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諸連絡
1．旅費について
・旅費（交通費、宿泊代、食事代）は筑波大学の規定に基づき、実費相当額を参加者全員に支給いたしま
す。
・交通費については、公共交通機関をご利用の方および自動車を運転して来られる方のみの支給です。同
乗者には支給されません。また、有料道路をご利用になられた方は領収書の保管をお願い致します。
・宿泊代および食事代の支給は、事務局を通して行った予約のみ対象です。各人の予約状況は添付ファイ
ルをご確認ください。
・手続きの都合上、皆様に旅費を一度立て替えて頂いて、後日、皆様の銀行・郵便局の口座に相当額の振
り込みを致します。お手数ですが立て替えの件、よろしくお願い致します。

2．発表賞について
・学生を対象にポスター発表については日本山岳アカデミアから、口頭発表については山岳科学共同
学位プログラムから最優秀賞を授与致します。選考については集会受付時に先生方には投票要旨を
お渡ししますので、選考へのご協力をお願い致します。投票箱はポスター発表についてはポスター会
場に設置し、口頭発表についてはメイン会場に設置します。

3．大浴場入浴時間について
・各部屋にはユニットバスがあります。24 時間利用可能ですが相部屋の方と相談の上、適宜ご利用下
さい。大風呂については夕方は 16 時 00 分～22 時 30 分、朝は 6 時 00 分～9 時 00 分までです。

５．帰りの送迎バスについて(29 日)
運営委員会に出席される先生方は 15 時 45 分にバスにお乗り下さい。
その後、筑波大学菅平高原センターで学生を 16 時 00 分をピックアップします。
(30 日朝にお帰りになる方はスタッフが適宜バス停までお送する予定です)

4．緊急連絡先
・滞在中にトラブルなどありましたらお近くの黄色い腕章をつけたスタッフのお気軽にお問合せ下さ
い。移動中のトラブルについては事務局の津田あるいは勝山の携帯に連絡をお願い致します。
会場のプチホテルゾンタックでも良いです。
津田：090-9148-3671 勝山：090-9241-3461 プチホテルゾンタック：0268-74-1111
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プログラム
■ 一般参加者
11 月 28 日（土）
11：00～13：00

受付(受付)

13：00～13：10

開会；学術集会の諸連絡(筑波大学生命環境系：津田吉晃)

13：10～13：40

山岳科学共同学位プログラムの説明(筑波大学生命環境系：沼田治)

14：00～18：00

JALPS ポスターセッション(コアタイム；15：00～16：30)

＊学生を対象にした模擬授業、研究発表会にもご参加頂けます
＊コアタイムには学生含め参加者全員がポスターセッションに参加します
19：00～21：00

懇親会

11 月 29 日（日）
9：00～12：00
13：00～15：30

シンポジウム
山岳科学共同学位プログラム運営委員会
JALPS 運営委員会
新学術領域研究推進委員会

■ 招待学生
11 月 28 日（土）
11：00～13：00

受付

13：00～13：10

開会；学術集会の諸連絡(筑波大学生命環境系：津田吉晃)

13：10～13：40

山岳科学共同学位プログラムの説明(筑波大学生命環境系：沼田治)

13：40～15：00

模擬授業

15：00～16：30

JALPS ポスターセッション コアタイム

16：30～19：00

研究発表会

19：00～21：00

懇親会

11 月 29 日（日）
9：00～12：00
13：00～16：00

シンポジウム
筑波大学菅平高原実験センター見学
アンケート回答・解散
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タイムテーブル
1号館 玄関

4号館 会議室

合掌館

1号館 レストラン

筑波大学
菅平高原実験センター

11月28日(土)
11:00
12:00

受付

13:00

開会 ・全体集会

14:00

模擬授業
JALPSポスター
セッション

15:00
16:00
17:00
研究発表口頭部門
18:00
19:00

夕食・懇親会

20:00
11月29日(日)
7:00

朝食
8:00
9:00
10:00

シンポジウム

11:00
12:00

昼食

13:00
14:00

（合同運営委員会）
学位プロ運営委員会
JALPS運営委員会
新学術領域研究推進委員会

筑波大学菅平高原実験
センター見学
・
アンケート回答

15:00
16:00
17:00
18:00
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会場案内
■ 菅平高原 プチホテル ゾンタック
〒386-2204 長野県上田市菅平高原 1223
TEL: 0268-74-1111
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■１号館

■２号館

威嚇

■４号館

■３号館
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模擬授業
今後の山岳科学共同学位プログラムでは大学間での遠隔講義が複数開講される予定です。そこで実際に
遠隔講義システムを用いて、模擬授業を行います。
今回は山、森、水から災害まで多方面から研究している教員による１人１５分程度のリレー講義です。
招待学生の他、一般参加の方(学生、教職員含めて)にもお時間が許す限り、ご参加頂ければと思います。

講義タイトルなどリストは以下の通りです。
「山・森・社会の移り変わり」安江 恒（信州大学）
「山は天然の Water Tower」山中 勤（筑波大学）
「山、川、湖の食物網の結びつき」岩田智也（山梨大学）
「山地保全学入門～森林と山崩れ」逢坂興宏（静岡大学）

JALPS ポスターセッション；発表リスト
(★印はポスター賞の対象です)

★[P-01]

初冬季の北陸地域における降水量増加傾向について
友近全志 1，安永数明 2
1

★[P-02]

富山大・理，2 富山大院・理工

アラスカ内陸部永久凍土地帯に生育するブラックスプルース（Picea mariana）の幹と根の肥大成
長と気候応答
兼松真里衣 1，平野
1

優 1，安江 恒 2

信大・農，2 信大・山岳研

★[P-03] 立山スギの年輪幅と年輪密度を用いた気候復元
Zhang Chong1，平
1

英彰 2 中塚 武 3，安江

恒4

信大院・農，2 タテヤマスギ研，3 地球研，4 信大・山岳研

★[P-04] 高山に生育するスギの年輪構造と気候要素との関係
平野
1

優 1，齋藤

琢 2，村岡裕由 2，安江

恒3

信州大学大学院，2 岐阜大学流域圏科学研究センター，3 信州大学山岳科学研究所

★[P-05] 胸高直径を用いたヒノキの水平根分布の推定
佐橋

潤

静岡大学大学院農学研究科
★[P-06] InSAR を用いた赤石山脈南部における地すべり変動の抽出
西口尚希
静岡大学大学院総合科学技術研究科
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[P-07] 中部山岳地域における長期平均降水同位体マッピング
山中

勤 1，鈴木啓助 2，脇山義史 3，岸

和央 1，牧野裕紀 1，丸山浩輔 1，加納正也 1，

馬文超 1，正木大祐 1，杉山昌典 1，山川陽祐 1，西井稜子 4，吉竹晋平 5
1

筑波大学，2 信州大学，3 福島大学，4 土木研究所，5 岐阜大学

[P-08] 岐阜大学高山試験地（高山サイト）における森林機能の長期・複合的観測
村岡裕由 1，斎藤
1

琢 1，永井

信2

岐阜大学・流域圏科学研究センター，2 海洋研究開発機構・地球表層物質循環研究分野

★[P-09] 成熟林内の植生構造の不均一性が土壌呼吸に与える影響
西村貴皓
筑波大学・生命環境科学研究科持続環境学専攻
[P-10] 長野県上田市菅平高原大洞地区ブナ天然林におけるリター・シードフォール量
正木大祐，長岡講二，高木悦郎
筑波大学菅平高原実験センター
★[P-11] 木材トレーサビリティシステムに関する研究
添原洋平
信州大学
[P-12] 国産材を使用した合板の環境影響評価

－生産規模の異なる 2 工場の比較－

高村秀紀
信州大学・山岳科学研究所
[P-13] 南アルプスのシカ食害エリアにおける高山植生回復のための管理手法
渡邉修，竹田謙一
信州大学農学部
[P-14] ワラビ採集は草原植物の多様性を高めうる：伝統的土地利用による生態系保全の役割
鈴木

亮，田中健太，佐藤美幸，正木大祐，金井隆治

筑波大・菅平高原実験センター
★[P-15] 土壌撹乱と刈取りが半自然草原の低茎草本多様性に与える効果
小黒和也，田中健太
筑波大学・菅平高原実験センター
[P-16] 標高万能植物ミヤマハタザオの開花は、標高によって長日・短日条件への反応性が異なるか？
田中健太 1，山田
1

歩 2，恩田義彦 3，若月泰孝 4

筑波大・菅平セ，2 東邦大，3 理研・環境資源セ，4 筑波大・アイソ環境動態セ

[P-17] Multi species genetic structure and demographic inference in the Betula genus across Eurasia
Yoshiaki Tsuda1,2,3，Vladimir Semerikov4，Federico Sebastiani2，Giovanni Giuseppe Vendramin2，Martin
Lascoux1
1

Department of Ecology and Genetics, Evolutionary Biology Centre, Uppsala University, Sweden，2Plant

Genetics Institute, Division of Florence, National Research Council, Sesto Fiorentino, Italy， 3Sugadaira
Montane Research Center, University of Tsukuba，4Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch of
Russian Academy of Science, Ekaterinburg, Russia

8

[P-18] 菅平高原の草本群落に生息する花蜜酵母の多様性
平尾章，山田宗樹，出川洋介
筑波大・菅平高原実験センター
[P-19] Phylogenetic position of a new mycoparasitic mucoralean fungus growing on fallen fruits of Actinidia
arguta
Songsak Wattanachaisaereekul，Kensuke Seto，Yousuke Degawa
Sugadaira Montane Research Center, University of Tsukuba
★[P-20] 菅平高原における地衣内生菌の探索
升本宙，出川洋介
筑波大・菅平高原実験センター
[P-21] マメ科高山植物の分散に伴う共生根粒菌ゲノムの伝播
高梨功次郎
信州大学・山岳科学研究所
[P-22] 好蟻性昆虫アリスアブ幼虫の形態学的・進化発生学的研究
真下雄太，町田龍一郎
筑波大・菅平高原実験センター
★[P-23] Comparative embryology of arctoperlarian Plecoptera (Insecta)
Shodo Mtow，Ryuichiro Machida
Sugadaira Montane Research Center, University of Tsukuba
[P-24] Male-male aggression peaks at intermediate relatedness in a social spider mite
Yukie Sato1，Martijn Egas2，Maurice W. Sabelis2
1

Sugadaira Montane Research Center, University of Tsukuba，2IBED, University of Amsterdam

[P-25] Incomplete premating and postmating reproductive barriers between two parapatric populations of a
social spider mite
Yukie Sato1，Johannes A. J. Breeuwer2，Martijn Egas2，Maurice W. Sabelis2
1

Sugadaira Montane Research Center, University of Tsukuba，2IBED, University of Amsterdam

[P-26] An Evolutionary Ecology Approach to Freshwater Fisheries Conservation and Management
Leanne Faulks
Sugadaira Montane Research Center
★[P-27] 山岳渓流棲哺乳類・カワネズミの個体群構造と遺伝構造解析
関谷知裕 1，東城幸治 2
1

信州大学大学院・理工学系，2 信州大学・学術研究院・理学系

[P-28] 赤外線センサーカメラによる長野県上田市菅平高原の哺乳類相と鳥類相調査
佐藤美幸，正木大祐，高木悦郎
筑波大学・菅平高原実験センター
[P-29] モチノキの果実・種子生産量の年次変動がモチノキタネオナガコバチ個体群に及ぼす影響
高木悦郎 1，富樫一巳 2
1

筑波大・菅平セ，2 東大院・農
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研究発表会(口頭)：発表リスト
[O-01]

中部山岳地域の湖沼に産する藻類寄生性ツボカビの分類学的研究
瀬戸健介，出川洋介
筑波大学菅平高原実験センター

[O-02]

高山におけるブナ、ダケカンバ、ミズナラの年輪気候応答および肥大成長フェノロジー
沈昱東 1，村岡裕由 2，斎藤
1

[O-03]

琢 2，安江

恒3

信州大・農学部，2 岐阜大・流域圏科学研究センター，3 信州大・山岳科学研究所

2011年東北沖地震後の長野県北部地域における間隙流体に起因する地震活動の活性化
下條賢梧
筑波大学生命環境科学研究科

[O-04]

菅平高原の黒ボク土における黒色物質生成菌について
佐々木規衣，出川洋介，田村憲司
筑波大学大学院

[O-05]

ハイマツ葉内生菌の多様性と地理的分布パターン
三村琢磨 1，広瀬
1

[O-06]

大 2，下野綾子 3，廣田

充1

筑波大・生命環境系，2 日本大・薬学部，3 東邦大，理学部

木曽山脈の森林限界移行帯において相観植生を支配する地形的要因
青木慎弥
筑波大学生命環境科学研究科

[O-07]

中央構造線が分断障壁となる山岳源流棲昆虫・ガガンボカゲロウ類の個体群構造と遺伝構造解析
竹中將起 1，東城幸治 2
1

[O-08]

信州大学大学院・理工学系，2 信州大学・学術研究院・理学系

山岳源流棲昆虫・オンダケトビケラ類の個体群構造と遺伝構造解析
三上賢司 1，東城幸治 2
1

[O-09]

信州大学大学院・理工学系，2 信州大学・学術研究院・理学系

山岳域における植生条件，微気象が土砂移動に与える影響
野坂大樹
静岡大学大学院農学研究科

[O-10]

大規模崩壊地における土石流の流下と地形変化の関係
經隆

悠

筑波大学生命環境科学研究科
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JALPS ポスターセッション要旨集
（コアタイム

28 日 15:00～16:30）
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[P-01]

初冬季の北陸地域における降水量増加傾向について
友近全志 1，安永数明 2
1

富山大・理，2 富山大院・理工

1991 年から 2014 年にかけて、北陸地域（富山、伏木、金沢、輪島）の初冬季（12 月）において降水量の増加傾向がみ
られる。伏木で 1991 年から 2014 年までの降水量の回帰係数 0.330（mm/day）/year と高い数値を示している。この原因を
求めるため北陸地域の降水量と海面水温（以下 SST）の相関関係を調べた。北陸地域の降水量と SST の相関関係は北海道
の西側で正の相関を、ウラジオストク沖で負の相関を示した。また北緯 10 度から北緯 20 度の太平洋域における SST とも
強い正の相関が見られた。さらに解析年代を変えることで 1981 年から 2014 年にかけてウラジオストク沖の負の相関の強
化がみられた。このウラジオストク沖で負の相関の強化はモンスーンの強化によるものと考えた。そこで北陸地域の降水
量と海上風の相関関係を求めると日本海側で強い正の相関が示された。これらの結果から初冬季の北陸地域における降水
量増加傾向の原因は北緯 10 度から北緯 20 度にかけての SST 上昇に伴う冬季モンスーンの強化である事が示唆される。こ
の冬季モンスーンの変動に関しては太平洋十年規模振動（PDO）の影響が考えられる。またこうした冬季モンスーンの強
化は、北陸の沿岸部だけでなく中部山岳域における冬季の降水量（貯水量）にも影響を与えている可能性が有り、山岳域
での調査・研究も望まれる。

[P-02]

アラスカ内陸部永久凍土地帯に生育するブラックスプルース（Picea mariana）の幹と根の肥大成
長と気候応答
兼松真里衣 1，平野
1

優 1，安江 恒 2

信大・農，2 信大・山岳研

北方林では、他の地域に生育する樹木と比較して地下部に蓄積される炭素の割合が多いとされているが、気候変動が地
下部に及ぼす影響に関する研究は少ないため、本研究では、永久凍土地帯に生育するブラックスプルース（Picea mariana）
を対象として、幹と根の肥大成長と気候応答を明らかにする。永久凍土深の異なる二つのプロットにおいて、それぞれ 30
個体選木し、幹 2 方向、根 3 方向の計 5 本の年輪コア試料を採取した。採取したコアは切削し、軟 X デンシトメトリーに
よる年輪幅・年輪内密度計測を行った後、COFECHA プログラムを用いてクロスデイティングを行い、地域を代表する年
輪幅の変動であるクロノロジーを作成した。その後を月平均気温・月最高気温・月最低気温・月降水量との相関を算出し
たところ、幹については当年の 3 月 4 月 5 月 11 月の月平均気温・月最高気温・月最低気温と年輪幅の間に有意な負の相関
が認められ、前年の 8 月の降水量と有意な正の相関が認められた。積雪量や地温など、他の気候要素との関係や、根につ
いての気候応答は現在解析中である。
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[P-03]

立山スギの年輪幅と年輪密度を用いた気候復元
Zhang Chong1，平
1

英彰 2 中塚 武 3，安江

恒4

信大院・農，2 タテヤマスギ研，3 地球研，4 信大・山岳研

ヤクスギ林と並んで、数少ない天然スギ林である立山スギは日本の過去の気候復元を行う上で、非常に貴重な試料であ
る。本研究では気候変動の代替データとして立山スギの年輪データ（年輪幅、年輪密度）を用いて、気候変動との関係性
を明らかにし、気候復元を試みる。
立山美女平 1000m,1250m,1500m の三つの標高でコア試料を採取し、軟 X 線写真撮影とクロスデイティングを行った。
1000m では 30 個体より過去 294 年間（1720～2013 年）
、1250m では 41 個体より過去 384 年間（1630～2013 年）
、1500m で
は 24 個体より過去 414 年間（1600～2014 年）の年輪幅クロノロジーを作成した。伏木地方特別気象観測所の日照時間、
月降水量、月平均気温、月最高気温、月最低気温との相関を求めたところ、標高 1000～1250ｍの年輪幅は前年の 7 月の気
温と負の有意な相関を示し、標高 1500ｍの年輪幅は前年の 8 月の気温と負の有意な相関を示した。標高 1500ｍの年輪幅は
当年の春（3 月～5 月）の気温と正の有意な相関を示した。全地点の年輪幅は前年の 9 月の月降水量と負の有意な相関を示
した。
年輪密度のクロノロジーは作成中である。出来次第、気候復元のモデル式と検証を行う予定である。

[P-04]

高山に生育するスギの年輪構造と気候要素との関係
平野
1

優 1，齋藤

琢 2，村岡裕由 2，安江

恒3

信州大学大学院，2 岐阜大学流域圏科学研究センター，3 信州大学山岳科学研究所

日本における代表的な樹種のひとつであるスギ（Cryptomeria japonica）の木材形成が、今後予測される気候変動に受け
る影響を把握するため、岐阜大学高山試験地において、年輪幅や密度などの年輪構造と気候要素との関係性を調べた。第
一に、肥大成長の季節変動を把握するため、一個体から 4 月から 10 月までの計 15 回、ナイフマーキング法と打ち抜き法
による形成層活動の観察を行った。形成層活動は 5 月初旬に開始し、7 月に晩材へと移行した後、8 月の終わりに停止して
いた。第二に、33 個体の年輪幅や平均密度などを計測し、その土地を代表する時系列データであるクロノロジーを作成し
た。そして、クロノロジーと気象データ間の単相関分析を行った。年輪幅と早材幅が形成層活動開始前（特に 2 月から 3
月）の気温と有意な正の相関関係を示した。さらに、2 月から 3 月の積雪深や降水量とも有意な負の相関を示した。以上の
ことから、活動開始前の気温や降雪が早材へと影響し、その結果、年輪幅や密度、年輪重量成長量が変動すると考えられ
る。第三に、年輪内の炭素及び酸素の同位体比の変動を測定した。これに関しては、現在解析中である。
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[P-05]

胸高直径を用いたヒノキの水平根分布の推定
佐橋

潤

静岡大学大学院農学研究科

樹木根系には表層崩壊を抑止する機能があるとされており，その評価には根系分布の把握が重要である。また，表層崩
壊の境界は水平根量が最小となる立木間中央になりやすいという報告がある。
著者らのグループはヒノキを対象に，胸高直径比を用いた水平根量の推定式を提案してきた。胸高直径比とは「水平根
量を求めたい位置までの距離を胸高直径で除した値」と定義する。無次元化することにより任意の胸高直径や断面までの
距離における水平根量の推定ができるという利点がある。サンプル数が蓄積されてきたので単木または複数の立木間にお
いて適用できる推定法を検討したところ胸高直径比と水平根量の関係では単木と立木間中央では有意差が認められなかっ
た。
この結果を踏まえて暫定的ではあるが任意の立木に適用できる推定式の作成を行なった。既往の研究より胸高直径比と
水平根の本数および断面積には指数関数的な関係がみられることが明らかになっている。本研究ではこの指数関数式の係
数と指数を単木および立木間中央のデータを合わせたものを用いて算出する。算出された推定式よると直径比と水平根量
の関係を直径階ごとにみたとき，根系本数は胸高直径が大きくなるにしたがい増加する。一方で根系断面積は胸高直径が
10cm 以下の場合は比較的低い値を示すが 11cm 以上の場合では胸高直径が大きくなるにしたがいほぼ同一の値を示すよう
になった。

[P-06]

InSAR を用いた赤石山脈南部における地すべり変動の抽出
西口尚希
静岡大学大学院総合科学技術研究科

山地防災の観点において斜面の変動状況の把握は重要である。合成開口レーダー（SAR）はマイクロ波を照射し、その
反射波を受信する能動センサーであり、航空機や人工衛星に搭載して地表面の観測を行っている。干渉 SAR（InSAR）は
2 時期のほぼ同一地点を観測した画像を干渉処理することによりセンサーと地表面の距離変化を測定することのできる技
術である。
InSAR 技術は地震や火山のような広範囲を対象とした分野では積極的に利用されているが、空間分解能が大きいため地
すべり等の小領域を対象とした変動の観測事例は多いとは言えない。そこで本研究では日本の SAR 搭載衛星である
PALSAR-2 で取得された赤石山脈南部の観測データを用いて差分干渉処理を行い、2 時期間の地表変動量を求め、地上観測
である伸縮計データとの比較を行うことでその有効性を検証した。
解析に用いたのは 2014 年から 2015 年にかけての合計 22 ペアの差分干渉画像である。解析の結果、伸縮計の現地データ
において 2 時期間で約 1cm 以上の変動があった場合に、アセンディング軌道で観測された干渉 SAR 画像でその変動を捉
えることができた。ただし、ノイズの除去などの課題が残るため、今後より正確な変動量を求める技術の確立が必要であ
る。

14

[P-07]

中部山岳地域における長期平均降水同位体マッピング
山中

勤 1，鈴木啓助 2，脇山義史 3，岸

和央 1，牧野裕紀 1，丸山浩輔 1，加納正也 1，

馬文超 1，正木大祐 1，杉山昌典 1，山川陽祐 1，西井稜子 4，吉竹晋平 5
1

筑波大学，2 信州大学，3 福島大学，4 土木研究所，5 岐阜大学

過去 20 年の間に日本各地での降水同位体データの蓄積は進み、マッピングのための基礎研究も行われているが、国土の
大半を占める山岳域での広域的な分布特性に関する調査は少ない。本研究では、2010 年 7 月から中部山岳地域において継
続されている降水同位体観測ネットワークによる観測データをもとに、長期平均値に焦点を絞り、降水同位体マップの信
頼性や問題点ならびに応用の可能性について検討する。
予備解析では初期 18 ヶ月間のデータを用いて各地点 6 つずつの降水量加重 12 ヶ月移動平均値を求め、それらをもとに
して空間分布を説明する多変量解析を行ったところ、標高のほかに年降水量、年最大積雪深、および斜面の方位・傾斜角
などが統計的に有意な説明変数となることが示された。しかしながら、最大 5 年間のデータセットを用いて再解析を実施
した結果、高度効果が圧倒的に強く、海面校正 δ 値の水平偏差も緯度と経度の二次関数の重ね合わせで十分に近似できる
ことが明らかとなった。
得られた回帰モデルを用いて降水同位体マップを描き、既往研究による観測値と比較したところ、その再現精度は富士
山頂も含めてかなり高いことが確認された。また、別途実施した土壌水同位体比の多地点調査結果との整合性も高く、降
水 δ 値とのズレは季節変動・経年変動ならびに蒸発濃縮の影響で説明可能であった。さらに、同流域における河川水同位
体比の多地点調査結果を、降水同位体マップから求めた流域平均値と比較したところ、土壌水と同様の傾向が得られ、流
域規模で蒸発-蒸散分離が行える可能性が見出された。

[P-08]

岐阜大学高山試験地（高山サイト）における森林機能の長期・複合的観測
村岡裕由 1，斎藤
1

琢 1，永井

信2

岐阜大学・流域圏科学研究センター，2 海洋研究開発機構・地球表層物質循環研究分野

森林生態系は一次生産，栄養塩循環，水循環，生物多様性の維持など多様な生態系サービスの源であり，気候変動や人
間活動による環境変化が森林生態系の生態学的・生物地球化学的な構造と機能にもたらす影響を解明・予測・評価するこ
とが国内外で重要視されている。森林生態系の構造・機能の時間的変動を生じる内的・外的要因の解明を進めるとともに，
その知見を長期・広域的な評価に適用することが求められており，特に山岳地域における総合的な研究の発展が必要とさ
れている。岐阜大学流域圏科学研究センター高山試験地の冷温帯落葉広葉樹林および常緑針葉樹林では，それぞれ 1993 年
および 2004 年から森林の炭素・水循環研究を生態学・微気象学・衛星リモートセンシング学を融合させながら展開してき
た。国内外の大学や研究機関の多様な学問的視点と技術を持ち寄ることにより共同研究を推進し，また新たな環境科学と
して「衛星生態学」を創生することにより，高山試験地におけるこれらの森林サイトは「スーパーサイト」と称されるよ
うになり，今では国際的な生態系観測ネットワークの拠点ともなっている。本発表では，高山サイトにおける森林キャノ
ピーのフェノロジー観測を例に挙げながら，山地森林機能の長期・複合的観測のこれまでの成果と今後の展望について紹
介する。
（参考文献：Muraoka et al. 2015, Ecological Research 30:197-200）
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[P-09]

成熟林内の植生構造の不均一性が土壌呼吸に与える影響
西村貴皓
筑波大学・生命環境科学研究科持続環境学専攻

土壌表面からの CO2 放出である土壌呼吸は，陸域生態系において光合成に次いで大きな炭素フラックスである。特に森
林生態系の炭素放出の大半を占めると言われており，森林の炭素循環を特徴付ける重要なものである。しかし土壌呼吸は
森林内の空間的不均一性が非常に高く，その正確な理解にはいたっていない。そこで私は土壌呼吸の空間的不均一性とそ
の制御要因の解明を目的として森林の植生構造に着目した。老齢な樹木が優占する成熟林では枯死や倒木により形成され
るギャップ構造が顕著であり，同一林内でも環境が大きく異なっている。この特徴に着目し植生構造と土壌呼吸の関連に
焦点を当てて研究を行っている。これまでの研究で，ギャップでは林冠が覆われた地点より土壌呼吸が小さいこと，ギャ
ップと林冠が覆われた地点では土壌呼吸の日変化パターンおよびその制御要因が異なることを明らかにしてきた。土壌呼
吸の日変化の制御要因として土壌温度が広く知られているが，直達光を受けやすいギャップでは，土壌温度だけでなく林
床への光に土壌呼吸が強く制御されている可能性も示唆した。現在は林床植物の光合成活性や根呼吸に着目し，光によっ
て土壌呼吸の日変化が制御されるメカニズムの解明に関する研究を行っている。今後は植生構造の違いが土壌呼吸の日変
化だけでなく季節変化に与える影響について調査を行うことで，土壌呼吸の空間的な不均一性と植生構造の関連を解明し
ていきたい。

[P-10]

長野県上田市菅平高原大洞地区ブナ天然林におけるリター・シードフォール量
正木大祐，長岡講二，高木悦郎
筑波大学菅平高原実験センター

ブナ Fagus crenata は，北海道渡島半島黒松内低地帯から九州高隅山までの広い範囲に分布し，山地帯，冷温帯を代表す
る樹種として，日本各地で優占林を形成する．
これまで国内の数多くのブナ林において，リター・シードトラップを用いた，落葉落枝量や種子生産量の調査が行われ
てきた．新・生物多様性国家戦略に基づいて，生物の絶滅防止，自然の再生，移入種対策のために実施されているモニタ
リングサイト 1000 では，ブナ林を含む全国の 1000 ヶ所程度のモニタリングサイトを設置し，生物多様性に関する基礎的
な情報を長期にわたって継続的に収集している．各モニタリングサイトにおける実際のデータの収集方法は，基本的に全
てのサイトで統一されているが，1 ha の毎木調査区を設定し，20 m 方形区に 1 個の割合で 25 個のリター・シードトラッ
プを設置することは，人的，経済的負担の状況によって難しい場合があり，モニタリングを実施している各サイトの人的，
経済的負担に応じて，収集方法の細部が適宜変更されている．
そこで，本発表では，長野県上田市菅平高原大洞地区において，2012 年から行われてきたリター・シードトラップを用
いたリター・シードフォール量調査の手順の詳細について報告するとともに，2012～2014 年の結果を報告する．
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[P-11]

木材トレーサビリティシステムに関する研究
添原洋平
信州大学

本研究は国内の森林資源の有効利用による炭素循環の達成を背景に、平成 22 年度林野庁補助事業として株式会社
DCMC・一般社団法人木を活かす建築推進協議会が実施したトレーサビリティシステム確立検証を参考に、平成 25 年度か
ら平成 26 年度にかけて長野県 2 地域、新潟県 1 地域の 3 地域、平成 26 年度から平成 27 年度にかけて岐阜県 1 地域の合計
4 地域で木材トレーサビリティシステムの実証実験を行ったものである。
木材トレーサビリティシステムでは、材の一本一本にデータキャリアを取り付け、ID を与えることで木材を流通の川上
から川下まで管理する。そして木材が伐採されてから建築用材となるまでの各工程の情報をクラウドサーバーに蓄積し、
その情報を流通全体で共有することで木材の産地証明や品質保証、流通の効率化等を通じて国産材利用を促進することを
目的としたシステムである。
既往の研究では全国 8 か所で実証実験が行われ、その結果として作業性やコストの観点から、データキャリアに関する
問題点や、取り扱うデータ項目の絞り込み必要性、追跡対象の絞り込みの必要性が明らかとなった。本研究では、それら
問題点の改善策を明らかとすることを目的に 3 か所で実証実験を行い、それによって得られた新たな知見を基に岐阜にて
実証実験を行った。その結果、データキャリアの改善や、既存のデータベースである森林 GIS との連携や、追跡の目的や
対象物を明確にすることで作業の簡略化を図れることが明らかとなった。

[P-12]

国産材を使用した合板の環境影響評価

－生産規模の異なる 2 工場の比較－

高村秀紀
信州大学・山岳科学研究所

本研究では合板の環境負荷を定量化することを目的として合板 1m3 生産時の CO₂排出量の算出を行った。工場の生産規
模が異なると合板 1m³生産時の CO₂排出量に差が生じることが推測される。よって、1 人あたりの生産量が少なく外材を
使用している A 工場と、1 人あたりの生産量が多く国産材を使用している B 工場を対象とした。2 つの工場での、合板機
械の使用時間、機械別の消費電力、就業人数を明らかにし、各工程での出荷材積量当たりの CO₂排出量の比較を行った。
さらに、木造住宅に調査対象の合板を使用した場合の住宅建設時の CO₂排出量を試算し、生産規模の異なる 2 工場で生産
される合板 1 ㎥の CO₂排出量の差が木造住宅建設時の CO₂排出量に与える影響について検討した。調査の結果、合板 1m³
生産時の CO₂排出量は、A 工場で生産される合板が 248kg-CO₂/m³、B 工場で生産される合板が 178kg-CO₂/m³となった。
さらに、生産規模の異なる 2 工場で生産される合板 1 ㎥の CO₂排出量の差が木造住宅建設時の CO₂排出量に与える影響に
ついて検討を行った結果、製品の原単位には大きく差が生じたが、それに対して住宅建設時の CO₂排出量に与える影響は
ごくわずかであることが明らかとなった。
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[P-13]

南アルプスのシカ食害エリアにおける高山植生回復のための管理手法
渡邉修，竹田謙一
信州大学農学部

南アルプスの仙丈ケ岳（標高 3,033m）周辺では，1990 年代末からニホンジカが出現し，シカの増加にともない貴重な高
山植生が食害され，南アルプスに広く分布するミドリユキザサーダケカンバ群団とシナノキンバイ−ミヤマキンポウゲ群
団で植生が衰退している。特に馬ノ背ヒュッテ周辺（標高 2,640m）では，かつてシナノキンバイ，ミヤマシシウド，クロ
ユリが咲く「お花畑」として多くの登山者に親しまれてきたが，シカによる食害で高山植生が衰退し，現在マルバダケブ
キが優占する単純な植生が広がっている。
被害エリアの植生回復を進めるため，南アルプス食害対策協議会が設立され，2008 年に仙丈ケ岳の馬ノ背ヒュッテ周辺
に防鹿柵を設置した。柵設置後，植被率の回復は早く進み，種数はコドラートあたり 12 から 21 種確認されたが，年数が
経過しても種数の増加がほとんど見らなかった。これは柵内で優占するマルバダケブキの存在量が多く，他の草種の回復
を妨げていることが原因と考えられる。ここでは 2012 年から馬の背調査地において実験的にマルバダケブキを除去する試
験区を設定し，優占種の除去による植生回復効果について報告する。

[P-14]

ワラビ採集は草原植物の多様性を高めうる：伝統的土地利用による生態系保全の役割
鈴木

亮，田中健太，佐藤美幸，正木大祐，金井隆治

筑波大・菅平高原実験センター

伝統的土地利用の放棄や縮小（いわゆるアンダーユース）は、化石燃料革命後日本の各所で起きており、ときに生物多
様性に負の影響を与えうる。本研究は、筑波大学菅平高原実験センターの草原において、伝統的な山野草採集を模したワ
ラビ採集実験を行い、草原植生の反応を調査した。ワラビ採集は、市民が自由に採集できる区画を設け、4 年間継続した。
ワラビ採集区と採集禁止区（対照区）での、種数、生産性（バイオマス）
、群集組成を比較した。
実験の結果、ワラビ採集区では、植物の種多様性（種数と多様度指数）が高くなり、ワラビのバイオマスが減少した。
一方、全種の総バイオマスには採集区と対照区の間に差が見られなかった。群集組成は、２つの処理区の間に有意な差が
見られ、その差は直立形態の種や在来種の種数やバイオマスの増加が主な要因であった。
本研究は、伝統的な山野草採集は生産性を維持しながら生物多様性を高める可能性を示唆するが、一部の外来種が増加
した傾向も見られ、より長期的な観察から結論を得ることが望ましい。
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土壌撹乱と刈取りが半自然草原の低茎草本多様性に与える効果
小黒和也，田中健太
筑波大学・菅平高原実験センター

日本の気候下では、ほとんどの草原は放置すれば遷移が進んで森林となる。戦後の草原管理の放棄や自然撹乱の人為的
抑制により新たな草原が生成されにくくなり、明治時代には国土の約 3 割を占めていた草原が今では 1%以下となってい
る。古くからのスキー場は豊富な在来植物が存在する草原であるが、スキー場管理の年一回の刈取りでは高茎草本の優占
度が高くなっている。本研究では、スキー場の半自然草原の低茎草本を低労力で保全するために、人為的な土壌撹乱と刈
取りが植物の多様性に与える効果を操作実験によって検証した。
2013 年 10 月に峰の原高原スキー場に対照区（スキー場管理通り、毎年 10 月に地際刈取り）
・二回刈取り区（毎年 7 月
に高さ 20cm で刈取り、10 月に地際刈取り）
・耕起区（2013 年 10 月に深さ 20cm まで耕起、毎年 10 月に地際刈取り）の
1×1m コドラートを 20 個ずつ設置し、2014 年 6・8・9 月に維管束植物各種の存在と繁殖の有無を調べた。その結果、コド
ラートあたりの種数は処理間で変わらなかったが、特に耕起区ではコドラート間の種組成の異質性が大きく、多数のコド
ラートを合わせたときの累積種数が他の処理より大きかった。一方、繁殖できる種数は耕起区で少なかった。実験開始か
ら二年目に、この結果がどのように推移したか、現在解析中の結果を発表する。

[P-16]

標高万能植物ミヤマハタザオの開花は、標高によって長日・短日条件への反応性が異なるか？
田中健太 1，山田
1

歩 2，恩田義彦 3，若月泰孝 4

筑波大・菅平セ，2 東邦大，3 理研・環境資源セ，4 筑波大・アイソ環境動態セ

環境勾配に対する生態学的に重要な生物形質の傾度（クライン）を調べることで、その環境に対する適応進化を理解す
ることができる。生物の適応度を大きく左右する形質に、繁殖のタイミングがある。モデル植物であるシロイヌナズナの
開花は、冬を経験すること（春化）と長日条件で促進され、長日条件における開花タイミングや春化要求性が緯度によっ
て遺伝的に異なることが分かっている。シロイヌナズナ属のミヤマハタザオは、中部山岳地域周辺の標高 30～3000m に分
布する標高万能種であり、その適応メカニズムが興味深い。日本の山岳地域は世界でも有数の豪雪地であり、高標高では
積雪期が長くて植物にとっての生育期が低標高に比べて著しく短い。ミヤマハタザオの生息地の中には、融雪期が遅いた
めにそもそも長日条件が得られない場所が含まれている可能性がある。日長への反応は植物種の生理的特徴の中でも最も
基本的なものの一つであり、同一の野生種の中に変異があることはほとんど知られていない。しかし、ミヤマハタザオは
そのような変異を持つことで広い標高勾配に対して適応しているという仮説を立てた。
生息標高帯を網羅するように 30～38 の野外集団で種子を採集し、2 条件の日長（20 時間明・4 時間暗、8 時間明・16 時
間案）
、2 条件の春化（4℃28 日間の処理あり、なし）
、計 4 条件の処理区を設け、各処理区に各集団の約 30 種子を栽培し
た。開花までの日数が、日長、春化、生息地の標高や気象条件によってどのように変化するか解析する。
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Multi species genetic structure and demographic inference in the Betula genus across Eurasia
Yoshiaki Tsuda1,2,3，Vladimir Semerikov4，Federico Sebastiani2，Giovanni Giuseppe Vendramin2，Martin
Lascoux1
1

Department of Ecology and Genetics, Evolutionary Biology Centre, Uppsala University, Uppsala, Sweden，

2

Institute of Biosciences and Bioresources, Division of Florence, National Research Council, Sesto Fiorentino,

Italy, 3Sugadaira Montane Research Center, University of Tsukuba, Nagano, Japan，4Institute of Plant and
Animal Ecology, Ural Branch of Russian Academy of Science, Ekaterinburg, Russia

Boreal and cool temperate forests are the major land cover of Northern Eurasia and information about continental-scale genetic
structure and past demographic history of species is obviously important from an evolutionary perspective but also because of major
conservation biology implications. However, although many population genetics studies of forest tree species have been conducted in
Europe or Eastern Asia, their continental-scale genetic structure and past demographic history remain poorly known. Here, we focus
on the genus Betula, which is commonly distributed in boreal and cool temperate forests, and examined 129 populations of 2 tetraploid
and 4 diploid birch species collected from Iceland to Japan. All individuals were genotyped at 7 to 18 nuclear simple sequence repeats
(nSSRs). In contrast to chloroplast DNA markers, but in agreement with AFLP markers, genetic differentiation among the six species
at nSSR loci was clear. This could be explained by high levels of gene flow within species and high mutation rate of nSSRs. B.
pubescens appears to be an allotetraploid of the respective ancestors of the two main diploid species, B. nana and B. pendula. In all
species, genetic diversity was highest in Central Siberia. An hybrid zone was detected around Lake Baikal for Eastern and Western
species regardless of ploidy level. Approximate Bayesian Computation (ABC) suggested that the divergence of B. pendula and B.
platyphylla occurred around the beginning of the last ice age and hybridization between them was inferred to have occurred after the
last glacial maximum.

[P-18]

菅平高原の草本群落に生息する花蜜酵母の多様性
平尾章，山田宗樹，出川洋介
筑波大・菅平高原実験センター

虫媒花と送粉昆虫の相互作用ネットワークである送粉共生系において、花蜜内にひそむ微生物の存在が注目されている。
花蜜内に生育する酵母などの微生物は、単純な盗蜜者ではなく、植物および送粉者へ協力的に働きかけることで複雑な種
間相互作用をもたらすことが報告されており、複合送粉共生系の存在が示唆されている。本研究では、植物の花蜜酵母の
多様性を評価することで、花蜜酵母群集のネットワーク構造、さらには微生物-訪花昆虫-植物の複合送粉共生系の全体像の
解明を試みる。
菅平高原の半自然草原に生育する虫媒花 14 種を対象に、花蜜内に含まれる酵母（真菌）を DNA メタバーコーディング
によって同定したところ、計 39 種類の真菌（子嚢菌門 6 属 34 種類、担子菌門 4 属 5 種類）の OTU が検出された。真菌
群集内では、花蜜酵母として有名な Metschinikowia 属が優占しており、最も多くのホスト植物種から検出された M. reukaufii
については，株の単離にも成功した。植物種と花蜜真菌群集の共生関係に基づくネットワーク構造は、ホスト植物の送粉
者タイプに対応しており、マルハナバチ媒花の植物種がネットワークのコアを形成していた。以上のことから、微生物-訪
花昆虫-植物の複合送粉共生系ネットワークが存在することが明らかになった。
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Phylogenetic position of a new mycoparasitic mucoralean fungus growing on fallen fruits of Actinidia
arguta
Songsak Wattanachaisaereekul，Kensuke Seto，Yousuke Degawa
Sugadaira Montane Research Center, University of Tsukuba

A new mucoraceous fungus was detected on the fallen fruits of wild kiwi berry (Actinidia arguta) on 2 Oct., 2015, at the forest ground
near the Daimyojin fall, Sugadaira Montane Research Center, Univ. of Tsukuba. The fungus was also isolated from soil under Actinidia
arguta trees there, by the moist chamber baiting method using apple fruits as baits. The asexual morphology of the species looks like that
of Mucor piriformis coexisted on the fallen fruits, but can be distinguished by its strong yellowish color in young and brownish color in
full-grown sporangium. In addition, the present fungus was known to be a facultative mycoparasite attacking M. piriformis and other
Mucor spp. When they are co-cultured, the fungus produces mycelial galls against host mucoralean fungi. In a pure culture, it produces
weak stolon and rhizoids, grows slower than M. piriformis and prefers lower temperature approximately 5-15°C. Results of mating
experiments suggest that the species is heterothallic, producing black and ornamented subglobose to cylindrical zygospores with apposed
suspensors in the aerial mycelia. Although the species is clearly a member of Mucorales, it cannot be assigned to any genus based on the
combinations of these asexual and sexual morphologies and its mycoparasitic behaviors. The aim of this study is thus to characterize
and classify this new fungus in the aid of molecular phylogenetic analyses. The preliminary results from BLAST search on DNA
sequences for small subunit (SSU) region of nuclear rDNA, revealed the present fungus shared the identity of 93% with Mucor durus
and Zygorhynchus moelleri, and 92% with Pilaira anomala. Furthermore, the phylogenetic analysis showed that this fungus was clearly
distinguished from any other known genera and species in Mucorales, indicating a new genus is needed to accommodate the this new
species. The phylogenetic relationships based on other DNA regions are still ongoing and will be discussed in detail.

[P-20]

菅平高原における地衣内生菌の探索
升本宙・出川洋介
筑波大・菅平高原実験センター

地衣類の地衣体には，藻類と共生して地衣体を形成する地衣形成菌のほかに，地衣体に病徴を示すことなく内生する菌
類の存在が知られている。このような菌類は，植物の内生菌（エンドファイト）になぞらえて，“地衣内生菌”と呼ばれてい
る。ところが，地衣内生菌の研究はこれまで海外でしか行われておらず，日本での知見は全くない。
そこで本研究では，日本の地衣内生菌相を調査するための足掛かりとして，長野県上田市の筑波大学菅平高原実験セン
ター内にて，キウメノキゴケ（Flavoparmelia caperata）やカラクサゴケ（Parmelia squarrosa），センシゴケ（Menegazzia terebrata）
などの葉状地衣を中心とした 5 種類の地衣類を採集し，地衣内生菌の検出を試みた。洗浄及び表面殺菌を行った後，地衣
体を細かく断片化して麦芽寒天培地上に接種し，室温で培養して出現してくる菌を分離した。得られた菌株から DNA を
抽出し，ITS1-5.8S-ITS2 領域を PCR で増幅した。その後，PCR 産物の配列決定を行い，NCBI の BLAST 検索を利用して菌
株の同定を行った（相同値 97%以上）
。
これまでに，106 株の地衣内生菌が得られ，その大部分はクロサイワイタケ科のネマニア属に所属するものであった。同
属菌は，今回調査した葉状地衣 5 種全種から分離されたことから，葉状地衣に幅広く内生している可能性がある。

21

[P-21]

マメ科高山植物の分散に伴う共生根粒菌ゲノムの伝播
高梨功次郎
信州大学・山岳科学研究所

本研究では、マメ科野生集団の分散に伴う根粒菌共生アイランドの水平伝播の実態の解明を試みている。北海道から本
州中部地方の高山に広く分布するイワオウギ（Hedysarum vicioides）と、オヤマノエンドウ（Oxytropis japonica）を研究対
象として、これらに共生する根粒菌のゲノム解析を行っている。これまでの系統地理学的な解析から、現在の日本の高山
植物は第四紀の最終氷期前に北極圏から南下した植物に起源することが推測されているため、これらに共生する根粒菌の
ゲノム構造を調べることで、宿主植物の分布変遷に伴う共生根粒菌の行動様式を解明することを目指している。これまで
に日本の高山５地点より、イワオウギとオヤマノエンドウの共生根粒菌を単離したところ、そのほとんどが Mesorhizobium
属に属する根粒菌であった。山域毎および宿主毎の代表根粒菌を選定し、それらのゲノム配列を次世代シークエンサーを
用いて調べたところ、大部分のゲノム領域は山域ごとに高い類似性を有していた。その一方で、共生に必須の遺伝子群は
宿主ごとに高い類似性を有していた。これらの結果から、高山植物の移動分散に伴い共生根粒菌も移動したこと、および
その共生遺伝子群が移動先の土壌細菌に水平伝播したことが強く示唆された。

[P-22]

好蟻性昆虫アリスアブ幼虫の形態学的・進化発生学的研究
真下雄太・町田龍一郎
筑波大・菅平高原実験センター

生活史の一部またはすべてをアリに依存するものを好蟻性生物という。好蟻性生物は、生物種間の相互作用を理解する
上で生態学的・進化学的に重要なモデルである。アリの巣にはコウチュウ目やハエ目を中心とした多くの好蟻性昆虫が共
生することが知られている。こうした好蟻性昆虫は、捕食者であるアリと共生するために、アリに形態的・化学的に擬態
するなどの様々な独自の進化を遂げている。本研究の対象であるアリスアブ亜科はハナアブ科に属するハエ目の一群で、
幼虫期はアリの巣内に生息しアリの幼虫を捕食する、好蟻性昆虫の代表例の一つである。体節性を失い、一見ナメクジの
ような独自の形態を示すため、過去には軟体動物の一種として記載されたことすらある。本研究の目的は、この特殊な形
態がどのような発生過程を経て形成されるのかを明らかにすることで、好蟻性を進化発生学的に議論することにある。
筑波大学菅平高原実験センターでは、過去の調査によってキンアリスアブ、フタオビアリスアブ、ルリモンアリノスア
ブの３種が確認されている。今回、センター内の草原に多く生息するキンアリスアブ Microdon auricomus Coquillett を材料
に採卵方法を確立、その胚発生の概略を外部形態形成に注目して把握することができたので報告する。
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Comparative embryology of arctoperlarian Plecoptera (Insecta)
Shodo Mtow，Ryuichiro Machida
Sugadaira Montane Research Center, University of Tsukuba

Plecoptera is divided into two suborders Antarctoperlaria (four families) and Arctoperlaria (12 families) (Zwick 2000). Nine families
of Arctoperlaria inhabit Japan. The basal position within Polyneoptera has been often bestowed to Plecoptera, but its affinity has been
variously argued. For solving phylogenetic issues, the comparative embryological approach is one of the most useful methods.
However, our embryological knowledge on Plecoptera remains fragmentary, being restricted to the relatively detailed studies on two
arctoperlarian families (e.g. Miller 1939, 1940; Kishimoto & Ando 1985) and some brief reports on few other families of the same
suborder. In such a background, to reconstruct the groundplan and phylogenetic affinity of Plecoptera, we have started a comparative
embryological study of Plecoptera, as the first step, using nine all arctoperlarian families from Japan.
Based on the comparison of the embryogenesis of nine arctoperlarian families referring to the previous studies, plecopteran
embryogenesis is characterized by: 1) the formation of the embryo at the posterior pole of the egg, 2) elongation of the embryo along
the egg surface, 3) immersion of the embryo into the yolk at the middle developmental stage, with its cephalic and caudal ends left on
the egg surface, and 4) blastokinesis involving the reversion of embryo’s axis (excepting Scopuridae). These features may be
considered to be the groundplan of Arctoperlaria. In Peltoperlidae, which have flattened eggs, the embryo shows the reversion
accompanied with rotation of embryo during blastokinesis, as known in Pteronarcyidae, of which eggs are likewise flattened in shape
(Miller 1939, 1940). However, the embryos in Scopuridae were revealed to suffer from neither reversion nor rotation during
blastokinesis. Although this may be a potential apomorphy of the family, the phylogenetic revaluation of it is a future subject.

[P-24]

Male-male aggression peaks at intermediate relatedness in a social spider mite
Yukie Sato1，Martijn Egas2，Maurice W. Sabelis2
1

Sugadaira Montane Research Center, University of Tsukuba，2IBED, University of Amsterdam

Inclusive fitness theory predicts that the intensity of male-male fight over mates varies with relatedness of the males. Specifically,
assuming that competition among males is local, the relationship between aggression and relatedness is predicted to be dome-shaped.
However, this prediction has rarely been tested in natural populations. Here, we study the relation between relatedness and male-male
aggression in colonies of the social spider mite Stigmaeopsis miscanthi. This mite forms colonies on Chinese silver grass, constructs
woven nests on the undersurface of grass leaves, and lives within the nests in kin groups. Inside nests, males may kill rival males to
establish their own harem. Male-male aggression varies among populations. We measured male-male aggression in 25 mite populations
across a wide geographic range between Taiwan and Japan, using winter harshness as a proxy of genetic relatedness among nest members
in this mite species. Our results show that male-male aggression peaks at intermediate relatedness. This result conforms qualitatively to
predictions from inclusive fitness models that incorporate local competition, thereby highlighting the importance of the scale of
competition.
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Incomplete premating and postmating reproductive barriers between two parapatric populations of a
social spider mite
Yukie Sato1，Johannes A. J. Breeuwer2，Martijn Egas2，Maurice W. Sabelis2
1

Sugadaira Montane Research Center, University of Tsukuba，2IBED, University of Amsterdam

Closely related species with overlapping distributions often show premating reproductive barriers to avoid hybridization. Stigmaeopsis
miscanthi (Saito) is a social spider mite infesting Chinese silver grass, and the species consists of two parapatric groups with frequent
contacts within the contact zone. They differ in male-male aggressiveness, male morphology, female diapause traits, and life history
parameters. There is incomplete but strong post-mating reproductive isolation between the two groups, and their DNA sequences are
slightly different, suggesting that they diverged recently. In this study, we investigated premating reproductive barriers. We found that
females from different groups frequently shared nest webs, indicating no barriers in the phase of nest establishment. However, inside
nests, males from either group showed less courtship behaviour to females of the other group and they copulated less frequently with
them when compared to females of the same group. However, the premating reproductive barrier was incomplete and asymmetric.
Females of one group frequently resisted courtship by males from the other group, but females of the other group did not. We conclude
that some gene flow may occur in the contact zone between the two groups.

[P-26]

An Evolutionary Ecology Approach to Freshwater Fisheries Conservation and Management
Leanne Faulks
Sugadaira Montane Research Center

The conservation and maintenance of biodiversity is important for the stability and functioning of ecological communities and
populations and also provides immeasurable benefits to human society such as ecosystem services and aesthetic value. Freshwater
environments constitute just 0.8% of the earths surface, yet are host to 6% of species diversity. Freshwater ecosystems are also one of
the most threatened in the world with the main threatening processes being: invasive species, habitat destruction and fragmentation,
water abstraction, fisheries activities and climate change. Management of freshwater ecosystems, especially fish populations, can benefit
greatly from studies from an integrated evolutionary ecology perspective, including phylogeography, population genetics, landscape
genetics, morphometrics and niche modelling.
These approaches can aid in formulating appropriate conservation management plans that help maintain the evolutionary potential of
taxa. Case studies from Australia and Sweden highlight the value of the above-mentioned tools to a variety of taxa and management
situations.
(leanne.k.faulks@gmail.com)
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[P-27]

山岳渓流棲哺乳類・カワネズミの個体群構造と遺伝構造解析
関谷知裕 1，東城幸治 2
1

信州大学大学院・理工学系，2 信州大学・学術研究院・理学系

カワネズミ（トガリネズミ目トガリネズミ科）は水生生活に適応した日本固有の小型哺乳類で，本州・九州にのみ分布
する．河川環境の荒廃などにより，近年，個体数や生息地の減少が危惧されている．保全の観点からは生態等の基礎的な
情報が必要とされるが、その希少さや捕獲の困難さから、調査自体が困難とされてきた．このような背景下，本研究では，
カワネズミ糞から抽出したゲノム DNA を用いた塩基配列解析の手法を確立し，容易かつ非侵襲的な研究手法の確立を目
的とした．動物の糞には PCR 阻害物質や、対象生物以外の生物種群由来の DNA が含まれており，これらのことに加え，
カワネズミ糞には多くの水分が含まれている．これらの点をふまえ、糞の保存方法・DNA 抽出方法・PCR 方法を中心とす
る遺伝子解析手法を検討した．カワネズミの糞は，生息する渓流において周りが流水に囲まれた巨礫や岩上で観察される
ことが多く，尿酸が含まれないこと，植物由来の基質が含まれないこと，特有の臭気があることから判別が可能である．
このようなサンプリングの結果，糞においても高い精度で種判別が可能であることに加え，これらの糞試料からのゲノム
DNA の抽出，そして塩基配列手法の確立に成功するとともに，系統地理学的な考察を行った．

[P-28]

赤外線センサーカメラによる長野県上田市菅平高原の哺乳類相と鳥類相調査
佐藤美幸，正木大祐，高木悦郎
筑波大学・菅平高原実験センター

近年，赤外線センサーを搭載した安価で高性能なデジタル式自動撮影カメラ（以下，赤外線センサーカメラ）が普及し，
それを活用した野外生物の生態調査が盛んに行われている．そこで本研究では，長野県上田市菅平高原（以下，菅平高原）
において，赤外線センサーカメラを用いた哺乳類相と鳥類相調査を行った．
菅平高原は，根子岳，四阿山の南西向き斜面に広がる高原状の地域と西側の大松山北東斜面，その間に広がる盆地状の
湿原の地域からなっている．湿原以外には，アカマツ林，シラカバ林，ダケカバ林，カラマツ人工林とともに，レタス畑
やグラウンドが存在している．また，筑波大学菅平高原実験センター（以下，センター）内には，人為的管理によって維
持されてきたススキ草原のほか，アカマツ林，アカマツ・ミズナラ混交林，渓畔林が存在している．さらに，センター内
のアカマツ・ミズナラ混交林には，高さ約 20 m の林冠観察用タワーが設置されている．
本発表では，センター内とセンター近くのブナ林に設置した計 14 台の赤外線センサーカメラで撮影された動物相と鳥類
相を紹介するとともに，ニホンジカの菅平高原への侵入について考察する．
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[P-29]

モチノキの果実・種子生産量の年次変動がモチノキタネオナガコバチ個体群に及ぼす影響
高木悦郎 1，富樫一巳 2
1

筑波大・菅平セ，2 東大院・農

果実や種子生産量に大きな年次変動がある場合，それらを加害する昆虫の個体群動態はその影響を受けると考えられ
る．そこで，果実の生産量に大きな年次変動があるモチノキと，その種子を加害するモチノキタネオナガコバチ（以下コ
バチ）の個体群動態の関係を明らかにするために，野外調査を行った．
2009 年～2012 年の 5 月に，東京大学千葉演習林において，各モチノキ（n = 26）から 40 枝をランダムに選び，着果量
（雌花量）を記録した．また，6 月と 11 月に，着果があった各モチノキから果実を 15 個ずつ採集し，種子ごとの寄生数
を記録した．
二元分散分析から，枝あたりの着果量は，個体間（F25,4056 = 23.2，P < 0.001）
，年間（F3,4056 = 19.8，P < 0.001）で有意に
異なり，有意な交互作用があった（F75,4056 = 9.67，P < 0.001）．個体ごとの着果量と寄生率の年次変動のクラスター分析の
結果から，前半または後半 2 年に，着果量が多く，寄生率が高い個体，および 4 年とも着果，寄生がない個体に分かれ
た．また，着果量と受精種子率，寄生率，健全種子率に有意な相関はなく（ピアソンの相関係数，P > 0.05）
，前年秋の健
全種子率や寄生率の，翌春の着果量への有意な影響は見られなかった（GLMM，P > 0.05）．
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[O-01]

中部山岳地域の湖沼に産する藻類寄生性ツボカビの分類学的研究
瀬戸健介，出川洋介
筑波大学菅平高原実験センター

ツボカビは、後方一本鞭毛を持つ遊走子を生じることで特徴付けられる真菌類の一グループである。ツボカビには、難
分解性物質等を分解する腐生性のものと藻類などの他の生物に寄生するものが知られるが、後者は培養が困難であるため
研究が著しく遅れている。そこで演者らは寄生性ツボカビの分類学的整理を目指し、特に藻類寄生性ツボカビを対象にそ
の分類学的研究に着手した。中部山岳地域を中心とした各地の湖沼の水サンプルから藻類寄生性ツボカビを検出し、ツボ
カビと宿主藻類との二員培養を試みたところ、現在までに 3 株の確立に成功した。本発表では、白樺湖（長野県）より得
られた珪藻に寄生するツボカビ（KS94 株）についての詳細な分類学的検討の結果について報告する。
本株は、1）有弁の遊走子嚢を形成する、2）雄性菌体と雌性菌体が接合管を介して融合する有性生殖により休眠胞子を
形成する、という特徴を有し、既知属 Zygorhizidium 属の特徴と一致した。本属は、全既知種が藻類寄生性で、培養例が限
られ、系統的位置が検討された研究前例はない。確立された株について分子系統解析を行った結果、本株は、ツボカビ門
内の独立目相当のクレードである”Novel Clade II (Lefèvre et al. 2008)”に属した。本クレードは未培養ツボカビの環境配列の
みを含む正体不明のクレードであったが、その 1 種の正体は、系統的位置が不明であった既知属 Zygorhizidium 属に該当す
るものであることが明らかになった。

[O-02]

高山におけるブナ、ダケカンバ、ミズナラの年輪気候応答および肥大成長フェノロジー
沈昱東 1，村岡裕由 2，斎藤
1

琢 2，安江

恒3

信州大・農学部，2 岐阜大・流域圏科学研究センター，3 信州大・山岳科学研究所

日本の代表的落葉広葉樹であるブナ（Fagus crenata Blume）、ダケカンバ（Betula ermanii Cham）、ミズナラ（Quercus crispula
Blume）について肥大成長のフェノロジーを観測したうえで年輪幅、年輪内平均密度と気候の関係を統計的に解析し、気候
変動の影響を検討した。
調査地の岐阜大学高山試験地から各樹種 30 個体を選木し、成長錐を用いて 1 個体につき 2 本の年輪コアを抜き取った。
年輪幅、年輪内平均密度のクロノロジーを作成し、高山の気象データとの相関を算出した。フェノロジーの観測は各樹種
3 個体を対象に、分裂開始の前から打ち抜き法で 2 週間おきにブロックを採取した。分裂開始以降、ナイフマーキング法
を用いて、2 週間おきにナイフで傷を付けた。形成期間終了後に採取し，光学顕微鏡で観察した。
気候応答について、ブナの年輪幅と前年夏の降水量、最低気温および平均気温との間に有意な負の相関が認められた。
ダケカンバについて、当年夏の降水量と年輪幅との間に正の相関、一方、年輪内平均密度との間に負の相関が認められた。
当年夏の日照時間および最高気温と年輪幅との間に負の相関が，年輪内平均密度との間に正の相関が認められた。従って、
ダケカンバの年輪幅と年輪内平均密度は逆の気候応答としていると言える。フェノロジーの観察において、ブナとダケカ
ンバの形成層活動の開始は葉の開葉より遅く、ミズナラの形成層活動開始は開葉より早かった。
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[O-03]

2011年東北沖地震後の長野県北部地域における間隙流体に起因する地震活動の活性化
下條賢梧
筑波大学生命環境科学研究科

2011 年東北沖地震後、日本列島では内陸の地震活動が大きく変化し、局地的に地震活動が活発化している。長野県北部
地域では、東北沖地震後に時間をおいて地震活動が活発化したとされる。しかし巨大地震直後においては、本震や余震に
よる地震動の影響によって同地域で発生した地震をルーチンの解析で同定することが困難であり、地震カタログが不完全
になっている。本研究では、2011 年長野県北部の地震（MW 6.2）の震源域（北側）とその南側に位置する 2011 年 4 月 12
日に発生した Mw 5.4 の地震の近傍（南側）に着目し、東北沖地震直後から 13 時間後の MW 6.2 までの防災科学技術研究所
（Hi-net）地震波形データに Hi-net 地震カタログに記載のある観測波形を用いたマッチングフィルター法を適用して、同
地域の東北沖地震の発生から Mw 6.2 の地震発生までの詳細な地震活動を求める。
解析の結果、南側では表面波通過直後より東西走向の横ずれ断層にそった群発地震活動が確認できる。一方、北側では
東北沖地震の数時間後より低調な活動が発生し、Mw 6.2 の発生前 1 時間に 2 回の前震を同定できる。この他、長野県山ノ
内町の地獄谷温泉近辺で表面波の通過に伴う動的誘発地震活動が観測されている。
本研究の結果は、対象地域の地震活動と地殻内流体の強い関係性を示すものである。

[O-04]

菅平高原の黒ボク土における黒色物質生成菌について
佐々木規衣，出川洋介，田村憲司
筑波大学大学院

【背景・目的】土壌炭素の多くは腐植物質という形で存在している。そのため、炭素蓄積を考えるうえで腐植物質の生成
について知ることが重要である。黒ボク土は多くの腐植物質を蓄積することが特徴である。黒ボク土の腐植酸の生成につ
いて議論されているが、未だ明らかになっていないことが多い。この研究では、土壌微生物の中でも土壌糸状菌が腐植酸
生成に関与していることを明らかにすることを目的とした。
【材料・方法】筑波大学菅平実験センターのススキ草原下の黒ボク土および根子岳山麓のササ草原下の黒ボク土を供試土
壌とした。土壌熱処理法にて黒色物質生成菌を単離し、それぞれの土壌から出てきた代表株をススキ-1、ササ-12 として菌
に関する実験に用いた。これらの菌がどのような条件で黒色物質を生成するのかを温度条件や培地条件を変えて調べた。
【結果】PDA(ポテトデキストロース寒天培地)、MA(麦芽寒天培地)、CMA(コーンミール寒天培地)において 15℃、25℃、
35℃の温度条件で培養した結果、ススキ-1 は PDA-25℃、ササ-12 は CMA-25℃という条件での菌糸成長速度が顕著であっ
た。黒色物質生成量はススキ‐1、ササ-12 とも PDA-25℃で著しかった。また、ススキとササを基質とした培地を作成し、
ススキ‐1 およびササ‐12 を培養した結果、いくつかの培地で黒色物質の生成が確認された。
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[O-05]

ハイマツ葉内生菌の多様性と地理的分布パターン
三村琢磨 1，広瀬
1

大 2，下野綾子 3，廣田

充1

筑波大・生命環境系，2 日本大・薬学部，3 東邦大，理学部

植物の生育に深く関わる共生者として、内生菌の存在がある。厳しい環境に生息する高山植物においてもその例外では
ない。日本の高山植生を特徴づけるハイマツは、日本列島では礼文島から光岳まで断片的に分布している。ハイマツ自身
の研究は数多く行われており、集団遺伝学的研究によると、南北で二つのグループに分けられる地理的パターンが知られ
ている。一方、ハイマツにおける内生菌の種構成やその地理的パターンは知られていない。内生菌は宿主の生育に密接に
関わっているため、種構成の地理的パターンは宿主と同様の傾向が予想される。以上を踏まえた本研究の目的は、これら
二つのグループに属する地点に生息するハイマツの内生菌の種構成を明らかにし、地理的パターンがみられるか検討する
ことである。
中川研究林、余市岳、焼石岳、木曽駒ヶ岳、光岳を対象山岳地域とし、各地域でハイマツ樹上の 2 年目針葉を採取した。
葉は表面殺菌後、麦芽寒天培地上で培養した。培養は三つの温度条件（5°C、15°C、20°C）で行い、可能な限り多くの菌を
分離できるように試みた。得られた菌株の ITS 領域の配列データを基に 49 の OUT を得た。それらをもとに各地域で菌の
出現頻度データを作成し、クラスター解析を行ったところ、南北で大きく分かれる傾向がみられた。この結果はハイマツ
集団のクラスタリング結果と類似した傾向であり、内生菌の種構成が南北山岳地域で大きく異なる可能性が示唆された。

[O-06]

木曽山脈の森林限界移行帯において相観植生を支配する地形的要因
青木慎弥
筑波大学生命環境科学研究科

高山の稜線付近では地盤条件や気象条件が狭い範囲で異なり，諸条件の組み合わせによって多様な植物の生育環境が生
じる．その相観植生の境界条件を明らかにするために，地理情報システムソフトウェアを用いて，木曽山脈全域から地形
量を大量に抽出し，植生分布との量的関係を調べた．標高 2200 m 以上について，ハイマツ地，ダケカンバ林，亜高山帯針
葉樹林（以下，針葉樹林）
，裸地，高山草原の 5 つの植生に区分した．同範囲の 10 m メッシュの標高データから，標高，
斜面方位，斜面傾斜，曲率（斜面の尾根・谷の度合い）
，主稜線からの比高（以下，比高）を算出して，植生区分と重ね合
わせ，地形と植生の関係性を統計的に解析した．そのうえ，地表の風速を規定し，雪を再配分させると考えられる複数の
地形量を，主成分分析によって統合した．その指標値は，大きいと積雪が厚いという関係が現地調査によって確認でき，
風背度と名付けた．風背度と標高で優占する植生を図示すると，風背度が大きいほど，ハイマツ地とダケカンバ林の境界
が比例的に高くなった．一方，ダケカンバ林と針葉樹林の境界は，風背度が負の場合は標高 2500 m 付近にあるが，風背度
が正になると比例的に低下した．高山草原は標高 2600 m 以上の特に積雪が多い場所でしか優占せず，標高による成帯性が
認められなかった．裸地のうち，山頂付近で特に風背度の小さい場所に分布する裸地は，風衝性と考えられた．
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[O-07]

中央構造線が分断障壁となる山岳源流棲昆虫・ガガンボカゲロウ類の個体群構造と遺伝構造解析
竹中將起 1，東城幸治 2
1

信州大学大学院・理工学系，2 信州大学・学術研究院・理学系

1 属２種だけから構成される「日本固有のガガンボカゲロウ科 Dipteromimidae」は原始的昆虫類であるカゲロウ類の中
でも最原始系統であり，このような固有科の存在自体が希少かつユニークな事例であるなど，このグループの進化史を巡
っては世界からも注目されている．山岳源流域の細流に適応していることに加え，分散力も低いことから，本種群の生息
地は孤立・散在的となりがちであり，集団レベルでの遺伝的分化は極めて顕著である．日本列島が形成される初期段階か
ら，列島の原型を形成する地盤上に生息していたことが示唆され，本種群における地域集団レベルでの遺伝構造は，地史
の影響を強く反映しているとものと考えられる．とくに本邦最大の断層である中央構造線を境界として，その南北での遺
伝分化は顕著であるが，この遺伝分化は約 2,000 万年前にも遡るものであると推察された．これ以降，とくに第四紀以降
は日本列島内での山岳形成が活発となるが，このようなより新しい時代の地殻変動に対しても，本種群の地域集団レベル
での分集団化や，その結果としての遺伝分化など，地域を限定したファインスケールでの議論においても重要な知見を提
供し得ることが明らかとなってきた．

[O-08]

山岳源流棲昆虫・オンダケトビケラ類の個体群構造と遺伝構造解析
三上賢司 1，東城幸治 2
1

信州大学大学院・理工学系，2 信州大学・学術研究院・理学系

本邦での最初の記録が御嶽山であったことから，和名「オンダケトビケラ」が付されたエグリトビケラ科のトビケラ目
昆虫類で，御嶽山や中部山岳地域を中心とした高山帯・亜高山帯に生息する．オンダケトビケラ Pseudostenophylax 属は，
極東ロシアを含むアジア広域，北米の寒冷地域や高標高域における渓流のサイドプールや浅い緩流部に生息する．幼虫は
砂礫を用いた筒状の可携巣を作り，この巣内で過ごし，主に落葉食である．日本列島には ondakensis 種群を構成する 6 種，
adlimitans 種群を構成する 2 種の計 8 種が生息している．本研究では，日本産オンダケトビケラ類全 8 種を中心に，それ
ぞれの分布域広域から網羅的に採集し，分子系統地理学的解析を実施した．ミトコンドリア DNA（COI 領域, 16S rRNA），
核 DNA（ITS 2 領域）のいずれにおいても両種群の単系統性や，それぞれの種レベルでの単系統が強く支持され，従来の
形態分類学の体系とも合致した．加えて，山域ごとの遺伝分化や山岳形成などの地史との深い関連性も示唆される結果が
得られた．また唯一，同所的に生息する 2 種間において（オンダケトビケラ vs トチギミヤマトビケラ）
，非対称性の浸透
交雑が生じているという興味深い結果も得られた．
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[O-09]

山岳域における植生条件，微気象が土砂移動に与える影響
野坂大樹
静岡大学大学院農学研究科

山岳域には地形の急峻な場所が多く、荒廃地でなくとも活発な土砂移動が起きている。既往の研究により、斜面の土砂
移動現象は降水量や土壌の凍結融解等の微気象条件の影響を受けることが示されている。微気象は植生条件によって変化
することが考えられるため、植生条件ごとに土砂移動のタイプ、量が異なっている可能性がある。本研究では、植生条件
や、その影響を受けた微気象が土砂移動現象に与える影響を明らかにするため、南アルプス南部に位置する筑波大学農林
技術センター井川演習林において現地観測を行なった。人工林（常緑針葉樹林）
、天然林（落葉広葉樹林）および皆伐区を
調査対象地とし、それぞれ微地形の異なる 2～3 箇所の微地形の異なるプロットを設け、微気象、土砂移動量を観測した。
観測の結果、降水量は冬季に比べて夏季が高く、また、冬季は地表面温度の日変化が 0℃を頻繁にまたぎ、土壌の凍結融解
が活発に起きていた。しかし、積雪時には地表面温度が 0℃付近で一定であり、凍結融解が活発でなかった。皆伐区は人工
林、天然林と比較して積雪期間が短く、凍結融解が特に活発であった。土砂移動量は夏季と比較して冬季に多く、特に冬
季の凍結融解が活発であった皆伐区で土砂移動量の割合が高かった。このように季節、植生条件によって微気象が変化し、
土砂移動量が大きく異なることが分かった。

[O-10]

大規模崩壊地における土石流の流下と地形変化の関係
經隆

悠

筑波大学生命環境科学研究科

大規模崩壊は，発生時に甚大な被害を引き起こす危険性があるだけでなく，発生後の崩壊地において，岩盤の風化や凍
結融解によって生産された土砂が，豪雨時に土石流形態で流下し，下流での直接的な被害や河床上昇を引き起こす場合が
ある。そのため，土石流の流下規模の推定が，流域管理や防災における重要な課題であると考えらえる。しかしながら，
大規模崩壊地のように複雑な地形条件下で流下する土石流の動態は，未だに理解が不十分である。そこで，静岡県安倍川
源頭部に位置する大規模崩壊地である大谷崩一の沢流域において，土石流と雨量の観測，地上レーザースキャナや小型無
人航空機を用いた高頻度な地形測量を実施し，土石流の発達規模と地形条件の関係について検討した。その結果，土石流
による侵食や堆積，側岸部からの土砂供給によって，土砂の侵食・堆積域や堆積層厚の空間分布が，土石流イベント毎に
大きく変化することが分かった。また，土石流の観測記録と降雨指標の関係から，同程度の降雨条件であるにも関わらず，
異なる規模や形態の土石流が生じる場合があることが分かった。これらの結果から，土石流の流下による地形条件の変化
が，次に発生する土石流の流下規模に影響を及ぼしていると考えられた。
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主催：山岳科学共同学位プログラム

共催：日本山岳アカデミア(JALPS)・筑波大学生命環境系

山岳科学共同学位プログラムとは？・・・
筑波大学を中心に静岡大学、山梨大学、信州大学、オブザーバーとして岐阜大学、富山大学、名古屋大学の 7 大学
で準備を進めている共同教育プログラム（修士課程）です。このプログラムでは山岳地域が直面する複合的問題の解決
に資する人材育成を目指しています。
本シンポジウムでは山岳科学を今後どのように構築していくべきか、またどのような人材育成が必要かなど、
“山岳”に関わる多分野の方々をお招きし、講演を通して考えていきたいと思います。

基調講演
“限界に向かってチャレンジ”
望月 将悟
トレイルランナー・静岡県消防局山岳救助隊。富山湾から静岡・駿河湾までの日本アルプス
を大縦断する“トランスジャパンアルプスレース”で 2010 年、12 年、14 年と 3 連覇。その様
子は TV などでも紹介された。東京マラソン 2015“40 ポンドの重りを背負った最速マラソン選
手”としてギネス世界記録更新。幼少時代は静岡県井川で山とともに生活した“静岡の熊”。

“山地森林への温暖化影響評価”
松井 哲哉

イタリアでジャンプ！(望月将悟氏)

森林総合研究所植物生態研究領域チーム長。森林生態学、植生地理学が専門。東京農工
大学在学中にブナ林に興味を持つ。環境コンサルタント会社を経て、ニュージーランド・オタゴ
大学にて森林生態学を学ぶ。その後、森林総合研究所にて地球温暖化がブナ林に与える影
響についての研究を開始。分布予測モデルによるブナ林の生態的分布適域予測のほか、北
限域のブナ林の動態についても研究中。

パネリスト：
大林 圭司 (環境省長野自然環境事務所国立公園企画官)
増田 真佑 (鹿島建設株式会社・筑波大学生命環境科学研究科卒業生)
酒井 敬子 (登山＆バックカントリーガイドことリウム)
オーガナイザー： 津田 吉晃・廣田 充 （筑波大学生命環境系）

日時 ：平成 27 年

11 月 29 日（日）
9:00～12:00

場所 ：菅平高原 プチホテルゾンタック
（〒386-2204 長野県上田市菅平高原 1223)

参加無料・申込不要
問合せ先： 筑波大学菅平高原実験センター 担当：勝山・津田
TEL 0268-74-2002 ： E-mail sangaku2015@sugadaira.tsukuba.ac.jp

日本の山を代表する広葉樹ブナ
(写真：松井哲哉)
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