林部林業振興課） 

飛騨市における広葉樹のまちづくり－市町村フォレスターが語るリアルな地方創生－ 

・松本剛 氏（株式会社飛騨の森でクマは踊る）  

飛騨の山奥で世界とつながる。官民共同ローカルベンチャーの仕事 

・久保田賢次 氏（株式会社山と溪谷社・ヤマケイ登山総合研究所） 

   登山白書 2017に見る登山界の潮流 

 

2．地域貢献 

2-1． 地域の活性化に資する計画 

・八ヶ岳演習林と国立天文台野辺山電波観測所、信州大学野辺山ステーションとの連携による野 

辺山サイエンスロード計画 

・山岳科学センター菅平高原実験所の「大明神寮」（旧学生宿泊施設）が文化庁の文化審議会によ 

り有形文化財として登録された (2017,11/22)。これに伴う上田市・菅平区との連携による「大 

明神寮」の観光資源化 

・長野県「釣―リズム信州推進事業 」との連携 

 

３．フィールド価値の活用 
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3-1．研究基盤データの観光資源活用 

・八ヶ岳演習林：野辺山サイエンスロード計画 

・菅平高原実験所：大明神寮文化財化に伴う観光資源化 

3-2．研究基盤データの連携事業への活用 

・川上演習林：持続的な再造林システム開発事業 

・井川演習林：災害モニタリング手法開発事業 

3-3．トレイルのスポーツ利用 

・八ヶ岳演習林：クロスカントリーコース、ハイキングコースなど 

 

４．出版 

・山岳関係の一般向きの本「山岳」の出版 

M.F.Price（著）,渡辺悌二,上野健一（翻訳）、2017、サイエンスパレット、丸善、p176. 

2015 年 10月にスコットランド・パースにて山岳研究に関する国際会合が開催された（上野、

渡辺、2016）。同会合に合わせて主催者の M.Price 氏が発行した Mountains, A Very Short 

Introduction(Price, 2015)を翻訳する企画が現地で持ち上がった。約 1年半をかけ、2017年 8

月の“山の日”に間に合わせる形で、丸善より “山岳（訳本）”を出版することができた（渡辺、

上野、2017）。山岳の多角的な機能と、山と人との関わりが包括的にまとめられており、山岳学

位プログラムでの副読本として活用されることを期待する。 

 
以上 
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一般財団法人山の日協議会との連携 

 

今年度は山岳業界との連携を進め、特に下記イベントでは山の日協議会のスペース内で筑

波大学山岳科学センターおよび山岳科学学位プログラムのブース出展を行い、また山の日

協議会とのトークショーなども行った。また第 2回全国「山の日」フォーラムにおける「山

と自然―山岳科学から持続可能な日本を創生する―」シンポジウムにも協力し（別頁参照）、

第 2 回山の日記念全国大会(栃木県那須町)には来賓として出席し、また歓迎イベントでも

ブース出展を行った。 

・アースデイ東京 2017、2017年 4月 23－24日（代々木公園） 

・みどりとふれあうフェスティバル、2017年 5月 13－14日（日比谷公園） 

 

多くの来客があったアースデイ東京での山の日協議会および筑波大学のブース。 

 

第 2 回山
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の日記念全国大会シンポジウムの風景 

山岳関連業界との連携 

山岳関連業界との連携を深めるため、各イベントで山岳、林業およびアウトドア関連の企

業などと意見交換を行い、さらに複数企業に訪問し、山岳科学センターの取り組みを説明

し、相互連携を深めた。特に下記 3社とは相互連携を具体的に進めることができた。 

 

(株)山と渓谷社 

 山と渓谷社が毎年発刊している登山白書 2017 に、2017 年度の山岳界 10 大トピックとし

て、筑波大学の山岳科学の取り組みが大きく紹介された。 

 

・津田吉晃、石田健一郎、津村義彦. TOPICS: 筑波大学と連携大学で、日本初の山岳に特化した

修士課程が始動. 登山白書 2017. ヤマケイ登山総合研究所編. 山と渓谷社. 東京. 13 頁. 

2017年 

・津田吉晃、廣田充、山中勤、安立美奈子、立花敏、出川洋介、山川陽祐、田中健太、上野健一、

松岡憲知、沼田治、石田健一郎、津村義彦. 筑波大学の山岳科学への取り組み. 登山白書 2017. 

ヤマケイ登山総合研究所編. 山と渓谷社. 東京. 126-129頁. 2017年 

 

(株)飛騨の森でクマは踊る（通称ヒダクマ） 

林業界だけでなく、デザイン、経済界含め、様々な業界から着目される飛騨市の第 3 セ

クターである（株）飛騨の森でクマは踊る（通称、ヒダクマ）とは、菅平高原実験所が協

力した信州森フェス 2017で林千晶代表取締役、森口明子氏らを招き講演を行った。またヒ

ダクマが運営する FabCafe Hidaが提供する海外 4か国の大学生を対象としたコースでは山

岳科学センター教員（津田）が講師として参加するなど、相互協力を進めている。 

 

ヒダクマの林千晶代表取締役(左)、森口明子氏(FabCafeHida女将)および菅平高原実験所・
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津田の対談風景 

(株)スペースキー 

ウェブマガジン YamaHackなどアウトドアおよび ITを組み合わせることで成長率 260％を遂

げ、アウトドア業界の新風を巻き起こしている企業であるスペースキーとも相互連携を進

め、スペースキー主催のアウトドア・イノベーション・サミットなどに山岳科学センタ―

教員、山岳科学学位プログラム学生が参加した。またスペースキーを通じて、Snow Peakな

どさらに関連業界の方々ともネットワークを拡充した。 

 

山岳関連業界との連携の教育への還元 

これら山岳関連業界との連携を深めて得たネットワークは山岳科学学位プログラムにも反

映させ、山岳教養論では上記の企業の方々はじめ、他にも連携を深めた山岳関連業界の省

庁、企業、団体から個人を幅広く講師として招き、講義を行った。本講義は関連業界から

も高く評価され、特に(株)スペースキーは本講義で得たネットワークをさらに拡充してお

り、山岳科学センターが山岳関連業界をつなぐハブ組織になり得る潜在性が示唆された。 

 

山岳科学教養論の講師陣およびタイトル 

・望月将悟 氏（静岡市消防局・山岳救助隊） 

森に育てられて 

・高川晋一 氏（公益財団法人日本自然保護協会自然保護部） 

人口減少時代における自然保護のあり方とその人材像 

・石橋岳志 氏（林野庁関東森林管理局森林整備部） 

森林・林業・木材産業政策について 

・大澤隆文 氏 （環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性地球戦略企画室） 

環境省における自然環境政策の仕事 

・磯野剛太 氏（一般財団法人全国山の日協議会） 

山の日から山岳科学のすすめ ―登山史概観と山岳科学発展への道のり― 

・栗原亜弥 氏（株式会社スペースキー） 

【アウトドア×ＩＴ】で成長率 260％！ 

―2 つの事業例から見る、必要とされ続け、チャンスを掴める人材 5つの要素－ 

・中村幹広 氏（飛騨市農林部林業振興課） 

飛騨市における広葉樹のまちづくり－市町村フォレスターが語るリアルな地方創生－ 

・松本剛 氏（株式会社飛騨の森でクマは踊る）  

飛騨の山奥で世界とつながる。官民共同ローカルベンチャーの仕事 

・久保田賢次 氏（株式会社山と溪谷社・ヤマケイ登山総合研究所） 

 登山白書 2017 に見る登山界の潮流 
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“山の日から山岳科学のすすめ”について講義する一般財団法人全国山の日協議会・磯野

剛太理事長 

 

登山白書 2017から最近の山岳業界について講義を行う株式会社山と溪谷社・ヤマケイ登山
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総合研究所の久保田賢次所長 

 

山岳科学学位プログラム学生だけでなく他専攻学生、学部生と山岳関連業界の第一線で活

躍する方々との意見交換なども充実した山岳科学教養論 
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各研究部門の報告 

１．山理解部門（文責：廣田） 

１．メンバー(ゴッシク字体の方が現時点での情報提供者) 

 教授  松岡憲知、津村義彦、町田龍一郎、久田健一郎、石田健一郎、田

村憲司、上條隆志、山岡裕一、辻村真貴、戒能洋一、星野保（連携

大学院） 

 准教授  廣田充（部門長）、上野健一、池田敦、八木勇治、徳永幸彦、堀田

紀文、奈佐原顕朗、川田清和、山中勤 

 講師   大橋一晴、八畑謙介 

 助教  出川洋介、山川陽祐、門脇正史、佐藤幸恵、平尾 章、安立美奈子、

Faulks Leanne Kay、川田清和、浅野眞希 

 学生  大学院生 49名、学類生 17名、研究生 3名、研究員 2名 

 

２．研究活動の概要 

はじめに 

当部門には専門分野が多岐にわたる 31 名の教員が属している。情報を提供して下さった教員の

研究活動を全て記載することはできないため、部門長判断で、適宜省略した。さらに 4 つの分

野（生物系、生物資源系、地球系、環境系）に分けて、研究活動の概要を記載した。現時点で

は研究概要を含め書式を統一出来ていない点や情報に過不足がある可能性がある（文責：廣田）。 

【生物系（6 名分の情報）】 

 陸域節足動物を対象に、行動や生態の多様性や進化に関する研究と、その応用に関する研究

を行っている。平成 29年度は、新規に採択された科学研究費補助金・基盤研究 (C)の研究課題

「繁殖における雄の代替戦術の進化と母性効果の役割について」に関する研究を開始した。ま

た、チェコ共和国の国立生物学研究センターに一月ほど滞在し（4月 2日～26 日）、当研究セン

ターにて行われている、「昆虫病原性糸状菌と昆虫寄生性線虫を用いた農業害虫コロラドハムシ

とネダニの防除」に関する研究に加わり、主にその効果と持続性に関するシミュレーション解

析を担当した。 

 接合菌類、ツボカビ類の系統分類学的研究、および大学院生の課題として担子菌系酵母の系

統分類学、地衣内生菌・地衣化菌類の群集生態学、種生態学的研究、並びに山岳地帯の発酵に

関わる酵母の分類学的研究を、また、卒業研究生の課題として菅平高原産変形菌類相の調査を

進めた。また、平尾章氏と共同で長野県下で花蜜・ハナバチ類に関わる酵母、接合菌類の研究

を進めた。菅平ナチュラリストの会松崎務氏ほかと長野県下の地衣類相、植物相等のインベン

トリー調査に着手した。群馬県立自然史博物館の協力を得て群馬県の接合菌類相調査を開始し
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た。また、国内外の学会、研究会、ワークショップ等 5 件の企画運営に携わった。 

 山岳域に幅広く生育する植物種を対象として、環境傾度に沿った集団の遺伝的多様性や塩基

多型の変化パターンを解析し、論文 2 報にまとめた。さらに、DNAメタバーコーディングを援用

して，植物-送粉者-微生物の三者間に拡張された複合送粉共生系の解明に取り組んでいる． 

 2016 年度から開発を始めた、野外でのデータ収集とその後の閉じたグループ内部での共有を

用意にするサーバー・クライアントシステム(IkimonGO)は、iOSに特化した開発から、より利用

者の利便性を向上すべく、Web applicationとしての開発を開始した。また、市販されているネ

ットワークカメラの多くの機種を操作することのできる Web application (pking)は、ほぼ実用

段階までの開発を進め、鹿島と久慈川で試験運用を始めた。理論生態学野外実習は宮城県登米

市登米森林公園で２年目を迎え、登米森林組合との協力関係を強固にすることができた。 

 昆虫類を理解すべく、比較発生学、比較形態学の観点から、昆虫類の系統進化、グラウンド

プランの再構築を目指した。本年度は、昆虫類の基部系統のカマアシムシ目、トビムシ目、な

らびに多新翅類のカワゲラ目、ゴキブリ目、カマキリ目、ハサミムシ目、ジュズヒゲムシ目の

比較発生学・比較形態学的研究を推進し、昆虫類の起源ならびに理解が困難である多新翅類の

目間の類縁を議論した。また、コンセンサスが得られていなかった昆虫類の側板ならびに翅の

起源を解明するという、昆虫類のグラウンドプランの再構築に関わる特筆すべき成果も得た。 

 陸生節足動物の多様性と進化の理解に向けて、主に森林土壌環境に生息する多足類を対象と

して、個々の分類群の繁殖戦略に深く関連すると推定される卵巣の構造について、比較形態学

的アプローチにより研究を進めている。最近の成果としては、これまで多足類には存在しない

と考えられていた濾胞上皮と卵母細胞との接触構造を複数種の多足類の卵巣中に世界で初めて

発見し、この構造が多足類の卵形成に重要な役割を果たしている可能性を示した。また、大卵

少産種の多い多足類にあって、唯一、小卵多産種を多く含むオビヤスデ類の卵巣に、一度に多

くの卵母細胞を育てることを可能とする特有の構造を見出した。 

【生物資源系(2 名分の情報)】  

 福井県高浜町の青葉山で発見されたスギ天然林の保全学的研究：若狭湾に面した青葉山のス

ギ天然林の遺伝的な位置づけと多様性評価を行い保全のための指針作りを行った。日本と中国

のスギの遺伝的多様性と分岐年代推定：スギは日本に 2 変種、中国に 1 変種が存在すると言わ

れている。中国のスギはこれまで遺伝的な研究があまりなく、その分類学的及び遺伝的な評価

が十分でなかったため、中国のスギの遺伝的多様性とその分岐年代の推定を行った。その結果、

遺伝的多様性はｎ異本のスギに比べ低く、最終氷期に分岐したことが推定された。樹木の保全

遺伝学的研究：森林の持続的な利用と管理のために東南アジア熱帯林及び国内の温帯林につい

て遺伝的多様性や遺伝的境界の成立要因について調査を行った。 

  火山島の生態学的研究として、伊豆諸島の三宅島と大島を主な対象として,長期モニタリング
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調査区設置準備を行い、三宅島では 2000 年噴火火山灰堆積地（ハチジョウススキ草原）、1983

年溶岩（オオバヤシャブシ疎林）、1967年溶岩（オオバヤシャブシ－タブノキ林）、1874 年溶岩

（タブノキ－オオシマザクラ林）、薬師堂社寺林（スダジイ林）が、大島では 1778 年溶岩（ハ

チジョウヌツゲ―オオシマザクラ林）、1951年溶岩（オオバヤシャブシ林）、1986 年溶岩（裸地・

ハチジョウイタドリ草原）が候補として選定された。さらに、遷移初期植物の生態的特性をす

すめ、遷移初期植物であるハチジョウススキ、ハチジョウイタドリ、オオバヤシャブシの葉の

養分特性を比較するために、生葉と枯葉の窒素含量、リン、カリウム等の養分含量を測定した。 

【地球系(5名分の情報)】  

 富士山の永久凍土環境の総合研究（2008年開始）を継続中である。今年度は，静岡大・富士砂

防事務所との共同研究の一員として，大規模崩壊地である富士山大沢崩れ沿いにおいて，地盤

の凍結融解過程を定量化するための観測網を整備した。②永久凍土帯に発達する岩石氷河の国

際共同研究に参画することになった。③多雪山地における２つの研究課題を指導した。１つは，

偽高山帯に点在する裸地の侵食プロセスを解明した研究（修士課程）であり，もう１つは，火

山性緩斜面上に見られる湿原と森林の指交的な分布の成因を，地生態学的に説明する卒業研究

である。 

  菅平実験所・赤松混交林内の林間タワーを利用して通年気象観測を開始し、林冠・林床の葉

面積に影響を受ける林内放射量の日・季節変化が気温勾配および林内外の気温差に大きな影響

を与えることを明らかにした。 

  科学研究費基盤研究 Bに基づいて，「スイスの氷食山地と日本の河食山地における地形変動シ

ステムの比較」に関する国際共同研究を推進した。夏期にスイス・マッターホルン周辺地域で

の調査観測，秋期に日本・中部山岳地域での調査観測を実施した。その研究成果は国際誌に 2

編の論文として投稿するとともに，第 4回斜面テクトニクス国際会議で発表した。ノルウェー・

日本 2 国間共同の教育研究連携プロジェクト（CryoJaNo 事業）の一貫として，北極圏スバルバ

ール諸島の永久凍土研究を実施するとともに，スバルバール大学およびオスロ大学との研究交

流を行った。その研究成果を国際誌に投稿するとともに，第 2 回アジア永久凍土会議で発表し

た。また，周氷河構造土に関する実験成果を国際誌に投稿するとともに，岩石風化に関する広

範囲の研究を地学雑誌に 2冊の特集号としてとりまとめた。 

 中部山岳地域における降水および河川水の長期同位体モニタリング（2011～）を継続した。

得られたデータを用いて、水道水の涵養標高の推定や流域スケールの蒸発散成分分離などを実

施し、それらの成果を査読付き学術論文あるいは国際会議論文として公表した。また新たに、

温泉水の涵養標高推定や湖沼水収支の評価に着手した。加えて、同位体過程を組み込んだ土壌

水文モデルを開発し、植物根系による吸水深度プロファイルの推定アルゴリズムを確立した。

そのほか、水や山に関わる地名を鍵とした歴史文化的論考を発表した。 
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 遠地実体波を用いて、大地震の震源過程を求める研究を行った。山岳地域の複雑な断層帯で

発生する地震の解析に対応するために、断層面を仮定しない震源過程解析手法を開発して、そ

の実用性について検討した。 

【環境系(5名分の情報)】  

 山地源流域における水資源・水環境を水循環の視点から理解する目的により、北海道沙流川

流域、福島県川俣町瀬戸八山流域、栃木県田沼市唐沢山流域、山梨県白州神宮川流域、福井県

大野盆地、鳥取県奥大山地域、ニュージーランド・クライストチャーチ周辺域等、国内外の各

地において、湧水・地下水試料のサンプリング、および希ガス、同位体、微生物群集解析等を

行い、山地源流域の湧水・地下水における年代、貯留量（利用可能量）、微生物群集構成の時空

間分布を検討した。また、これまで国内外において実施してきた、山地から平野に至る流域圏

地域での地下水資源評価に関する成果を公表した。 

 冷温帯二次林の遷移フィールドにおいて炭素循環研究を実施した。特に、今年度はリターフ

ォールと枯死木に関して集中的に調査を行い、研究成果を 2 名の修士論文としてまとめた。同

じく冷温帯カラマツ二次林の伐採更新予定区において、伐採にともなう炭素循環の変化追跡の

ための予備調査を行った。3 年目に入ったチベット高原の温暖化影響研究では、関連成果を国際

生態学会で発表した。尾瀬の第 4 次調査隊のメンバーとして、尾瀬湿原の CO2 吸収機能を評価

するために生産量推定に欠かせない植物季節把握のための観測を開始した。 

 土壌呼吸速度および樹液流速速度の日変化と環境要因（気温、地温、日射量）の関係を明ら

かにするため、菅平高原実験所のアカマツ林においてこれらの観測を行った。土壌呼吸速度は

自動観測装置を用いて観測を行い、樹液流速速度はグラニエ法を使って観測を行った。６月の

観測結果では、光合成量と深い関係にあると言われる樹液流速速度の日変化は日射量に強く依

存した。一方、土壌呼吸速度は地温の変化と強い相関関係にあり、さらに樹液流速速度の日変

化とは時間差があることが認められた。土壌呼吸量の約半分は根の呼吸と言われており、根の

呼吸量は樹液流速速度と関係があると思われるが、本研究成果からではその推定は難しく、根

の呼吸の日変化を直接測定する必要があることが示唆された。 

 修論研究として，大学院生と共に付加体堆積岩山地における基岩地下水システムの実態解明

に関する研究に取り組んだ。水安定同位体比による地下水帯涵養の空間的なばらつきや降雨に

遅れて立ち上がるピークの生起条件について検討した。卒論研究として，学類生と共に火山地

域におけるガリー形成過程の観測と土石流発生要因について雲仙普賢岳を対象として検討した。 

 本年度は主に土砂災害に関する研究を実施．静岡県大谷崩，および長崎県雲仙普賢岳におい

て土石流に関する現地調査を数度実施．その他，土石流の水路実験を実施し，土石流の流動機

構（微細土砂の混入による流動性の変化）や扇状地形成（粒度分布が扇状地形成に及ぼす影響

の解明）を実施した．その他，福島県における森林流域におけるセシウムの流出過程に関する
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調査や，土壌侵食モデルを用いた研究を実施した． 
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博物館周辺の森林の接合菌相―馬県ぐんまの自然の『いま』を伝える, 群馬県立自

然史博物館, 2017 年 1 月 13 日.  

2. 森口 夏季, 内山 憲太郎, 宮城 竜太郎, 高橋 文, 田村 浩一郎, 津村 義彦, 手島 

康介, 楠見 淳子, 舘田 英典, アンプリコンシークエンス解析による塩基配列多

型データに基づく針葉樹スギ（Cryptomeria japonica ）の集団史の推定, 日本遺伝学

会, 2017.09.13. 

3. 上野健一（2017） 山岳域での大気と陸面の連動を探る、第 25 回環境気象学コロ

キウム、立正大学熊谷キャンパス、アカデミックキューブ、2017 年 7 月 11 日 

4. 上野健一（2017）地球科学におけるセレンディピティ、茗理会研修会、三の丸ホ

テル、三戸、2017 年 9 月 1 日 

5. 廣田充（2017）生物群集構造の変化が気候変動に及ぼす影響に関する考察：チベ

ット高山草原における長期炭素循環研究から 第65回日本生態学会大会、早稲田

大学、2017年3月15日 

6.  

 

 B) 一般講演 

1. 岡田元・中島稔・渡辺舞・正木照久・飯田敏也・大熊盛也・出川洋介(2017) 日本

産 Mycosylva 属菌について. 環境微生物系学会合同大会 2017・日本菌学会第 61 回

年次大会, 東北大学川内北キャンパス, 2017 年 8 月 29 日～31 日 

2. 岡根泉・井上貴仁・石賀康博・出川洋介・細矢剛・山岡裕一(2017) 環境微生物系

学会合同大会 2017・日本菌学会第 61 回年次大会, 東北大学川内北キャンパス, 2017

年 8 月 29 日～31 日. 

3. 佐藤幸恵・坂本洋典・後藤哲雄・齋藤裕・Jung-Tai Chao・Martijn Egas・望月淳「ス

スキスゴモリハダニにおける生殖隔離の発達機構」、口頭発表、動物学セミナー、

2017 年 12 月 2 日、上田市 
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4. 佐藤幸恵、坂本洋典、後藤哲雄、齋藤裕、Jung-Tai Chao、Martijn Egas、望月淳「社

会性ハダニにおける種分化機構：生殖隔離の強化はおこっているのか？」、ポスタ

ー発表、第 3 回山岳科学学術集会・山岳科学公開シンポジウム、2017 年 12 月 16-17

日、甲府市 

5. 佐藤大樹・出川洋介(2017) 筑波山で採集された水生昆虫の消化管寄生菌ハルペラ

目の 3 種について. 環境微生物系学会合同大会 2017・日本菌学会第 61 回年次大会, 

東北大学川内北キャンパス, 2017 年 8 月 29 日～31 日. 

6. 出川洋介・平尾章(2017) マルハナバチ類の花粉団子より分離されたケカビ目菌. 第

三回山岳科学学術集会, 山梨大学甲府キャンパス, 2017 年 12 月 16 日～17 日.  

7. 出川洋介・平尾章 (2017) マルハナバチ類の花粉団子から分離された真菌類. 第 1

回日本共生学会大会, ワークショップ, 筑波大学筑波キャンパス, 2017 年 11 月 19

日. 

8. 出川洋介・平尾章(2017) 菅平高原より分離された Metschnikowia 属花蜜酵母. 環境

微生物系学会合同大会 2017・日本菌学会第 61 回年次大会, 東北大学川内北キャン

パス, 2017 年 8 月 29 日～31 日. 

9. 平尾章・出川洋介(2017) ハナバチ類と花蜜酵母を含む真菌類の関わり. ミツバチサ

ミット 2017, 筑波大学筑波キャンパス, 2017 年 11 月 11 日～12 日.  

10. 平尾章・出川洋介(2017) 山地草原におけるハナバチ類と花蜜酵母を含む真菌類の

関わり. 第三回山岳科学学術集会, 山梨大学甲府キャンパス, 2017 年 12 月 16 日～

17 日. 

11. 平尾章・出川洋介 (2017) NGS を用いた新種酵母の探索：全国公開実習のプログラ

ム開発の取り組みとして, NGS 現場の会・第五回研究会，仙台市，仙台国際会議場, 

2017 年 5 月 22-23 日． 

12. 升本宙・出川洋介(2017) 地衣体の表面殺菌による地衣生息菌相の変化. 環境微生物

系学会合同大会 2017・日本菌学会第 61 回年次大会, 東北大学川内北キャンパス, 

2017 年 8 月 29 日～31 日. 

13. 若菜大悟・武田尚・細江智夫・山岡裕一・岡根泉・出川洋介・阿部淳一・細矢剛・

升屋勇人(2017)国内ヤチダモ落枝葉から単離された Hymenoscyphus fraxineus の

viridiol 産生能. 環境微生物系学会合同大会 2017・日本菌学会第 61 回年次大会, 東

北大学川内北キャンパス, 2017 年 8 月 29 日～31 日. 
14. 増本 三香・町田 龍一郎  (2017) 原始的な無翅昆虫マダラシミの 卵門（昆虫綱: シ

ミ科）．第 53 回日本節足動物発生学会大会，基礎生物学研究所（蒲郡），2017 年

5 月 26‐27 日． 
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15. 武藤 将道・町田 龍一郎  (2017) カワゲラ目（昆虫綱・多新翅類） における「胚

軸逆転型」と「胚軸非逆転型」の胚運動の相違―胚膜系に注目して―．第 53 回日

本節足動物発生学会大会，基礎生物学研究所（蒲郡），2017 年 5 月 26‐27 日． 
16. 塘 研・小嶋 一輝・町田 龍一郎  (2017) キスジラクダムシ Mongoloraphidia 

(Japanoraphidia) harmandi (Navás, 1909) の卵について（昆虫綱・脈翅目・ラクダム

シ亜目）．第 53 回日本節足動物発生学会大会，基礎生物学研究所（蒲郡），2017
年 5 月 26‐27 日． 

17. 千頭康彦・八畑謙介「多足類に見出された濾胞上皮と卵母細胞との接触構造」, 日

本節足動物発生学会 第 53 回大会 蒲郡荘 (愛知県) 2017 年 5 月 

18. 千頭康彦・八畑謙介「オビヤスデ目における濾胞上皮の折畳み構造の 2 タイプ」

八畑謙介, 日本動物学会 第 88 回大会 富山県民会館 (富山県) 2017 年 9 月 

19. 髙橋健吾・川田清和・上條隆志・森英樹・Undarmaa Jamsran（2017）モンゴルの放

棄農耕地における施肥処理が群落構造に及ぼす影響．日本沙漠学会第 28 回学術大

会，ポスター発表，2017 年 5 月，東京） 

20. 張秀龍・上條隆志・廣田充（2017）三宅島の火山荒廃地におけるハチジョウスス

キの光合成特性に関する研究．日本沙漠学会第 28 回学術大会，ポスター発表，2017

年 5 月，東京． 

21. 設樂拓人・石田祐子・福井俊介・上條隆志（2017）大陸共通種チョウセンミネバ

リ(Betula costata)の本州中部内陸部における分布と群落の位置づけ．植生学会第 22

回(2017 年)沖縄大会，口頭発表，2017 年 10 月，那覇． 

22. 海老原諒子・郭永・西澤智康・上條隆志・太田 寛行（2017）三宅島初成土壌に生

育するパイオニア植物根圏のニトロゲナーゼ活性と根圏の Burkholderiaceae 科細菌．

日本土壌肥料学会 2017 年度仙台大会，2017 年 9 月，仙台． 

23. 平野明則・郭永・坂上伸夫・西澤智康・上條隆志・太田 寛行（2017）三宅島火山

灰堆積地に新たに形成された土壌相違のメタゲノム解析．日本土壌肥料学会 2017

年度仙台大会，ポスター発表，2017 年 9 月，仙台． 

24. Ebihara, A., Guo, Y., Kamijo, T., Nishizawa, T., Ohta, H. (2017) Colonization of 

Burkholderia groups on the rhizosphere of the Miyake-jima pioneer plant. 環境微生物系

合同大会，ポスター発表，2017 年 8 月，仙台． 

25. 欒春陽・小川泰浩・上條隆志・岡部宏秋・石森良房（2017）三宅島の火山荒廃地

における三日月形治山緑化資材（ToCR）を設置したリルにおける自生草本種の植

生回復．日本緑化工学会・日本景観生態学会・応用生態工学会 ３学会合同大会，

ポスター発表，2017 年 9 月，名古屋． 

26. 小川泰浩・上條隆志・岡部宏秋・石森良房（2017）高濃度火山ガスに対応した緑
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化工法による自生草本種の植生回復．日本緑化工学会・日本景観生態学会・応用

生態工学会 ３学会合同大会，ポスター発表，2017 年 9 月，名古屋． 

27. 今村友則・池田 敦（2017）三国山脈平標山の雪食裸地における夏季の侵食プロセ

ス．日本地理学会 2017 年春季学術大会，つくば． 

28. 上野健一、他、菅平高原・赤松混交林内の気温プロファイルと森林フェノロジー、

山岳科学学位プログラム、要旨 p28、第 3 回学術集会、山梨大学（甲府市）、2017

年 12 月 16 日 

29. 中田貴子、廣田充（2017）樹形・葉の形質からみた林冠構成種の若齢期における

光環境に対する応答 第65回日本生態学会大会、ポスター発表,早稲田大学、2017

年3月16日 

30. 廣田充、中田貴子、大塚俊之（2018）冷温帯二次林における遷移にともなう植生

構造と植物バイオマスの変化 第65回日本生態学会大会、ポスター発表,札幌市コ

ンベンションセンター 

31. 中田貴子、廣田充（2018）林床の光環境に対する樹形の応答は樹種の機能タイプ

によって異なるか 第65回日本生態学会大会、口頭発表,札幌市コンベンションセ

ンター 

32. 岡本遼太郎, 大塚俊之, 廣田充(2018) 冷温帯二次林における土壌炭素、窒素プール

量の10年間の変化 第65回日本生態学会大会、ポスター発表,札幌市コンベンション

センター 

33. 安立美奈子・廣田充・井田秀行・斎藤琢 (2018) 冷温帯二次林の土壌呼吸速度と樹

液流束速度の環境応答」第65回日本生態学会大会、ポスター発表,札幌市コンベン

ションセンター 

34. 安立美奈子・廣田充 (2018) 冷温帯二次林の蒸散量と土壌呼吸速度の時間的変動と

環境応答特性の解明．第２回流域圏保全研究推進セミナー，岐阜大学流域圏科学

研究センター 

35. 堀田紀文，後藤優弥，山川陽祐，經隆悠，正岡直也，今泉文寿．浸透計算と斜面

安定解析による伊豆大島における表層崩壊の発生機構の検討．平成 29 年度砂防学

会研究発表会（2017 年 5 月 24 日～26 日），奈良春日野国際フォーラム 

 

（４）解説記事等 

1. 出川洋介, 2017. 酵母によせて 大学院生山田宗樹君のこと. 菅平生き物通信, (58): 

2. 出川洋介, 2017. 接合菌の学名、和名、その所以. かびと生活, 10(2):19-22. 

3. 原田浩・出川洋介, 2017. 「長野県地衣類誌資料」の創刊にあたって. 長野県地衣類
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誌資料(1): 1. 

4. 津村義彦，津田吉晃，立花敏 (2017) 新たな学際プログラムの始動：山岳科学学

位プログラム、森林技術 No.900：24-25 

5. 津村義彦（2017）森林の遺伝子攪乱と「種苗法」、そして「ガイドライン」、森林技

術 No.900:8-10 

6. 廣田充（2017）森をはかる「噴火跡地の枯死木をはかる」森林科学 vol.79. 

https://doi.org/10.11519/jjsk.79.0_38 

 

４．受賞、外部資金、知的財産権等 

（１）受賞 

該当なし 

 

（２）外部資金 

1. 佐藤幸恵（代表） 科学研究費補助金・基盤研究 (C)、平成 29 年～平成 31 年「繁

殖における雄の代替戦術の進化と母性効果の役割について」、4,940 千円（総額） 

2. 出川洋介（分担） 基盤研究Ｂ 課題番号：20605019／ 研究期間：2015-2017 年

度 研究課題名：Ash dieback 病原菌の起源地周辺での生態、多様性と移入病原菌リ

スク評価 

3. 出川洋介（分担）基盤研究Ｂ 課題番号：16H02943／ 研究期間：2016-2020 年度 

研究課題名：植物プランクトンと多様な菌類の寄生関係：変動環境下における感

染症動態の解明 研究分担者として参加 

4. 徳永幸彦(分担) 基盤(B)海外学術（17H04612、代表：嶋田正和（東大）） 

5. 平尾章（代表）科学研究費 挑戦的萌芽研究 植物の花蜜が介在する生物間ネット

ワークの形成プロセス，研究代表者，2015-2017 年度，15K12256 

6. 津村義彦(代表) 青葉山天然スギの分布と遺伝的特性, 平成 28 年度-平成 29 年度,

高浜町委託費, 予算額：6,720 千円 

7. 上條隆志（代表）・廣田充（分担）・田村憲司（分担）他 基盤研究(B) 、課題番号

15H04507、火山島の荒廃地における自生種を用いた緑化に関する生態学的基礎研

究、2015 年度～2017 年度、8,450 千円 (直接経費 : 6,500 千円、間接経費 : 1,950

千円) 

8. 上條隆志（代表）他 第 27 期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成、伊豆諸島の自然

保護シンポジウムの開催、2016 年度（2016 年 10 月～2017 年 9 月）、255 千円 

9. 上條隆志（代表）他 第 28 期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成、伊豆諸島植生誌
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－森林－の編纂、2017 年度（2017 年 10 月～2018 年 9 月）、464 千円 

10. 池田敦（代表）科研費基盤 C（H28-H30）「現地観測値と数値標高モデルを用いた

日本アルプスの氷河・周氷河地形の発達史研究」 

11. 池田敦(代表) 苗場山麓ジオパーク学術研究奨励事業助成金「苗場山の湿原および

周辺植生の線状分布の規定要因」 

12. 松岡憲知(代表) 平成 29 年度科学研究費基盤研究 B「大起伏山地の侵食モデルの構

築－気候環境の異なる山地での多角的手法に基づく分析－」ほか 5 名．経費 6,800

千円 

13. 辻村真貴 (代表)科学研究費補助金基盤研究 (B) (一般)「SF6 による山地源流域にお

ける湧水・地下水の滞留時間・貯留量評価とモデル化」（平成 28 年度～31 年度；

2000 万円） 

14. 廣田充（代表）科学研究費補助金基盤研究 (B) (特設分野：次世代の農資源)「農資

源としてのカヤ生産に欠かせないカヤ場の多面的評価：カヤ場の持続利用にむけ

て」（平成 29 年度～30 年度；17,290 千円） 

15. 廣田充（代表）科学研究費補助金基盤研究 (B) (海外学術)「チベット高原における

温暖化にともなう有機物分解促進メカニズムの解明」（平成 27 年度～30 年度；

13,780 千円） 

16. 廣田充（分担者）科学研究費 挑戦的研究（萌芽）「生物炭素ポンプは土壌生態系

においても駆動しているか－炭素長期隔離のキープロセス」（平成 29 年度～30 年

度；6,240 千円） 

17. 安立美奈子（代表）岐阜大学流域圏科学研究センター共同研究・重点研究課題「冷

温帯二次林の蒸散量と土壌呼吸速度の時間的変動と環境応答特性の解明」、395 千

円 

18. 安立美奈子（代表）科学研究費補助金・基盤研究（B）、平成 28 年〜平成 33 年「熱

帯乾燥季節林の水分ストレスと火災が炭素循環に与える影響評価と森林再生への

対策」、12,400 千円（総額） 

19. 安立美奈子（分担）科学研究費補助金・基盤研究（A）、平成 28 年〜平成 33 年「タ

イ低地熱帯季節林の森林タイプの成立要因と降水量シフトによる森林機能への影

響評価」、31,500 千円（総額） 

20. 山川陽祐（分担者） 2017 年度 砂防・地すべり技術センター研究助成「土砂災害

の多様性と地域性を考慮した土砂災害危険雨量の運用に関する検討」，870 千円（総

額） 

21. 堀田紀文 科学研究費 挑戦的萌芽研究 15K14747「岩盤風化に伴う渓流水質の変

44



化に着目した深層崩壊の発生時期予測手法の開発」（2015～2017 年度）3,900 千円 

22. 堀田紀文 国土交通省・河川砂防技術研究開発（地域課題：静岡河川事務所）「現

地観測および水路実験の比較検証に基づく土砂生産域における土石流評価手法の

開発」（2016～2018 年度）5,000 千円 

23. 堀田紀文 砂防学会公募研究会「土石流中の微細土砂の挙動に関する研究会」

（2017～2019 年度）900 千円 

 
（３）知的財産権等 

該当なし 

 

５．産官学連携、国際共同研究等 

1. 佐藤幸恵「繁殖における雄の代替戦術の進化と母性効果の役割について」 

協力研究者：Prof. Peter Shausberger（ウィーン大学、オーストリア）、Asst. Prof. 

Martijn Egas（アムステルダム大学、オランダ） 

実施期間：2017 年 4 月～2019 年 3 月 

2. 佐藤幸恵「農業害虫防除における昆虫病原性糸状菌と昆虫寄生性線虫の効果的か

つ持続的利用方法について」 

共同研究者：Dr. Rostislav Zemek（Biology Centre CAS、チェコ共和国） 

実施期間：2017 年 4 月～ 

3. 出川洋介：共同研究 北里大学北里生命科学研究所「接合菌類からの新規生物活

性物質の探索」 

4. 出川洋介：共同研究 東邦大学看護学部感染制御学研究室「抗微生物薬耐性細菌

および真菌の胞子形成の微細構造、形態分類に関する研究」 

5. 池田敦 International Permafrost Association, Action Group “Rock glacier inventories 

and kinematics” メンバー． 

6. 辻村真貴（代表）サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社共同研

究「滞留時間および微生物を中心とした山地流域の水資源評価に関する研究」（平

成 29 年度～31 年度；1600 万円） 

7. 堀田紀文 土木研究所との共同研究（土石流の流動機構に関する水路実験，上記

国交省の研究開発で実施し，実験は土木研究所の施設で行った） 

8. 堀田紀文 (株)建設技術研究所との共同研究（土石流扇状地の形成過程に関する水

路実験，本年度は主にデータ解析を実施，また筑波大から建設技術研究所への技

術供与 (sfm に関する講習会)も実施した） 
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６．シンポジウム、研究会、ワークショップ等開催実績 
1. 出川洋介 2017 年 3 月 日本変形菌研究会大会. 神奈川県立生命の星・地球

博物館. 幹事として企画運営実施 

2. 出川洋介 2017 年 6 月 日本菌学会関東支部会・日本変形菌研究会合同ワークシ

ョップ. 筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所. 幹事として企画運営実施 

3. 出川洋介  2017 年 8 月 第 9 回国際変形菌分類・生態学会議. 和歌山県田辺市紀

南文化会館および文化交流センターたなべる （The 9th International congress on the 

systematics and ecology of myxomycetes, Tanaberu, Tanabe, 18-23 Aug., 2017.）. 幹事と

して企画運営実施 

4. 出川洋介 2017 年 10 月 Taiwan-Japan mycological research conference （2017 台日

真菌學術検討會）. Song-Pei Lecture Hall, National Taiwan University（臺灣大學松柏

講堂）. 担当理事として企画運営実施 

5. 出川洋介 2017 年 11 月 第 50 回日本原生生物学会・第 1 回日本共生生物学会合

同大会. 筑波大学筑波キャンパス. 担当理事として企画運営実施. 

6. 上條隆志（主催者（伊豆諸島植生研究グループ）代表）（2017）第 27 期プロ・ナト

ゥーラ・ファンド助成による「伊豆諸島の自然保護シンポジウム」の開催（2017 年

9 月 27 日，東京都大島町）． 

7. 池田敦 7/7-10 The 2nd Asian Conference on Permafrost post-conference field trip “Mt. 

Fuji trekking” 案内者． 

8. 池田敦 12/19-20 北海道大学低温科学研究所 共同研究集会「永久凍土の動態解明

のための多角的アプローチ」代表者． 

9. 松岡憲知 山岳科学センター第 1 回国際シンポジウム「Mountain Science Frontiers: 

Planning International and Interdisciplinary Studies」開催．2017 年 11 月 15 日，筑波大

学大学会館． 

10. 松岡憲知 第 2 回全国「山の日」フォーラムにおける「山と自然―山岳科学から

持続可能な日本を創生する―」シンポジウム開催．2017 年 5 月 14 日、東京国際フ

ォーラム． 

11. 廣田充（代表） 第 5 回炭素循環研究会「炭素循環研究フィールドとしての三宅

島視察」（主催者として企画）2017 年 7 月 26 日〜29 日 

 

７．その他 

該当なし 
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各研究部門の報告 

１．山管理部門 

１．メンバー 

 教授  呉羽正昭、久田健一郎、田村憲司、上條隆志、山岡裕一、戒能洋

一、松井哲哉（連携大学院）、正木隆（連携大学院） 

 准教授  ◯清野達之、藤岡正博、田中健太、津田吉晃、興梠克久、堀田紀文、

奈佐原顕朗、中川明子 

 講師   大橋一晴 

 助教  山川陽祐、門脇正史、平尾 章、安立美奈子、Faulks Leanne Kay、

山下亜紀郎、川田清和 

 学生  大学院生 37 名、学類生 12 名 

 

２．研究活動の概要 

 （ 本年度の山管理部門の活動は、大きく治山防災と森林管理とその利用に

関する教育研究に取り組んできた。 

 治山防災面に関しての活動では、2017年度砂防・地すべり技術センター研究

助成「土砂災害の多様性と地域性を考慮した土砂災害危険雨量の運用に関する

検討」に取り組み、主に2013年の伊豆大島災害を事例に危険雨量の検討等を行

った。また、土砂災害に関する研究を実施。静岡県大谷崩、および長崎県雲仙

普賢岳において土石流に関する現地調査を数度実施。その他、土石流の水路実

験を実施し、土石流の流動機構（微細土砂の混入による流動性の変化）や扇状

地形成（粒度分布が扇状地形成に及ぼす影響の解明）を実施した。その他、福

島県における森林流域におけるセシウムの流出過程に関する調査や、土壌侵食

モデルを用いた研究を実施した。 

 森林管理とその利用に関しての活動では、温帯林と火山から植生遷移に着目

した活動と行なった。冷温帯二次林における土壌呼吸速度および樹液流速速度

の日変化と環境要因（気温、地温、日射量）の関係を明らかにするため、菅平

高原実験所のアカマツ林においてこれらの観測を行なった。土壌呼吸速度は自

動観測装置を用いて観測を行い、樹液流速速度はグラニエ法を使って観測を行

った。６月の観測結果では、光合成量と深い関係にあると言われる樹液流速速

度の日変化は日射量に強く依存した。一方、土壌呼吸速度は地温の変化と強い

相関関係にあり、さらに樹液流速速度の日変化とは時間差があることが認めら
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れた。土壌呼吸量の約半分は根の呼吸と言われており、根の呼吸量は樹液流速

速度と関係があると思われるが、本研究成果からではその推定は難しく、根の

呼吸の日変化を直接測定する必要があることが示唆された。他にも森林性ツル

植物のクローン繁殖ならびに森林内の空間分布に関する研究を行なった。さら

に、長野県における竹林の分布を調査し、気候条件や人口分布から予測する統

計モデルを構築した。 

 伊豆諸島の三宅島と大島を主な対象として、植生遷移の長期モニタリング調

査区設置準備と遷移初期植物の生態的特性の研究を行なった。長期モニタリン

グの調査では、 三宅島、大島の年代の異なる溶岩上を踏査した。三宅島では、

2000 年噴火火山灰堆積地（ハチジョウススキ草原）、1983 年溶岩（オオバヤシ

ャブシ疎林）、1967 年溶岩（オオバヤシャブシ－タブノキ林）、1874 年溶岩（タ

ブノキ－オオシマザクラ林）、薬師堂社寺林（スダジイ林）が候補として選定さ

れた。大島では、1778 年溶岩（ハチジョウヌツゲ―オオシマザクラ林）、1951 年

溶岩（オオバヤシャブシ林）、1986 年溶岩（裸地・ハチジョウイタドリ草原）が

候補として選定された。また、遷移初期植物の生態的特性の研究では、遷移初

期植物であるハチジョウススキ、ハチジョウイタドリ、オオバヤシャブシの葉

の養分特性を比較するために、生葉と枯葉の窒素含量、リン、カリウム等の養

分含量を測定した。また、ハチジョウススキについては光合成特性と栄養塩利

用特性に関する研究を行い、沙漠学会大会において学会発表を行なった。これ

らに関連し、火山荒廃地の緑化に関する研究も行なった。外来種を用いない緑

化工法の技術開発を目的として、三宅島 2000 年噴火跡地に緑化試験区の設置と

モニタリングを 2012 年から行っている。具体的には、共同研究者らが開発した

三日月形治山緑化資材（ToCR）をリルに複数設置し、長期的な土砂流出防止効

果と植生の定着促進効果を検証した。成果については、日本緑化工学会大会に

おいて学会発表（指導学生と共同研究者）を行なった。 

 野生動物の保護管理に関する活動では、八ヶ岳演習林と学内を中心にした活

動があった。八ヶ岳演習林（80ha）を 4 つのブロックに分割し、各ブロックに

巣箱の有無とフィーダーの有無を割り当てて、代表的な森林性鳥類であるシジ

ュウカラの繁殖パラメターを調査した。また、大学院生・卒研生、計 5 名と川

上演習林などでシカ・ササ・牧草地の三者関係やヤマネの環境選択などを調査

した。筑波大学学内の調整池（追越池）でカメ類を捕獲して、その種構成、体

サイズ、性比、糞分析による食性について調査した。ミシシッピアカミミガメ、
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クサガメ等が捕獲されたがミシシッピアカミミガメが大部分を占めることが分

った。同じく学内の調整池（兵太郎池）において、アメリザリガニを捕獲して、

季節的捕獲数（相対的個体数）、性比、体サイズについて調査した。調査全体

を通じて雌よりも雄の方が多く捕獲された。他にも森林性コウモリの活動と人

工林の林分構造の関係に関する研究を行った。森林性コウモリの採餌条件の把

握のために行った昆虫発生量に関する研究が、森林野生動物研究会誌に掲載さ

れた（指導学生の筆頭論文）。他にも野外で観察されるヤマトシロアリの摂食忌

避行動について検討を行ってきた。摂食忌避の痕跡が見られたアカマツ材から

単離された褐色腐朽菌 Fibroporia radiculosa が生成する摂食忌避物質が腐朽によ

って変質した木材成分もしくは菌の代謝物であるかを検討した。両者が存在し

た場合にヤマトシロアリの摂食忌避効果が最大だったことから複数の化合物に

よることが明らかとなった。 

 森林利用面での活動では、山岳地域でのツーリズムに関する研究を深めるな

かで、気候変動と山岳地域のツーリズムの関係について温暖化によるスキー場

経営変化予測動向を示し、ツーリズム利用を媒介とした山岳地域の管理のあり

方を検討した。 

 

３．研究業績リスト 

（１）研究論文 

A) 査読付き原著論文 

1. Adachi M., Ito A., Yonemura S., Takeuchi W. Estimation of global soil respiration 

by accounting for land-use changes derived from remote sensing data, Journal of 

Environmental Management 200:97-104. 2017. 

2. Amaru K, Hotta N. Application of GeoWEPP for Evaluating Sediment Yield in a 

Mountain Area: Agatsuma Watershed, Japan. International Journal of Erosion 

Control Engineering, in press. 2018. 

3. Hirata, A., Nakamura, K., Nakao, K., Kominami, Y., Tanaka, N., Ohashi, H., 

Takano, T.K., Takeuchi, W. & Matsui, T. Potential distributions of pine wilt 

disease under future climate change scenarios. PLOS ONE, 12, e0182837.2017. 

4. Korai, H., Nakao, K., Matsui, T., Watanabe, K. & Ishigooka, Y. Effects of climate 

change on reduction of internal bond strength of particleboard subjected to various 

climatic conditions in Japan. Journal of Wood Science, 63, 253-262. 2017. 

5. Matsui, T., Saito, S., Tamai, K., Hirata, A., Kamijo, T., Motoe, D., Shitara, T., 
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OYUNSUVD, S., JAMSRAN, U., Kominami, Y., Nakazono, E. & Takeuchi, W. 

Comparison of forest biomass before- and after- wild forest fires in the conifer 

forest in northern Mongolia. Kanto Journal of Forest Research, 69(1). in press. 

2018. 

6. Mtibaa S, Hotta N, Irie M. 2018. Analysis of the efficacy and cost-effectiveness of 

best management practices for controlling sediment yield: A case study of the 

Joumine watershed, Tunisia. Science of the total environment, Volumes 616–617, 

1-16. (2018) doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.10.290 

7. Mori, H., Ueno, S., Matsumoto, A., Kamijo, T., Tsumura, Y., Masaki, T. High 

contribution of clonal reproduction to the distribution of deciduous liana species 

(Wisteria floribunda) in an old-growth cool temperate forest: Evidence from 

genetic analysis. Annals of Botany, mcx153, 2017. doi.org: 10.1093/aob/mcx153 

8. Tang CQ., Dong YF, Herrando-Moraira S., Matsui T., Ohashi H., Long-Yuan, H., 

Nakao K., Tanaka N., Tomita M., Li XS, Yan HZ, Peng MC, Hu J., Yang RH, Li 

WJ, Yan K., Hou X., Zhang ZY & López-Pujol J. Potential effects of climate 

change on geographic distribution of the tertiary relict tree species Davidia 

involucrata in China. Scientific Reports, 1-18. 2017. 

9. 上治雄介，山川陽祐. UAV による空中写真測量技術を用いた河床形状測量に

おける精度検証―東河内沢本川における事例―，筑波大学農林技術研究，5, 

9-20. 2017. 

10. 大橋春香, 深澤圭太, 有賀敏典, 松井哲哉，肱岡靖明 人口減少社会に向けた

シナリオアプローチ. 野生生物と社会, 5, 41-46. 2017. 

11. 小松茉利奈・安井さち子・上條隆志 栃木県奥日光地域における森林棲コウ

モリのエサ資源量 評価のためのカラマツ人工林と老齢自然林の昆虫量比

較．森林野生動物研究会誌，42, 2017 

12. 片柳薫子、澤野真治、安立美奈子 モニタリングに基づく物質動態広域評価

の最前線−広域における炭素・窒素・水の動態を探る−７．現場観測の知見

に基づくモデルを用いた地域スケールの広域評価」日本土壌肥料学雑誌，

89, 1-7. 2018. 

 

 B) 査読なし原著論文 

該当なし 
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 C) 総説 

該当なし 

 

 D) 著書 

1. 上條隆志 伊豆大島 三宅島 八丈島「図説 日本の植生 第 2 版」福嶋司（編），

朝倉書店，132-137．2017. 

2. 上條隆志・深澤圭太 小笠原「図説 日本の植生 第 2 版」福嶋司（編），朝

倉書店，138-139．2017. 

3. 呉羽正昭: ツーリズムと気候. 山川修治・常盤勝美・渡来靖編『気候変動の

事典』朝倉書店, 152-155, 2017. 

 

（２）国際会議発表 

 A) 招待講演 

該当なし 

 

 B) 一般講演 

1. Mori, H., Ueno, S., Matsumoto, A., Uchiyama, K., Kamijo, T., Tsumura, Y., 

Masaki, T. (2017) Contribution of clonal reproduction and canopy gap disturbance 

on the distribution of deciduous liana species (Wisteria floribunda) in an 

old-growth cool temperate forest, 102nd Annual Meeting of the Ecological Society 

of America (ESA), poster, Portland, Oregon, USA, August 2017. 

2. Nakao, K., Tsuyama, I., Matsui, T. & Higa, M. (2017) Assessing the limits of 

protected areas relocations as climate change adaptive options for conserving 

Japanese tree species under three RCPs. In: 2017 ESA Annual Meeting, Portland, 

OR, USA. 

3. NAKAO, K., Higa, M., TSUYAMA, I., Lin, C., Chiou, C.-R., Chen, T.-Y., 

MATSUI, T. & TANAKA, N. (2017) Climate change impact on the potential 

habitats of dominant evergreen broad-leaved tree species in the Taiwan-Japan 

archipelago. In: IBC2017, ShenZhen, China. 

4. Nakazono, E., TAKEUCHI, W., MATSUI, T., Hirata, A., Saito, S., Tamai, K., 

Kamijo, T., OYUNSUVD, S. & JAMSRAN, U. (2017) Tracing of the vegetation 

recovery by MODIS and Himawari8 after the forest fire in northern Mongolia. In: 

38th Asian Conference on Remote Sensing, New Delhi, India. 
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5. Tsuyama, I., Higa, M.., Nakao, K., Matsui, T., Horikawa, M. & Tanaka, N. (2017) 

How will subalpine conifer distributions be affected by climate change in Japan? 

In: IBC2017, China. 

6. Yamakawa, Y., Egusa, T., Hotta, N., Tsai, YJ., Lee, SP. A risk evaluation method 

for deep-seated landslide based on stream water chemistry (poster), 4th Slope 

Tectonics Conference, P16, Uji Oubaku Plaza, Kyoto University, Japan, 

2017.10.14-15. 

 

（３）国内学会・研究会発表 

 A) 招待講演 

1. 山川陽祐，谷口未峰，堀田紀文，江草智弘，小田智基，小杉賢一朗，松四

雄騎，勝山正則，正岡直也：降雨を誘因とする深層崩壊の発生メカニズム

解明と危険地評価に向けた水文学的アプローチ，2017 年度土砂災害予測に

関する研究集会，防災科学技術研究所和達記念ホール，2017.12.8. 

2. 松井哲哉 依頼講演（筑波大山岳科学センター国際シンポジウム 2017.11.15） 

 

 B) 一般講演 

1. 相原隆貴・高野(竹中)宏平・立花敏・上條隆志・大橋春香・松井哲哉 (2017.10) 

長野県における竹林分布の将来予測と自然環境要因および人間活動の影響

評価. 植生学会第22回大会講演要旨集, 73. 

2. 相原隆貴,・高野(竹中)宏平・立花敏・上條隆志・大橋春香・松井哲哉 (2017) 

長野県における竹林分布の将来予測と自然環境要因および人間活動の影響

評価. 植生学会第22回大会講演要旨集, 73. 

3. 相原隆貴・高野（竹中）宏平・松井哲哉 (2018) 長野県における竹林の分布

予測と無居住地域における拡大状況. 森林学会, 高知. 

4. 安立美奈子・廣田充・井田秀行・斎藤琢 (2018) 冷温帯二次林の土壌呼吸速

度と樹液流束速度の環境応答」第65回日本生態学会大会、ポスター発表,札

幌市コンベンションセンター 

5. 安立美奈子・廣田充 (2018) 冷温帯二次林の蒸散量と土壌呼吸速度の時間的

変動と環境応答特性の解明．第２回流域圏保全研究推進セミナー，岐阜大

学流域圏科学研究センター 

6. 今井伸夫・清野達之・相場慎一郎・武生雅明・Jupiri Titin・北山兼弘 (2018) 
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ボルネオ低地林における択伐施業がANPPとバイオマス動態に及ぼす影

響・第65回日本生態学会． 

7. 江草智弘・堀田紀文・山川陽祐・小田智基・地頭薗 隆・勝山正則・李心平・

蔡元融 (2017) 台湾の深層崩壊危険地域における渓流水質特性（口頭），平

成 29 年度砂防学会研究発表会，R6-11，奈良春日野国際フォーラム甍． 

8. 海老原諒子・郭永・西澤智康・上條隆志・太田寛行（2017）三宅島初成土

壌に生育するパイオニア植物根圏のニトロゲナーゼ活性と根圏の

Burkholderiaceae 科細菌．日本土壌肥料学会 2017 年度仙台大会，2017 年 9

月，仙台． 

9. Ebihara, A., Guo, Y., Kamijo, T., Nishizawa, T., Ohta, H. (2017) Colonization of 

Burkholderia groups on the rhizosphere of the Miyake-jima pioneer plant. 環境微

生物系合同大会，ポスター発表，2017 年 8 月，仙台． 

10. 遠藤啓生・藤岡正博・羽方大貴．（2018）ヤマネの生息確率 には低木亜高

木層の多様性が重要．第 129 回日本森林学会大会，高知 

11. 小川泰浩・上條隆志・岡部宏秋・石森良房（2017）高濃度火山ガスに対応

した緑化工法による自生草本種の植生回復．日本緑化工学会・日本景観生

態学会・応用生態工学会 ３学会合同大会，ポスター発表，2017 年 9 月，名

古屋． 

12. Chulabush Khatancharoen・露木聡・和田直也・杉浦幸之助・清野達之・Semyon 

V. Bryanin ・Viktor V. Lisovsky （2018）Assessing forest fire vulnerability around 

nature reserve area in the Russian Far East with remote sensing. 第 65回日本生態

学会．札幌． 

13. 小林誠・斎藤均・北村系子・並川寛司・松井哲哉 (2018) 分布北限のブナ集

団における葉・種子への被食圧の地理的分布. 第65回日本生態学会大会, 札

幌. 

14. 近藤禎二・山田浩雄・磯田圭哉・大塚次郎・中島章文・生方正俊・清野達

之 (2017) 静岡県におけるコウヨウザンの成長．第7回関東森林学会． 

15. 設樂拓人・石田祐子・福井俊介・上條隆志（2017）大陸共通種チョウセン

ミネバリ(Betula costata)の本州中部内陸部における分布と群落の位置づけ．

植生学会第22回(2017年)沖縄大会，口頭発表，2017年10月，那覇 

16. 清野達之 (2017) 長野県中部に位置する筑波大学山岳科学センター川上演

習林におけるブナ優占林の組成と構造．第7回中部森林学会大会．福井． 

17. Seino, T., Wada, N., Sugiura, K., Tsuyuki, S., Khatancharoen, C., Borisova, I., 
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Bryanin, SV., Lisovsky, VV. (2018) Stand structure and species composition in 

boreal forest of the Russian Far East related to forest fire. 第65回日本生態学会. 

札幌． 

18. 清野達之・石川愼吾・山中三男 (2018) 西南日本冷温帯混交林の初期更新過

程. 第129回日本森林学会大会.高知． 

19. 高野(竹中)宏平・中尾勝洋・尾関雅章・堀田昌伸・須賀丈・松井哲哉 (2018) 

日本の気候変動適応に向けたVelocity of climate changeの解析. 第65回日本

生態学会大会, 札幌. 

20. 高橋健吾・川田清和・上條隆志・森英樹・Undarmaa Jamsran（2017）モンゴ

ルの放棄農耕地における施肥処理が群落構造に及ぼす影響．日本沙漠学会

第 28 回学術大会，ポスター発表，2017 年 5 月，東京） 

21. Tran Dinh Tung・清野達之・和田直也 (2017) ドローン (UAV) を用いた写真

測量による森林資源量の推定-カラマツ林を例に-．2017 年度日本生態学会

中部地区会大会． 

22. 湯龍龍・大橋春香・松井哲哉・田中信行・伊坪徳宏 (2018) 世界植物を対象

としたCO2の種絶滅リスク係数の推計. 日本LCA学会研究発表会講演要旨

集 

23. 張秀龍・上條隆志・廣田充（2017）三宅島の火山荒廃地におけるハチジョ

ウススキの光合成特性に関する研究．日本沙漠学会第 28 回学術大会，ポス

ター発表，2017 年 5 月，東京． 

24. 中川明子・Nadia Nuraniya Kamaluddin・松山 茂 (2017) 褐色腐朽菌 Fibroporia 

radiculosa に由来するヤマトシロアリ摂食忌避物質の検討．第 32 回日本木

材保存協会年次大会，東京 

25. 中園悦子・竹内渉・松井哲哉・平田晶子・齊藤哲・玉井幸治・上条隆志・

Sumya, O. ・Undarmaa, J. (2017) MODISによるモンゴル北部森林火災後の植

生回復の追跡. 日本写真測量学会平成29年度年次学術講演会, 東京大学生

産技術研究所. 

26. 原隆貴, 高野宏平・松井哲哉 (2018) 長野県における竹林の分布予測と無居

住地域における拡大状況. 森林学会, 高知.  

27. 平野明則・郭永・坂上伸夫・西澤智康・上條隆志・太田 寛行（2017）三宅

島火山灰堆積地に新たに形成された土壌相違のメタゲノム解析．日本土壌

肥料学会 2017 年度仙台大会，ポスター発表，2017 年 9 月，仙台． 
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28. 福井俊介・上條隆志・設楽拓人・松井哲哉 (2017) チョウセンゴヨウの過去

の分布変遷と将来の脆弱性評価. 植生学会第22回大会講演要旨集, 18. 

29. 藤岡正博．(2017) シジュウカラは巣箱とひまわりの種のどちらがお好き？ 

日本鳥学会 2017 年度大会,つくば． 

30. 堀田昌伸・高野宏平・津山幾太郎・比嘉基紀・尾関雅章・中尾勝洋・松井

哲哉・竹内祥生・畑中健一郎 (2018) 山小屋や登山者によるライチョウの生

息状況把握. 第65回日本生態学会大会講演要旨集, 札幌. 

31. 堀田昌伸・高野宏平・津山幾太郎・比嘉基紀・尾関雅章・中尾勝洋・松井

哲哉・畑中健一郎 (2017) 登山者情報をもとにしたライチョウの生息状況把

握の有効性. 日本鳥学会2017年度大会, 筑波大学. 

32. 堀田紀文・後藤優弥・山川陽祐・經隆悠・正岡直也・今泉文寿 (2017) 浸透

計算と斜面安定解析による伊豆大島における表層崩壊の発生機構の検討

（口頭），平成29年度砂防学会研究発表会，T3-02，奈良春日野国際フォー

ラム甍． 

33. 堀田紀文，Amaru K．（2018）山地森林流域での土砂流出評価のための

GeoWEPPの適用．第129回日本森林学会大会，高知大学 

34. 松井哲哉・Kavgaci, A.・高野宏平・大橋春香,・平田晶子, Münever, A. ・田

中信行 (2018) オリエントブナ(Fagus orientalis)における過去から現在への

潜在生育域の分布変遷. 第65回日本生態学会大会, 札幌. 

35. 松井哲哉・Kavgaci A.・高野宏平・大橋春香 (2018). アナトリア地方におけ

るブナの最終氷期から現在に至る分布移動ルートの推定.第129回日本森林

学会大会 高知. 

36. 松井哲哉・齊藤哲・玉井幸治・平田晶子・上條隆志・本江大樹・設楽拓人,・

OYUNSUVD, S.・ JAMSRAN, U.・小南裕志・中園悦子・竹内渉 (2017) モ

ンゴル北部の針葉樹林帯における林野火災前後の林冠木の種組成およびバ

イオマス量の変化推定. 第７回関東森林学会大会講演要旨集, 29. 

37. 松井哲哉・中尾勝洋・高野（竹中）宏平・尾関雅章・堀田昌伸・須賀丈・

浜田崇・栗林正俊・黒江美紗子・大塚孝一・松橋彩衣子・津山幾太郎 (2017) 

長野県の生態系影響・適応策評価技術開発. 植生学会第22回大会講演要旨集, 

72. 

38. 松橋彩衣子・平田晶子・秋庭満輝・中村克典・高野宏平・小黒芳生・中尾

勝洋・松井哲哉（2018）外来病マツ枯れの危険域を推定する：種分布モデ
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ルを用いた予測と気候変動の影響評価. 日本生態学会65回大会 札幌. 

39. 松橋彩衣子・平田晶子・秋庭満輝・中村克典・高野宏平・小黒芳生・中尾

勝洋・松井哲哉（2018）種分布モデルを用いた国内におけるマツ枯れ潜在

発生域の予測. 第129回日本森林学会大会. 

40. 欒春陽・小川泰浩・上條隆志・岡部宏秋・石森良房（2017）三宅島の火山

荒廃地における三日月形治山緑化資材（ToCR）を設置したリルにおける自

生草本種の植生回復．日本緑化工学会・日本景観生態学会・応用生態工学

会 ３学会合同大会，ポスター発表，2017 年 9 月，名古屋． 

41. 和田直也・ Irina Borisova・清野達之・杉浦幸之助・露木聡・Chulabush 

Khatancharoen・Semyon V. Bryanin・Viktor V. Lisovsky (2018) 極東ロシアのゼ

イスキー自然保護区における林床植生の空間変異．第 65 回日本生態学会．

札幌． 

 

（４）解説記事等 

1. 澤田佳美・相場慎一郎・清野達之・北山兼弘 熱帯山地林における球果類の

分布と更新. 日本生態学会誌, 67, 323-330. 2017 

2. 松井哲哉・田中信行・津山幾太郎 (2018.01) 日本の寒帯・亜寒帯性針葉樹

の分布と気候変動影響. 生物の科学 遺伝, 72(1), 70-78. 

3. 松井哲哉 (2017.09) マツ枯れ被害と温暖化影響. みどりのこえ, 55, 1. 

4. 松井哲哉 (2017.06) 温暖化でブナ林はどのようにかわるのか. 季刊森林総

研, 37, 16-17. 

5. 松井哲哉 (2017.05) 日本列島の森林生態系と気候変動. グリーンエージ, 44, 

4-7. 

 

４．受賞、外部資金、知的財産権等 

（１）受賞 

該当なし 

 

（２）外部資金 

1. 安立美奈子（代表）岐阜大学流域圏科学研究センター共同研究・重点研究

課題「冷温帯二次林の蒸散量と土壌呼吸速度の時間的変動と環境応答特性

の解明」、395 千円 
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2. 安立美奈子（代表）科学研究費補助金・基盤研究（B）、平成 28 年〜平成

33 年「熱帯乾燥季節林の水分ストレスと火災が炭素循環に与える影響評価

と森林再生への対策」、12,400 千円（総額） 

3. 安立美奈子（分担）科学研究費補助金・基盤研究（A）、平成 28 年〜平成

33 年「タイ低地熱帯季節林の森林タイプの成立要因と降水量シフトによる

森林機能への影響評価」、31,500 千円（総額） 

4. 上條隆志（代表）・廣田充（分担）・田村憲司（分担）他 基盤研究(B) 、

課題番号 15H04507、火山島の荒廃地における自生種を用いた緑化に関する

生態学的基礎研究、2015 年度～2017 年度、8,450 千円 (直接経費 : 6,500 千

円、間接経費 : 1,950 千円) 

5. 上條隆志（代表）他 第 27 期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成、伊豆諸島

の自然保護シンポジウムの開催、2016 年度（2016 年 10 月～2017 年 9 月）、

255 千円 

6. 上條隆志（代表）他 第 28 期プロ・ナトゥーラ・ファンド助成、伊豆諸島

植生誌－森林－の編纂、2017 年度（2017 年 10 月～2018 年 9 月）、464 千円 

7. 堀田紀文 科学研究費 挑戦的萌芽研究 15K14747「岩盤風化に伴う渓流水

質の変化に着目した深層崩壊の発生時期予測手法の開発」（2015～2017 年度）

3,900 千円 

8. 堀田紀文 国土交通省・河川砂防技術研究開発（地域課題：静岡河川事務

所）「現地観測および水路実験の比較検証に基づく土砂生産域における土石

流評価手法の開発」（2016～2018 年度）5,000 千円 

9. 堀田紀文 砂防学会公募研究会「土石流中の微細土砂の挙動に関する研究

会」（2017～2019 年度）900 千円 

10. 山川陽祐（分担者） 2017 年度 砂防・地すべり技術センター研究助成「土

砂災害の多様性と地域性を考慮した土砂災害危険雨量の運用に関する検

討」，870 千円（総額） 

 

（３）知的財産権等 

該当なし 

 

 

５．産官学連携、国際共同研究等 
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1. 堀田紀文 台湾成功大学防災研究センターとの共同研究（2017 年 11 月に台

湾にて合同調査実施，上記科学研究費の研究で） 

2. 堀田紀文 土木研究所との共同研究（土石流の流動機構に関する水路実験，

上記国交省の研究開発で実施し，実験は土木研究所の施設で行った） 

3. 堀田紀文 (株)建設技術研究所との共同研究（土石流扇状地の形成過程に関

する水路実験，本年度は主にデータ解析を実施，また筑波大から建設技術

研究所への技術供与 (sfm に関する講習会)も実施した） 

4. 松井哲哉 東大生産研、農研機構、国立環境研究所、東京農業大学、高知

大学、雲南大学（中国）、信義大学（台湾）、モンゴル生命科学大学（モン

ゴル）などと、共同研究を実施中． 

 

６．シンポジウム、研究会、ワークショップ等開催実績 

1. 上條隆志（主催者（伊豆諸島植生研究グループ）代表）（2017）第 27 期プ

ロ・ナトゥーラ・ファンド助成による「伊豆諸島の自然保護シンポジウム」

の開催（2017 年 9 月 27 日，東京都大島町）． 

2. 藤岡正博 日本鳥学会 2017 年度大会． 

 

７．その他 

該当なし 
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各研究部門の報告 

１．山活用部門 

１．メンバー 

 教授  津村義彦、呉羽正昭、江前敏晴 

 准教授  ◯立花 敏、廣田 充、興梠克久、小幡谷英一、中川明子、守屋繁春

（連携大学院） 

 助教  出川洋介、佐藤幸恵、山下亜紀郎、浅野眞希 

 研究員  氏名、氏名、氏名 

 学生  大学院生○名、学類生○名 

 
２．研究活動の概要 

―自然科学面での概要― 
1. 木材の利用に関わる研究を行った。圧縮木材に関し、圧縮によって弾性や緩

衝性が発現する機構や、水蒸気処理による変形固定の機構を解明するととも

に、それらを応用した用途の開発を行った。また、熱処理木材に関し、特に

楽器材料として用いる場合に重要となる振動特性、色および吸湿特性を明ら

かにした。 
2. 日本固有種であり蓄積量が増大して利用が急がれているスギのバイオリフ

ァイナリーを目的とした酵素糖化処理効率を向上させるために、セルロース

と リ グ ニ ン の 溶 解 が 良 好 で あ る と さ れ る イ オ ン 液 体

1-ethyl-3-methylimidazolium acetate による前処理条件の検討を行ったほ

か、スギから酸加溶媒分解処理によって得られた改質リグニンの不純物であ

る糖由来変性物の検討を行った。また、植林木であるアカシア樹皮の有効利

用の 1つとして木材保存剤としての可能性を検討するために縮合型タンニン

の構造を検討した。 
3. シロアリ共生系より得られた木質バイオマス糖化関連因子の産業応用にか

かる研究を継続的に実施し、特に企業との共同研究では複数の新奇因子の性

能試験を行い、特許取得へ向けた準備を行った。また、シングルセルトラン

スクリプトーム法を用いた新規非糖化酵素系因子の探索を引き続き実施し

た。これまでに得た酵素の性質決定も併行して進めると共に、環境中から広

くマイクロバイオームの構造と機能に関する情報を得るための total 
RNA-seq 法のパイプラインを構築し、その有用性を検討した。 
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4. 接合菌類、ツボカビ類の系統分類学的研究、および大学院生の課題として担

子菌系酵母の系統分類学、地衣内生菌・地衣化菌類の群集生態学、種生態学

的研究、並びに山岳地帯の発酵に関わる酵母の分類学的研究を、また卒業研

究生の課題として菅平高原産変形菌類相の調査を進めた。また、平尾章氏と

共同で長野県下の花蜜・ハナバチ類に関わる酵母、接合菌類の研究を進めた。

菅平ナチュラリストの会松崎務氏ほかと長野県下の地衣類相、植物相等のイ

ンベントリー調査に着手した。群馬県立自然史博物館の協力を得て群馬県の

接合菌類相調査を開始した。また、国内外の学会、研究会、ワークショップ

等 5 件の企画運営に携わった。 
5. 陸域節足動物（主にハダニ類、ショウジョウバエ類など）を対象に、行動や

生態の多様性や進化に関する研究と、その応用に関する研究を行っている。

平成 29 年度は、新規に採択された科学研究費補助金・基盤研究 (C)の研究

課題「繁殖における雄の代替戦術の進化と母性効果の役割について」に関す

る研究を開始した。本研究は、農業害虫であり、かつ次世代モデル生物であ

るナミハダニを対象に、雄間闘争とその代替戦術の進化の解明を目的とした

基礎的研究であるが、その成果は、生物多様性の理解と害虫管理に役立つと

期待される。また、チェコ共和国の国立生物学研究センター（Biology Centre 
CAS）に一月ほど滞在し（4 月 2 日～26 日）、当研究センターにて行われて

いる、「昆虫病原性糸状菌と昆虫寄生性線虫を用いた農業害虫コロラドハム

シとネダニの防除」に関する研究に加わり、主にその効果と持続性に関する

シミュレーション解析を担当した。その他、菅平高原実験所の草原を対象と

した保全生態学的研究「オオブタクサの侵入が植物相と動物相に与える影響

に つ い て ： 菅 平 高 原 の ス ス キ 草 原 に お け る 事 例 」（ 参 照 ：

http://www.sugadaira.tsukuba.ac.jp/news/2017/170601news.html）や、ア

ムステルダム大学との共同研究「非モデル生物である単数倍数体ハダニ（ミ

ツユビナミハダニ）を対象に雑種崩壊メカニズムの検証」など、過去の研究

の成果報告を行った。 
―社会科学面での概要― 
1. 山岳地域でのツーリズムに関する研究を深めるなかで，日本とヨーロッパ・

アルプスにおけるスキーリゾートの発展プロセスにみられる地域的な特徴

を解明した。また，山岳地域での海外巡検がもつ教育効果を検討した。 
2. 持続可能な森林管理を可能とする法制度及びそれを担う主体形成を主たる
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研究テーマとし，林業経営体（自伐林家を含む森林所有者による自営林業，

森林所有者から森林施業・経営を受託する林業事業体等）の経営分析及びこ

れらに雇用される林業労働者の育成施策について，政治経済学および村落・

環境社会学の観点から，また主としてフィールド調査により主に日本国内を

対象に研究した。 
3. 森林セラピーは人間の健康管理に寄与する以外に、事業を行う地域への経済

効果が期待されている。しかし、森林セラピーの生理学的研究は多数みられ

るが、経済効果を推計した研究は見られない。そこで、信州信濃癒しの森事

業を対象に森林セラピー事業の経済波及効果の推計を行った。手法としては、

観光統計、事業運営主体や事業を利用する企業への聞き取り調査、独自に作

成した平成 21 年信濃町産業連関表を用い、2011 年から 2015 年の 5 年間計

の信州信濃癒しの森事業の経済波及効果を推計した。その結果、経済波及効

果のうち生産誘発効果合計は約 3 億 3,925 万円、付加価値誘発効果は約 1 億

7,581 万円、税収効果は約 308 万円と算出された。生産誘発係数は 1.32 であ

った。部門別では宿泊業部門に大きな経済波及効果が生じており、今後は企

業の研修利用を引き続き呼び込むことでより大きな経済波及効果を生むこ

とができると考察した。 
4. 全国各地で竹林拡大が問題となっていることを念頭に、継続的な竹林整備の

ために必要なこと、今後の竹林の利用や活用のあり方を検討することを目的

とし、森林湖沼環境税を用いた竹林整備事業の多い茨城県つくば市茎崎地区

大舟戸を事例に調査研究を行った。手法としては、聞き取り調査およびアン

ケート調査を用い、竹林に対するイメージ、現況の竹林の認識度、その生活

への影響、行政の竹林整備事業に対する認知度、今後の竹林の利用のありよ

うなどを分析した。その結果、竹林に対してタケノコ生産の場という認識を

持つ人が多く、現在の竹林の状況は「荒廃している」と捉えられていた。し

かし、竹林が「拡大している」という意識はなく、竹林整備事業の認知度も

低かった。その一方、竹林の荒廃・拡大の生活への影響として、「農地に侵

入」など多様な意見が挙がり、今後も景観として残すために整備を望む声が

多いことが明らかになった。そのため、行政の事業をより広く知らせること

で竹林整備が進展すること、竹林を「タケノコ生産の場」として管理するこ

とが重要であることを考察した。 
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３．研究業績リスト 

（１）研究論文 
 A) 査読付き原著論文 
1. E.Obataya and T.Higashihara: Reversible and irreversible dimensional 

changes of heat-treated wood during alternate wetting and drying. Wood 
Sci.Technol. 51, 739–749 (2017) 

2. E.Obataya: Effects of natural and artificial ageing on the physical and 
acoustic properties of wood in musical instruments. J.Cultural Heritage 
27S, S63-S69 (2017) 

3. Ismayati Maya, Nakagawa-izumi Akiko, Ohi Hiroshi, Structural 
elucidation of condensed tannin from the bark waste of Acacia 
crassicarpa plantation wood in Indonesia. Journal of Wood Science 
63(4):350-359.2017 

4. Umi Hamidah, Takuya Arakawa, Yin Ying H’ng, Akiko Nakagawa‑izumi, 
Masanori Kishino, Recycled ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium 
acetate pretreatment for enhancing enzymatic saccharification of 
softwood without cellulose regeneration. Journal of Wood Science 64(1) 
online.2018 

5. Satoshi Katahira, Nobuhiko Muramoto, Shigeharu Moriya, Risa Nagura, 
Nobuki Tada, Noriko Yasutani, Moriya Ohkuma, Toru Onishi and Kenro 
Tokuhiro (2017) Screening and evolution of a novel protist xylose 
isomerase from the termite Reticulitermes speratus for efficient xylose 
fermentation in Saccharomyces cerevisiae. Biotechnology for Biofuels, 
10:203 

6. Shigeharu Moriya, Hiroyuki Osada & Shunji Takahashi. (2017) Novel 
squalene-producing thraustochytrids found in mangrove water. Masato 
Otagiri, Ammara Khalid ORCID Icon, Bioscience, Biotechnology, and 
Biochemistry, Vol 81, Issue 10 2034-2037 

7. Yunhan Hsu Hirohiko KoizumiMasato OtagiriShigeharu MoriyaManabu 
Arioka (2017) Trp residue at subsite − 5 plays a critical role in the 
substrate binding of two protistan GH26 β-mannanases from a termite 
hindgut. Email author. Applied Microbiology and Biotechnology, 
https://doi.org/10.1007/s00253-017-8726-2, 1-11 
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8. Seto, K. and Y. Degawa (2018) Pendulichytrium sphaericum gen. et sp. 
nov. (Chytridiales, Chytriomycetaceae), a new chytrid parasitic on the 
diatom, Aulacoseira granulata. Mycoscience 59: 59-66. doi: 
10.1016/j.myc.2017.08.004. 

9. Sato Y., Mashimo Y., Suzuki R.O., Hirao A.S., Takagi E., Kanai R., 
Masaki D., Sato M., Machida R. Potential impact of an exotic plant 
invasion on both plant and arthropod communities in a semi-natural 
grassland on Sugadaira Montane in Japan. Journal of Developments for 
Sustainable Agriculture 12: 52-64. 2017 

10. Knegt B., Potter T., Pearson N.A., Sato Y., Staudacher H., Schimmel 
B.C.J., Kiers E.T. and Egas M. Detection of genetic incompatibilities in 
non-model systems using simple genetic markers: hybrid breakdown in 
the haplodiploid spider mite Tetranychus evansi. Heredity 118: 311-321. 
2017 

11. 坂本優紀・猪股泰広・岡田浩平・松村健太郎・呉羽正昭・堤純：オーストリ

ア・チロル州における海外巡検の実施とその教育効果.地理空間 10: 97–110, 
2017. 

12. 横山新樹・立花敏・氏家清和「森林セラピー事業の経済波及効果―信州信濃

町癒しの森事業を対象に―」『林業経済』（印刷中）、2018. 
13. 相原隆貴・立花敏「竹林の荒廃・拡大に対する周辺住民の認識・評価―茨城

県つくば市茎崎地区を事例に―」『森林計画学会誌』（印刷中）、2018. 
14. 林宇一・永田信・立花敏「林業作業者数変化の年齢・時代・コウホート効果

への分解に関する試論」『林業経済研究』63(3)：65～73、2017 
 
 B) 査読なし原著論文 
1. Tsuboi, Misao Itouga, Yuichi Hongoh, Shigeharu Moriya (2017) 

Mapping-based all-RNA-information sequencing analysis (ARIseq) 
pipeline simultaneously revealed taxonomic composition, gene expression, 
and their correlation in an acidic stream ecosystem. Arisa, bioRxiv doi: 
https://doi.org/10.1101/159293 (プレプリント：査読なし・査読誌投稿中) 

2. 興梠克久「関東地区における原木の安定供給」『木材情報』313 号，1～5 頁，

2017 年 

63



3. 興梠克久「川上から川下へ：木材産地における構造変化」『日事連』642 号，

4～9 頁，2017 年 
4. 興梠克久「林業新規就業の裾野を広げる－福井県の事例－」『森林組合』568

号，14～17 頁，2017 年 
5. 立花敏「近年における都道府県別素材生産と製材工場の動向」『木材情報』

319: pp. 1-4，2017 年 
6. 立花敏「欧州における森林認証材の利用促進：オランダを事例に」『木材情

報』318: pp. 10-13，2017 年 
7.  
 
 C) 総説 
1.  
 
 
 D) 著書 
1. 大沢奈津子・出川洋介「黒い壁で陣地を守れ：偽菌核プレートの話」日本菌

学会編『驚きの菌ワールド 菌類の知られざる世界』一般社団法人大学出版

部協会，92 頁，2017（分担執筆） 
2. 呉羽正昭『スキーリゾートの発展プロセス−日本とオーストリアの比較研究

−』二宮書店, 223 頁, 2017. 
3. 立花敏「第 2 章 東アジアにおける森林資源と木材利用」、「第 6 章 日本に

おける森林管理と木材利用に関する政策と木材需給」、馬駿・立花敏・今村

弘子編著『東アジアの森林・木材資源の持続的利用』農林統計協会（印刷中）、

2018、所収 
 
（２）国際会議発表 
 A) 招待講演 
1.  
 
 
 B) 一般講演 
1. S. Sato, E. Obataya, H. Yamauchi, K. Adachi: Extremely large mechanical 

loss tangent of compressed wood in the radial direction. IUFRO 
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Conference Division 5, 2017 年 6 月, Vancouver (Canada) ポスター賞 1 位 
2. N. Zeniya, M. Matsuo and E. Obataya: Changes in color and vibrational 

properties of wood due to accelerated ageing. IUFRO Conference Division 
5, 2017 年 6 月, Vancouver (Canada) ポスター賞 2 位 

3. E. Obataya and C. Shuoye: Shape fixation of densified wood by steam 
treatment. IUFRO Conference Division 5, 2017 年 6 月 , Vancouver 
(Canada) 

4. N. Zeniya, M. Matsuo, N. Mito, A. Nakagawa and E. Obataya: Changes in 
vibrational properties and color of due to heating at different relative 
humidities. 4th Anuual Conference COST FP1302 WoodMusICK, 2017 年

10 月, Brussels (Belgium) 
5. S. Sato, E. Obataya, K. Adachi and H. Yamauchi: Vibrational propertiesof 

compressed wood and possibility of using compressed wood as a material 
for repairing cracks in wooden musical instruments. 4th Anuual 
Conference COST FP1302 WoodMusICK, 2017 年 10 月 , Brussels 
(Belgium) 

6. E. Obataya and R. Nakanishi: Criteria for selecting reed (Phragmites 
Australis) of Japanese traditional oboe (Hichiriki) and recent attempt for 
the plantation of reed in a managed field. 4th Anuual Conference COST 
FP1302 WoodMusICK, 2017 年 10 月, Brussels (Belgium) 

7. Watanabe, S., Okane, I., Degawa, Y., Shen, W.-C., and Y. Yamaoka (2017) 
The first record of Eocronartium muscicola in Taiwan. 2017 Annual 
meeting of mycological society ROC & Taiwan-Japan mycological 
research conference （106 年度中華民國真菌學会年會・2017 台日真菌學術

検討會）, Song-Pei Lecture Hall, National Taiwan University（臺灣大學松

柏講堂）, 21 Oct., 2017. 
8. Degawa Y. (2017) Heterothallism in Zoopagales (Zoopagomycota) under 

culture. Asian mycological congress, Tan Son Nhat hotel, Hochimin city, 
10-13 Oct., 2017. 

9. Masumoto H., and Y. Degawa (2017) Changes in the flora of 
lichen-inhabiting fungi, before and after surface sterilization of lichen 
thallus. Asian mycological congress, Tan Son Nhat hotel, Hochimin city, 
10-13 Oct., 2017. 
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10. Watanabe, S., Okane, I., Degawa, Y., Shen, W.-C., and Y. Yamaoka (2017) 
Taxonomic study on moss parasitic fungus, Eocronartium muscicola. 
Asian mycological congress, Tan Son Nhat hotel, Hochimin city, 10-13 
Oct., 2017. 

11. Degawa, Y. (2017) Myxomyceticolous fungi in Japan. The 9th 
International congress on the systematics and ecology of myxomycetes, 
Tanaberu, Tanabe, 18-23 Aug., 2017. 

12. Inaba, S., Iwamoto, Y., and Degawa, Y. (2017) Cryopreservation of 
protostelid strains in NBRC. The 9th International congress on the 
systematics and ecology of myxomycetes, Tanaberu, Tanabe, 18-23 Aug., 
2017. 

13. Iwamoto, Y., Matsumoto, J., Inaba, S., and Y. Degawa (2017) Floristic and 
taxonomic studies of Protostelids in Japan. The 9th International 
congress on the systematics and ecology of myxomycetes, Tanaberu, 
Tanabe, 18-23 Aug., 2017. 

14. Sato Y., Rühr P.T., Schmitz H., Egas M., Blanke A. Coexistence of 
late-hawk strategy and hawk strategy for male competition in the 
two-spotted spider mite. Poster presentation (the symposium “S24 
Eco-evolutionary dynamics” organized by Brunner F., Deer J., Egas M., 
Eizaguirre C., Raeymaekers J.) in the 2017 Congress of the European 
Society for Evolutionary Biology, 20-25 August 2017 in Groningen, the 
Netherlands 

15. Norihide Hinomoto, Yukie Sato, Kaori Yara, Takeshi Shimoda. Population 
structure of the phytoseiid mite, Neoseiulus womersleyi, in an 
experimental organic tea field. Oral presentation in the 6th meeting of 
IOBC Working Group “Integrated Control of Plant-Feeding Mites”, 4-7 
September 2017 in Chania, Greece 

16.  
 
（３）国内学会・研究会発表 
 A) 招待講演 
1. 興梠克久「転換期の森林保険」森林保険制度創設 80 周年記念シンポジウム，
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森林研究・整備機構森林保険センター，2017 年 10 月 31 日，学士会館，東

京 
2. 興梠克久「林業への就職を考えている人への就職支援内容やキャリアアップ

研修について」平成 29 年度林業就業支援講習，公益財団法人福井県林業従

事者確保育成基金，2018 年 2 月 10 日，福井県嶺北林産協同組合，福井 
3. 出川洋介「群馬県産微小菌類（カビ類）の自然史の解明―I 群馬県立自然史

博物館周辺の森林の接合菌相―」ぐんまの自然の『いま』を伝える, 群馬県

立自然史博物館, 2017 年 1 月 13 日. 
4.  
 
 B) 一般講演 
1. 呉羽正昭・フンク カロリン・有馬貴之: インバウンド・ツーリズムの発展を

地理学で考える. 日本地理学会秋季学術大会（三重大）2017 年 9 月. 
2. 呉羽正昭: 日本のスキーリゾートにおけるインバウンド・ツーリズムの発展. 

日本地理学会秋季学術大会（三重大）2017 年 9 月. 
3. 王夢鵠・興梠克久「森林環境税事業評価の現状と課題－山口県を事例に－」

林業経済学会秋季大会，2017 年 11 月，九州大学，福岡 
4. 興梠克久・姜學模「韓国における林業人材育成」林業経済学会秋季大会，2017

年 11 月，九州大学，福岡 
5. 川﨑章惠・興梠克久「主伐移行期における林業労働力の存在形態－大分県下

森林組合を事例に－」林業経済学会秋季大会，2017 年 11 月，九州大学，福

岡 
6. 吉田美佳・興梠克久「自伐林家グループによる林業機械共同利用の維持管理

費分析」林業経済学会秋季大会，2017 年 11 月，九州大学，福岡 
7. 時空間に対して離散的・連続的に採取した環境水のプランクトンと物理化学

プロファイルの特徴抽出. 種田あずさ, 大島嵩裕, 坪井裕理, 伊達康博, 伊達

康博, 守屋繁春, 守屋繁春, 菊地淳, 菊地淳, 菊地淳. 日本生物工学会大会, 
2017 年 8 月 

8. 高等シロアリにおける腸内木質分解原生生物の再獲得の可能性. 猪飼 桂，守

川 貴裕，_橋 雄大，守屋 繁春, 大熊 盛也，井上 徹志，山田 明徳，本郷裕

一. 日本共生生物学会第一回大会, 2017 年 
9. Total RNA Seq を用いたアマゾン流域のネグロ川における微生物群集構造
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と発現遺伝子の解析. 坪井 亜里沙，本郷 裕一, 守屋 繁春, 日本共生生物学

会第一回大会, 2017 年 
10. RNA-seq によるシロアリ共生系の生態系機能へのアプローチ. 守屋 繁春，

小田切 正人, 日本共生生物学会第一回大会,2017 年 
11. シングルセルトランスクリプトームによりシロアリ腸内原生生物の一種が

キチン分解を通して効率的な窒素の 利用に資することが示された. 西村 祐
貴，小田切 正人, 雪 真弘, 井上 潤一, 守屋 繁春, 大熊 盛也, 日本共生生物

学会第一回大会, 2017 年 
12. シングルセルトランスクリプトームに基づくイエシロアリ共生原生生物の

機能解明. 西村祐貴, 小田切正人, 雪真弘, 井上潤一, 守屋繁春, 大熊盛也, 
大熊盛也, 日本微生物生態学会大会, 2017 年 

13. 出川洋介・平尾章(2017) マルハナバチ類の花粉団子より分離されたケカビ目

菌. 第三回山岳科学学術集会, 山梨大学甲府キャンパス, 2017 年 12 月 16 日

～17 日.  
14. 平尾章・出川洋介(2017) 山地草原におけるハナバチ類と花蜜酵母を含む真菌

類の関わり. 第三回山岳科学学術集会, 山梨大学甲府キャンパス, 2017 年 12
月 16 日～17 日. 

15. 出川洋介・平尾章 (2017) マルハナバチ類の花粉団子から分離された真菌類. 
第 1 回日本共生学会大会, ワークショップ, 筑波大学筑波キャンパス, 2017
年 11 月 19 日. 

16. 平尾章・出川洋介(2017) ハナバチ類と花蜜酵母を含む真菌類の関わり. ミツ

バチサミット 2017, 筑波大学筑波キャンパス, 2017 年 11 月 11 日～12 日.  
17. 若菜大悟・武田尚・細江智夫・山岡裕一・岡根泉・出川洋介・阿部淳一・細

矢剛・升屋勇人(2017)国内ヤチダモ落枝葉から単離された Hymenoscyphus 
fraxineus の viridiol 産生能. 環境微生物系学会合同大会 2017・日本菌学会

第 61 回年次大会, 東北大学川内北キャンパス, 2017 年 8 月 29 日～31 日. 
18. 岡田元・中島稔・渡辺舞・正木照久・飯田敏也・大熊盛也・出川洋介(2017) 日

本産 Mycosylva 属菌について. 環境微生物系学会合同大会 2017・日本菌学

会第 61 回年次大会, 東北大学川内北キャンパス, 2017 年 8 月 29 日～31 日 
19. 岡根泉・井上貴仁・石賀康博・出川洋介・細矢剛・山岡裕一(2017) 環境微生

物系学会合同大会 2017・日本菌学会第 61 回年次大会, 東北大学川内北キャ

ンパス, 2017 年 8 月 29 日～31 日. 
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20. 佐藤大樹・出川洋介(2017) 筑波山で採集された水生昆虫の消化管寄生菌ハル

ペラ目の 3 種について. 環境微生物系学会合同大会 2017・日本菌学会第 61
回年次大会, 東北大学川内北キャンパス, 2017 年 8 月 29 日～31 日. 

21. 出川洋介・平尾章(2017) 菅平高原より分離された Metschnikowia 属花蜜酵

母. 環境微生物系学会合同大会 2017・日本菌学会第 61 回年次大会, 東北大

学川内北キャンパス, 2017 年 8 月 29 日～31 日. 
22. 升本宙・出川洋介(2017) 地衣体の表面殺菌による地衣生息菌相の変化. 環境

微生物系学会合同大会 2017・日本菌学会第 61 回年次大会, 東北大学川内北

キャンパス, 2017 年 8 月 29 日～31 日. 
23. 佐藤幸恵・坂本洋典・後藤哲雄・齋藤裕・Jung-Tai Chao・Martijn Egas・

望月淳「ススキスゴモリハダニにおける生殖隔離の発達機構」、口頭発表、

動物学セミナー、2017 年 12 月 2 日、上田市 
24. 佐藤幸恵、坂本洋典、後藤哲雄、齋藤裕、Jung-Tai Chao、Martijn Egas、

望月淳「社会性ハダニにおける種分化機構：生殖隔離の強化はおこっている

のか？」、ポスター発表、第 3 回山岳科学学術集会・山岳科学公開シンポジ

ウム、2017 年 12 月 16-17 日、甲府市 
 
（４）解説記事等 
1. 守屋繁春「生物も学会も共生で進化する！？日本共生生物学会（第 50 回日

本原生生物学会・第 1 回日本共生生物学会合同大会）」, 実験医学（査読無し・

提出済み） 
2. 出川洋介, 2017. 酵母によせて 大学院生山田宗樹君のこと. 菅平生き物通

信, (58): 2. 
3. 出川洋介, 2017. 接合菌の学名、和名、その所以. かびと生活, 10(2):19-22. 
4. 原田浩・出川洋介, 2017. 「長野県地衣類誌資料」の創刊にあたって. 長野県

地衣類誌資料(1): 1 
5. 立花敏（2017）世界規模でみた森林認証の展開と地域性，山林 1597: pp. 

50-51. 
6. 立花敏（2017）日本の公共建築物における木材利用の状況，山林 1596: pp. 

52-53. 
7. 立花敏（2017）2005～15 年における合板用素材需給構造の変化，山林 1595: 

pp. 50-51. 
8.  
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４．受賞、外部資金、知的財産権等 

（１）受賞 

1. ウッドデザイン賞 2017「圧縮木材の圧縮弾性を応用した柔らかく傷が残り

にくい床材」 
2. ウッドデザイン賞 2017「木材の形状記憶能を活かした簡便で緻密な浮彫加

工」 
 
（２）外部資金 

1. 公益財団法人 LIXIL 住生活財団/2016 年度調査研究助成「圧縮木材の衝撃緩衝性」

2016 年 12 月～2017 年 12 月（1,280,000 円） 

2. 江間忠・木材振興財団研究助成「木材の横圧縮による高ダンピング特性発現機構の

解明とその応用」2015 年 7 月～2017 年 6 月（1,400,000 円） 
3. 呉羽正昭（代表）科学研究費補助金・挑戦的萌芽研究，平成 27 年〜平成 29

年「景観変化とイメージ創造に基づいたリゾート発展モデルの構築」，2,860
千円 

4. 呉羽正昭（代表）科学研究費補助金・基盤研究（B），平成 27 年〜平成 29
年「日本におけるインバウンド・ツーリズムの発展に関する地理学的研究」，

13,060 千円 
5. 興梠克久（分担）科学研究費補助金・基盤研究（B），平成 27～29 年度「「自

伐型林業」方式による中山間地域の経済循環と環境保全モデルの構築」（研

究者代表・家中茂），課題番号 15H04562 
6. 興梠克久（代表）科学研究費補助金・基盤研（C），平成 28～30 年度「職業

能力の「見える化」に対応した林業雇用管理のあり方に関する研究」，課題

番号 16K07888 
7. 興梠克久（分担）科学研究費補助金・基盤研究（C），平成 29～31 年度「2015

年センサス・ミクロデータを用いた構造分析による林業成長産業化の検討」

（研究者代表・藤掛一郎），課題番号 17K07845 
8. 守屋繁春（分担）科学研究費補助金・基盤研究（C）、平成 29 年〜平成 31

年「腸内細菌叢の代謝系がアワビの成長差に与える影響の解明」、300 千円

（平成 29 年度） 
9. 出川洋介（分担）科学研究費補助金・基盤研究（B）、2015-2017 年度「Ash 

70



dieback 病原菌の起源地周辺での生態、多様性と移入病原菌リスク評価」研

究課題番号：20605019 
10. 出川洋介（分担）科学研究費補助金・基盤研究（B）、2016-2020 年度「植物

プランクトンと多様な菌類の寄生関係：変動環境下における感染症動態の解

明」、課題番号：16H02943 
11. 佐藤幸恵（代表）科学研究費補助金・基盤研究（C）、平成 29 年～平成 31

年「繁殖における雄の代替戦術の進化と母性効果の役割について」、4,940 千

円（総額） 
12. 中川明子（分担）戦略的イノベーション創造プログラム（次世代農林水産業

創造技術）「地域のリグニン資源が先導するバイオマス利用システムの技術

革新」平成 27～29 年、6,000 千円（受入総額） 
13.  

 
3) 産官学連携、国際共同研究等 
 
 
（３）知的財産権等 

1.  
 
５．産官学連携、国際共同研究等 

1. 企業との共同研究あり（秘密保持契約の定めにより理研外へ共同研究先開示

不可） 
2. アマゾナス州立大学・連邦アマゾン大学・国立アマゾン研究所：totalRNA-seq

解析による環境マイクロバイオームの生態系機能に関する研究 
3. 共同研究 北里大学北里生命科学研究所「接合菌類からの新規生物活性物質

の探索」 
4. 共同研究 東邦大学看護学部感染制御学研究室「抗微生物薬耐性細菌および

真菌の胞子形成の微細構造、形態分類に関する研究」 
5. 「繁殖における雄の代替戦術の進化と母性効果の役割について」協力研究

者：Prof. Peter Shausberger（ウィーン大学、オーストリア）、Asst. Prof. 
Martijn Egas（アムステルダム大学、オランダ）実施期間：2017 年 4 月～

2019 年 3 月 
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6. 「農業害虫防除における昆虫病原性糸状菌と昆虫寄生性線虫の効果的かつ

持続的利用方法について」共同研究者：Dr. Rostislav Zemek（Biology Centre 
CAS、チェコ共和国）実施期間：2017 年 4 月～ 

 

６．シンポジウム、研究会、ワークショップ等開催実績 

1. 日本共生学会準備会および第一回大会開催事務局 
2. 2017 年 6 月 日本菌学会関東支部会・日本変形菌研究会合同ワークショッ

プ. 筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所. 幹事として企画運営実施 
3. 2017 年 8 月 第 9 回国際変形菌分類・生態学会議. 和歌山県田辺市紀南文化

会館および文化交流センターたなべる （The 9th International congress on 
the systematics and ecology of myxomycetes, Tanaberu, Tanabe, 18-23 
Aug., 2017.）. 幹事として企画運営実施 

4. 2017 年 10 月 Taiwan-Japan mycological research conference （2017 台

日真菌學術検討會）. Song-Pei Lecture Hall, National Taiwan University
（臺灣大學松柏講堂）. 担当理事として企画運営実施 

5. 2017 年 11 月 第 50 回日本原生生物学会・第 1 回日本共生生物学会合同大

会. 筑波大学筑波キャンパス. 担当理事として企画運営実施. 
 
 
７．その他 

1.  
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教育部門 

１．教育活動の概要 

MSC では、39 名のセンター教員、2 名の協力教員、4 名の連携大学院教員の計

45 名が、教育活動に携わっている。平成 29 年度は、平成 25 年度に認定された

文部科学省教育関係共同利用拠点「ナチュラルヒストリーに根ざした森と草原

の生物多様性教育拠点」の最終年度にあたり、MSCとして、本学のみならず、広

く全国の大学に向けた教育プログラムの提供を行ってきた（後詳述）。また、MSC

の設立と時を同じくして、平成 29年 4月には山岳科学学位プログラムが開設さ

れ、その教育活動に、MSC は大きく貢献してきた（後詳述）。平成 29 年度には

MSC の演習林（井川、八ヶ岳演習林、筑波実験林）および菅平高原実験所にお

いて、合計 60 件の実習等の教育プログラムが実施された。このうち、本学向け

の実習（後述の公開実習も含む）が 45 件、参加者数は 1503 名、延べ参加者数

は 4140 人・日であった。また、他大学による受託実習等の利用は 15 件で、参

加者数は 352 名、延べ参加者数は 1097 人・日であった。総計すると、計 60 件

の実習等において、参加者総数は 1855 名、延べ参加者総数は 5237 人・日であ

った。また、全国教育関係共同利用拠点における全国公開の実習として学部向

けに 7 件、大学院向けに 6 件の実習が実施された。平成 29 年度に MSC におい

て実施した実習等の教育実績の一覧を以下に示す。 
 
演習林 
井川演習林（4 件） 
【本学】 
2017年 7月 18日‐7月 21日, 森林流域工学実習/全国森林公開実習, 筑波大学生命環境学群生物資源学類, 

48 名, 山川陽祐・堀田紀文・清野達之 
2017 年 8 月 28 日‐9 月 1 日, 森林生物学実習, 筑波大学生命環境学群生物資源学類, 92 名, 上條隆志・山

川陽祐・清野達之 
【他大学等】 
2017 年 8 月 22 日‐23 日, 砂防学演習, 静岡大学農学部, 12 名 
2017 年 9 月 5 日‐8 日, 第 4 回森林フィールド講座・南アルプス編, 北海道大学ほか履修生, 76 名, 北大ス

タッフほか 
 
筑波実験林（26 件） 
【本学】 
2017 年 4 月 13 日, 植物系統分類学実験 I, 筑波大学生命環境学群生物学類, 20 名, 石田健一郎・中山剛 
2017 年 4 月 13 日, 6 月 29 日, 9 月 7 日, 12 月 7 日, デイケア実習, 筑波大学附属病院, 10 名 
2017 年 5 月 1 日, フレッシュマンセミナー, 筑波大学生命環境学群生物資源学類, 23 名, 門脇正史 
2017 年 5 月 17 日, フレッシュマンセミナー, 筑波大学生命環境学群生物資源学類, 23 名, 門脇正史 
2017 年 5 月 18 日, 生物資源生産科学実習, 筑波大学生命環境学群生物資源学類, 52 名, 門脇正史ほか 
2017 年 5 月 19 日, 生物資源フィールド学実習, 筑波大学生命環境学群生物資源学類, 70 名, 門脇正史ほか 
2017 年 5 月 25 日, 生物資源生産科学実習, 筑波大学生命環境学群生物資源学類, 47 名, 門脇正史ほか 
2017 年 5 月 26 日, 生物資源フィールド学実習, 筑波大学生命環境学群生物資源学類, 71 名, 門脇正史ほか 
2017 年 4 月 19 日‐2017 年 6 月 28 日, 森林植物学, 筑波大学生命環境学群生物資源学類, 32 名, 中村徹 
2017 年 6 月 8 日‐2017 年 10 月 31 日, 自然保護寄付講座「陸域フィールド実習」, 筑波大学自然保護寄

付講座, 2 名, 佐伯いく代・上條隆志 
2017 年 6 月 16 日, 2017 年 6 月 23 日, 生物資源フィールド学実験, 筑波大学生命環境学群生物資源学類, 

143 名, 門脇正史ほか 
2017 年 6 月 14 日, フレッシュマンセミナー, 筑波大学生命環境学群生物資源学類, 23 名, 門脇正史 
2017 年 7 月 13 日‐7 月 14 日, 生物資源科学研究法, 筑波大学生命環境科学研究科, 18 名, 門脇正史ほか 
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2017 年 7 月 23 日, 教員免状更新講習「里山探検隊」, 筑波大学, 60 名,  
2017 年 8 月 3 日, 大学院共通科目「魅力ある理科教員になるための生物・地学実験」, 筑波大学生命環境

科学研究科, 30 名, 戒能洋一・柿嶌眞・澤村京一・瀧川具弘・田島淳史・中山剛・野村港二・上野健一・
久田健一郎・八畑 謙介・山岡 裕一 

2017 年 9 月 7 日, Forests of Japan 2017 サマースクール, 筑波大学, 14 名  
2017 年 9 月 8 日, 大学院共通科目「魅力ある理科教員になるための生物・地学実験」, 筑波大学生命環境

科学研究科, 4 名, 戒能洋一・柿嶌眞・澤村京一・瀧川具弘・田島淳史・中山剛・野村港二・上野健一・
久田健一郎・八畑 謙介・山岡 裕一 

2017 年 10 月 11 日, 植物寄生菌学実験, 筑波大学生命環境学群生物資源学類, 11 名, 山岡裕一・岡根泉・
阿部淳一ピーター・石賀康博 

2017 年 10 月 12 日, 農林生物学実験, 筑波大学生命環境学群生物資源学類, 12 名, 門脇正史ほか 
2017 年 10 月 20 日, 陸域フィールド実習, 筑波大学自然保護寄付講座, 11 名, 佐伯いく代・上條隆志 
2017 年 10 月 23 日, Japan-Expert 専門日本語（ｱｸﾞﾛﾉﾐｽﾄ養成コース）, 2 名  
2017 年 11 月 2 日, 生物資源生産科学実習, 筑波大学生命環境学群生物資源学類, 48 名, 門脇正史ほか 
2017 年 11 月 16 日, 生物資源生産科学実習, 筑波大学生命環境学群生物資源学類, 49 名, 門脇正史ほか 
2017 年 11 月 24 日, 農林生物学実験（鳥類野外調査法）, 筑波大学生命環境学群生物資源学類, 11 名, 門

脇正史ほか 
2017 年 11 月 23 日, 生物資源科学研究法, 生命環境科学研究科, 2 名, 門脇正史ほか 
2017 年 12 月 7 日, 農林生物学実験, 筑波大学生命環境学群生物資源学類, 10 名, 門脇正史ほか 
 
八ヶ岳演習林（7 件） 
【本学】 
2017 年 7 月 12 日‐15 日, 自然保護寄付講座「陸域フィ－ルド実習, 筑波大学生命環境科学研究科×人間

総合科学研究科, 49 名, 上條隆志・佐伯いく代 
2017 年 7 月 19 日‐21 日, 自然保護寄付講座「自然保護教育と環境教育」, 筑波大学生命環境科学研究科

×人間総合科学研究科, 26 名, 佐伯いく代・川嶋直氏 
2017 年 9 月 4 日‐8 日, 森林総合実習, 筑波大学生命環境学群生物資源学類, 112 名, 門脇正史・清野達之・

小幡谷英一・中川明子・藤岡正博・津村義彦 
2017 年 9 月 19 日‐21 日, 植物寄生菌学実験, 筑波大学生命環境学群生物資源学類, 62 名, 山岡裕一・岡

根泉・阿部淳一ピーター・石賀康博 
【他大学等】 
2017 年 7 月 7 日‐8 日, 植生管理学セミナ－, 東京農工大学, 31 名, 星野義延 
2017 年 8 月 18 日, 樹木医総合演習, 信州大学, 12 名, 小林元 
2017 年 8 月 22 日‐25 日, 植物学野外実習, 東京学芸大学, 64 名, 岩元明敏 
 
菅平高原実験所（23 件） 
【本学】 
2017 年 7 月 10 日‐13 日, 大気科学野外実験筑波大学生命環境学群・地球学類地球環境科学専攻, 24 名, 田

中博 
2017 年 7 月 24 日‐29 日, 動物分類学野外実習・節足動物学野外実習, 筑波大学生命環境学生物学類・生

命環境科学研究科, 27 名, 町田龍一郎・八畑謙介 
2017 年 8 月 25 日‐27 日, 土壌調査法実習, 筑波大学生物資源学類, 11 名, 田村憲司 
2017 年 8 月 28 日‐9 月 1 日, 高原生態学実習・山岳高原生態学実習, 筑波大学生命環境学群生物学類・生

命環境科学研究科, 29 名, 大橋一晴・横井智之 
2017 年 9 月 5 日‐9 日,モデル生物多様性実習・モデル生物生態学実習, 筑波大学生命環境学群生物学類・

生命環境科学研究科, 29 名, 出川洋介・平尾章・佐藤幸恵 
2017 年 9 月 10 日‐13 日, 海山連携公開実習・海山生物学実習, 筑波大学生命環境学生物学類・生命環境

科学研究科, 13 名, 町田龍一郎・佐藤幸恵・和田茂樹 
2017 年 9 月 12 日‐15 日, 山岳科学フィールド実習 A・山岳科学概論 B, 筑波大学山岳科学学位プログラ

ム, 24 名, 津田吉晃・清野達之 
2017 年 9 月 19 日‐24 日, 多様性生態学実習・森林生態学実習・山岳森林生態学実習, 筑波大学生命環境

学群生物学類・生命環境科学研究科, 31 名, 田中健太・平尾章 
2017 年 9 月 25 日‐30 日, 菌類分類学野外実習・菌類多様性野外実習, 筑波大学生命環境学生物学類・生

命環境科学研究科, 39 名, 中山剛・出川洋介. 
2017 年 10 月 28 日‐29 日, 生物学特講, 筑波大学教育研究科理科教育専攻, 3 名,出川洋介. 
2017 年 11 月 20 日‐26 日, 実験場の NEP 調査等, 9 名, 筑波大学生命環境学群生物学類, 廣田充・安立美

奈子. 
2018 年 1 月 6 日‐11 日, 野外運動論演習Ⅱ雪上実習, 筑波大学体育専門学群, 2１名, 井村仁・坂本昭裕・

渡邊仁・坂谷充. 
2017 年 12 月 2 日‐3 日, 第 38 回菅平動物学セミナー, 筑波大学菅平高原実験所, 56 名, 町田龍一郎 
【他大学等】 
2017 年 6 月 8 日‐10 日, 多様性生物学演習, 東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻, 16 名, 細矢剛・

出川洋介 
2017 年 7 月 3 日‐7 日, 野外生態学実習Ⅰ, 東邦大学理学部生物学科, 15 名, 下野綾子. 
2017 年 7 月 7 日‐8 日, 生活環境学演習, 大阪産業大学デザイン工学環境理工学科, 18 名, 前迫ゆり. 
2017 年 8 月 7 日‐9 日, 生物について基礎的知識を獲得する, 文教大学教育学部生物学研究室, 8 名, 出井

雅彦 
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2017 年 8 月 7 日‐10 日, 野外基礎実習, 東邦大学理学部生物学科, 21 名, 土岐田昌和・町田龍一郎 
2017 年 8 月 19 日‐21 日, 野外生物学実習, 神戸大学大学院人間発達環境学研究科, 14 名,丑丸敦史・田中

健太 
2017 年 8 月 21 日‐25 日, 自然環境調査法, 福島大学共生システム理工学科, 20 名, 塘忠顕・町田龍一郎 
2017 年 9 月 2 日‐4 日, 生態学実験 2, 千葉大学理学部生物学科, 25 名, 村上正志・田中健太 
2017 年 9 月 7 日, 日本の土を見て, さわって,考える,京都大学大学院地球環境学堂, 11 名, 舟川晋也・渡邉

哲弘 
2017 年 10 月 25 日‐26 日, Field Exercise in Environmental Ecology, 首都大学東京都市環境学部自然文

化ツーリズム, 9 名, 沼田真也・高木悦郎 

 
２．教育関係共同利用拠点事業 

MSC は（平成 25～28 年度は、前身筑波大学菅平高原実験センターとして）は、

平成 25 年度に文部科学賞教育関係共同利用拠点に認定され、平成 25 年 8 月 2

日から平成 29年 3月 31日までの間、「ナチュラルヒストリーに根ざした森と草

原の生物多様性教育拠点」として、全国の大学に広く教育利用の門戸を開き、

様々な教育プログラムを提供してきた。平成 29年度の MSCの教育拠点としての

教育実績を以下に示す。なお、平成 29年 9月に、当 MSCは「拠点名：ナチュラ

ルヒストリーに根ざした山岳科学教育拠点」（拠点類型：演習林等）」として、

引き続き、平成 30年 4月 1日より 5年間の教育拠点の再認定を受けた。従来の

拠点事業では、生物多様性にフォーカスを当てた様々な実習を他大学生に公開

し（公開実習）、他大学の実習の受け入れや（受託実習）、他大学学生の研究指

導の受け入れにも（研究指導）、力を入れてきた。次の 5年間では、引き続き上

記 1～3の活動を行っていくとともに、運営母体が生物学だけでなく農学、環境

科学、地球科学の分野にまたがって活動する MSC となったことに伴い、教育内

容の高度化、教育内容の広範化、運営面の強化に力を入れ、山岳全体に関わる

幅広い自然環境関連問題を解決できる人材の輩出に貢献していく所存である。

平成 29年度の教育実績は以下の通りである。 

１）「公開実習・公開特講」 

以下の 7件を学部向け公開実習として実施した。 
森林流域工学実習/全国森林公開実習, 筑波大学生命環境学群生物資源学類, 2017 年 7 月 18 日‐21 日 
動物分類学野外実習, 筑波大学生命環境学群生物学類, 2017 年 7 月 24 日‐29 日 
高原生態学実習, 筑波大学生命環境学群生物学類, 2017 年 8 月 28 日‐9 月 1 日 
モデル生物多様性実習, 筑波大学生命環境学群生物学類, 2017 年 9 月 5 日‐9 日 
海山連携公開実習, 筑波大学生命環境学群生物学類, 2017 年 9 月 10 日‐13 日 
多様性生態学実習, 筑波大学生命環境学群生物学類, 2017 年 9 月 19 日‐24 日 
菌類分類学野外実習, 筑波大学生命環境学群生物学類, 2017 年 9 月 25 日‐30 日 
※2018 年 2 月開講予定 陸域生物学実習, 筑波大学生命環境学群生物学類,  

 

以下の 6件を大学院向け公開実習として実施した。 
節足動物学野外実習, 筑波大学生命環境科学研究科, 2017 年 7 月 24 日‐29 日 
山岳高原生態学実習, 筑波大学生命環境科学研究科, 2017 年 8 月 28 日‐9 月 1 日 
モデル生物生態学実習, 筑波大学生命環境科学研究科, 2017 年 9 月 5 日‐9 日 
海山生物学実習, 筑波大学生命環境科学研究科, 2017 年 9 月 10 日‐13 日 
山岳森林生態学実習, 筑波大学生命環境科学研究科, 2017 年 9 月 19 日‐24 日 
菌類多様性野外実習, 筑波大学生命環境科学研究科, 2017 年 9 月 25 日‐30 日 
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※2018 年 2 月開講予定 動物学野外実習, 筑波大学生命環境科学研究科 
 

また以下の授業 3件を公開授業として実施した。 

植物生態学Ⅱ、植物系統分類学Ⅲ、昆虫学特講 

 

２）「受託実習」 

平成 29年度は、以下、国公立大学 9校 9件、私立大学 3校 4件の計 12校 13件

の受託実習を受け入れた。 
【国公立大学】9 件 
東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻, 多様性生物学演習, 16 名, 2017 年 6 月 8 日 10 日, 菅平 
東京農工大学, 植生管理学セミナ－, 31 名, 2017 年 7 月 7 日‐7 月 8 日, 八ヶ岳 
信州大学, 樹木医総合演習, 12 名, 2017 年 8 月 18 日, 八ヶ岳 
神戸大学大学院人間発達環境学研究科, 野外生物学実習, 14 名, 2017 年 8 月 19 日‐1 日, 菅平 
福島大学共生システム理工学科, 自然環境調査法, 20 名, 2017 年 8 月 21 日-25 日, 菅平 
東京学芸大学, 植物学野外実習, 64 名, 2017 年 8 月 22 日‐8 月 25 日, 八ヶ岳 
千葉大学理学部生物学科, 生態学実験 2, 25 名, 2017 年 9 月 2 日-4 日, 菅平 
京都大学大学院地球環境学堂, 日本の土を見て, さわって,考える, 11 名, 2017 年 9 月 7 日, 菅平 
首都大学東京都市環境学部自然文化ツーリズム, Field Exercise in Environmental Ecology, 9 名, 2017 年

10 月 25 日-26 日, 菅平 
【私立大学】4 件 
東邦大学理学部生物学科, 野外生態学実習Ⅰ, 15 名, 2017 年 7 月 3 日-7 月 7 日, 菅平 
大阪産業大学デザイン工学環境理工学科, 生活環境学演習, 18 名, 2017 年 7 月 7 日-8 日, 菅平 
文教大学教育学部生物学研究室, 生物について基礎的知識を獲得する, 8 名, 2017 年 8 月 7 日‐9 日, 菅平 
東邦大学理学部生物学科, 野外基礎実習, 21 名, 2017 年 8 月 7 日-10 日, 菅平 
 

３．山岳科学学位プログラム 

平成 29 年 4 月に、日本初の山岳科学に特化した大学院として、「山岳科学学位

プログラム」が新たに開設された。この山岳科学学位プログラムは、筑波大学・

信州大学・静岡大学・山梨大学の４大学が連携する新たな大学院（博士前期課

程）で、山岳地域を取り巻く環境問題の解決や山岳生態系の持続的管理などに

対応できる人材育成を目指しており、修了時には、「修士（山岳科学）」の学位

を取得できる。本年、6名の入学者があり、新規に立ち上げられた教育プログラ

ムの実績として、専門基礎科目（山岳科学）として 11件、専門応用科目の（山

岳科学-領域共通）として 10 件、（山岳科学-生物圏領域）として 11 件、（山岳

科学-地球圏領域）として 10件、山岳科学-人間圏領域）として 6件の授業・実

習等が開講され、その多くに MSC は大きく寄与している。山岳科学学位プロ担

当の 51名の教員中、39名は MSCのセンター教員もしくは協力教員として教育研

究に携わっている。 

 連携大学は以下の通りである。 
•筑波大学 生命環境科学研究科 
•信州大学 総合理工学研究科（理学専攻・工学専攻・繊維学専攻・農学専攻） 
•信州大学 先鋭領域融合研究群・山岳科学研究所 
•静岡大学 大学院 総合科学技術研究科 
•山梨大学 大学院 生命環境学専攻 山岳科学特別教育プログラム 
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４．学生指導実績 

平成 29 年度に MSC において研究指導をした学生は合計 22 名で、その内訳は

以下の通りである。 
【演習林】（14 名） 
Singgih Utomo（筑波大学生命環境科学研究科（博士後期課程）生物圏資源科学専攻 3 年次, 指導教員：

津村義彦 , 研究テーマ： Genetic Conservation of Important Forest Tree Species, Shorea 
macrophylla, in Indonesia） 

Khairul Azmi Abdul Rahman（筑波大学生命環境科学研究科（博士後期課程）生物圏資源科学専攻 1 年次, 
指導教員：津村義彦 , 研究テーマ：Phylogenetic Relationships, Molecular Dating and DNA 
Sequence-Based Identification of Shorea species (Dipterocarpaceae) in Peninsular Malaysia） 

Sawitri（筑波大学生命環境科学研究科（博士後期課程）生物圏資源科学専攻 1 年次, 指導教員：津村義彦, 
研究テーマ：Genome-wide association study of Shorea platyclados） 

俵薫乃子（筑波大学生命環境科学研究科（博士後期課程）生物圏資源科学専攻 1 年次, 指導教員：藤岡正
博, 研究テーマ：牧草地がササへの採食圧緩和を通してシカ個体数密度に与える影響） 

東條一史（筑波大学生命環境科学研究科（博士後期課程）生物圏資源科学専攻 1 年次, 指導教員：藤岡正
博, 研究テーマ：冷温帯落葉広葉樹林における鳥類多様性の保全と管理） 

谷口未峰（筑波大学生命環境科学研究科（博士前期課程）生物資源科学専攻 2 年次, 指導教員：山川陽祐, 研
究テーマ：付加体堆積岩山地における基岩湧水の降雨応答特性） 

小野里談（筑波大学生命環境科学研究科（博士前期課程）山岳科学学位プログラム 1 年次, 指導教員：津
村義彦, 研究テーマ：中部地方におけるコナラとミズナラの遺伝的境界とその成立要因） 

工藤由香（筑波大学生命環境科学研究科（博士前期課程）生物資源科学専攻 1 年次, 指導教員：藤岡正博, 研
究テーマ：目立つ模様が捕食回避行動に果たす役割） 

植村元裕（筑波大学生物資源学類 4 年次, 指導教員：門脇正史, 研究テーマ：外来種アメリカザリガニの季
節的消長と体サイズの変化） 

遠藤啓生（筑波大学生物資源学類 4 年次, 指導教員：藤岡正博, 研究テーマ：低木・亜高木層の多様性がヤ
マネの生息に及ぼす影響） 

岡綾乃（筑波大学生物資源学類 4 年次, 指導教員：清野達之, 研究テーマ：樹皮の形質が樹幹流とその成分
に与える影響） 

小沼佑之介（筑波大学生命環境学群生物資源学類 4 年次, 指導教員：津村義彦, 研究テーマ：青葉山天然ス
ギの集団遺伝学的解析） 

川端慧（筑波大学生物資源学類 4 年次, 指導教員：門脇正史, 研究テーマ：学来種ミシシッピアカミミガメ
の個体群特性と食性） 

村上俊介（筑波大学生物資源学類 4 年次, 指導教員：藤岡正博, 研究テーマ：自動撮影カメラを用いた八ヶ
岳演習林の哺乳類相モニタリング） 

 
【菅平高原実験所】（8 名） 
小嶋一輝（筑波大学生命環境科学研究科（博士後期課程）生物科学専攻 1 年次,指導教員：町田龍一郎,研究

テーマ：最原始甲虫類始原亜目ナガヒラタムシ Tenomerga mucida (Chevrolat, 1829) の発生学的研
究 (昆虫綱・鞘翅目・ナガヒラタムシ科)） 

升本宙（筑波大学生命環境科学研究科（博士後期課程）生物科学専攻 1 年次,指導教員：出川洋介, 研究テ
ーマ：地衣類内生菌類に関する研究） 

武藤将道（筑波大学生命環境科学研究科（博士後期課程）生物科学専攻 3 年次,指導教員：町田龍一郎,研究
テーマ：カワゲラ目の比較発生学的研究） 

奥西宏太（筑波大学生命環境科学研究科（博士前期課程）山岳科学学位プログラム 1 年次,指導教員：出川
洋介,研究テーマ：山岳地帯の発酵に関わる酵母の研究） 

井上太貴（筑波大学生物学類 4 年次, 指導教員：田中健太, 研究テーマ：草原の時間的連続性が植物と蝶類
の種組成に与える影響） 

河合純（筑波大学生物学類 4 年次, 指導教員：田中健太, 研究テーマ：進入初期ニホンジカ Cervus nippon 
の採食生態：餌植物嗜好性と生息密度影響） 

坂梨瑠南（筑波大学生物学類 4 年次, 指導教員：出川洋介, 研究テーマ：菅平高原における変形菌類のフロ
ラ） 

山本鷹之（筑波大学生物学類 4 年次, 指導教員：町田龍一郎, 研究テーマ：「広腰亜目」（昆虫綱：膜翅目）
の発生学的研究に向けて―完全変態類のグラウンドプランの再構築―） 

 

５．その他 
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社会貢献 

１．社会貢献活動の概要 

 山岳科学センターが平成 29 年度に対応した社会貢献活動は、講演やイベント

支援などが合計 88 件、教職員の延参加数が 160 人、総参加者数が 3,150 人であ

った（平成 30 年 1 月 10 日現在）。ステーション別では、菅平高原実験所が 59
回、筑波実験林が 8 回、八ヶ岳・川上演習林が 13 回、井川演習林が 8 回であっ

た。以上の値には山岳科学センターの教職員が講師や各種委員等として直接個

人宛に依頼されて対応したケースは含んでいない。 
 同様に、出版や執筆による社会貢献活動は、菅平高原実験所と八ヶ岳演習林

において、それぞれ延 42 回と 21 回であった。 
 
 菅平高原実験所では、ステーションが長年かけて育ててきたボランティア会

である菅平ナチュラリストの会やその分科会（班）が活発に活動しており、計

25 回のイベントが開催された。また、公開講座「まちなか自然講座 ～昆虫・植

物・菌類～」を上田市内で開き、筑波大学社会連携課主催の 「夏のフィールド

実習」を菅平にて受け入れるなど、地域住民や小中高校生への働きかけを非常

に積極的に行ってきた。 
 
 筑波実験林では、附属病院リワークデイケア実習が主な活動である。つくば

キャンパス内にある豊かな自然を活かした活動で、患者たちに好評である。 
 
 八ヶ岳・川上演習林では、教職員も参加するボランティア組織を平成 28 年の

春に発足させており、会員数が 60 名を超えるまでに成長し、3 か所の森林にお

いて年に 6 回程度のイベントを開催している。隣接する国立天文台宇宙電波観

測所・信州大学野辺山ステーションとも日頃より連携・連絡している。また、

集計外だが、管理棟などの敷地を「八ヶ岳高原恵みの森」として開放しており、

動植物観察や散歩に利用されている。 
 
 井川演習林は、事務所の所在する静岡市葵区の井川地区の教育機関、公的機

関、自治会等との交流や相互援助に日頃から努めている。今年度は、静岡市教

育委員会や中部電力井川ダム管理事務所から新たに講師を依頼されるなど、地

域唯一の高等教育機関として様々な方面からさらに期待されている。 
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２．活動リスト 

 山岳科学センターの社会貢献活動について、1）講演・講師・運営等、2）会場提供等、

3）招待参加等、4）出版物に分けて列挙する。スペースの都合で、一部の活動は個別に

掲載せずに集約して回数を記した。また、理解可能な範囲で活動名等の一部を略した。 

（ST＝ステーション、菅平 N会＝菅平ナチュラリストの会）。 

 

■講演・講師・運営等 

ST 活動名 
月日/回

数 
実施場所 主催 参加対象者 

菅平 菅平 N 会地衣類班 7 回 菅平 菅平 N 会地衣類

班 

菅平 N 会会員・

菌研学生 

菅平 菅平 N 会定例観察

会 

3 回 菅平 菅平 N 会 菅平 N 会会員 

菅平 公開講座「まちなか

自然講座 ～昆虫・

植物・菌類～」 

9 回 まちなかキャン

パスうえだ 

菅平 一般市民 

菅平 大明神寮柿渋塗り 4/29 菅平 菅平 教職員・学生・

菅平 N 会会員 

菅平 カントリーフェスティ

バル 

6/3 菅平 菅平高原観光協

会 

一般市民 

菅平 サイエンスカフェ

「変形菌（粘菌）を

観察しよう」 

6/3 上田市マルチメ

ディア情報セン

ター 

上田市マルチメ

ディア情報センタ

ー 

一般市民 

菅平 信州森フェス 6/24-25 菅平高原プチホ

テルゾンタック 

信州森フェス実

行委員会 

一般市民 

菅平 普連土学園林間学

校自然観察会 

7/12 菅平 普連土学園 普連土学園生

徒 

菅平 GFEST 「夏のフィ

ールド実習」 

8/1 菅平 筑波大学社会連

携課 

GFEST 受講生 

菅平 上田高等学校 GSI

フィールドワーク 

9/12 菅平 上田高等学校 上田高校 1 学

年生徒 

菅平 ドングリ・木の実の

観察 

10/26 菅平 菅平小学校 菅平小学校 1

年生 

菅平 サイエンス CAFE 

キノコ（菌類）の世

界を探索しよう 

10/29 上田市マルチメ

ディア情報セン

ター 

上田市マルチメ

ディア情報センタ

ー 

一般市民 

菅平 第三回  菅平湿原

シンポジウム 

11/6 菅平高原国際リ

ゾートセンター 

菅平水土里会 地元の観光業・

農業・自然教育

関係者など 

菅平 上田地球を楽しむ

会 

11/10 上野ヶ丘公民館 上田地球を楽し

む会 

一般 

筑波 附属病院リワーク

デイケア実習 

4 回 筑波実験林 筑波大学附属病

院 

病院職員、学

生、患者 

八演 森の恵み会イベン

ト 

4 回 恵みの森 

川上演習林 

八ヶ岳森の恵み

会 

森の恵み会会

員 
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（つづき） 

ST 活動名 
月日/回

数 
実施場所 主催 参加対象者 

八演 大田区馬込中学校

林業体験教室 

6/20 恵みの森 大田区馬込中学

校 

大田区立野辺

山学園利用教

員・生徒 

八演 動植物調査と植物

の見分け方教室 

8/5 恵みの森 八ヶ岳森の恵み

会 

森の恵み会会

員 

八演 絶滅危惧種タルマ

イスゲ保全活動打

合せ 

10/5 八演管理棟 のべやま山野草

プロジェクト 

地元有志 

八演 絶滅危惧種アオナ

シ苗作り 

10/26 恵みの森 南牧村教育委員

会 

南牧村小学校

生徒等 

八演 のべやま山野草プ

ロジェクト発足式 

11/22 八演管理棟 のべやま山野草

プロジェクト 

地元有志 

八演 地元感謝デ－ 12/9 国立天文台野

辺山 

国立天文台等 地元住民 

井演 緑の少年団入団式 4/28 井川小中学校 井川小中学校 中学 1 年生・招

待者等 

井演 トムソーヤ オータ

ムキャンプ 

9/30 井川自然の家 静岡市教育委員

会 

キャンプ参加者

（小中学生） 

井演 中部電力上流設備

勉強会 

11/15 中部電力井川ダ

ム管理事務所 

中部電力井川ダ

ム管理事務所 

中部電力大井

川流域新任勤

務者 

 

■会場提供等 

ST 活動名 
月日/回

数 
実施場所 主催 参加対象者 

菅平 菅平 N 会（全体・草

原班） 

15 回 菅平 菅平 N 会 菅平 N 会会員 

菅平 公開自然観察会 3 回 菅平 菅平 一般市民 

筑波 教員免許状更新講

習 

7/23 植物見本園 筑波大学 小中高教員 

筑波 筑波実験林環境整

備 

3 回 筑波実験林 筑波実験林 実験林ボランテ

ィア 

 

■招待参加等 

ST 活動名 月日 実施場所 主催者・依頼者 参加対象者 

菅平 上田市立菅平小中

学校校庭大運動会 

9/29 菅平小中学校 菅平小中学校 菅平小中学校

生徒・教職員 

菅平 ふしぎ・なるほど・

おもしろサイエンス 

8/7-8 上田創造館 上田地域広域連

合（上田創造館） 

一般（主に小学

生くらいまでの

子供と家族） 

井演 井川小中学校評議

員会 

11/16 静岡市立井川

小中学校 

静岡市立井川小

中学校 

静岡市立井川

小中学校 

井演 各種団体長会議 11/15 静岡市葵区井

川支所 

井川地区自治会 井川地区住人

ほか 
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ST 活動名 月日 実施場所 主催者・依頼者 参加対象者 

井演 井川小中学校入学

式 

4/7 井川小中学校 井川小中学校 中学 1 年生・招

待者等 

井演 井川森林組合総会 6/13 静岡市葵区役

所井川支所 

井川森林組合 招待者 

井演 大井川治山センタ

ー合同安全祈願祭 

7/28 田代地区 大井川治山セン

ター 

招待者 

八演 川上村植樹祭 5/2 川上村高登谷

高原 

川上村 招待者 

八演 国立天文台野辺山

IEEE マイルストー

ン除幕式 

6/16 国立天文台野

辺山 

国立天文台野辺

山 

招待者 

 

■出版物 

ST 出版物 発行者 読者 回数 

菅平 菅平生き物通信 菅平 信濃毎日新聞、東郷堂販

売分 

3 

菅平 「週刊上田」のコラム

「高原だより」 

週刊上田新聞社 信濃毎日新聞上田・佐久

地域購読者 

39 

八演 森の恵み通信 八ヶ岳高原森の恵み会 会員配布（ウェブ公開） 4 

八演 メールつうしん 八ヶ岳高原森の恵み会 会員配信 17 
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  筑波大学山岳科学センター 

菅平高原実験所  

 

 

 

2017 年度（平成 29 年度） 

年次報告書（12 月末分） 

 
ピックアップ 

研 究 ≫≫≫ 

筑波大学プレスリリースに研究成果が2件掲載     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・関連8ページ 

社 会 貢 献 ≫≫≫ 

公開講座「まちなか自然講座～昆虫・植物・菌類～」 盛況    ・・・・・・・・・・・・・関連 7 ページ 

「大明神寮」が有形文化財として登録される見通し     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・関連 7 ページ 
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１－４．施設および設備 

【施設】 

敷地の面積は 35ha で，この敷地を樹木園に 4.5ha，草原区 6 ha，アカマツ林区 8.5ha，落葉広葉樹林区 14ha および施設区 2ha に

分け，教育・研究に利用できるように維持管理を行っている．建物は，昭和 41 年建築の大明神寮（152 ㎡），実験研究 A 棟（968 ㎡），

B 棟（639 ㎡）と宿泊棟（634 ㎡）からなり，それぞれ昭和 44 年と昭和 54 年に建築され，その後，昭和 56 年に器具庫（84 ㎡）が平

成 24 年に倉庫（17 ㎡）が建てられ現在にいたっている． 

【設備】 

気象・生態系：炭素・熱フラックス計、風向風速計 20 台、アスマン通風乾湿計 20 台、自記温度計 10 台、総合気象観測装置、

酸性雨雪自動測定装置、エアーサンプラー、電源設備（草原前） 

生物学一般：蒸留水等精製機3台、クリーンベンチ、冷凍庫、冷蔵庫、乾燥機3台、低温恒温層、菌類インキュベーター5台、植物グ

ロースチャンバー5 台、植物栽培棚 2 台、万能投影機、炭酸ガス分析計、炎光光度計、光合成測定システム、CN コーダー、電

子天秤、光量子計、凍結乾燥機 

形態学：実習用顕微鏡 40 台、実習用双眼実体顕微鏡 40 台、顕微鏡テレビ装置、画像解析装置、研究用インテリジェント万能顕

微鏡、研究用生物顕微鏡 10 台、研究用実体顕微鏡 10 台、走査型電子顕微鏡（トプコン SM-300）、透過型電子顕微鏡（日

立 HT7700・平成２５年９月納入）、光顕内蔵型透過型電子顕微鏡（トプコン LEM-2000）、蛍光実体顕微鏡 

分子生物学：遺伝子組み替え実験室（P1）、次世代型 DNA シーケンサー（ION PGM）、DNA シーケンサー(ABI3130)、サーマルサイク

ラー（96 プレート x4）、ティッシューライザー（192 サンプル）、マイクロプレートリーダー(96 サンプル)、遠心分離器 3 台、プレート

遠心分離器、中型電気泳動機 3 台、小型電気泳動機 2 台、ゲル写真撮影機、各種マルチチャンネルピペッター 

野外調査：RV 車、ワゴン車、マイクロバス（26 人乗）、 小型作業車、トラクター、ホイールローダー、除雪機、芝刈り機、草刈り機、小型

耕運機、発電機、GPS、双眼鏡 30 台、フィールドスコープ 5 台、ツルグレン捕虫機、捕虫網 20 個、測高棹 3 本、昆虫・植物

標本作製道具、各種図鑑、測量コンパス、メジャー、高枝切りばさみ、赤白ポール、イボ竹、長靴、スノーシュー、脚立、刈り払い

機・チェーンソー等作業機械、スコップ・鍬・ハンマー等作業用具、林間観測タワー（19m架設）、林冠タワー用安全装具20名分 

標本：さく葉標本（種子植物・シダ植物標本）・コケ植物標本約 5000 点、種子標本約 40 点；昆虫標本約 3000 点；鳥類標本約 200

点、ほ乳類標本・鉱物標本未集計 

図書：洋書 2500 冊、和書 1700 冊、雑誌 30 種以上、動物形態学関係文献約 5,000 点、寄贈文献 6500 点 

ＩＴ関係：全館無線・有線LANシステム、サーバー、オンラインデータベース、複合機、プロジェクター、証明書発行機、ポータブルマイク

システム、テレビ会議システム 等 

 

１－５．実験地の維持管理 

自然史に関する教育，研究の場として本実験所を十分に機能させるために，敷地を草原，アカマツ林，落葉広葉樹林，樹木園に分け，

それぞれの目的に応じた保護管理を行っている． 

 

【樹木園】 

農地として活用されてきた土地に，昭和 30 年（1955 年）造成を開始した．今日では 200 余種の樹木からなる立派な樹林となってい

る．菅平本来の自然林であるブナ林の復元を目指し，シラカンバ林の林床にブナ幼木を植え，ブナの成長にともなう生物相，微気象，

土壌などの変化を記録し，野外実習や研究の場として利用できるように管理している． 

【草原】 

ススキ，ワラビ，ヤマハギ，ワレモコウ，カラマツソウ，マツムシソウなどからなる，本州中部の典型的な山地草原である．草原は5年以上

放置すると，アカマツ，シラカンバが侵入し草原からアカマツやシラカバの林に変わるので，侵入する樹木などの除去を行い，ススキ草

原実験地として維持している． 

【アカマツ林】 

上で述べたように菅平では草原を放置しておくとアカマツ林に移行する．この区画にはアカマツが草原に侵入した直後の若令林からア

カマツの成林，その後のステージのミズナラ林と各ステージを維持し，さまざまな研究に好適な場所を提供している． 

【落葉広葉樹林】 

敷地内を東西に流れる大明神沢に沿って発達したミズナラ，シナノキ，トチノキなどからなる渓谷林である．敷地内で最も自然度が高く，

また菅平地域としても最も保存状態の良い渓谷林の一つであり，多数の動植物が生活している．生物科学，環境科学などの実習地あ

るいは研究地として極めて利用価値が高いので，保護，保存につとめている． 

【2010 年度歩道整備事業】 

2010 年度の生命環境科学研究科・研究科長裁量経費「永久試験地間の有機的遊歩道整備と事故防止，代表・沼田治・田中健太

ほか」により，従来より敷設されていた草原より大明神沢までの二本の歩道について危険個所の再整備を行うとともに，新規に，大明神

沢対岸の落葉広葉樹林斜面を周回できる歩道を整備した．今後，研究や教育に多いに活用が期待される． 

【2014 年度危険木伐採】 

2014 年 9 月 24 日-10 月 10 日にかけて、サニアパーク沿いのカラマツ・ドイツドウヒ（合計約 150 本）の伐採を行った。 

【2016 年度危険木枝落し】 

2016 年 7 月 26 日-7 月 31 日にかけて、県道菅平高原線（182 号線）沿いの張り出したカラマツ等の枝落し、伐採を行った。 

 

 

 

１－６．年歴 
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昭和 8 (1933) 年・農林省農事試験場八木誠政博士（東京文理科大学非常勤講師）により満蒙開拓の基礎的試験地を目指して設

置運動が始まる・敷地約 30ha は真田町外一市一町（上田市，東部町）共有財産組合より寄付される 

昭和 9 (1934) 年・長野県出身の実業家松尾晴見氏の寄付により第一期工事に着手する． 

昭和 13 (1938) 年・建物が完成（寄付総額 15,000 円）・東京文理科大学に附属し高原生物の基礎的研究及び教育実習目的で菅

平高原生物研究所として学内措置により発足 

昭和 24 (1949) 年・国立学校設置法の制定にともない，東京教育大学となり理学部の附属となる 

昭和 30 (1955) 年・樹木園の造成を開始 

昭和 39 (1964) 年・創立 30 周年記念式典・教員宿舎１棟（菅平宿舎 1 号）を建設 

昭和 40 (1965) 年・東京教育大学理学部附属菅平高原生物実験所と改称 

昭和 44 (1969) 年・実験研究Ａ棟及び学生宿舎（附属中学校）の新築落成 

昭和 48 (1973) 年・筑波大学発足・外柵工事（大明神沢一部を除く）全周，正門完成 

昭和 49 (1974) 年・創立 40 周年記念式典・樹木園の一般公開・ロックガーデン造成 

昭和 52 (1977) 年・筑波大学菅平高原実験センターと改称．附属中学の管理下の宿泊棟をセンターに移管 

昭和 54 (1979) 年・実験研究 B 棟完成． 

昭和 59 (1984) 年・菅平高原実験センター発足 50 周年記念式典 

平成 16 (2004) 年・国立大学法人筑波大学菅平高原実験センターとなる 

平成 21 (2009) 年・10 月 8 日菅平高原実験センター発足 75 周年記念式典 

平成 22 (2010) 年・三大学連携事業「地球環境再生プログラム」(2010～2014)開始  

平成 25 (2013) 年・教育関係共同利用拠点に認定 

平成 27 (2015) 年・菅平高原実験センター発足 80 周年記念記念誌発行 

平成 29 (2017) 年・農林技術センター演習林部門と統合し「山岳科学センター」となる 
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２．教育活動 

 

２－１．実習・授業・研修等 

MSC へ報告済み 

 

２－２．菅平高原実験所主催自然観察会等 （3 回＋見込み 1 回） 

MSC へ報告済み 

 

２－３．公開講座 （1 講座全 9 回） 

MSC へ報告済み 

 

２－４．その他の社会教育活動、地域活動 （実施日付順） 

MSC へ未報告分のみ下記に掲載 

菅平生き物ホットマップ（菅平湿原） 4/28 

希少植物保全活動（表太郎） 6/16 

希少植物保全活動（峰の原） 7/2 

根子岳草地回復事業 7/29 

根子岳草地回復事業 10/21 

希少植物保全活動（峰の原） 10/24 

希少植物保全活動（表太郎） 11/17 

希少植物保全活動（表太郎） 12/11 
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３．研究活動 

 本実験所に所属する教員，大学院生を中心に，生物多様性分野として，昆虫比較発生・形態学視点からの系統分類学的研究，お

よび菌類の系統分類学的研究，生態・環境科学分野として，個体群・群集・生態系レベルの生態学的研究が行われている．また，本

実験所は筑波大学のみならず国内外の大学，研究機関の研究者にも開放されており，立地条件を活かした生物科学（分類学・生態

学など），地球科学（気象学・人文地理学・水文学など）や農学関係の研究に広く利用されている．基本的な業務として気象観測も継

続的に行われており，研究の基礎資料として活用されている．研究活動の一環として，本実験所では国内外の研究者を招集してのセ

ミナー，ワークショップやシンポジウム開催を行っている．また，生物科学関係や気象データをはじめとする地球科学関係の資料や専門

的知識の地域や社会への公開も，本実験所の重要な活動の一つである． 

 

３－１．菅平高原実験所の研究課題 

【教員職員個人課題】 

MSC へ報告済み 

【菅平高原実験所共通課題】 

植生遷移の長期観測（草原放棄実験区 2ha, アカマツ林 1ha，針広混交樹林 1ha，広葉樹林 0.5ha [2009 年新設] 

大洞地区ブナ極相林 1ha[2009 年新設]の各森林の毎木調査，リタートラップ設置等） 

 

３－２．菅平高原実験所長期滞在学生の研究指導 （9 名） 

MSC へ報告済み 

 

３－３．菅平高原実験所利用者の研究課題 （平成 29 年度に提出された研究利用申請に基づく, 本実験所の教員・学生を除く）  

井田崇・吉川美保, 奈良女子大学大学院自然科学系理学部（生物科学）井田研究室, 「草本植物の資源利用特性に関する研究」. 

井田崇・久保美貴, 奈良女子大学大学院自然科学系理学部（生物科学）井田研究室, 「植物の花蜜生産とマルハナバチの関連の

時空間的変動」. 

西森基貴, 農研機構・農業環境変動研究センター, 「降積雪を中心とした気象測器の設置環境と測定値の関係に関するデータ収集

と調査」. 

中森泰三, 「マツカサキノコ属菌の殺虫作用の検証」. 

奥藤李子, 金沢大学理工学部自然システム学類生物学コース生態学研究室 4 年, 「変形菌の分類、生態に関する研究」. 

Santona Khatun, 山梨大学大学院医工農学総合教育部, 「水域の好気的メタン生成に関わる微生物のゲノムおよび遺伝子発現解

析」. 

藤田麻里, 筑波大学教育推進部社会連携課 GFEST 事務局, 「ゴキブリ目の比較発生学的研究」. 

山本崇, 琉球大学熱帯生物圏研究センター西表研究施設, 「汎熱帯海流散布植物の集団遺伝構造および集団動態推定の解析お

よび論文執筆」. 

小粥隆弘, 北杜市オオムラサキセンター, 「山岳景観における地表・地中昆虫群集」. 

竹山優花, 筑波大学生命環境学群生物学類, 「森の炭素収支の推定」 

高木悦郎, 首都大学東京都市環境学部自然・文化ツーリズムコース, 「モミ属を加害するキクイムシ類の研究」. 

白水貴, 三重大学生物資源学研究科, 「木材腐朽菌の多様性と系統進化」. 

岩本祥明, 日本変形菌研究会, 「菅平高原の好雪性変形菌のフロラ調査、および好雪性変形菌寄生菌の発生状況の調査」. 

田留健介, 埼玉県自然学習センター, 「好雪性粘菌の採集と観察」. 

平岩将良, 神戸大学大学院人間発達環境学研究科, 「スキー場に生育する草本植物における送粉者相と花形質の進化」. 

岡本透, 森林総合研究所関西支所, 「菅平等のスキー場の植生履歴」. 

Gou Hanyue, 筑波大学生命環境科学研究科環境科学専攻, 「例温帯の二次林における遷移に伴う枯死木の動態」. 

加藤徹, 北海道大学大学院理学研究院, 「ショウジョウバエの採集調査」. 

上野健一, 筑波大学生命環境系, 「林冠タワーおよび根子岳での気象観測」. 

神崎菜摘, 森林総合研究所関西支所, 「昆虫嗜好性線虫の形態、分類学的解析」「ハナバチ類、食材性甲虫の採集と線虫検出、形

態、系統解析」. 

島谷健一郎, 統計数理研究所, 「ミヤマハタザオの生活史特性と標高の関係」. 

福井眞生子, 愛媛大学大学院理工学研究科, 「ケンランカマキリ・サイコクカマアシムシの発生学的研究」. 

末次健司, 神戸大学理学研究科生物学専攻, 「ヤツシロラン、ナナフシなど様々な生物種の遺伝構造、集団動態の推定」 

兼子伸吾, 福島大学共生システム理工学類, 「保全遺伝学のための種の系統解析、遺伝構造および集団動態の推定」. 

大橋一晴, 筑波大学生命環境系, 「菅平で採取された訪花性昆虫標本の整理」. 

和多田正義, 愛媛大学理学部生物学科遺伝子研究室, 「フタスジショウジョウバエ等、ショウジョウバエの採集調査」. 

小沼萌, 筑波大学生物学類, 「カオジロショウジョウバエ類の同所的種分化」. 

高島勇介, 東京農工大学連合農学研究科, 「菅平高原実験所内の Mortierella 属菌類相の研究」. 

坂本昂佑, 筑波大学生命環境研究科, 「スキー場の草原に侵入した外来植物と送粉者のインタラクション」. 

田中博, 筑波大学計算科学研究センター, 「菅平盆地における冷気流と冷気湖の観測」. 

東樹宏和, 京都大学生態学研究センター, 「全生物群生物多様性目録に向けた、植物一内生微生物の予備調査」. 
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早乙女梢, 鳥取大学農学部附属菌類きのこ遺伝資源研究センター, 「樹皮下キクイムシと関連する担子菌類の分類、生態に関する

研究およびきのこ類の調査」. 

堀川慎一郎, 神戸大学大学院農学研究科森林資源学研究室, 「ブナの表現型可塑性とその地域変異に関する研究」. 

伊藤智史, 群馬県立自然史学物館, 「みなかみ町における菌類相とその季節変化」. 

Sandep Sen, Manipal University, India, 「インド西ガーツ山脈に分布するクロコショウの遺伝構造および集団動態の歴史の評価」 

瀬戸健介, 東邦大学理学部生命圏環境科学科, 「藻類寄生性ツボカビの多様性および生態に関する研究」. 

真下雄太, 福島大学大学院共生システム理工学研究科, 「昆虫類における卵膜と受精様式の初期進化」. 

三川隆, 三菱化学メディエンス㈱感染症検査部・臨床微生物グループ, 「細菌類および接合菌類の微細構造に関する研究」. 

 

３－４．研究集会等（菅平高原時実験所で開催された集会）・海外研究者の来訪・留学研修生の受け入れ等 

研究集会等 （2件） 

2017 年度日本変形菌研究会夏季合宿（長野）・日本菌学会関東支部第３０回菌学ワークショップ「変形菌類の採集と観察」合同企

画, 2017.6.23-25, 出川洋介. 

第 38 回菅平動物学セミナー, 2017.12.2‐3, 53 名, 町田龍一郎. 

 

海外研究者・留学研修生受け入れ等 （2件＋見込み1件） 

Sandeep Sen, Manipal University, India, インド西ガーツ山脈に分布するクロコショウの遺伝構造および集団動態の歴史の評価、

2017.10.15-2017.11.16, 津田吉晃 

Lily Xochilt Zelaya Molina(National Forestry, Crops and Livestock Research Institute (INIFAP), National  Genetic Resources Center 

(CNRG), Directora General(所長)), 遺伝子実験センター岡田祥宏氏引率, 2017.11.28-29. 

文部科学省「平成25年度大学の世界展開力強化事業」への 筑波大学の取り組み「アセアン横断型グローバル課題挑戦的教育プロ

グラムTrans-ASEAN Global Agenda Education Program (TAG)」東南アジア大学生、2018.3.5-9. 

 

他大学学生等指導受け入れ （4件） 

吉川美保, 奈良女子大学大学院自然科学系理学部（生物科学）井田研究室, 「草本植物の資源利用特性に関する研究」, 

2017.5.7-9.7, 平尾章. 

久保美貴, 奈良女子大学大学院自然科学系理学部（生物科学）井田研究室, 「植物の花蜜生産とマルハナバチの関連の時空間的

変動」, 2017.5.29-8.29, 平尾章. 

山本崇, 琉球大学熱帯生物圏研究センター西表研究施設, 「汎熱帯海流散布植物の集団遺伝構造および集団動態推定の解析お

よび論文執筆」, 津田吉晃. 

Santona Khatun, 山梨大学大学院医工農学総合教育部, 「水域の好気的メタン生成に関わる微生物のゲノムおよび遺伝子発現解

析」,2017.4.1-2018.3.31, 田中健太. 

 

３－５．研究助成金等による外部研究資金獲得状況（科研費その他外部資金） 

教員は MSC へ報告済み 

日本学術振興会科学研究費(奨励研究）,「ササ類の一斉開花・枯死が下層植生の多様性に与える影響の遷移段階による違いの解

明」, 平成 29 年度, 金井隆治技術専門職員（研究代表者）. 

 

３－６．研究業績・研究成果 （菅平高原実験所職員研究業績・研究成果） 

教員は MSC へ報告済み 

 

金井隆治 （技術専門職員） 

本論文（査読あり）： 

Sato Y, Mashimo Y, Suzuki RO, Hirao A, Takagi E, Kanai R, Masaki D, Sato M, Machida R (2017) Potential impact of an exotic plant 

invasion on both plant and arthropod communities in a semi-natural grassland on Sugadaira Montane in Japan. Journal of 

Developments for Sustainable Agriculture, 12:52-64. 

学会発表等： 

上野健一・廣田充・上田聖也・林素梨・金井隆治・正木大祐・佐藤美幸, 菅平高原・赤松混交林内の気温プロファイルと森林フェノロ

ジー, 2017年度山岳科学学位プログラム第3回学術集会, 山梨大学甲府キャンパス, 2015年12月16-17日. 

 

 

 

正木大祐 （技術職員） 

本論文（査読あり）： 
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Sato Y, Mashimo Y, Suzuki RO, Hirao A, Takagi E, Kanai R, Masaki D, Sato M, Machida R (2017) Potential impact of an exotic plant 

invasion on both plant and arthropod communities in a semi-natural grassland on Sugadaira Montane in Japan. Journal of 

Developments for Sustainable Agriculture, 12:52-64. 

短報： 

D Masaki, K Nagaoka, E Takagi (2017) Estimation of crop size as a food resource for wild mammals: Crop size of Japanese beech 

（Fagus crenata） at a small natural stand in the Sugadaira highland, Ueda City, Nagano Prefecture, Japan Japanese Journal 

of Environmental Entomology and Zoology (2017) 28: 79-85. 

学会発表等： 

上野健一・廣田充・上田聖也・林素梨・金井隆治・正木大祐・佐藤美幸, 菅平高原・赤松混交林内の気温プロファイルと森林フェノロ

ジー, 2017年度山岳科学学位プログラム第3回学術集会, 山梨大学甲府キャンパス, 2015年12月16-17日. 

 

佐藤美幸 （技術職員） 

本論文（査読あり）： 

Sato Y, Mashimo Y, Suzuki RO, Hirao A, Takagi E, Kanai R, Masaki D, Sato M, Machida R (2017) Potential impact of an exotic plant 

invasion on both plant and arthropod communities in a semi-natural grassland on Sugadaira Montane in Japan. Journal of 

Developments for Sustainable Agriculture, 12:52-64. 

学会発表等： 

上野健一・廣田充・上田聖也・林素梨・金井隆治・正木大祐・佐藤美幸, 菅平高原・赤松混交林内の気温プロファイルと森林フェノロ

ジー, 2017年度山岳科学学位プログラム第3回学術集会, 山梨大学甲府キャンパス, 2015年12月16-17日. 
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４．広報普及活動 

４－１．新聞等メディア掲載記録  

2017 年 4 月 2 日, 信濃毎日新聞, 社説 問題解決型の取り組みを 「山岳科学」への期待 あすへのとびら. 

2017 年 5 月 16 日, 上田ケーブルビジョン, 連続講座始まる 筑波大学菅平高原実験所（まちなかキャンパスうえだ）. 

2017 年 7 月 8 日, 週刊うえだ, 筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 「まちなか自然講座」開講 菌類・昆虫・植物につい

て熱心に聴講. 

2017 年 8 月 7 日, 上田ケーブルビジョン, 科学の不思議を体験 8 日まで（上田創造館）. 

2017 年 8 月 27 日, 読売新聞, 名言巡礼 菅平 展開・接近・連続 自然を生かした研究. 

2017 年 9 月 1 日, 矢作新報, 美しいカビ 豊田市旭地区で発見 国内での記録は稀 筑波大学へ.  

2017 年 9 月 29 日, 朝日新聞茨城県版, 高山植物保護へ ササ刈り 省力化目指し試験区 5 パターン探る. 

2017 年 9 月 29 日, 朝日新聞茨城県版, アナザー・ストーリー 山用品のメーカー辞め入学. 

2017 年 10 月 2 日, 日本経済新聞, 北方植物の遺伝的多様性 緯度下がるほど減少 筑波大など. 

2017 年 10 月 4 日, 福島民友, 「昆虫の翅」起源を解明 英科学誌に発表、福島大研究者ら論文. 

2017 年 10 月 4 日, 福島民報, 昆虫の羽の形成過程立証 真下雄太さん（福大大学院）. 

2017年10月5日, 信濃毎日新聞, 昆虫の「羽」背中から形成 筑波大の菅平高原実験所 町田教授らが論文 国際学術誌に掲載. 

2017 年 10 月 5 日, 信濃毎日新聞, 自然愛好家グループ 菅平湿原の紅葉楽しみませんか 18 日観察会 参加募集. 

2017 年 10 月 12 日, 大学ジャーナル ONLINE, 昆虫類の翅（はね）の起源をめぐる長い論争に決着. (http://univ-journal.jp 

/16257/) 

2017 年 11 月 18 日, 信濃毎日新聞, 登録有形文化財県内の 6 件答申 文化審議会 . 

2017 年 11 月 18 日, 朝日新聞, 軽井沢の３別荘国登録文化財に 寮や住宅も. 

2017 年 11 月 18 日, 毎日新聞, 国有形文化財に 6 件 文化審答申 軽井沢の旧朝吹山荘など. 

2017 年 11 月 18 日, 読売新聞, 国の登録文化財に 6 件 文化審答申 軽井沢の別荘など. 

2017 年 11 月 18 日, 中日新聞, 「本折井家住宅」など 6 件 文化審答申 国登録有形文化財に. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      7 月 8 日 週刊うえだ                            8 月 7 日 上田ケーブルビジョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 18 日 信濃毎日新聞 

 

４－２．菅平高原実験所 WEB からの発信  

89



2017 年度（12 月末まで） ニュース 約 21 件発信 (http://www.sugadaira.tsukuba.ac.jp/ news/news.html)   

Facebook 2013 年 6 月より開始 2017 年度（12 月末まで）約 59 件発信 （https://www.facebook.com/筑波大学山岳科学セン

ター菅平高原実験所-Sugadaira-Research-Station-MSC-University-of-Tsukuba-450165341739365/） 

Twitter 2017 年 2 月より開始 筑波大菅平教育関係共同利用拠点 2017 年度（12 月末まで）約 21 件発信 （https://twitter. 

com/srs_kyoten?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.sugadaira.tsukuba.ac.jp%2Fkyoiku%2F） 

 

４－３．菅平生き物通信 

MSC へ報告済み 

 

４－４．週刊上田コラム 

MSC へ報告済み 

 

4－5．筑波大学プレスリリース 

2017 年 9 月 25 日, 「山岳科学センター（MSC）が文部科学省より教育関係共同利用拠点「拠点名：ナチュラルヒストリーに根ざした山

岳科学教育拠点」（演習林等）として認定」. (http://www.tsukuba.ac.jp/news/n201709260940.html) 

2017 年 9 月 26 日, 平尾章, 「北極圏ー高山帯の植物は緯度が低いほど遺伝的多様性が減少している」. Akira HIRAO, Mikio 

WATANABE, Shiro TSUYUZAKI, Ayako SHIMONO, Xuefeng LI, Takehiro MASUZAWA, Naoya WADA (2017) Genetic diversity 

within populations of an arctic–alpine species declines with decreasing latitude across the Northern Hemisphere. Journal of 

Biogeography doi:10.1111/jbi.13085. (http://www.tsukuba.ac.jp/attention-research/p201709261401.html) 

2017 年 10 月 3 日, 町田龍一郎, 「昆虫類の翅の起源を発生学的に解明」. Yuta MASHIMO, Ryuichiro MACHIDA (2017) 

Embryological Evidence Substantiates the Subcoxal Theory on the Origin of Pleuron in Insects. Scientific Reports DOI: 

10.1038/s41598-017-12728-2. (http://www.tsukuba.ac.jp/attention-research/p201710031800.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 2 日 日本経済新聞               10 月 5 日 信濃毎日新聞  

 

90



５．施設の利用状況 

５－１．利用者数（日帰り、宿泊利用者および見学来訪者等） 

 平成２９年度の本実験所の利用者数の内訳は以下の通りである． 

平成 29 年度菅平高原実験所延利用者数 

月 
学内者 学外者 

その他 
計 

樹木園等見学者 
教職員 学生 教職員 学生 延べ人数 

4 8 260 5 35 3 311 48 

5 5 247 21 205 26 504 128 

6 15 204 25 93 84 421 173 

7 18 492 30 110 7 657 193 

8 21 337 26 265 65 714 40 

9 20 598 32 315 91 1056 80 

10 9 216 9 54 16 304 60 

11 15 228 3 50 29 325 32 

12 8 206 0 44 52 310 14 

1               

2               

3               

計 
119 2788 151 1171 

373 4602 768 2907 1322 

 

 

５－２．見学利用者数（樹木園等見学団体） (4 件) 

2017 年 4 月 28 日, 菅平小学校, 2 名, フィールド見学下見, 金井隆治. 

菅平高原実験所年度別延利用者数 

               月  
年度 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 

樹木園等   
見学者数 

元 55 129 42 696 513 249 214 155 126 231 191 192 2,793 1,605 

２ 86 213 266 963 508 269 301 431 296 140 163 296 3,932 754 

３ 28 67 365 796 419 140 103 356 88 54 152 333 2,901 998 

４ 24 140 240 661 796 169 87 269 49 138 206 312 3,091 1,560 

５ 131 86 104 712 430 370 175 388 124 75 247 295 3,137 840 

６ 144 180 233 543 343 168 361 372 204 129 199 131 3,007 677 

７ 163 181 223 692 632 189 543 396 130 187 224 227 3,787 860 

８ 173 184 323 662 505 330 298 464 194 192 277 230 3,832 1,558 

９ 220 201 208 705 863 319 367 429 230 274 349 339 4,504 848 

１０ 212 274 237 705 844 314 432 384 207 230 268 278 4,385 646 

１１ 230 273 380 546 619 487 604 346 207 217 333 217 4,459 677 

１２ 269 311 574 685 536 488 391 404 339 249 295 195 4,736 867 

１３ 232 233 336 748 493 318 214 341 193 189 348 209 3,854 492 

１４ 211 315 468 906 596 446 380 352 202 254 338 261 4,729 656 

１５ 243 283 366 649 579 504 274 391 242 252 347 263 4,393 373 

１６ 466 439 392 746 625 598 568 462 322 327 384 439 5,768 564 

１７ 298 322 392 482 579 590 332 409 250 255 448 423 4,780 410 

１８ 281 311 301 678 487 527 335 359 259 215 478 189 4,420 951 

１９ 298 338 347 692 627 544 447 408 293 329 361 352 5,036 477 

２０ 343 385 451 583 625 433 409 306 418 344 285 369 4,951 477 

２１ 290 313 449 571 662 664 509 299 430 331 330 336 5,184 549 

２２ 330 366 511 698 704 388 351 405 461 409 299 257 5,179 1,200 

２３ 245 275 306 689 787 246 175 130 236 84 273 159 3,605 1,114 

２４ 357 453 554 652 767 607 503 387 573 319 514 434 6,120 1,225 

２５ 366 343 532 708 850 591 377 438 365 310 713 416 6,009 1,252 

２６ 395 376 452 688 947 649 449 424 359 412 460 438 6,049 1,229 

２７ 298 273 558 766 834 532 269 333 241 251 524 378 5,257 1,885 

２８ 212 272 409 694 761 921 270 288 185 358 465 468 5,303 1,528 

２９ 311 504 421 657 714 1056 304 325 310    4,602 768 
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2017 年 5 月 12 日, 菅平小学校 1・2 年生, 22 名, フィールド見学. 

2017 年 5 月 17 日, 筑波大学付属駒場高校, 3 名, 樹木園・草原見学. 

2017 年 6 月 5 日, 更埴地区理科実習教員研究会. 9 名, 樹木園・草原見学. 

 

６． 資料 

６－１．2017 年（1 月～12 月）の観測データ 

【気象データ】  

・1935 年～（気温） 

 最高気温 27.1℃（8 月 5 日） 

 最低気温 -17..9℃（1 月 25 日） 

 ※2014.9.24-10.10 サニアパーク沿いのカラマツ・ドイツドウヒ（合計約 150 本）を伐採。今後、センターの気象観測に影響する可能

性がある｡ 

 

【植生データ】 

樹木園内（当初，園内は 10 m 区画に区切られ，区画ごとに樹種を植栽した） 

 ・保護樹・代表種の成長（樹木園設置当初から） 

 ・植栽ブナの成長（1, 3, 5, 7, 9 m 間隔に植えた．計約 600 本） 

 ・各区画の樹種と位置（開園時と 2004 年に再調査） 

実験林内（アカマツ林～広葉樹林） 

 ・アカマツ高木の成長調査 A 区 20 m×20 m（1977 年～現在） 

 ・ミズナラの成長調査 A 区 20 x 20 m（1977 年～現在） 

 ・アカマツ高木の成長調査 B 区 40 m×20 m(1977 年～現在) 

 ・アカマツ林長期観測区 1, 2（2007 年廣田設置） 

  胸高直径 5cm 以上の全樹木の胸高直径と位置．そのうち何割かは年輪も測定． 

 ・植栽ブナの成長調査（約 20 本） 

シードトラップ（30 か所）でのリター分析 

 ・アカマツ林長期観測区 1, 2（2009 年鈴木・田中設置） 

ススキ草原 

・放棄実験区植生調査（2011 年～） 

・ススキ草原植生調査（2008 年廣田，2009 年鈴木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菅平高原実験セ ンター敷地図 
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６－２．データベース 

2011 年度より以下のデータベースがセンターWEB より公開されている。 

 

菅平生物多様性・生態系データベース  

（以下、一部は、WEB より Excel データのダウンロードが可能です。また、一部は WEB に調査方法等の詳細を示しています。＊を付記し

たデータについては、ご利用を希望される方は、センターまでお問い合わせください。） 

 

No. 種類 項目 内容 詳細 生データ  

1 生物相 (文献より) 全情報 魚類17点、節足動物約2000点、哺乳類31点、鳥類140点、菌類220点、蘚苔類・藻類474点、

維管束植物 1266 点 - 全リスト Excel  

2 標本 種子植物 さく葉標本 約 4500 点 - Excel データを WEB よりダウンロード可能 

3 標本 種子植物 種子標本 約 40 点 - Excel データを WEB よりダウンロード可能 

4 標本 シダ植物 さく葉標本 約 650 点 - Excel データを WEB よりダウンロード可能 

5 標本 蘚苔類 標本 約 850 点 - Excel データを WEB よりダウンロード可能 

6 標本 昆虫 標本 約 3000 点 - Excel データを WEB よりダウンロード可能 

7 標本 鳥類 標本 約 117 点 - Excel データを WEB よりダウンロード可能 

8 標本 ほ乳類 標本未集計 

9 標本 鉱物 標本未集計 

10 標本 菌類 約 100 点 

11 標本 地衣類 約 100 点  

12 気象 気温 1935～70 年（10 時観測）、71 年～毎時観測＊  

13 気象 地温 芝地：深さ 5, 10, 30 cm、林内：深さ 5, 30（1966～72 年は 10 時観測、73 年～毎時観測）＊  

14 気象 湿度 1998～＊  

15 気象 日照 屋上:1997～＊  

16 気象 日射 屋上:1974～＊  

17 気象 風向風速 屋上:1974～＊  

18 気象 気圧 1998～＊  

19 気象 雨量 1936～手動観測で冬なし、1971～雨量計による毎時観測＊  

20 気象 雪量 1977～手動観測、1999～観測機による観測＊  

21 気象 積雪深 超音波積雪深計:2003～ 06-07 年測定無し＊  

22 気象 気温 自然通風温度計:2003～＊  

23 気象 日射・アドべド アルベドメータ:2003～＊  

24 気象 CO2/H2O flux, heat balance 渦相関(open-path)法:2003～＊  

25 気象 地温 中部山岳地域 28 か所:2008.10～＊  

26 植生 樹木園 植栽樹の成長：1977 年～＊  

27 植生 樹木園 植栽ブナの成長：1977 年～＊  

28 植生 毎木調査 アカマツ林 A 区 20x20m 胸高直径＊  

29 植生 毎木調査 アカマツ林 B 区 20x40m 胸高直径＊  

30 植生 毎木調査 アカマツ林 Plot1 200x50m 胸高直径・位置・リタートラップ:2007～＊  

31 植生 毎木調査 アカマツ林 Plot2 200x50m 胸高直径・位置・リタートラップ:2008～＊  

32 植生 毎木調査 広葉樹林 Plot1 100x50m 胸高直径・位置・リタートラップ:2011～＊  

33 植生 毎木調査 広葉樹林 Plot2 70x80m 胸高直径・位置・リタートラップ:2011～＊  

34 植生 ブナ成長 広葉樹林内の植栽ブナの成長:1974～＊  

35 植生 植生調査 草原：種組成・バイオマス:2008～ 研究手法詳細データを WEB よりダウンロード可能＊  

36 植生 植生調査 草原性植物フェノロジー:2009～＊  

37 植生 土壌呼吸 草原:2000～＊ 

 

データを利用して研究成果を発表される方は、引用、謝辞、成果発表時のセンターへの連絡をお願いいたします。 

【引用例】 

和文 筑波大学菅平高原実験センター (2011) 菅平生物多様性・生態系データベース. URL 

http://www.sugadaira.tsukuba.ac.jp/activity/database.html. 最終アクセス年月日. 

英文 Sugadaira Montane Research Center, University of Tsukuba (2011) Database of biodiversity and ecosystem in Sugadaira. 

URL http://www.sugadaira.tsukuba.ac.jp/activity/database.html. Date last accessed: xx xx xx. 
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演習林（八ヶ岳演習林、井川演習林、筑波実験林） 

 

 

１ 年度の概要 

八ヶ岳・川上演習林は、教員 1 名、技術職員 2 名、週 3 日の非常勤職員 2 名と

いう体制で、事務所構内である「八ヶ岳高原恵みの森」（14ha）と八ヶ岳演習林

（80ha）、川上演習林（189ha）の 3 団地を管理している。恵みの森には事務所

のある管理棟の他、実験棟や宿泊棟などがあり、毎年千日・人から二千日・人

程度の外部利用がある（利用申請不要の散策利用者を除く）。 

 今年度には、昨年度から本格的に始まった川上演習林の森林更新に重点的に

取り組んだ（詳しくは下記）。その他、清潔で使いやすい宿泊棟や利用者の負担

が少ない利用手続き、ブログやウェブサイトを使った積極的な情報公開、隣接

研究機関（国立天文台・信州大学）との連携などに引き続き努力している。 

 平成 28 年度春に発足した演習林のサポーター会、「八ヶ岳森の恵み会」の運

営については、ステーションの資産や教職員の専門性を活かすとともに、ボラ

ンティア会員の主体的な取り組みを促すよう取り組んでいる（社会貢献の項を

参照）。 

 井川演習林では森林管理と静岡県との共同研究を主に実施した。請負事業で

は荒廃が進んだ歩道の維持管理歩道補修と落石防除を考慮した防鹿柵のさらな

る補修を行なった。地形変動・水文に関する基盤データ観測体制整備の一環と

して、東河内本流観測用の電磁流速計と超音波水位計および、湧水観測用に自

動採水装置の設置をおこなった他、UAVによる河床測量を継続して実施している。

静岡県森林林業技術センターとの共同研究としてニホンジカの調査、研究を実

施した。 

 筑波実験林では圃場管理、植物見本園管理と隣接する兵太郎池管理を本年度

の主な業務として行った。圃場管理としては草刈、除草や生垣の刈込などの通

常管理のほか、スギ産地別試験林の管理を行った。植物見本園では通常管理の

他、旧来の里山に自生していた草本類を増やす取り組みを行った。兵太郎池で

は水質浄化のためにスイレン刈りを実施した。 

 

２ 利用者数などの実績（4-12月まで） 

八ヶ岳演習林 
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分類 教員 学生 その他 合計 

学内 81 496  577 

学外 84 427 198 709 

合計 165 923 198 1,286 

 

井川演習林 

分類 教員 学生 その他 合計 

学内 43 232 0 275 

学外 36 90 11 137 

合計 79 322 11 549 

 

筑波実験林 

分類 教員 学生 その他 合計 

学内 86 1200 0 1286 

学外 51 10 32 93 

合計 137 1210 32 1,379 

 

 

３ 各フィールドを使って発表された今年度の研究（口頭発表、紙上発表など） 

 藤岡正博、シジュウカラは巣箱とひまわりの種のどちらがお好き？、八ヶ岳演習

林、日本鳥学会2017年度大会：ポスタ－発表、2017年9月：つくば 

 清野達之、長野県中部に位置する筑波大学山岳科学センター川上演習林における

ブナ優占林の組成と構造、川上演習林、第7回中部森林学会大会：一般講演・口頭

発表、2017年10月：福井 

 清野達之・和田直也、ドローン (UAV) を用いた写真測量による森林資源量の推定

-カラマツ林を例に-、川上演習林・恵みの森、2017年度日本生態学会中部地区会大

会：一般講演・ポスタ－発表、2017年12月：新潟 

 遠藤啓生・藤岡正博・羽方大貴、ヤマネの生息確率 には低木亜高木層の多様性が

重要、川上演習林、第129回日本森林学会大会：ポスタ－発表、2018年3月：高知 

 須藤哲平・塚田英晴・南 正人、八ヶ岳南麓において同所的に生息するキツネ

（Vulpes vulpes）とテン（Martes melampus）の環境依存的食性の種間差、八ヶ岳南

麓、日本哺乳類学会2017年度大会：ポスタ－発表、2017年9月：富山 
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 近藤禎二,山田浩雄,磯田圭哉,大塚次郎,中島章文,生方正俊,清野達之．静岡県におけ

るコウヨウザンの成長．第7回関東森林学会大会，口頭発表， pp. 40. 2017年10月  

 小杉俊・今泉文寿・逢坂興広・土屋智．UAVを用いた砂防堰堤整備流域の河床変

動の評価．第7回中部森林学会大会，口頭発表，pp. 711. 2017年10月  

 小杉俊・今泉文寿・逢坂興宏・土屋智．土砂変動からみた山地流域の堰堤整備の

効果．第三回山岳科学学術集会，口頭発表， O-06、2017年12月  

 山川陽祐・谷口未峰 ・堀田紀文・江草智弘・小田智基・小杉賢一朗・松四雄騎・

勝山正則・正岡直也．降雨を誘因とする深層崩壊の発生メカニズム解明と危険地

評価に向けた水文学的アプローチ． 2017 年度土砂災害予測に関する研究集会，招

待講演．2017 年 12 月  

 

４ 今年度の事業内容 

「八ヶ岳演習林」 

川上演習林では、15 年計画のカラマツ人工林更新事業の 2 年目に入り、1 林班

の更新区約 11haのうち、4区画、合計 3.45haにて全伐を実施した（請負事業）。

それに先立って、森林経営計画（5か年計画）の追加・修正や保安林における伐

採・作業道敷設の許可申請、全伐候補林分の確定や測量の発注などに多大な労

力と時間を要した。加えて、昨年度実施した出荷間伐の補助金申請や売却手続

きもあって、事務担当技術職員の負担が著しく大きくなっている。しかしなが

ら、更新事業自体は今年度にようやく軌道に乗り、年度ごとに大きく変動する

収支への対応などの課題があるものの、今後の見通しも立てやすくなってきて

いる。また、複数教員による研究利用も始まっており、今後、教育面も含めて、

さらなる利用が期待される。 

 その他は通常の継続的な業務である（一部は次項参照）。主なものは、川上演

習林では気象観測所等の設備や林道の整備（一部請負）と災害復旧、八ヶ岳演

習林では木道・林道の整備、恵みの森では宿泊利用への対応、薪炭林区画にお

けるミズナラ植林（請負）や一部区画での伐採、林業実習用地の整備、遊歩道

の整備である。 

 なお、川上演習林については、2029年に 70年の契約期間が満了となる分収契

約により借用しているため、現在、土地所有者である川上村と協議しながら契

約期間の延長手続きを進めている。また、八ヶ岳演習林については、林内ない

し近隣を中部横断自動車道が貫通する計画があり、学長名の要望書を南牧村を
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通して長野県や国交省国道事務所に提出し、その後のヒアリング等に対応して

いる。 

 

「井川演習林」 

平成 29年度の井川演習林では教員 2名、技術職員 2名、非常勤職員 1名を加え

総計 5名体制で運営されている。 

 請負事業では荒廃が進んだ歩道の維持管理として平成 29 年度も 10 林班の歩

道補修を実施した。また、一昨年の冬季に発生した落石により防鹿柵が損傷し

食害が発生した新植地については、落石防除を考慮した防鹿柵のさらなる補修

も行なった。地形変動・水文に関する基盤データ観測体制整備の一環として、

東河内本流観測用の電磁流速計と超音波水位計および、湧水観測用に自動採水

装置の設置をおこなった他、UAVによる河床測量を継続している。 

 これまで静岡県森林林業技術センターとの共同研究としてニホンジカの調査、

研究を実施してきた。平成 27年度より静岡県自然保護課が捕獲事業の準備を開

始し、平成 29年度も高山地域ニホンジカ捕獲事業（捕獲試験）を開始した。今

年度も引き続き捕獲方法の指導とサポートを実施した。 

 井川演習林での森林管理施業を主とした請負事業を表 1 に示す。枝打ち、下

刈り等の保育施業は順調に実施することができた。歩道補修については、今後

も可能な限り主要歩道については維持管理を行っていく方針である。また、新

植から 4 年が経過し防鹿柵の老朽化、損傷等も見られるため補修を続けながら

維持管理を進めていく。 

表-1 井川演習林の実施請負事業 

事業名 平成 29年度 

間伐（ha） 5.32 

整理伐(ha) 1.60 

獣害防除（ha） 3.31 

枝打ち（ha） 0.93 

補植（本） NA 

構内整備(㎡) 8.859 

無岳整備（㎡） 8.253 

歩道補修（ｍ） 2767 

歩道新設（ｍ） NA 
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下刈り（ha） 1.03 

新植（ha） NA 

 

常業務その他 

 通常業務として、請負事業のための事業施工調査や立木調査、構内整備等の

管理業務のほか、各種観測や観測機器の設置、卒論・修論等の研究補助を実施

した。 

 

表-2 平成 29年度井川演習林通常業務 

業務名 業務内容 

事業施工調査 

10林班 防鹿柵確認 （施工前・後） 

2,10,11,12,13林班歩道補修確認 （施工前・後） 

10林班 整理伐 （施工前・後） 

構内整備 

刈込 

剪定,樹木伐採 

草刈（5回） 

試験研究関連 

卒論,修論補助 

自動採水装置設置 

超音波水位計設置 

電磁流速計設置 

気象データ回収 

リタートラップ回収 

平成 29年度高山地域ニホンジカ捕獲事業（試験捕獲） 

 

表-3  平成 29年度井川演習林利用状況 

実習 

森林生物学実習（筑波大学） 

森林流域工学実験（筑波大学） 

全国森林公開実習（筑波大学） 

森林フィールド講座・南アルプス編（北海道大学） 

研究会・研修等 
筑波大学育林学・自然保護学研究室 井川地区狩猟見学会 

筑波大学国際地縁地域システム経済学領域 ゼミ合宿 

研究利用 筑波大学 3件（卒研 1，修論 1，遺伝子実験センター1） 
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静岡大学 2件（修論 1） 

首都大学東京 1件 

調査,視察等 静岡県自然環境保護調査 1件 

地域貢献等 

井川小中学校緑の少年団 講師 

井川小中学校評議員 

静岡市教育委員会トム・ソーヤ オータムキャンプ 南アルプ

スユネスコエコパーク学習会 講師 

中部電力社員研修 講師 

 

「筑波実験林」 

 教育、研究、社会貢献の場として活用されるよう管理・整備をしている。 

【圃場管理】 

 草刈、除草や生垣の刈込などの通常管理のほか、スギ産地別試験林に昨年度

植栽した 212本のうち 15本が枯死したため、11本補植を行った。また、きのこ

原木林にコナラとクヌギの苗を計 45本補植し、ツツジ類、ハシバミの圃場間の

移動、生育不良のドウダンツツジ 60本の処分を行った。全演協の共同研究のた

めの試験地を造成するため 2015年から第三圃場内該当地の刈り払い、樹木の伐

採、不要枝のチップ化を行っている。伐採は今年度で完了する予定である。 

【植物見本園管理】 

 植物見本園では、通常管理のほかに「くろきの森」のイチイ、ヒメコマツ、「お

ちばの森」のミヤマアオダモ、「ねむのきゾーン」のサンシュユ、キハダ、ハシ

バミが枯死したため処分した。また、植物見本園に旧来の里山に自生していた

草本類を増やす取り組みを行っており、今年度はアマドコロ、ヤマユリ、テッ

ポウユリを移植した。「うみべの森」と「つつじの園」では樹木が成長し過密に

なってきているため重点的に剪定を行っている。 

【兵太郎池管理】 

 植物見本園に隣接する調整池・兵太郎池（以下、池と略する）は夏季にスイ

レンが全面を覆い水中が嫌気性になるため、落ち葉などが分解・排出されず池

に堆積している。水質浄化のため 2015年度より学生を短期雇用して、職員との

協働のもとスイレン刈りを実施している。今年度は 6月と 10月に実施した。ま

た、池の水質や水生生物のモニタリングも定期的に実施した。 

【植栽記録のデータベース化】 
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 植物見本園と圃場の植栽記録のデータベース化を進めている。 

【教育】 

筑波実験林および植物見本園を利用した学類・専攻の実習・実験等は次のとお

り（下線部は筑波実験林が直接担当した実習・実験等）。 

・ 植物系統分類学実験（4/13） 

・ 生物資源学類生産科学実習（5/18、5/25、11/2、11/16） 

・ 生物資源学類フレッシュマンセミナー（5/1、5/17、6/14） 

・ 生物資源フィールド学実習（5/19、5/26）） 

・ 森林植物学（4/19～6/28の計８回） 

・ 陸域フィールド学実習（6/8、10/20） 

・ 生物資源科学研究法（7/13、7/14） 

・ 教員免許状講習「里山探検隊」（7/23） 

・ 大学院共通科目 「魅力ある理科教員になるための生物・地学実験」（8/3、

9/8） 

・ Forests of Japan 2017サマースクール（9/7） 

・ 植物寄生菌学実験（10/12） 

・ 農林生物学実験（10/12、11/24、12/7） 

【研究】 

筑波実験林および植物見本園を利用して次の研究がなされた。 

・外来種アメリカザリガニの季節的消長と体サイズに関する研究（卒業研究） 

・Coleosporium 属菌担子胞子の感染可能距離の測定 

・光環境に対する樹木の応答（修士論文研究） 

・キバチ科昆虫の共生菌調査 

・オトシブミ科昆虫の寄生蜂調査 

【社会貢献】 

社会貢献として平成 25年度から筑波大学附属病院のリワークプログラムの実習

生を受け入れている。今年度は主に生垣の仕立て方ときのこの植菌等について 4

回実施した。 

 

５ 施設・フィールド整備など 

「八ヶ岳演習林」 

川上演習林の更新事業が動植物や土壌、物質循環に及ぼす影響についての基礎
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データを長期にわたって収集・蓄積するため、平成 29年度伐採予定地を中心に

光量子計 12 台や広角タイムラプスカメラ 12 台、動物用自動撮影カメラ 8 台、

土壌呼吸測定装置 2 組、流量観測装置 2 組などを整備・設置した。これらの経

費については、演習林共通経費・施設設備整備費（119.4万円）と山岳科学セン

ター機能強化推進費（72.6万円の一部）、および廣田先生・安立先生・山川先生

らの教員研究費の一部を充てた。 

 川上演習林では、その他、3か所に簡易トイレを整備するとともに、気象観測

所周りの支障木伐採を進めた。 

 八ヶ岳演習林では、設置後約 10年を経過して不朽が進みつつある木道につい

て、転倒・転落の危険を予防するため、湿地や沢をまたぐ区間以外で歩道面を

地面に落とす工事を直営にて実施した。 

 恵みの森では、遊歩道の整備をさらに進め、予算の範囲内で樹木プレートを

増設した。また、構内 8 か所に設置している来場者カウント兼野生動物用自動

カメラの画像解析を進めてきた。 

 

「井川演習林」 

以下の設備の整備を行った。 

超音波水位計 BANNER 社製・QT50ULB、電磁流速計 横河電子機器社製、ヒータ

ー付き雨量計光進電気工業社製・エコタイプ雨量計 TR-011H。 

 

「筑波実験林」 

特になし。 

 

６ その他 

「八ヶ岳演習林」 

特になし。 

「井川演習林」 

• 遠藤好和技術専門職員が平成 29年度第 19回森林管理技術賞の技術貢献賞を

受賞した。 

• 宿泊管理棟の耐震補強工事と事務・実験室の改修工事が平成 29年 11月から

行われた（平成 29年 12月現在も工事中、平成 30年 1月には完了予定）。 

「筑波実験林」特になし。 
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筑波大学山岳科学センター 平成２９年度  

アドバイザー会議報告書 

 

 

 

 

 

 

平成 30年５月１日 
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信州大学山岳科学研究所 教授・所長 泉山 茂之 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所 理事 田中 浩 

環境省信越自然環境事務所 所長 中山 隆治 

静岡大学 名誉教授 増澤 武弘 

北海道大学大学院地球環境科学研究院 教授 渡辺 悌二 
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本評価報告は，平成 30 年２月５〜６日に筑波大学で実施された「筑波大学山岳科学セン

ター年次報告会」における発表ならびに報告会で配布された年次報告書（中間）に基づい

て作成したものです。 

日本は世界有数の山国であるにも関わらず，「山岳科学」を冠する大学組織は，信州大

学の山岳科学研究所を除くと，他にはありません。少子高齢化と過疎化が進む日本の山岳

地域が抱える諸問題は，十分に研究されているとは言い難いのが現状ですが，一方で，海

外に目を向けると，MRI (Mountain Research Initiative), GLP (Global Land Programme)

の Mountain Futures Working Groupなどを初めとする様々な研究・教育ネットワークが形

成され，毎年多くの国際会議やシンポジウムが山岳地域の問題に特化して開催されるなど，

国際的取り組みが活発化してきています。こうした中で，日本が国連の持続可能な開発目

標に対して貢献できる人材育成をすすめていくための基礎として，山岳科学研究を推進し，

その成果を教育・地域貢献として還元していくセンターが筑波大学に設立されたことは，

きわめて高く評価できます。 

全体としては，創立１年目ということで，非常にアクティブな活動が印象的であり，ス

タートダッシュの１年目として，とても評価できます。新たなコンセプトとしての山岳科

学の立ち上げに向けて，センターにおいては，多くの分野のアクティブな研究者が集結し，

共同する体制を作られたことも，今後の活動を推進する上で，非常に重要なことと考えま

す。研究者個人の研究内容も，名称を見ているのみですが，多岐にわたるのみならず，重

要な研究も多いと感じました。 

また，活動報告を聞かせていただき，非常に充実した，活発な活動と情報発信が行われ

たことを知りました。創立１年目の成果としては，高く評価できると考えます。 

 

1. 平成 29 年度の活動に関するコメント 

1.1.目標 

年次報告書 1ページには， (1) 総合科学としての「山岳科学」を確立して山岳科学研究

を先導すること，(2) 産官学連携の強化により山岳・山間地域の環境保全と防減災，経済

活性化（山業創生）を実現し地域社会づくりに貢献すること，(3) 山岳科学の素養を身に

つけて山岳・山間地域に携わる新たな人材を育成すること，の３つの目標が掲げられてい

ますが，要約すると「山岳科学」の確立，「山業」の創生，人材育成の３つになると理解し

ました。しかし，この３つの目標（コンセプト）に向かう道筋・戦略，さらにはその前提

となる課題等が，年次報告書を見る限りよくわかりませんし，これら３つの目標に向けた

具体的なスケジュールと各年度の取り組み（ロードマップ）が示されていません。もちろ

んすでに内部では議論を尽くしていることであるのかもしれませんが，年次報告では，ロ
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ードマップのどこまでが達成できたのか，あるいはできなかったのかを議論する場があれ

ば良いのではないかと思います。 

また，これらの目標（コンセプト）にある，「山岳科学」および「山業」のイメージ・定

義が明確に示されてはないため，具体的獲得目標（ゴール）も明確とはいえません（定義

しなくても進めることができるタイプの戦略もあると思いますし，特に教育においてはゴ

ールを定めないことがあって良いと思いますが，質の高い学生の獲得や地域連携をさらに

進めるにはゴールの明示が重要であることは言うまでもありません）。 

 

1.2.組織 

菅平高原実験センターと演習林部門という既存の組織の融合とともに，他分野の多くの

教員の参加でのセンター発足という状況は，ちょうど委員の一人である田中の属する森林

研究・整備機構という新しい組織の状況と，いろいろな面で重なるところがありますが，

報告書を見る限り，大変うまく機能していると思われます。新たな組織のミッションのも

と，旧組織の責務の継続とともに，それぞれの組織の間のシナジーを進めることが重要だ

と考えますが，初年度においても，相互の情報共有のほか，フィールド科学教育での協力

等，着実に進められていると感じました。演習林・実験施設を公開して共同利用を進める

というスタンスは，今後の発展が大いに期待でき，望ましいものであると思います。さら

に，演習林や実験地には過去の研究情報が集中するという点も重要で，そのデータのデー

タベース化や公開も重要なテーマです。菅平実験施設ではすでに行われているようで評価

できますが，各演習林も含め，より進めていく必要があります。 

一方，本プログラムにおける３つの演習林と実験林それぞれの役割分担・貢献が，プロ

グラムの導入でそれ以前とどう変わったのかが良く見えません。個々のすばらしい活動は

十分理解できます。しかしバラバラ感は否めませんし，今後どのように変わっていくのか

（変えて行くのか）の戦略が見えません。従来と大きく変わっていないのか，変わってい

ないのならどのように変えようとしているのか，どうすれば成功するのかの議論は不可欠

ではないでしょうか。 

対外的なネットワーク作りを積極的に進めているようですが，内部での共同研究・ネッ

トワークづくりについてはいかがでしょうか。「生物多様性」と「防災」は並び立たないこ

とが多く，日常的に調整に苦慮している関係組織は多いと思います。しかし，こういった

対立することの多い分野間の共同研究を進めることが山岳科学センターでは重要かと思い

ます。多分野の専門家が参画する山岳科学センターでは，センターのみでもそれが可能か

と思いますので，今後の取り組みに注目したいと思っております。 
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報告書 1ページにある図には，山岳科学センターと国際連携，国内連携が書かれていま

すが，これらの連携についての具体的な情報が得られませんでした。今後すすめて行くと

いうことであろうとは思いますが，国際連携についてはすでに多くの実績があるので，そ

れらを活かすのか，あるいは新たな構築を目指すのか，さらには全世界での連携を想定し

ているのか，それともアジアの核となるべく目標を定めるのか，といった議論が欲しいと

感じました。また，国内連携については，教育プログラムを実施している複数大学との連

携を意味しているのか，今後，より多くの大学・研究機関との連携を進めようとしている

という意味であるのか，理解できませんでした。やはり外部からわかりやすい形での発信

の工夫が必要ではないでしょうか。 

年次報告会においては，大学人らしい，オープンで活発な議論が行われ，ボトムアップ

でのセンター活動の充実に向けた意欲を感じました。また，センター長石田先生，研究イ

ニシアティブ長の沼田先生他からのトップダウンの責任あるご発言もあり，緊張感のある

健全なガバナンスが機能していると感じられました。 

 

1.3.研究 

年次報告会では，機能強化推進費報告（調査研究費７件，旅費２件）が行われましたが，

科研費などには採択されない内容であっても新たな研究に着手でき，特に大学院生を主体

とする研究が自由にできる点ですぐれた取り組みであると評価できます。 

また，各分野の業績は素晴らしいものと思われます。ただ，「山岳科学」と冠している

研究組織としては「山岳」がイメージする高山および亜高山の部分が弱いように感じます。 

さらに，現時点では，山岳科学センターの研究者の研究分野＝山岳科学になってしまっ

ていて，戦略的な研究分野があらかじめ示されているわけではなく，機能強化促進費を活

用した支援事業に手が上がってくるものが，結果的に重点課題になってしまうという「受

動態」になっているようにも見えます。 

言うまでもなく，大学組織ですから，研究テーマは研究者の自由であるべきですが，一

方で「山岳科学センター」の看板を抱える組織として，山岳科学の確立を目指すとなれば，

必然的に重要な分野は「能動態」で明確化し，ある程度はそこに重点化する必要はあると

考えます。 

  

1.3.教育 

多様な分野の教員が配置されていて，その蓄積された新しい情報・知見が学生に伝えら

れることは，人材育成の点で特に高く評価できます。 
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ただ，教育課程に関する山岳科学学位プログラムでは，菅平，八ヶ岳，井川地域は高山

帯・亜高山帯に接する条件を持ちながら，やはりこの部分が注目されていないように感じ

ます。 

学生のトレーニングと社会貢献を繋げるものとして，これまでとは異なるアウトプット

を考えることはできないでしょうか。学生が卒業した後に就職に繋がるようなキャリア・

パスができると良いのではないかと思います。 

 

1.4.地域貢献 

地域貢献についてのご努力も良く理解できます。しかし，センターの発足前からすぐれ

た活動がすでにあったのではないかと察します。センター発足より現在までに，何が新し

いことであるのかが外からは見えにくい印象があります。やはり新しい取り組みとして，

例えば 2040 年までの協働作業のような中期的計画を打ち出して，地域の持続性の強化・活

性化を考えるというような，これまでにはなかった新しいものを打ち出すようなことが明

示されると良いと思います。ただし、活動の継続性がきちんとしていなければ，従来の科

研費研究の枠組みを超えるような成果には繋がらないと外部から危惧されかねませんし，

何よりこれまで以上の強い信頼関係を地域との間で発展させていくことはできません。 

 

2. 今後へのコメント 

2.1.研究 

すでに述べたように，機能強化促進費による研究推進はきわめてすぐれた取り組みです

が，その研究課題については，継続的な支援が期待されます。例えば，「すんき漬」につ

いて調査を進める中で，いろいろな分野の人と関わることで，結果として新たなシーズの

探索に繋がることや，この過程の中での教育効果にも期待が膨らみます。機能強化促進費

がいつまで措置されるのかは不明ですが，一つのテーマにセンター所属の様々な分野の研

究者が参画して実施できると，さらにすぐれた研究成果に繋がるのではないでしょうか。 

森林・林業の研究開発の点からは，多くが山岳域に存在する森林の持続的な管理と健全

な林業の活性化につながる成果の発信と，アカデミックな素養とともに現場の問題に立ち

向かう人材の育成を，これまでの演習林での成果等を生かしつつ行っていただければ幸い

です。 

また，長期的な気象観測，動植物のモニタリングの推進が望まれます。近年，インパク

トファクターの高い論文数や，研究費の獲得額での業績が拙速に求められる中にあっても，

山岳科学の中でも重要なテーマである長期研究を進めていただきたいと願います。センタ
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ーには様々な分野の研究者が参画しているので，目先を追う論文の量産よりも，長期的観

点からの研究を推進していただきたいと願います。 

近年，国際的な長期生態系モニタリングの枠組みである ILTER (The International Long 

Term Ecological Research Network)や日本生態学会の長期生態系モニタリング委員会，環

境省生物多様性センター等を中心に，各地の大学・研究機関が連携して長期的な生態系モ

ニタリングが行われています。長期生態系モニタリングのサイトとしては，長期間，一定

の面積の自然環境が確実に担保される大学演習林・実験地が最も有効と考えられ，実際に

多くの長期生態系モニタリングが演習林・実験地で行われています。今回の評価にあたっ

てその観点から年次報告書を見てみると，主要部分には記載がなく，菅平実験施設の報告

のみに記載され，その他の演習林の報告には記載がありませんでした。菅平における取り

組みは高く評価できるものと思われますが，一方で，年次報告書主要部から「外れている」

こと，他の演習林に記載が無いことは大変残念で，センターにおける長期生態系モニタリ

ングのおかれた立場を懸念します。生態系に限らず，他の分野も含め，長期モニタリング

の実施は大学演習林・実験地の「強み」であると考えられ，センターの研究の柱に据える

ことを検討するべきかと思います。 

また，2017年11月15日に開催された国際シンポジウムで，「個々のcross-cuttingな研究

については良いが，それらに加えてholistic (学際的）な研究プログラムも加えるべきで

はないか」というMarkus Stoffel教授の提案がありました。外部評価委員会としてもまっ

たくその通りであると強く感じております。 

 

2.2.教育・地域貢献 

山岳科学の樹立と山業創成という大きな目標に向けて，多くの課題に今後取り組む必要

があると思います。センター参画メンバーでのミッションの共有，積極的な情報交換，連

携の一層の推進等を通じ，学び手である学生と社会に向けて，実質的な成果を届ける必要

があります。山岳科学としての科学的な成果の発信とともに，人材育成の場として，社会

や生業の世界でのニーズに応え，活躍できるユニークな人材を輩出されることを期待して

います。 

初年度の報告からは，社会科学的な側面の教育が著しく弱いと感じます。この点の強化

は緊急の課題であると感じます。様々なバックグラウンドを持っているポテンシャルの高

い学生たちが自然系の教員・院生と一緒にフィールドに行く機会が多いと良いと思います。 

「「山業」の創生」についてですが，目的はともかく，そこに向かう道筋・戦略，さらに

はその前提となる課題等が明確ではありません。また「山業」のイメージ・定義，つまり

は具体的獲得目標も明示されていません。すでに「山業の創生」に向けた各種の研究や連
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携が行われていますが，これらがどうして必要で，何に役立てようとしているのか，そし

てそれがどのような全体見取り図で，どのような戦略で行われているか，という点につい

て明確化していくことが必要かと思います。さらに明確化されたものを基に,研究等を再評

価する必要もあると考えられます。 

また，報告書15〜16ページに関連して，国際教育連携および国際ネットワークへの登録

については，これらがどのように具体的に山岳科学教育に反映できるのか示すべきだと思

います。センターにはMRI，GLP，ILTER等に関わる研究者を初めとし，既存の国際的な研究

ネットワークの中で活躍している人材が豊富ではないかと思います。こうした研究者を核

にして，国際教育連携の具体化が早急に見えるようになることを期待します。また，国内

の関係組織・個人とセンターの教育の連携強化（講師派遣など）についても，さらに踏み

込んだ議論が重要になるのではないでしょうか。筑波大学の山岳科学研究においては，日

本人学生への教育・トレーニングが基本のようですが，日本人学生にとって国際的な研究

や活動の枠組みに触れることは極めて大きなメリットになると考えます。部分的にでも他

の大学との緩やかな関係を構築して，単位互換が可能にあると良いと思います。これはプ

ログラムの価値を高めることになり，日本の大学の教員削減が進む中で，教育資源の共有

化・有効活用にも繋がります。 

 

3. 終わりに 

初めに述べましたように，筑波大学に山岳科学センターが設立された意義は極めて大き

く，その活動は大きな注目を浴びるようになるものと考えます。 

創立 1年目ということでこれからに期待されることではありますが，今後，研究を重点

化していく必要があると考えます。そのためには，獲得目標を明確にし，課題を明らかに

するとともに，演習林を基盤とすることや多分野の研究者の参画がある等の「強み」も自

覚しながら，新たなプロジェクトを立ち上げることも含め，議論を進めていく必要がある

と思います。また，足りない分野を新規プロジェクト立ち上げや外部研究者との連携によ

り補う必要もあると思いますし，外部資金の調達についてもこの線で行っていくべきです。 

また，報告書から，数多くの論文等の出版物があり，学会等で多くの発表が行われてい

ることは十分理解できるのですが，それらの多くは山岳科学センターの設立がなくても，

既存の組織・構成員で可能であったのではないかと推察されます。山岳科学センターの設

置によって，具体的に何がどう変わったのか（あるいは，何をどう変えて行くのか）が十

分にはアピールできていないのではないでしょうか。 

最後に，技術的なことにはなりますが，年次報告をとりまとめる際には，所属研究者の

研究内容を網羅的に記載するのではなく，少なくとも重点事項とその他一般事項に区分し，
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目的・コンセプトを達成するための課題毎に分けて，その達成状況を評価するといった工

夫がなされるとさらに良いのではないかと思います。 
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○山岳科学センター細則 
                          平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ ２ 日  

                          生命環境系部局細則 第４号 
 
 （趣旨） 
第１条 この部局細則は、国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則（平成１

６年法人規則第１号。以下｢基本規則｣という。）第５７条の２第４項の規定に基づき、山岳

科学センター（以下「MSC」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 
 
 （目的） 
第２条 MSC は、山岳自然環境に係る生物科学、農林学、地球科学、環境科学等の学問分野

を結集した総合科学としての山岳科学研究を先進的に推進し、山岳に関わる局面での活躍が

期待される人材育成のための高度な教育を展開することにより大学教育の充実に資すると

ともに、山岳地域との連携を通じ地域社会の発展に寄与することを目的とする。 
 
 （ステーション） 
第３条 MSC に教育研究活動等を実地に行う施設として、次に掲げるステーションを置く。 

(1) 菅平高原実験所 
(2) 八ヶ岳演習林 
(3) 井川演習林 
(4) 筑波実験林 

２ ステーションに関し必要な事項は、別に定める。 
 
（組織） 

第４条 MSC に次の各号に掲げる職員を置く。 
  (1) 山岳科学センター長（以下「センター長」という。） 
    (2) 山岳科学センター副センター長（以下「副センター長」という。） ２名 
    (3) 演習林総括 
  (4) 菅平高原実験所総括（以下「実験所総括」という。） 
    (5) 教員 
    (6) 技術職員 
    (7) 事務職員 
    (8) その他センター長が必要と認めた者 
２ 前項の（３）および（４）の職員は（１）および（２）の職員が兼ねることができる。 
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（センター長） 
第５条 センター長は、学長が任命する者をもって充てる。 
２ センター長は MSC の業務を掌理し、所属職員を監督する。 
 
 （副センター長） 
第６条 副センター長は MSC において従事する教員の中からセンター長が指名する者をもっ

て充てる。 
２ 副センター長は、センター長を補佐するとともに、センター長に事故があるときは、その

職務を代行する。 
３ 副センター長の任期は２年とし、再任を妨げない。 
 
 （総括） 
第７条 演習林総括および実験所総括は MSC において従事する教員の中からセンター長が指

名する者をもって充てる。 
２ 演習林総括は八ヶ岳演習林、井川演習林および筑波実験林の業務を総括する。 
３ 実験所総括は、菅平高原実験所の業務を総括する。 
４ 演習林総括および実験所総括の任期は２年とし、再任を妨げない。 
 
 （研究部門等） 
第８条 MSC に先進的な山岳科学研究を推進する体制として次の 3 つの研究部門と学内外と

の連携を戦略的に構築するため、研究イニシアティブを置く。 
(1) 山理解部門 
(2) 山管理部門 
(3) 山活用部門 
(4) 山岳科学研究イニシアティブ（以下「研究イニシアティブ」という。） 

２ 前項に定める各部門および研究イニシアティブには業務を統括する部門長および研究イ

ニシアティブ長を置く。 
３ 前項に定める部門長および研究イニシアティブ長は MSC において従事する教員の中から

センター長が指名する者をもって充てる。 
 
 （教育部門） 
第９条 MSC に大学教育の充実および人材育成に資する体制として次の教育部門を置く。 

(1) 全国教育関係共同利用拠点部門 
(2) 山岳科学学位プログラム部門 
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 （技術部門） 
第１０条 MSC に教育、研究および地域貢献等の事業支援を行う為、技術部門を置く。 
 
 （運営委員会） 
第１１条 MSC に、基本規則第５７条の５に規定する運営委員会として、山岳科学センター

運営委員会（以下｢運営委員会｣という。）を置き、MSC の管理、運営等に関する重要事項を

審議する。 
２ 運営委員会は、次に掲げる委員で組織する。 

(1) センター長 
(2) 副センター長 
(3) 演習林総括 
(4) 実験所総括 
(5) 研究イニシアティブ長 
(6) 各ステーション専任の大学教員 各１名 
(7) MSC 構成員の中から生命環境系長が推薦する大学教員 ２名 
(8) MSC 構成員の中から生命環境科学研究科長が推薦する大学教員 ２名 
(9) MSC 構成員の中から生命環境学群長が推薦する大学教員 ２名 
(10) その他 MSC の運営等に関係する大学教員のうちからセンター長が推薦する者 若干名 

３ 第２項第２号から第１０号までの委員の任期は、２年とする。ただし、任期の終期は、委

員となる日の属する年度の翌年度の末日とする。 
４ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
５ 第２項の委員は、再任を妨げない。 
６ 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 
７ 委員長は、運営委員会を主宰する。 
８ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。 
９ 運営委員会は、構成員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。 
１０ 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長

の決するところによる。 
 
（アドバイザー会議） 

第１２条 MSC に、様々な教育研究や調査、分析、提言を行うため、MSC の業務運営の充実

と経営戦略の推進に関する助言を行う機関として山岳科学センターアドバイザー会議（以下

「アドバイザー会議」という。）を設置する。 
２ アドバイザー会議の委員は、山岳科学研究に関し、広くかつ高い識見を有する学外者のう

ちから、センター長が運営委員会の意見を聴いて任命する委員で組織する。 
３ 前項の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期
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は、前任者の残任期間とする。 
４ アドバイザー会議に議長を置く。 
５ 議長は、アドバイザー会議を主宰する。 
６ 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。 
 
 （事務） 
第１３条 MSC に関する事務は、生命環境エリア支援室が行う。 
 
 （雑則） 
第１４条 この部局細則に定めるもののほか、MSC の組織及び運営に関し必要な事項は、別

に定める。 
 
   附 則 
１ この部局細則は、平成２９年４月１２日から施行し、同年４月１日から適用する。 
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○筑波大学山岳科学センター利用規程 

 

                           平成２９年４月２１日制定 

                              

 

（目的） 

第１条 この規程は、山岳科学センター細則（平成２９年生命環境系部局細則第４号。）第１

４条の規定に基づき、山岳科学センター（以下「ＭＳＣ」（Mountain Science Center

の略）という。）の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（利用施設） 

第２条 ＭＳＣの利用施設は次のとおりとする。 

(1)  菅平高原実験所 

(2)  八ヶ岳演習林 

(3)  井川演習林 

(4)  筑波実験林 

 

（利用の原則） 

第３条 ＭＳＣの利用については、学術研究、学生に対する教育及び実習並びに研究指導、

社会教育などの目的に限り利用することができる。 

 

（利用資格） 

第４条 ＭＳＣを利用することができる者は、次のとおりとする。 

(1)  本学の職員 

(2)  本学の学生 

 (3) 本学以外の大学、研究機関の職員又は学生 

(4)  その他、山岳科学センター長（以下「センター長」という。）が適当と認めた者 

 

（利用の手続） 

第５条 ＭＳＣを利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、利用の１週間前（菅平

高原実験所においては１０日前）までに、所定の利用申込書をセンター長に提出し、許可

を受けなければならない。 

 

（利用者の義務） 

第６条 利用者は、別に定める利用心得を遵守し、施設・設備を常に良好な状態に保つよう

努めると共に、利用を終了した際は、原状に回復するものとする。 

２ 利用者は、ＭＳＣを利用して行った研究の成果を論文等により公表するときは、当該論

文等にＭＳＣを利用した旨を明記しなければならない。 
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３ 利用者は、前項の公表された論文等の写を、ＭＳＣに送付しなければならない。 

４ 利用者は、故意又は重大な過失により、施設・設備等を破損、滅失又は汚損したときは、

その損害に相当する費用を弁償しなければならない。 

 

（実験器具等） 

第７条 利用者がＭＳＣの施設において使用する実験器具類、薬品類及び肥料等については、

センターが供用するものを除き、原則として、利用者が持参するものとする。 

 

（許可の取消し） 

第８条 センター長は、利用者が、この規程に違反し、又はＭＳＣの運営に重大な支障を及

ぼす恐れがあると判断した場合には、利用の途中であっても、利用の許可を取り消すこと

ができる。 

 

（宿泊施設の利用） 

第９条 利用者が、ＭＳＣの利用に当たり、宿泊を必要とする場合はＭＳＣの宿泊施設を利

用することができる。 

２ 宿泊しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。 

３ 利用者の都合により、宿泊施設の利用を取り消した場合の納付した使用料は、返還しな

い。 

 

（その他） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、ＭＳＣの利用に関し必要な事項は、第２条に定め

る利用施設ごとに定める利用細則によるものとする。 

 

附 則 

１ この規程は、平成２９年４月２１日から施行し、同年４月１日から適用する。 
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別表第（第９条関係） 

 

菅平高原実験所宿泊棟使用料（宿泊料金：1 泊あたり）   

 

利用期間 

2泊以内 
3 泊以上     

3カ月未満 
3カ月以上 

教職員・研究員   

・その他一般 
1,300 円 1,300 円 1,300 円 

学生・研究生 1,300 円   900 円   600 円 
 

【参考】菅平高原実験所宿泊棟食事料 

朝食 昼食 夕食 

３００円 ４００円 ６００円 

 

 

八ヶ岳演習林宿泊棟使用料（宿泊料金：1 泊あたり）  

金   額 

500円 

 

 

井川演習林宿泊棟使用料（宿泊料金：1 泊あたり） 

金   額 

600円 
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            筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所共同利用規程  

 

平成２９年４月１日制定 

 

  （趣旨） 

第１条 この規程は、筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所（以下「実験所」という。）の共同利 

用に関し必要な事項を定めるものとする。 

  

（定義） 

第２条 この規程において「共同利用」とは、他大学、教育研究機関等の教育課程上の実習等を行うた 

め、実験所を利用することをいう。 

 

（共同利用の範囲） 

第３条  共同利用を行うことのできる組織は、他大学、教育研究機関等に在籍する学生又は大学院生 

（以下「学生等」という。）の所属する学部、研究科等とする。 

 

  （共同利用運営委員会） 

第４条  共同利用の実施に関する重要事項を審議するため、実験所に共同利用運営委員会（以下「委 

員会」という。）を置く。 

２ 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

  （公募） 

第５条  委員会は、適切な時期に次年度の共同利用について公募を行う。 

 ２ 共同利用を行う組織は、前項に定める公募に応募し、委員会の承認を得なければならない。 

 

（共同利用の実施） 

第６条  実験所は、原則として共同利用に参加する学生等に対し、教育を行う。 

２ 共同利用を行う組織は、実験所とともに、共同利用に参加する学生等に対し、教育を行うこと 

ができる。 

 

（評価委員会） 

第７条 共同利用の実施に対する外部評価を実施するため、実験所に共同利用拠点評価委員会（以下「評

価委員会」という。）を置く。 

２ 評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

  （事務） 

第８条 共同利用に関する事務は、実験所事務係において処理する。 

 

 

 

119



（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、共同利用に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

      附則 

   この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
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         筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所共同利用運営委員会規程 

 

平成２９年４月１日制定 

 

  （趣旨） 

第１条 この規程は、筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所共同利用規程第４条の規定に基づき、 

筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所共同利用運営委員会（以下「委員会」という。）の組織及 

び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（審議事項） 

第２条 委員会は、筑波大学山岳科学センター長（以下「センター長」という。）の諮問に応じ、筑波 

大学山岳科学センター菅平高原実験所（以下「実験所」という。）における共同利用の実施に関し、 

次に掲げる重要事項を審議する。 

(1)   実験所の共同利用に係る事業計画に関すること 

(2)  実験所の共同利用に係る公募に関すること 

(3)  実験所の共同利用の実施に関すること 

(4)  その他実験所の共同利用に関し必要な事項 

 

  （組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。ただし、第１号及び第２号の委員の総数は、委 

員会委員の総数の２分の１以下とする。 

(1)   センター長 

(2)  山岳科学センターの専任教員 

(3)  筑波大学の専任教員（前号に掲げる者を除く。）のうちからセンター長が委嘱する者 

(4)   筑波大学以外の機関の者で、実験所の目的とする教育と、同一分野の教育に従事する者 

(5)  その他センター長が特に必要と認めた者  

 

  （委員の任期） 

第４条 前条第３号から第５号までの委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者 

 の残任期間とする。 

 ２ 前項の委員は、再任されることを妨げない。 

 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 

   ２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

   ３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

 

  （会議） 

第６条 委員会は委員の過半数の出席により成立する。 

 ２ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 
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（委員以外の者の出席） 

第７条 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くこと 

 ができる。 

 

  （事務） 

第８条 委員会の事務は、実験所事務係において処理する。 

 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

      

附則 

   この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
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筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 
林冠タワー運営規約 

 
 

筑波大学山岳科学センター（以下、センターという）菅平高原実験所（以下、実験所という）の「林冠

タワー」は、山岳フィールド科学の教育・研究のさらなる推進を目指して建設された。本運営規約は、

林冠タワーが円滑に利用・運営されるために定めるものである。 
 
１．運営体制 
林冠タワーは、筑波大学山岳科学センター長（以下、センター長という）の責任の下、センターにより

管理・運営される。林冠タワーに関わる規約・安全対策等は、筑波大学山岳科学センター運営委員会に

て議論・決定される。 
 

２．安全対策 
センターは、林冠タワーの故障・事故を防ぎ安全に利用できるよう、必要な安全対策を講じる。安全対

策は別に定める「筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所林冠タワー安全規約」による。林冠タワー

利用に必要な安全器具・鍵等の道具は、所定の場所（技術職員室）に保管し、使用後にメンテナンスを

行う。 
 
３．利用にあたって 
(１) 利用者は、菅平高原実験所利用申込書、設備・備品利用申込書により、利用申請を行う。 
(２) 林冠タワーは、センター長が実験所の活動において適当と判断した、実験所スタッフおよび外部研

究者による教育・研究活動で利用できる。 
(３) 初めて利用する者は、安全器具の使用法について事前に講習を受けなければならない。 
(４) 利用者は別に定める「筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所林冠タワー安全規約」を熟読し、

遵守しなければならない。 
(５) 利用者は事前に「筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所林冠タワー利用同意書」を提出すると

ともに、「筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所林冠タワー安全確保チェックリスト」に沿って

安全確保を行わなければならない。 
(６) 林冠タワーを用いて得られた研究成果を公表（発表・論文等）する際は、同成果が林冠タワーを用

いてもたらされたものであることを明言・明記しなければならない。 
(７) 実習・見学等での利用に当たってはさらに、「筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所林冠タワー

の実習・見学利用についての申し合せ」にも従うものとする。 
 
 
４．規約等の変更 
林冠タワー利用に関わる必要な事項は、「筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所林冠タワー運営規

約」、「筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所林冠タワー安全規約」、「筑波大学山岳科学センター菅

平高原実験所林冠タワー利用同意書」、「筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所林冠タワー安全確保

チェックリスト」、「筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所林冠タワーの実習・見学利用についての

申し合せ」（以下「運営規約等」という）によるものとし、内容の変更は、筑波大学山岳科学センター運

営委員会が決定する。 
 
５．施 行 
（１）この運営規約は、2017 年 8 月 8 日に施行し、2017 年 4 月 1 日から適用する。 
（２）2016 年 7 月 11 日制定の「筑波大学菅平高原実験センター林冠タワー運営規約」は 2017 年 3 月

31 日をもって廃止する。 
 
  

123



筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 
林冠タワー安全規約 

 
 

センターが行う安全対策 
・ 林冠タワーの入口を施錠し、一般者立入禁止を掲示する。 
・ 年１回、および台風や地震の後など必要に応じて、建設業者や実験所職員による以下の項目の点検

を行う。 
全体外観、支持用ワイヤーの張り、ジャッキベース、支柱類（単管・枠組・筋交）の接続部（クラ

ンプ・固定ピン）、足場板、階段、転落防止用手すり、その他必要と思われる箇所 
・ 安全登攀具（ハーネス・スリング・カラビナ・ヘルメット）が正常に使用できることを随時点検す

る。 
・ 利用者に安全対策を周知徹底する。 
・ 利用者の帰着を確認する。 
 
利用者が行うこと 
・ 原則として、複数名で利用する。 
・ 初回利用時には、別途定める安全確保チェックリストを用いた現場での安全講習を事前に受ける。 
・ 利用時に毎回、別途定める同意書を提出するとともに、安全確保チェックリストに沿って安全チェ

ックを行う。 
・ 利用簿に、代表者・同所属・人数・利用開始時刻・帰着予定時刻を記入し、戻ってから帰着時刻を

記載する。 
・ 緊急事態の際は、下記の緊急連絡先に連絡する。 
・ 同意書に書かれていることを遵守する。 
 
利用制限 
・ 積載制限は、梯子は 1 脚あたり 1 人、床板は 1 枚あたり 3 人、1 フロアに 6 人までとする。 
・ 積雪期や雨天のときは、滑りやすいため利用を制限する場合がある。 
・ 体力や体調に不安のある者は、事前に相談の上利用を制限する場合がある。 
・ 日没後の利用は研究上やむを得ない特別な事情を除き、原則禁止する。 
・ 落雷・強風時は利用を禁止する。 
 
緊急連絡先：筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 0268-74-2002 
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筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 
林冠タワー利用同意書 

 
 

筑波大学山岳科学センター長 殿 
 
私は、林冠タワーの利用にあたって、以下の事項に同意します。 
 

(1) 出発前に利用簿に必要事項を記入し、戻ってから帰着時刻を記載します。携帯電話またはトラン

シーバーを携帯します。 
(2) 装備・施設に不具合がなく万全であることを各自チェックします。 
(3) 強風・大雨・大雪・雷などの悪天候の中では高所のみならず林冠タワー周辺に立ち入りません。 
(4) 林冠タワーの 5 m 以内ではヘルメットを正しく装着します。林冠タワーに登る際はさらにハーネ

ス・スリング・カラビナを正しく装着します。 
(5) 林冠タワー上では常時、ワイヤー等にカラビナをかけて安全確保を行います。 
(6) 積載制限を遵守します。 
(7) 滑りにくい靴と手袋および肌の露出の少ない服装を着用します。 
(8) 携帯物品は必要最低限にし、身から離す時には重量物には必ず安全確保を取ります。 
(9) 林冠タワーを利用する際は、地上にいる人を 5 m 以上退避させます。 
(10) その他、安全確保チェックリストに沿って行動し、案内者の指示を遵守します。 
(11) 私は、運営規約を読み、１）林冠タワーの管理者によって安全策が講じられていること、２）利

用者が遵守すべき事項があること、３）林冠タワーの利用によって私自身および他者の生命・身

体・精神・財産に危険・危害が及ぶ可能性のあることをよく認識し、安全に利用する責任を負い

ます。 
年   月   日  

 
            署 名                   
 

                                所 属                   
      
                                        携帯電話番号     －    －      
                    
                   利用期間    年  月  日 ～   年  月  日  
  
＜連絡欄＞  装備を借用する場合の番号  ハーネス・スリング（番号   ） ヘルメット（番号   ） 
  

125



筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 
林冠タワー安全確保チェックリスト 

 
 
□ 装備・施設に不具合がなく万全であることを各自チェックする。 
□ 林冠タワーに登る時には必ずヘルメット・ハーネス・カラビナ・スリングを使用し、地面を離れて

から地面に戻るまで常時、安全確保を行う。 
 
ヘルメット 
□ ずれて外れたり視界を妨げたりしないようにする。 
 
ハーネス 
□ ループにねじれがないことを確認する。 
□ 腰骨の上できつく締め、体が反転しても抜けないようにする。 
□ バックルの折り返しを確認する。 
 
カラビナ・スリング 
□ ハーネス側に安全環付きカラビナをつけ、そこに二つのスリングを通し、スリングの反対側にそれ

ぞれカラビナを通して用いる。カラビナとスリングの間が緩まないように、また、スリングがから

まないように、適切な結びを使用する。 
□ 安全環付きカラビナの開閉時は、安全環が止まるまでねじってから半周戻す。 
□ 移動中は、カラビナの中に指を入れたままにしない。 
□ 二つあるカラビナの一つ以上を用いて常にワイヤー等から確保する。 
□ 必要に応じ、ワイヤー以外からの安全確保方法を確認する。 
□ 作業中は確保用のスリングを緊張させることで姿勢を保持する。 
□ 必要に応じ、スリングの運び方、着脱法、荷物の安全確保方法を確認する。 
 
その他 
□ 待機中は林冠タワーから 5m 以上離れる。5m 以内に近寄るときはヘルメットを着用する。林冠タワ

ーを利用する際は、地上にいる人を 5 m 以上退避させる。 
□ 一度に乗っていいのは、梯子は 1 人、床板は 3 人、1 フロアに 6 人までとする。 
□ 落雷・強風時は使用不可。その恐れがある時は速やかに待避する。 
□ 雨や雪には十分注意すること。 
□ 手の届く枝葉は、研究上不可欠な理由を除き、損壊しない。 
□ 異常に気がついたらささいなことでも下記の緊急連絡先に連絡する。 
□ 荷物や道具等を落とさない。 
 
緊急連絡先：筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 0268-74-2002 
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筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 
林冠タワーの実習・見学利用についての申し合わせ 

 
 

 実習・見学等において林冠タワーを安全に利用するために、センター内で以下のように申し合わせる。

また、実習・見学の引率責任者は、この申し合わせに従う。 
 
以下のような問題を未然に防ぐ。 
・ 安全器具を正しく着用しない。 
・ 待機中に林冠タワーに近寄る。 
・ 安全確保を正しく行わない。特にカラビナかけかえの際の安全確保の失敗。 
・ 安全確保を行った状態での転倒、落下、怪我。 
・ 物を落とす。 
・ 観察対象の枝を折る。 
・ 観測機器に触る、破損させる、落下させる。 
・ 落下した物、枝、観測機器等にぶつかる。 
 
以下のような対策を行う。 
・ 実習等の際は、林冠タワー利用以外の別メニューも選択可能とした上で、林冠タワー利用希望する

学生からは同意書をもらう。 
・ 顔色を見るなどして体調を判断し、体調の悪い者は登らせない。 
・ 安全チェックリストを全員に説明する。ただし、装備の安全確認は受講済みのスタッフが行う。 
・ 安全器具は建物内で着用・確認してから出発し、利用時に再度確認する。その際、必要な防寒具や

雨具等を身につけてからハーネスを着用する。 
・ 林冠タワー周辺に学生がいる場合は地上にスタッフを一人以上配置する。 
・ 林冠タワー利用時には職員二人以上が引率する。うち一人は救急用品を持つ。 
・ 引率職員を含め、同時に利用するのは 7 人までとする。そのうち学生は 5 人以内。 
・ 荷物を最小限にさせる。身体に掛けられるもの、筆記用具、実習に必要な用具以外は持たせない。

荷物やバッグ等の蓋を閉めさせる。 
・ 手に物を持ったまま移動させない。 
・ 事前に下見やシミュレーションを行う。その際に、林冠タワーに不備がないか、林冠タワー上に落

下物がないか、林冠タワー上の機器がきちんと固定されているか、等を確認する。 
 

事故の際の対処法 
  ＊ 二次事故を防ぐこと。 
  ＊ 救援・退避・応急処置時等にも事故者・救援者双方が、通常の安全確保を怠らない。必要に応

じて補助者がそれを助ける。 
(１) 林冠タワー上で事故が発生した場合は地上のスタッフに連絡。 
(２) 地上スタッフが事務室に救援要請。緊急性が高い場合は並行して、林冠タワー上の職員が容態

を観察しながら消防署に直接通報。 
(３) 地上のスタッフは、周囲の学生を林冠タワーから 5m 以上離れた場所で待機させる。その状況

を確保した上で、状況に応じて林冠タワー内のサポートに入る。 
(４) 応急処置が必要か、どこで行うのか、事故者とその他学生のどちらを先に下ろすのか、等を判

断。 
(５) 事故者は職員 1 人が搬出、もう一人の職員が補助。その他の学生は 1 人以上の職員が引率して

降りる。 
(６) 全員が林冠タワーから 5m 以上退避する。 
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国立大学法人筑波大学山岳科学センター 

 

筑波事務室     〒305-8577 茨城県つくば市 1-1-1      ☎029-853-2546 

筑波実験林     〒305-8577 茨城県つくば市 1-1-1       ☎029-853-2544 

菅平高原実験所   〒386-2204 長野県上田市菅平高原 1278-294  ☎0268-74-2002 

八ヶ岳・川上演習林 〒384-1305 長野県南佐久郡南牧村野辺山 462-4 ☎0267-98-2412 

井川演習林     〒428-0504 静岡県静岡市葵区井川 1621-2 ☎054-260-2419 

 

http://www.msc.tsukuba.ac.jp/ 
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