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主催：屋久島学ソサエティ

共催：屋久島町、公益財団法人屋久島環境文化財団、京都大学野生動物研究センター、

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所九州支所、特定非営利活動法人屋久島いきもの調査隊

プログラム概要

■12月3日（土）
9:00-11:55
12:15-13:15
13:30-17:30

開会、高校生発表・一般口頭発表1

ミニセッション1「屋久島低地照葉樹林の種多様性と保全の現状」

テーマセッション1「屋久島学ソサエティ設立10年を振り返り、更なる発展を語りあう」

■12月4日（日）
9:00-11:40
12:00-13:20
13:30-17:00

総会、一般口頭発表2

ミニセッション2「屋久島におけるマツ枯対策 ～マツ枯０の世界自然遺産の島を目指して～」

テーマセッション2「屋久島における健康ウェルネス研究のプレリュード（序章）」

■11月27日（日）
9:00-12:00 エクスカーション「西部林道を歩く」

屋久島学ソサエティ 第10回大会

キバナノセッコク
©村松佳子



屋久島学ソサエティは屋久島町の地で2013年に産声を上げました。以来10年の年月を経て、今年10
回目の大会を迎えます。屋久島町の住民と、屋久島を研究のフィールドとして様々な分野で研鑽する
専門家との相互交流と理解を基に、新たな屋久島学を築こうとする地域学会です。文系・理系といっ
た垣根を払い、新たなプラットホームにおいて屋久島が抱える課題の解決や多くの疑問に答え、地域
全体の発展に貢献し、同時に教育の場としての役割も果たすことを目的とする学びの場として存在し
ます。 この10年間において多彩なテーマセッションが開催され、個々の研究成果も屋久島高校生の
発表も含め多くが蓄積されてきました。今回のテーマセッションではこの10年を検証します。これまで
屋久島学ソサエティの創設当初より関与された方から、新たに会員なった方まで、幅広い年代と分野
からたくさんの参加者に発言いただき、来たる10年紀のソサエティ像が描けることを願っています。

コーディネータ：湯本 貴和（ゆもと たかかず）
京都大学名誉教授。京都大学霊長類研究所元所長。京都大学大学院理学研究科博士課程修了（理学博士）。大学院生のとき
の屋久島での研究以降、アフリカ、東南アジア、南米の熱帯林で、動物ー植物相互関係の研究を行なっている。最近は保全と
ツーリズムなど異なる生態系サービス利用の社会的な利害調整に興味をもっている。現在、屋久島学ソサエティ会長。

～開催趣旨～

奄美大島　アマミイシカワガエル　©湯本 貴和屋久島　垂直分布　©湯本 貴和

第10回大会 テーマセッション1
屋久島学ソサエティ設立10年を振り返り、更なる発展を語りあう

大会1日目 2022年12月3日（土）13:30-17:30 
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サルと歩いた屋久島をゴリラから見つめる

1970年代の後半から屋久島とヤクシマザルに関わってきた。その経験を生かしてアフリカでゴリラと付

き合ってきた。双方とも近年大きな変化があったが、それをどう乗り越えてどう未来を作っていくか。総合

環境学の立場から考えてみたい。

山極壽一

山極壽一（やまぎわ じゅいち）
総合地球環境学研究所所長、京都大学理学研究科教授を経て、京都大学総長、日本学術会議会長を歴任。アフリカ各地で
ゴリラの行動や生態をもとに人類社会の由来を探っている。環境省中央環境審議会委員。鹿児島県屋久島で野生ニホンザ
ル、アフリカ各地でゴリラの行動や生態をもとに初期人類の生活を復元し、人類に特有な社会特徴の由来を探っている。著
書に『家族進化論』（東京大学出版会）、『サルと歩いた屋久島』（山と渓谷社）、『暴力はどこからきたか（NHKブックス）、『
サル化する人間社会』（集英社）、『ゴリラからの警告』（毎日新聞出版）、『スマホを捨てたい子どもたち』（ポプラ新書）、『
京大総長、ゴリラから生き方を学ぶ』（朝日選書）、『人生で大事なことはみんなゴリラから教わった』（家の光協会）、『京大
というジャングルでゴリラ学者が考えたこと』（朝日新書）など。

ヤクスギ林分の長期動態の解明から：
現地調査資料と各種標本の重要性

1980年からヤクスギ優良林分内の試験林を引継ぎ、同林の動態解明を行ってきた。研究を重ね年輪年

代学に出会い、それが円板収集につながり、さらに年輪コアから大気汚染と同被害に関する知見が得ら

れた。これらの研究は、過去の資料や標本なしには考えられない。

吉田茂二郎

吉田茂二郎（よしだ しげじろう）
九州大学総合研究博物館協力研究員。1979～96年度鹿大農学部、1997～2018年度九大農学部に勤務。旧熊本営林局の依
頼で、1974～5年に両大学合同で設定したヤクスギ優良林分内の試験林を引継ぎ、長期の林分の動きを追ってきた。次第にヤ
クスギ林でしかできない超長期の動き、さらに大気汚染による健全度にも興味を持ちその解明を試みてきた。2019年3月に退
職し、その後は現地調査資料やコアサンプル等の公開・保存方法を考えている。
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13:30-13:40
■趣旨説明 湯本貴和 ( 屋久島学ソサエティ会長 )

13:40-15:40
■第１部「屋久島学ソサエティでのこれまでとこれから」
山極壽一  総合地球環境学研究所所長、前京都大学総長
吉田茂二郎  九州大学総合研究博物館協力研究員、元九州大学教授
矢原徹一  一般社団法人九州オープンユニバーシティ研究部長、九州大学名誉教授
手塚賢至  屋久島照葉樹林ネットワーク
中川正二郎  （有）ナカガワスポーツ代表取締役、屋久島地学同好会副代表
小原比呂志  一般社団法人屋久島アカデミー代表理事

15:50-16:50
■第2部「わたしと屋久島学ソサエティ」
12人の会員による講演

16:50-17:30
■第3部「屋久島学ソサエティにかける夢」
総合討論



屋久島の植物に魅せられて

私がはじめて屋久島を訪れたのは1982年7月だ。このとき、屋久島に固有植物が何種あるのかすら正確

にわかっていないことを知り、屋久島の植物相の調査を開始した。その結果、ハナヤマツルリンドウ、ヤク

シマシソバタツナミなどの新分類群を発見した。当時、オトギリソウ属の新種を発見し「ヤエダケオトギリ

」という仮称をつけたが、その後の再三の調査にもかかわらず、再発見できずにいた。その「ヤエダケオト

ギリ」が再発見され、今年私も自生地を確認した。その調査の帰路で、1400m付近に生育するタラノキ属

の樹木が典型的なタラノキと異なることに気づいた。その後屋久島各地のタラノキ属を採集してみると、

タラノキともリュウキュウタラノキとも異なる分類群が屋久島にある可能性が浮上した。この発見は、屋久

島にはまだ研究が必要な植物が残されていることを示す良い例だ。一方で、ヤクシカが好んで食べるヤク

シマカラスザンショウを今年の調査では発見できなかった。以前にあった場所で消失していた。屋久島で

未知の植物を探る調査を続けるとともに、屋久島固有の植物を守るための努力を、関係者の方々の協力

を得てさらに進めたい。

矢原徹一

矢原徹一（やはら てつかず）
一般社団法人九州オープンユニバーシティ研究部長、福岡市科学館館長、九州大学名誉教授（2020年3月に九州大学を退職）

ソサエティ10年の来し方から行く方を望むと

嗚呼、もう10年なのか。羞恥と自己満足が乱れる複雑な心境だ。ノンジャンルで専門的知見に甚だ乏しい

私ごときに講演などは不似合いで出来そうもない。とは言え、臆面なくいろんなテーマセッションを企画し

たし、自省すればいくらかこの間10年の説明義務も果たさないといかんな、とも思う。地域学会としてソサ

エティの願いは屋久島に少しでも「市民の科学」を定着させる学びの場を創設し、住民と研究者が相互に

学び合うことで屋久島が抱える問題解決に資する取り組みを行うと設立主旨にある。が、果たして10年の

足跡はそれを実現できただろうか。問いかけと共に新たな10年史を描く端緒となるセッションになれば嬉

しい。

手塚賢至

手塚賢至（てつか けんし）
1953年生まれ。1985年屋久島に移住、後「足博(足で歩く博物館を創る会)」「屋久島・ヤクタネゴヨウ調査隊」「屋久島生物多
様性保全協議会」などなどを立ち上げ現在に至る。今、主な活動は「屋久島照葉樹林ネットワーク」において保護指定されていな
い原生林たる屋久島の低地照葉樹林の保全に注力し、あいも変わらずよく言えば多様な、はたまた無節操な屋久島の森羅万象
世界を彷徨っている。
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屋久島学ソサエティでの地学、岳参り、
屋久島高校研究発表を振り返る

設立時より地学分野を中心に担当して来ましたが、まだまだ企画回数が少ないと感じています。文化面で

は現代の岳参りを発信し記録できたことは意義があったと思います。とても貴重な屋久島高校環境コー

スの研究発表を今後も継続してもらいたいと考えています。

中川正二郎

中川正二郎（なかがわ しょうじろう）
(有)ナカガワスポーツ代表取締役。屋久島地学同好会副代表。宮之浦岳参り伝承会代表。鹿児島県文化財保護指導員。
屋久島町文化財保護審議会委員。5歳より屋久島で育つ。2003年にズーフィコス化石群を発見したことから地学を趣味とし
て活動。2005年より宮之浦地区の岳参り復活に取り組む。

地域人材をつなぐということ、育てるということ

博物館や大学施設など知的集積の仕組みが少ない屋久島で、エコツアーガイド人材を様々な分野の調査

研究を統合する存在として、また情報発信のインタープリターとして位置づけたいと考えてきた。このテー

マに関して専門家⇔地域の双方向型活動を志向する屋久島学ソサエティがこの十年間に果たしてきた役

割と、今後の展開について述べたい。

小原比呂志

小原比呂志（おはら ひろし）
一般社団法人屋久島アカデミー 代表理事。鹿児島大学水産学部卒業。1993年屋久島野外活動総合センター創立。国内で最も
初期からエコツーリズムに取り組み、さまざまなフィールドの持続可能な開発を行う。2022年一般社団法人屋久島アカデミーを
創立。『屋久島大学』プロジェクトを推進し、オンラインを活用して屋久島ガイドの養成や国内外の関係人口の増強に取り組む。
屋久島の巨木調査、立山杉など国内の天然杉・巨木の生態と屋久杉との関連をテーマにしている。
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屋久島における森林の健康効果の研究成果が世界に紹介されたことより、「Shinrinyoku」という
言葉は、世界の共通言語となっています。森林医学研究の発祥地のひとつである屋久島において、
 「森/自然」と「人/社会」との「健康/幸福」の関係性について、統合的な健康ウェルネス研究を進めて
いきたいと考えています。ストレスの多い現在社会おける様々な健康ニーズに答えるため、また高齢
化社会の進む離島における新しい健康圏モデルの構築において、学際的な研究成果を世界に発信
していく端緒として、今回のテーマセッションを企画させていただきました。

コーディネータ：杉下智彦（すぎした ともひこ）
外科医師、保健システム専門家、医療人類学者。東北大学医学部、ハーバード大学院、ロンドン大学院、GLUK大学院卒業。
1995年アフリカのマラウイ共和国で3年間外科診療に携わる。JICAグローバルヘルスアドバイザーとしてアフリカを中心に30
か国以上で保健システム案件の技術指導を行う。2015年「持続可能な開発目標（SDGs）」の国際委員。2014年ソーシャル・
ビジネス・グランプリ大賞受賞。2016年医療功労賞受賞。2016年より東京女子医科大学国際環境・熱帯学講座教授。2022
年4月より屋久島に移住し尾之間診療所を承継。離島健康圏モデルの構築を手掛けている。

～開催趣旨～

第10回大会 テーマセッション2
屋久島における健康ウェルネス研究の

プレリュード（序章）

大会2日目 2022年12月4日（日）13:30-17:00 
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森林医学の魅力と可能性

1982年に提唱された“森林浴”と、医・科学的効果の研究に着手した日本発の試みは、2006年には、

森林医学として流布され、2010年前後からは、国際的な調査研究へと移行したが、その実践は未だ確

立されていない。産業革命以降約200年で疲弊した地球環境とヒトの健全な未来を目指す手段のひと

つとして共に考えたい。

今井通子

今井通子（いまい みちこ）
1942年東京生まれ。東京女子医科大学卒業。医学博士。東京農業大学客員教授。兵庫県立森林大学校特任大使。NPO法人
森林セラピーソサエティ理事。International Society of Nature and Forest Medicine（INFOM）会長。山に登り続けながら、
医師という科学的な視点から自然と触れ合う事の意味や大切さを見つめる。「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰「自
然ふれあい部門」受賞。

森林医学の成果
李卿

session 2

13:30-13:40
■趣旨説明 杉下智彦（屋久島尾之間診療所院長、東京女子医科大学客員教授）

13:40-14:00
■基調講演「森林医学の魅力と可能性」
今井通子  医師、登山家、国際森林医学会会長

14:00-15:00
■第１部「森林医学の成果と展望」
李卿  日本医科大学臨床教授、国際自然・森林医学会副会長・事務局長
落合博子  国立病院機構東京医療センター部長、国際森林医学会認定医
杉下真絹子  カレイドスコープ代表
高山範理  森林総合研究所 チーム長 

15:10-16:10
■第2部「屋久島における新しい健康モデルの構築」
小橋友理江  福島県立医大大学院
淀みゆき  隠岐島海士診療所
杉下智彦  屋久島尾之間診療所
藤村憲治  元屋久島町栗生診療所所長

16:10-17:00
■第3部   発表者全員によるパネルトーク

コメンテータ：高山範理（たかやま のりまさ）
（国研）森林機構 森林総合研究所 チーム長（森林空間利用推進担当）。幼い頃より森林浴に興味をもち、学部時代は森林
科学、大学院ではランドスケープ科学を専攻し、東京大学から農学博士、人間総合科学大学から心身健康科学博士を授与さ
れる。著書に「エビデンスからみた森林浴のストレス低減効果と今後の展開」等多数。

コメンテータ：藤村憲治（ふじむら のりはる）
屋久島町生まれ。熊本大学医学部卒業、旧国立熊本病院、今給黎総合病院を経て、旧屋久町栗生診療所所長、鹿児島大大学
人文社会科学研究科修士課程卒業。著書に「死因『老衰』とは何か」「世界自然遺産の島の医療史」



森林医学は森林環境による健康影響を研究する新しい予防医学・環境医学である。森林医学の成果は

以下の通り。抗がん免疫機能を上昇させ、がんの予防効果、ストレス減少効果、副交感神経と交感神経を

調整するリラックス効果、高血圧症と心臓病の予防効果、うつ病の予防効果、睡眠改善効果、リハビリテ

ーション診療への応用、コロナ感染症予防効果。

李 卿（Qing Li）
中国・山西医科大学卒業、鹿児島大学医学博士、スタンフォード大学留学、日本医科大学医師・教授、森林医学研究会代表世
話人、国際自然・森林医学会副会長・事務局長、森林セラピーソサエティ理事、受賞歴：日本衛生学会賞、日本医科大学賞、（財）
博慈会老人病研究所優秀論文賞、日本産業衛生学会奨励賞、日本医科大学奨学賞、著書：Forest Medicine、Shinrin-yoku
（26ヶ国語に翻訳）、Forest Bathing（米国でベストセラー）、International Handbook of Forest Therapy、森林浴

落合博子（おちあい ひろこ）
国立病院機構東京医療センター形成外科科長、産業保健室長（医学博士）。2012年にINFOM認定医の資格を取得後、森林
の健康効果を研究しながら国際的な普及を目指す。毎週末ハイキングや森林関連のイベントにでかけて森林浴を実践中。
林野庁「サービス産業」検討委員、国際ハンドブックの執筆を担当。

森林医学の最新動向

日本では高齢化に伴う社会変革を見据えて、健康寿命延伸のための健康づくり、企業の人材確保や離職

防止、生産性向上などに対する国策が進められている。そこで、これまでに森林医学で証明されてきた様

々な健康効果を利用する取り組みが始まっている。林野庁の森林サービス産業や企業の健康経営にお

ける森林環境の活用などについて紹介したい。

落合博子

session 2

杉下真絹子（すぎした まきこ）
20年間、地域保健/国際保健専門家として、アフリカや東南アジアにおいて国際協力分野で活動後、2020年春に屋久島に移
住。森とウェルビーングをテーマに森林セラピーガイド/セラピストとして独自の【屋久島deep森林浴】プログラムを展開中。日
本人初の米国森林セラピーガイド認定取得。屋久島町教育委員会ESDグローバルアドバイザー、屋久島尾之間診療所理事、関
西大学卒業、ピッツバーグ大学院（社会経済開発）修士、ジョンズホプキンス大学院（公衆衛生）修士。

屋久島における森林浴の展望

どうしたら私たちは自然の中で、心も身体も満たされるのか。自然やいのちのリズムに心を澄ますことで、

自分の中の分離、他者との分離、自然との分離を解き放ち、一つ一つの関係性を取り戻していくプロセス

の中に、本当の意味での健康や人生の充足感が生まれるのではないだろうか。屋久島の奥深い森の中で

deep森林浴プログラムの実践を通して、見えてきた屋久島の新しい森の過ごし方の可能性と展望につい

て話したい。

杉下真絹子



小橋友理江（こばし ゆりえ）
鹿児島市生まれ、茨城育ち。2014年和歌山県立医科大学医学部卒業。麻酔科医・内科医。公衆衛生学修士。東京都立多摩総
合医療センターで麻酔の後期研修後、2019年より福島県立医科大学博士課程。サンライズジャパンホスピタル、ひらた中央病
院などで勤務。専門は国際保険、地域医療、新型コロナの抗体検査など。

地域医療の限界を超える為に～終末期医療の視点から～

都市地方の医療格差は拡大しており、地域の医療を活性化する事は、重要である。筆者は、Public 

Health×Clinical Practice×Scienceというコンセプトの元、地域の中の課題を、草の根レベルで解決す

るプロジェクトを行う事を目指している。終末期医療の観点から、屋久島でどのように取り組みを行おう

としているかを、ご紹介させて頂きたい。

小橋友理江

淀みゆき（よど みゆき）
海士町国保海士診療所/看護師。訪問看護歴16年。遺体感染管理士、5年前に緩和ケア認定看護師資格を取得。海士で最期
を迎えたいと希望する患者やご家族の医療・介護相談から看取り実践、マネジメントを担い、医療・福祉・行政の連携強化にも
従事。プライベートは超インドア派で高3と中1の男子をもつ母。

自宅で最期を迎えられる島の医療福祉の体制づくり

海士町は日本海の島根半島沖合60kmにある隠岐諸島の一つで、人口約2200人、高齢化率40%弱、医

療機関は無床診療所の自施設のみでありながら、在宅看取り率は毎年30～50％と全国的にも上位を占

める。コンビニもドラッグストアもない離島でなぜ在宅看取りが可能なのか、医療・福祉・行政の連携体制

を中心に紹介したい。

淀みゆき

session 2

屋久島健康圏構想

屋久島においては、急速な高齢化と移住者の増加を背景に、全世代の医療・介護・福祉ニーズに対応し

た新たな医療圏、急性期、回復期、慢性期、在宅・介護サービスのシームレスな連携による地域医療シス

テムを構築することが急務となっている。「誰もが住み慣れた場所で、末永く安心して暮らす」ことを目標

に、屋久島尾之間診療所が中心となって医療・介護・福祉分野事業所と自治体代表者による「尾之間庁

舎跡地利活用フォーラム」を設立し、屋久島医療圏の長期計画を策定した。発表ではその概要をご報告

したい。

杉下智彦



ヘリコプターから撮影した一湊流域　2018 年 4月　©手塚賢至キバナノセッコク　©村松佳子

屋久島の河川流域に僅かに残存する林齢150年を超える原生的低地照葉樹林は種多様性の宝庫であり、

屋久島の貴重な森林生態系を保全する上で保護林等の指定措置は喫緊の課題である。

屋久島照葉樹林ネットワークは2016年設立、島内の住民と研究者が連携して屋久島低地照葉樹林保全の

ための植生調査や種の保存法指定種、絶滅危惧種など希少植物調査を実施してその成果を元に、2020年

『高い種多様性を擁する屋久島低地照葉樹林の保全に関する要望書』を「日本生態学会」「日本植物分類

学会」「日本自然保護協会」と共に「環境省」「林野庁」「鹿児島県」「屋久島町」に提出した。

今回のセッションでは以下の3部構成で現状と課題をお伝えする。

① 「当地域の種多様性を象徴する新たに発見されたラン科をはじめとした菌従属栄養植物の紹介」山下大明
② 「セッコク属の共生菌研究から見えてきたラン科植物保全の課題」辻田有紀　
③ 要望書提出後の保護林指定等に関する最新の進捗状況　手塚賢至

コーディネータ：手塚賢至（てつか けんし）
屋久島照葉樹林ネットワーク 代表、屋久島・ヤクタネゴヨウ調査隊 代表。屋久島学ソサエティ 副会長。

～開催趣旨～

第10回大会 ミニセッション1
屋久島低地照葉樹林の種多様性と保全の現状

大会1日目 2022年12月3日（土）12:15-13:15 

　（当日不在のため映像のみ）



低地照葉樹林の今

屋久島の照葉樹林には、いまだに未知の植物が眠っています。とりわけ川の流域に切り残された原生的な

低地の照葉樹林は、貴重種の宝庫です。この身近な森を、菌類の営みを通して見つめてみると、その菌類と

植物たちの育む豊かな生態系には驚くほかありません。菌根共生、木材腐朽菌、菌従属栄養植物といった

ことを考え、森を見つめると、私たちが生きていくべき方向すら見えてきます。その森がいま、杉植林地の

皆伐や林道工事、治山ダム建設などに伴い、危機に瀕しています。この低地の照葉樹林を損なうことなく

未来へ手渡すために、「種の保存法」など世界自然遺産の島に相応しい保護計画を、早急に立案し実行に

移してほしいと思います。

山下大明（写真家・屋久島照葉樹林ネットワーク）

山下大明（やました ひろあき）
写真家。日本写真家協会会員　1955年、鹿児島県生まれ。小学生の頃から、森に浸る。1992年より屋久島在住。著書に写
真集「樹よ。」(小学館)、同復刻版「樹よ。」「月の森」 (野草社)、写文集「水が流れている」(文・山尾三省、 野草社)、「森の
中の小さなテント」(野草社)、写真絵本「時間の森」(そうえん社)、「水は、」(福音館書店)などがある。

セッコク属の共生菌研究から見えてきた
ラン科植物保全の課題

辻田有紀1 ・蘭光健人1,2 ・張麗月1 ・手塚賢至3 ・木下晃彦4 ・徳原憲5 ・遊川知久6（1佐賀大農・

 ２昭和薬科大・ ３照葉樹林ネットワーク・ ４森林総研・ ５沖縄美ら島財団・ ６国立科博）

ラン科植物は共生する菌類に依存性が高く、保全が難しい。種子は貯蔵栄養を持たず、発芽時の栄養供給

は共生菌に完全に依存しており、成熟後も少なからず栄養を菌に依存し続ける。また、近年の研究から、種

ごとに菌の選り好みが大きく違うこと、同一種でも発芽から成熟までの生育ステージによって菌との共生関

係が変化する事例が明らかになってきた。屋久島を中心としたキバナノセッコク集団と沖縄島のオキナワ

セッコク集団の共生菌を調査した結果、前者は複数の共生菌パートナーを持つが、後者はほぼ1種類の菌

類と特異的に共生することが明らかになった。植物と菌をシャーレ内で共生させる実験では、両種とも初

期発芽から幼苗へ生育する過程で共生する菌の数が減少していくこと、オキナワセッコクでは、発芽誘導

に関与する菌が成熟個体と異なる可能性が明らかになった。多くのラン科では未だ共生菌の種類すらわか

っていないのが現状で、保全に向け、ラン科の種ごとに生活史を通じて菌共生を理解する必要がある。

辻田有紀（つじた ゆき）
佐賀大学農学部生物資源科学科　生物科学コース 花卉園芸学研究室　准教授。九州大学農学部で学位を取得後、ランの共生
菌の研究にのめり込み、現在はそれを専門とする。２人の娘を育てながら研究と教育活動に奮闘中。タカツルランをはじめ、様々
な野生ランの研究を全国で行っており、屋久島は最も好きなフィールドの１つ。

辻田有紀（佐賀大学准教授）



絶滅危惧種ヤクタネゴヨウ、南限のマツ属樹種アカマツおよびクロマツの保全を目指すため、現在脅威とな

っている外来のマツ材線虫病対策について、10年以上にわたって繰り広げられてきた活動を紹介する。

また、将来的に「マツ枯０の世界自然遺産の島」を達成するには、民・官・学が協働で取り組んでいく機運を

さらに深化させていくきっかけとしたい。

なお、本セッションは、森林総合研究所の産学官民・地域連携推進のための活動費「屋久島の世界自然遺

産地域内におけるマツ材線虫病被害対策」の成果の一部として開催される。

～開催趣旨～

第10回大会 ミニセッション2
屋久島におけるマツ枯対策～マツ枯０の世界自然遺産の島を目指して～

大会2日目 2022年12月4日（日）12:00-13:20 

コーディネータ：金谷 整一（かねたに せいいち）
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所九州支所　森林生態系研究グループ主任研究員。九州大学大学院農学
研究科博士課程修了（博士［農学］）。
専門は森林遺伝学と保全生態学。鹿児島大学在籍時より屋久島の森林の研究に携わる。1994年に九州大学大学院に編入学し、
本格的にヤクタネゴヨウの保全に関する研究を開始し、2000年に森林総合研究所に配属後も継続して取組んでいる。近年は、
越境大気汚染物質による影響や外生菌根菌との共生関係について、共同で研究を進めている。



マツ材線虫病（松くい虫被害）について

マツ材線虫病は、線虫の一種（マツノザイセンチュウ）を病原とするマツ類の伝染病である。マツノザイセ

ンチュウは媒介昆虫（マツノマダラカミキリ）によって健全なマツへと伝搬される。マツノザイセンチュウは

北米原産の線虫であり、日本には20世紀始め頃に侵入したと考えられている。日本のマツがこの線虫に

極めて感受性であったため、北海道を除く日本全国の松林に大きな被害を与えている。屋久島も例外で

はなく、1995年以降は小康状態だったのが現在は海岸～低地のクロマツにかなりの被害が発生してい

る。ヤクタネゴヨウもマツノザイセンチュウに感受性であり、絶滅危惧種の衰退要因の一つということで懸

念されている。今回は、マツ材線虫病の基本的な仕組みを紹介した後に、ヤクタネゴヨウが枯れる時の特

徴などについてお話したい。

秋庭満輝（森林総合研究所）

秋庭満輝（あきば みつてる）
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所　きのこ・森林微生物研究領域きのこ研究室長。博士（農学）。
専門は森林病理学と線虫学。1995年に森林総合研究所九州支所に配属後にマツ材線虫病（松くい虫被害）・南根腐病など
の樹木病害の研究を担当。九州支所在籍時にヤクタネゴヨウの材線虫病の調査に携わる。

屋久島の国有林における松枯れ対策について

屋久島森林管理署では、関係者と連携しながらヤクタネゴヨウや公益性の高い松林を保護するための事

業を実施しています。これまでの取り組み状況について報告します。

木村慈延（林野庁屋久島森林管理署）

木村慈延（きむら しげのぶ）
林野庁九州森林管理局屋久島森林管理署　森林整備官
2007年に東京環境工科専門学校自然環境保全学科卒業。卒業後は自然関係の仕事に従事。2014年より環境省に入省し、国立
公園の管理や希少動植物の保護増殖に係わる業務を経験。現在は、2020年に開始した国立公園と国有林の連携事業の一環と
して屋久島森林管理署に出向中。主にヤクシカの捕獲や松枯れ対策事業を担当。

コメンテータ：中村克典（なかむら かつのり）
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所東北支所　産学官民連携推進調整監。広島大学生物圏科学研究科博
士課程後期中退後学位取得（博士[学術]）。
マツ材線虫病（松くい虫被害）をはじめとする森林病害発生に関わる生物の生態と防除に関する研究を担当するなかで、九州支
所勤務時の1990年代よりヤクタネゴヨウの材線虫病被害実態調査と防除に関わる。東日本大震災以降は、津波による海岸マツ
林被害に関する調査研究にも従事。



世界遺産地域内ヤクタネゴヨウ自生地保護を目的とした
松枯れ対策について

屋久島では、松枯れ対策協議会が発足して以来、各行政機関が連携して対策を実施している。それぞれが

役割を担う中で、環境省が行う世界遺産地域内での活動やその影響について、報告します。

市川惇史（環境省屋久島自然保護官事務所）

市川惇史（いちかわ あつし）
環境省屋久島自然保護官事務所　自然保護官
2019年明治大学農学部卒。2020年より環境省に入省し、九州地方環境事務所国立公園課を経て屋久島自然保護官事務所に赴
任。屋久島では、世界遺産や国立公園の管理をはじめ、ウミガメや希少植物に関連した業務に携わる。

屋久島におけるマツ材材線虫病対策の実践！！

ヤクタネゴヨウ(絶滅危惧ⅠB類)に絶滅の脅威を与えている材線虫病は厄介な伝染病です。いましも、世界

遺産地域の西部や南部の破沙岳でヤクタネゴヨウの枯死が進行する中で、連携機関と協働して自生地お

よび周辺で実施するヤッタネ！調査隊の取り組みを紹介します。

手塚賢至（屋久島・ヤクタネゴヨウ調査隊 代表）

手塚賢至（てつか けんし）
屋久島照葉樹林ネットワーク 代表、屋久島・ヤクタネゴヨウ調査隊 代表。屋久島学ソサエティ 副会長。



第10回大会 高校生発表
屋久島高校環境コース研究発表

大会1日目 2022年12月3日（土）9:15-11:10 

座長：中川正二郎、進行：山本成人

糞分析でヤクシマザルに迫る

ヤクシマザルの生態を知るために，糞に注目して研究を行いました。糞粒法によって明らかになっ

た食性について報告します。

梅津青太郎

9:20-9:30 

SNSによる地域の魅力発信

コロナ禍で減少した観光客を増やすために，私たちにできることは何か？

屋久島の魅力を知ってもらうことが，観光産業の発展につながると考え，動画投稿系SNSを使用し

た情報発信を行いました。どのような動画が視聴者の興味関心を引くか，また，屋久島を訪れるき

っかけになったか，データ分析とアンケート調査から見えてきたことを報告します。

菅野凜太郎

9:30-9:40 

屋久島の漂着物でハンドメイドアクセサリー・
雑貨作りをして教本を作成する

地球規模で深刻化している海洋ごみの漂着問題。屋久島にも多くの海洋ごみが漂着しています。

この漂着物を資源として有効活用できないかと考え，漂着物を使ってアクセサリーや雑貨を作成

しました。多くの人に漂着物を活用してもらうことで海洋ごみの漂着問題が少しでも解決するよう

に，作り方を公開します。

相良真姫

9:40-9:50 

屋久島のフルーツからできる天然酵母について

屋久島では多くのフルーツが作られており，そのフルーツを使って天然酵母を起こす研究を行いまし

た。試行錯誤を繰り返す中で作り出した天然酵母を使ってパンをつくり，食感や味などをアンケート

調査したので報告します。

寺本ひな乃

9:50-10:00 



屋久島の中でおいしい水はどこにあるのか

月に35日雨が降るといわれるほど水に恵まれた屋久島で，おいしい水を求めて水質調査を行いま

した。パックテストで明らかになった水質の違いからおいしい水はどこにあるのか，結果を報告し

ます。

橋本心優

10:00-10:10 

屋久島の自然が高校生に与える幸福度

人は自然から幸福度を得られることがわかっています。そこで自然が豊かな屋久島の島民の幸福度

はどのくらいか，次世代を担う高校生を対象に実施したアンケート調査の結果を報告します。

前田明花

10:20-10:30 

地杉を使用し,楽器製作

屋久島の植林木である地杉。屋久杉の在庫が減っている中,地杉をブランド化する動きがあります。

地杉の利用価値が増せば，山仕事に携わる人が増え，自然環境保全につながると考えました。その

地杉を沢山の方に知っていただき,地杉の可能性を広げるために木琴を製作しました。木琴を製作

していく中で,感じたことや分かったことについて報告します。

松崎安珠

10:30-10:40 

屋久島で新しい発見をしたい

生態系が豊かで新種が頻繁に発見されている屋久島で，新種のエビを発見したいと考え調査を行

った。調査は普段目につきにくい河川や水路を中心に，たも網を使用した通称ガサガサで行った。

今回はその結果を報告する。

細川粋楽

10:10-10:20 



11:10-11:25
特定非営利活動法人屋久島いきもの調査隊が発足しました

わたしたちは、「ヤクザル調査隊」と自称して、1989年以来、毎年屋久島で、

大勢のボランティアの調査員を募って、ニホンザルの分布調査を行ってき

ました。2022年に34回目の調査を行い、参加者はのべ1600人以上、実

人数にして1000人以上にも上ります。この調査を母体にして、特定非営利

活動法人屋久島いきもの調査隊が発足しました。ヤクザル調査隊が行っ

てきた調査研究活動をこれからも継続するとともに、自然にかかわる人

材育成の面を強化し、研究以外の活動にも発展させていきたいと考えて

います。当法人の活動と、その目指すものについてご紹介します。

半谷吾郎（特定非営利活動法人屋久島いきもの調査隊/京都大学）

11:25-11:40 
ニホンザルの絶滅がヤマモモの分布パターンに及ぼす影響

屋久島と、今から約70年前にサルが絶滅した種子島で、サル散布植物であ

るヤマモモの分布パターンを比較し、「森林の空洞化」が種子散布機能に

与える影響を評価した。屋久島、種子島どちらの調査地においても、ヤマ

モモは尾根に偏った分布を示し、両調査地で分布パターンに差は見られ

なかった。一方で、成木のサイズや実生密度に違いが見られたことから、ヤ

マモモの分布パターンの決定に際して、環境要因が大きくはたらいている

可能性が示唆された。

渡邉彩音（名古屋大学大学院生命農学研究科）

11:40-11:55
屋久島と種子島におけるウナギ属魚類の種組成形成メカニズム

南日本に位置する屋久島と種子島には、オオウナギとニホンウナギの2種

のウナギ属魚類が生息しており、屋久島の河川ではオオウナギが、種子島

の河川ではニホンウナギが優占する。しかし、隣接する2島でこのような種

組成の差異が生じるメカニズムはこれまで明らかになっていない。本研究

における野外調査と室内飼育行動実験の結果から、2種の環境嗜好性は

大きく異なることが明らかとなり、2島の対照的な地形や土地利用がこの

ような種組成の差異を生み出している可能性が示唆された。

熊井勇介（東京大学）
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10:10-10:25 
ヤクシマエゾゼミ奮戦記

演者は鹿児島県立博物館勤務時から計3回ヤクシマエゾゼミの採集、撮

影を試みてきたが、ことごとく打ちのめされて来た。その過程を振り返り、

今後の方針を検討するとともに、情報提供をお願いしたい。

金井賢一（鹿児島県立国分高校）

10:25-10:40 
森のごちそう？西部林道でヤクシカ死体を食べる外来タヌキ

2022年2月に西部林道で瀕死のシカ1個体に遭遇し、死亡19日後まで死

体の状況を記録するとともに、死体を訪れる動物とその行動を自動撮影

カメラで記録しました。その結果、屋久島では外来種であるタヌキが頻繁

に死体を訪れ、熱心に腐肉を食べている様子が観察されました。今回は

哺乳類による腐肉食に関する事例を紹介し、外来タヌキが世界遺産地域

の森林で果たす役割について考えます。

栗原洋介（静岡大学）

10:40-10:55 
ヤクシカはボトルネックを経験したか？

私たちは糞中DNAを用いることにより、これまで難しかった保護区や山岳

部を含めた屋久島全域のヤクシカの遺伝分析をおこなった。ミトコンドリ

アDNA（D-loopを含む500塩基対）から、屋久島で10種、口永良部島で2

種（1つは屋久島と共通）の計11種のハプロタイプが検出され、ハプロタイ

プネットワークは星型を示すことが分かった。このことから、屋久島のシ

カ個体群は比較的最近経験したボトルネックの後、一斉放散によって高い

遺伝的多様性を獲得したと考えられた。

揚妻-柳原芳美（Waku Doki サイエンス工房）
早川卓志（北海道大学大学院地球環境科学研究院）
揚妻直樹（北海道大学北方生物圏フィールド科学センター）
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10:55-11:10 
山頂のシカとサルはササ原のどこを使うか？

本研究は屋久島山頂部のササ原を利用するサルとシカの異なる2種の哺

乳類の土地利用比較することで、両種の環境適応を明らかにすることを目

的とする。ルートセンサスで糞や音声・目視情報を集め、サルとシカの位置

情報を調べた。またササの資源量も調べた。サルは7、8月以外の季節に森

林に近いササ原を利用していた。一方シカは通年で森林に近いササ原を

利用していた。ササの資源量はサルとシカの土地利用を説明しなかった。

本田剛章（京都大学野生動物研究センター）

11:10-11:25 
屋久島・安房林道における鳥類相の垂直分布

鳥類の分布は平面地図で見るより三次元的であり、同じ地域内でも標高

によって生息する種が異なる。本研究では2022年3月中旬の3日間、屋久

島の安房林道（270-1400 mの間）で鳥類センサスを行った。

調査の結果、標高600 m 以下の照葉樹林帯、1000 m 以上の針葉樹林帯、

600-1000 m の移行地帯、それぞれの標高に生息する主な種が異なり、

種の多様性が移行帯で最も高いことがわかった。このような垂直分布は

環境、植生、他種との棲み分けなどが関係していると考えられる。

内藤アンネグレート素（京都大学理学研究科）

11:25-11:40 
屋久島高地で植物の送粉生態はどう変化しているのか？

屋久島高地では、近縁分類群ではマルハナバチに送粉される植物が複

数種分布しているが、これらの開花期(夏～秋)にはマルハナバチが不在の

環境となる。このためこれらの植物は、近縁分類群と異なる送粉生態を

持つ可能性が極めて高い。2020年以降、コロナウィルス感染症拡大防止

の観点からほとんど調査ができていないが、今後、屋久島高地で系統的

に異なる複数種の送粉生態を調査し、これらの植物で並行的に、マルハ

ナバチとは異なる送粉者への適応が起こっているか検証したい。

長谷川匡弘（大阪市立自然史博物館）



小雨決行。荒天の場合は中止。西部林道周辺でのヤクタネゴヨウの自生地の観察、マツノザイセンチュウに

よる被害の観察、ニホンザル・ニホンジカの観察をします。

－案内：手塚賢至（ヤクタネゴヨウ調査隊）、半谷吾郎（特定非営利活動法人屋久島いきもの調査隊/京都大学）

服装、持ち物、注意事項
・山の中にも入ります。あまり、急なところへは行きませんが、道のないところを歩きます。動きやすい服装でおいでください。
　荷物はリュックなどにいれて、両手が空くようにすると良いでしょう。当日の天候に合わせて、寒くない服装でお願いします。
・必須ではありませんが、一般的に、帽子などで頭を保護すると良いといわれています。また、手の保護のために手袋をしてもよいでしょう。
・山の中におやつなどをお持ちいただいても構いません（念のためリュックなどの中に入れて、サルから見えないようにしてください）。
・飲み物を各自持参してください。山に入ると急な登りで汗をかくかもしれません。水場はありません。
・雨の可能性のあるときは、傘や雨カッパをご用意ください。
・双眼鏡を使える方は、お持ちいただくといいでしょう。動物の様子をよく見ることができます。

第10回大会
エクスカーション

西部林道を歩く

2022年11月27日（日）
9:00-12:00 

10名　※応募者多数の場合は、屋久島学ソサエティ会員の方を優先します。

100円（保険料として）

9:00 現地集合～11:45 現地解散

11月19日（土）締め切り

定員

参加費

スケジュール

申込

集合場所
西部林道(集合場所は後日個別に電話でアナウンスします。連絡がない場合はソサエティ事務局までお問い合わせください)
現地集合、現地解散です。

トイレ
西部地域にはトイレがありません。
最寄りの公衆トイレは、田舎浜（永田方面からくる場合）、大川の滝（栗生方面からくる場合）です。
あらかじめトイレを済ませてからおいで下さい。

第 6回大会でのエクスカーション


