
2018年度事業報告 

（2018 年 7 月 1 日～2019 年 6 月 30 日） 

【事業内容】 

１．研究開発事業（運営規程第３条第１号事業） 

（１）熱帯林に関する生態学的調査・実験研究 

研究要約： 

地球規模で劣化している熱帯林生態系の植生学的調査し、その成果を用いて地域固有種 

による森林再生の実験プロジェクトを推進する。また、カンボジアでは、植生情報の少ない 

熱帯モンスーン地域での宮脇手法による森林再生の有効性を実証する。 

共同研究先：Kenya: Egerton University, Kenya Forest Service, University of

Nairobi Malaysia: Dr. Ong(Universiti Putra Malaysia), University Malaysia Sabah 

Cambodia: Royal University of Agriculture, University, Kim Soben(カンボジア 

王立農業大学 農業環境研究センター長)ほか 

財  源：自主財源、経団連自然保護基金(2 件) 

2018 年度の研究成果： 

マレーシア及び東アフリカの自然森林植生の植生学的調査・研究を実施した。現地におい 

て自然植生構成種群のポット苗による植生回復試験(マレーシア・サバ、ケニア)を実施し、 

植栽樹種の生長量の調査・解析などを行った。 

カンボジア王立農業大学との熱帯季節林再生共同プロジェクトでは、2019 年 6 月に大学 

構内において、現地スタッフとともに植栽樹木の生長調査を実施した。①植生調査では、フ 

タバガキ科、マメ科、カキノキ科等、出現頻度の高い構成樹種が明らかにされつつある。 

②生長調査では、植樹後 5 年で日本の良好な植樹地と同等程度の樹高伸長を認められた。

公表等：Meguro, Shin-ichi, Duncan Mutiso Chalo and Patric B. Chalo Mutiso, Vegetation at 

Arabuko-Sokoke (Kilifi County) and Chyulu Hills National Park (Makueni County), 

Kenya, Ecohabitat, 25: 37-50(2018.12) 

目黒伸一、ボルネオ(カリマンタン)及び東アフリカにおける植生学的調査と森林保全(中間 

報告)、経団連自然保護基金提出報告(2018.11) 

林寿則・藤原一繪・古川拓哉、ケニアに生育する熱帯乾燥林の森林構造について、 

JISE Report、1:1-6(2018.9) 

（２）里山の生物多様性評価法および環境教育に関する研究 

研究要約： 

持続可能な生態系管理が緊急課題である国内外の荒廃地や都市・里地里山を対象とし、 

生物多様性保全や環境教育、環境保全林の機能回復・自然性評価に係る研究を進める。 

共同研究社者/機関：荒木祐二(埼玉大学)、ラタナボンゴット ブンチャン(ルアンプラバン県林業セクシ

ョン/ラオス)、鮫島弘光・ダスグプタ ラザシ・クマール パンカジ(IGES 自然資源・生態系サービス

領域)、カワサキ ジンタナ(IGES フェロー)、倉持卓司(葉山しおさい博物館)、北嶋円・佐野

真奈美(新江ノ島水族館)、小木曽晴信(福井高専)、加藤瑞樹(福井県)、園田久美子・牧島裕子

(WE21 ジャパン ベンゲットグリーンアクション)、マケイ アリス(シュントック財団/フィリピン) 
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財   源：経団連自然保護基金①、イオン環境財団②、自主研究費③-⑦、IGES-SRF⑧ 

2018 年度の研究成果： 

① ラオス北部における生物多様性保全と持続可能な森林管理のための研究・教育プログ

   ラムとして、有用樹種(マテバシイ属)の幼苗栽培と植樹を行った。小学校児童の自然体験 

に関するデータ収集を行った。 

② IGES 自然資源・生態系サービス領域(NRE)との相互連携による東南アジア荒廃林の修

復支援として、ラオスにおける里山林再生に係る共同研究を推進した。 

③ 神奈川県葉山町におけるアカウミガメ産卵上陸事例を対象に、自然環境下での生態や孵

化への影響を解明することを目的として、産卵巣(移植巣)付近の砂中温度測定や地形測量

に関するデータを解析し、砂浜の環境特性(産卵立地としての適性)を明らかにした。 

④ 都市・里地里山地域における防災林(人工林)の研究として、東京都、神奈川県、福井県

内の樹林を対象に、造林手法や林分成長、自然性の評価のためのデータ収集・分析に取り

組み、評価手法としての有効性や林分成長の問題点・課題を明らかにした。 

⑤ フィリピン・ベンゲット州鉱山開発跡地において、森林再生・土地修復支援の一環とし

て村落住民の森林利用や植樹実験地の植生回復に関するデータを収集し、土地修復活動に 

おける先駆樹種(ハンノキ属)や極相種(マテバシイ属)の適用可能性を検討した。 

⑥ 福井県内治山事業地の植樹成果を評価する研究として、奥越地域で施工後 6～40 年経過

後の 11 地点の植生調査を実施・解析を行い、広葉樹の幼苗植栽による早期植生回復の可能 

性を明らかにした。 

⑦ 生物多様性・環境教育プログラム／教材の研究開発として、樹木の風散布型種子に着目

した科学教室における教材・学習プログラムとしての有効性を明らかにした。 

⑧ IGES-NRE によるナイロビ大学ワンガリマータイ平和環境学研究所との共同研究に参画し、ケニ

アの森林資源や生態系サービス評価に関する学際研究を展開した。 

公表等：小木曽晴信・矢ケ崎朋樹、植栽後 14 年が経過した公園管理下にある常緑広葉樹人工林の 

発達状況、自然環境復元研究、10 (1): 23-31(2019) 

矢ケ崎朋樹・倉持卓司・佐野真奈美・北嶋円・倉持敦子、アカウミガメの産卵立地として 

みた砂浜の環境特性―2017年葉山一色海岸の事例、JISE Report 2: 1-5(2019) 

矢ケ崎朋樹・鈴木邦雄、科学教室におけるシナノキ科樹木果実散布体の模型制作―教材化 

の有効性に関する一考察―、JISE Report 1:7-10(2018.9) 

矢ケ崎朋樹、神奈川県内におけるアカウミガメの研究―保全活動 13 年目にあたって、JISE 

ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 82:9(2019.6) 

小木曽晴信・矢ケ崎朋樹、切土のり面広葉樹幼苗植栽地における植樹後約 10 年目の植生 

回復状況と立地基盤の性質、第 19 回自然環境復元学会全国大会研究発表・講演要旨集:  

7-10(2019.2) 

（３）アジア・太平洋地域を中心とする植生体系の調査・研究 

研究要約： 

森づくり、自然再生の基盤となる潜在自然植生を把握するため、国内外の現存植生の把握 

およびその体系化、立地特性、遷移系列を明らかにする。さらに、神奈川県を中心とした 

地域の生物多様性保全に寄与する情報提供や政策を提案する。生物多様性の回復に寄与する 

森づくり、自然再生モニタリング調査、順応的管理の提案など、実践的な研究を進める。 
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財源：自主財源、神奈川県自然保護協会 

2018 年度の研究成果： 

国際命名規約(2000)に基づく日本の森林植生の群落体系について検討をし、沼沢林(ハンノ 

キクラス)および丘陵地夏緑広葉樹林(ツガオーダー)の群落体系を公表した。3 月の日本生態 

学会神戸大会自由集会「植物社会学研究会－日本の植生分類体系の再編成に向けて－」を開 

催した。神奈川県版ブルーリスト（要注意外来生物リスト）の作成を行ってきた。 

公表等：原田敦子・中村幸人・村上雄秀、日本の森林群落体系の再検討－沼沢林(ハンノキクラス)；

2018 年版－、生態環境研究、25:5-20(2018.12) 

鈴木伸一・中村幸人・村上雄秀．日本の森林植生の群落体系の整理－夏緑広葉樹林(ブナク 

ラス：ツガオーダー)；2018 年版－、生態環境研究、25:21-36(2018.12) 

中村幸人・村上雄秀・鈴木伸一、W29 植物社会学研究会－日本の植生分類体系の再編成  

に向けて－．第 66 回日本生態学会大会神戸大会プログラム，58-59(2019) 

村上雄秀、キタゴヨウオーダーと草本植生の植生体系．第 66 回日本生態学会神戸大会講  

演要旨，W29-3(2019) 

（４）環境保全林および森林の評価・機能に関する調査・研究 

研究要約： 

1970 年代に開始された宮脇方式による環境保全林について、自然植生、二次植生との比 

較など植生学的あるいは生態学的研究を実施する。同時に、その構造や機能の解析に基づく 

定量的評価手法を開発する。 

共同研究者等：(２)に加えて、吉野知明(ｴｽﾍﾟｯｸﾐｯｸ)、武藤一巳(旭化成ホームズ) 他 

財   源：受託事業、自主研究費 

2018 年度の研究成果： 

JISE の多くの研究員が執筆した『環境保全林を調べる』(青海社)が刊行された。環境保全 

林が、その目標とする鎮守の森のように地域本来の自然性にどれだけ近づいたかを調べて評 

価する方法などがまとめられている。また、刊行を開始した JISE Report は、年度内に 2 回 

発行した。掲載論文の多くは、環境保全林に関する研究であり、JISE としては、環境保全林 

の自然性(いかに自然林・潜在自然植生に近づいているか)の評価手法の開発に取り組み、研 

究会を度々開催し、検討を重ねている。また、環境保全林のモニタリング調査結果などにつ 

いても、順次公表している。 

公表等：原田洋・鈴木伸一・林寿則・目黒伸一・吉野知明(共著書)、環境保全林を調べる、158 頁、

海青社(2018.7) 

林寿則・村上雄秀・武藤一巳、静岡県富士市に植栽された環境保全林の生長とその評価．

生態環境研究、25:51-56(2018.12) 

村上雄秀・林寿則・武藤一巳、混植・密植法による森林再生地の植生発達－あさひ・いの 

  ちの森(富士市)の 10 年－．生態環境研究, 25:57-84(2018.12) 

原田洋・林寿則、「日本植生誌」から読めること、JISE Report、1:11-4(2018.9) 

原田洋・林寿則、現存植生図判例から読めること、JISE Report、1:15-16(2018.9) 

原田洋・矢ケ崎朋樹(2018)常緑植物の評価種による環境保全林の自然性の評価、 

JISE Report、1:17-18(2018.9) 

原田洋・尾崎光彦・鈴木邦雄、冷温帯葉樹環境保全林の自然性評価手法の開発、 
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JISE Report、2:6-9(2019.3) 

原田洋・林寿則、神奈川県における潜在自然植生 3 群集の種組成性についての考察、 

JISE Report、2:10-13(2019.3) 

原田洋・矢ケ崎朋樹、仮想的飽和環境保全林を到達目標とした場合の環境保全林の成熟  

度評価、JISE Report、2:14-17(2019.3) 

原田洋・林寿則、「日本植生誌」から読めること その２、JISE Report、2:21-23(2019.3) 

原田洋・林寿則、「環境保全林の種組成性の回復を阻害しているのは林床に厚く堆積し  

た未分解の落葉ではないか」という仮説、JISE Report、2:24-26(2019.3) 

鈴木邦雄・原田洋、環境保全林からふるさとの森づくりまで(１)、JISE ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ、 

81:1-3(2019.1) 

林 寿則、東日本大震災被災地における「平成の杜」づくり、JISE ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ、82:1-3(2019.6) 

（５）西・南日本の防災海岸林整備に関する植生学的研究 

研究要約： 

南海トラフを震源とする大地震・津波が予測される西・南日本において、減災や生物多様 

性保全など多面的な機能を果たす海岸防災林の植栽を支援するため、樹種選択の基盤となる 

潜在自然植生調査と東北地方の海岸防災林、被災地海岸林のモニタリング調査を実施する。 

共同研究者：西川博章(ラーゴ) 

財   源：イオン環境財団助成金、自主研究 

2018 年度の研究成果： 

防災海岸林整備を目的とした海岸林調査は九州太平洋岸(鹿児島・宮崎・大分)において植 

生調査・解析を行った。また、環境保全林手法による東北地方の防災海岸林植栽地(福島・宮 

城・岩手)に関するモニタリング植生調査を実施した。 

公表等：村上雄秀・西川博章、四国太平洋岸海岸林の組成と分布、植生学会第 23 回大会講演要旨 

集、29(2018) 

・村上雄秀、防災海岸林再生のための近畿・四国太平洋岸沿海部の潜在自然植生調査、JISE 

ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ、80:1-3(2018.8) 

（６）生物多様性の保全に寄与する森づくり・自然再生のための生態学的な研究 

研究要約： 

国、地方自治体、民間企業等との間で、潜在自然植生の概念を用いた生態環境の修復・再 

生・創造、緑の復元(森づくり等)及びその機能などに関する共同研究(委託事業)を継続する。

2017，2018 年度の委託元からの事業は、概ね、本年度も継続されている。 

2018 年度に委託業務等で実施した主な案件： 

長野・山ノ内町のいのちを守る森、旭化成のあさひ・いのちの森、イオンふるさとの森、 

JR東日本のふるさとの森、静岡県企業局の環境保全林、DOWAメタルマインの再生林ほか。 

公表等：村上雄秀・尾崎光彦、息の長い森林再生への取組み－2018 年 6 月 14 日パネルディスカッシ

ョン(JISE 環境ﾌｫｰﾗﾑ)の記録－、生態環境研究、25(1):119-123(2018.12) 

村上雄秀、企業が取り組む息の長い森づくり、JISE ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ、80:7(2018.8) 

鈴木邦雄(監修)、『事例で学ぶ ビオトープづくりの心と技』、農山漁村文化協会(2019.6) 
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２．人材育成事業（運営規程第３条第２号事業） 

生物多様性の重要性を理解し、環境保全・回復に資する人材の育成をねらいとし、広く一般

市民を対象とした植生調査研修を開催した。また、小・中学生、高校生をも対象とした野外体

験型の環境学習会（エコロジー教室）を４回開催した。 

また、神奈川県立生命の星・地球博物館を始めとする県内の各施設との共催による野外観察

会等のイベントを開催した。 

（１）植生調査研修 

2018 年度は、植生生態学分野の基礎概念や調査方法を学び、さらにフィールドでの植生調

査実務について理解を深めるための「植生調査研修」を開講した。 

ａ．会  場：IGES 葉山本部、天神島臨海自然教育園・天神島ビジターセンター 

ｂ．対  象：一般市民（高校生以上） 

ｃ．開 催： 10 月 27日（土）～10 月 30日（火）   計４日間（プレイベント含む） 

ｄ．参加人員： 延べ 63名 

ｅ．講  師：鈴木邦雄・矢ケ崎朋樹（JISE）、鈴木伸一（東京農大）、田中徳久（神奈

川県立生命の星・地球博物館）、山本薫（横須賀市自然・人文博物館） 

（２）環境学習（全４回） 

ａ．テ  ー  マ：①はかせといっしょに身近な生きものをしらべよう ②はかせといっしょに

海辺の生きものをしらべよう ③どんぐりっておもしろい！ ④いきものっ

ておもしろい 

ｂ．会  場：①横浜市中区（三溪園）、②横須賀市（天神島臨海自然教育園・天神島ビジ

ターセンター）③④横浜市都筑区（牛久保公園、ハウスクエア横浜） 

ｃ．対  象：一般市民（小学生以上） 

ｄ．開  催：①8月 11日（土）②8月 18日（土）③11月 24日（土･祝）④4月 6日（土） 

ｅ．参加人員：①25 名 ②24名 ③36名 ④42名 

ｆ．講  師：①矢ケ崎朋樹、原田洋（JISE）②矢ケ崎朋樹(JISE)･山本薫（横須賀市自

然・人文博物館）、③④矢ケ崎朋樹(JISE) 

ｇ．後援協力：①神奈川県立生命の星・地球博物館、三溪園（後援）（②横須賀市自然・人

文博物館（協力）、③④ハウスクエア横浜（共催）、NPO 法人子どもがかける

虹の森ネットワーク、牛久保公園愛護会(協力) 

2019年 4月 6日 牛久保公園 2018年 8月 18日 天神島臨海自然教育園 
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（３）野外観察会（神奈川県立生命の星・地球博物館主催、国際生態学センター共催） 

ａ．テ  ー  マ：①秋の里山の植物、②④磯の生きものウォッチング、③春の里山の植物、 

ｂ．会  場：①瀬上市民の森（横浜市）②④三ツ石海岸 (足柄下郡真鶴町) 

③新治市民の森（横浜市）

ｃ．対  象：①③保護者同伴の小学 1～6年生、中学生、高校生、学生、 

②④保護者同伴の小学 1～6年生 

ｄ．開  催：①10 月 13日（土） ②4月 21 日（日） ③4月 27日（土） ④5月 19日（日） 

ｅ．参加人員：①22 名、②35 名、③35名、④34名 

ｆ．講  師：①③田中徳久･大西亘 ①勝山輝男 ③石田祐子 ②④佐藤武宏・田中徳久・

加藤ゆき(県博)、①②③④矢ケ崎朋樹(JISE) 

（４）室内学習会（神奈川県立産業技術総合研究所主催、国際生態学センター協力） 

ａ．テ  ー  マ：青少年科学技術フェスティバル「花粉っておもしろい」 

ｂ．会  場：KSP ホール/かながわサイエンスパーク（川崎市高津区) 

ｃ．対  象：小学 1年生～中学生（保護者同伴） 

ｄ．開  催：8月 4日（土） 

ｅ．参加人員：147名（保護者 150 名） 

ｆ．講  師：矢ケ崎朋樹・林寿則（JISE） 

（５）野外観察会（葉山しおさい博物館主催、国際生態学センター共催）※台風接近のため中止 

ａ．テ  ー  マ：海辺の生き物なんでも観察会 

ｂ．会  場：葉山しおさい博物館とその周辺 

ｃ．対  象：小学生以上の子どもとその保護者 

ｄ．開  催：7月 29日（日） 

ｅ．申込人員：26名（申込み） 

ｆ．講  師：倉持卓司（葉山しおさい博物館）、矢ケ崎朋樹(JISE) 

（６）野外観察会・室内学習会・フォーラム（国際生態学センター共催） 

ａ．テ  ー  マ：①東京の自然観察・森めぐり「どんぐり拾いウォーキングとフォローアップ

研修 

②地球温暖化と森づくり ～わがまちにいのちを守る森をつくろう！～

ｂ．会  場：①等々力渓谷公園、二子玉川公園ビジターセンター（東京都世田谷区） 

②日比谷図書文化館 ホール（東京都千代田区）

ｃ．対  象：一般市民 

ｄ．開  催：①12 月 15日（土） ③3月 30 日(土） 

ｅ．参加人員：①22 名  ③54名 

ｆ．講  師：①矢ケ崎朋樹（JISE）、②鈴木邦雄（JISE）、鮫島弘光（IGES）ほか 
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３．交流事業（運営規程第３条第３号事業） 

環境と調和した社会の発展に資するため、自然再生や森づくりに関する情報を集積し、イン

ターネットを通じた情報提供を進めた。また、生態学の立場から環境問題に貢献するため、研

究開発の動向等の討議、生態学分野の第一線で活躍する研究者や森づくり・自然再生に取り組

む企業等とのシンポジウムの開催や内外研究機関との交流を図った。 

（１）情報提供事業 

学術研究や森づくり、自然学習などに役立つ植物社会学的情報を提供するウェブサービ

ス（2004年 11月開設）として日本の群落体系（宮脇ほか 1994「日本植生便覧改訂新版」）

を公開中。 

（２）研究会の開催 

JISE研究員及び外部学識者や研究者などを講師に、講義や意見交換・討議を行う研究会

を５回、公開研究会を１回開催した。 

【公開研究会詳細】 

2019 年 5月 21日  公開研究会「APG分類体系と神奈川県植物誌 2018」 

講演１「APG 分類体系と植物の進化」 倉田 薫子 横浜国立大学教育学部 准教授 

講演２「神奈川県植物誌 2018とその分布図から見えること」 

勝山 輝男 神奈川県立生命の星・地球博物館 名誉館員 

参加者：22 名 

会 場：横浜市開港記念会館会議室（横浜市中区日本大通） 

（３）「IGES-JISE市民環境フォーラム」の開催 

これまで国内外で森づくりや自然再生に取り組んできた企業の実績や経過、課題などを

講演いただき、生物多様性保全への企業の貢献の事例として報告し、議論した。 

  ａ．テーマ：「日本の森づくり技術を世界へ－SDGs における環境への取り組み－」 

  ｂ．内 容： 

講演１：「砂漠化と緑化の現状－中国内モンゴル自治区とウズベキスタンで見たこと、

聞いたこと、実践したこと－」 

応用地質株式会社 技術本部 技師長 浅見 和弘氏 

講演２：「地域緑化活動 －ふるさとの森づくり」 

日置電機株式会社 総務部 部長   山辺 昌幸氏 

講演３：「自然と共生する社会を目指す三五の活動」 

株式会社三五 総合企画部 広報 G 高野 薫氏 

講演４：「カンボジアにおける森林再生の取り組み」 

IGES 国際生態学センター 主任研究員 林 寿則 

パネルディスカッション 

パネリスト：講演者全員／コーディネーター：目黒 伸一（JISE） 

  ｃ．開 催 日：6月 19日（水） 

  ｄ．参加人数：58名 

  ｅ．開催場所：横浜情報文化センター６階 情文ホール （横浜市中区日本大通 11） 
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４．普及啓発事業（運営規程第３条第４号事業） 

JISE の活動状況や環境問題の改善に向けた情報提供、普及啓発のため、ニューズレターお

よび研究雑誌「生態環境研究」や新たに「JISE Report」を発行、配布した。 

また、JISEのウェブサイト（日本語版）をリニューアルした。 

（１）IGES-JISEセンター機関紙「IGES-JISE Newsletter」の発行 

a. 発行時期：8月（80号） 1月（81号） 6月（82号）

b. 印刷部数：1100 部

c. 配布先：JISE会員及び国、地方自治体、研究機関、大学、関係団体、企業等

（２）研究雑誌（紀要）「生態環境研究」の発行 

ａ．発行回数：年１回（12月；25巻 1号） 

ｂ．印刷部数：350部 

ｃ．掲載内容：原著論文 6（うち英文論文 1）、JISE 環境フォーラム記録 

ｄ．配布先：研究会員および国、地方自治体、国際機関、大学、研究機関、企業など 

（３）研究雑誌「JISE Report」の発行 

  IGES-JISE 及び研究者が関わった調査、生態系の保全と回復に向けた実践活動とその生長  

記録・環境データの中間取りまとめなどを掲載し、生態学の研究者に留まらず、「ふるさとの 

森づくり」「ビオトープ」「緑地整備計画」に関わっている方々に役立つ報告、データ提供を  

目指す。 

ａ．発行回数：不定期（9月：初刊、6 月：2 号） 

ｂ．印刷部数：500部 

ｃ．配布先：研究会員および国、地方自治体、国際機関、大学、研究機関、企業など 

（４）JSIEウェブサイト（日本語）のリニューアル 

JISEウェブサイトについては、ウェブサイトに関する専門的な知識が少なくとも対応で

きるよう配慮してリニューアルを図った。2019 年度は、英語版を対応予定。 
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