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 事務局通信  

 

第 25 回総会議案の承認についてのお願い 

第 25 回年次総会で下記案件が仮承認されましたが，出席者が定足数に

達していないため，本ニューズレターを通して，会員の皆様の意見を集約

します．コメント・御意見を学会事務局（jaste.adm@gmail.com）までお願い

いたします．御意見等を集約した後に，問題が無ければ下記総会議案を

承認されたといたします．締め切り：2015年 9月末日．（幹事長：鵜川 信） 
記 

日本熱帯生態学会第 25 回定例総会 
日時：2015 年 6 月 20 日（土） 
場所：京都大学稲盛財団記念館 3 階大会議室 
議題： 
I-1. 2014 年度事業報告（案） 
I-2. 2015 年度事業計画（案） 
II-1. 2014 年度会計報告（案） 
II-2. 2015 年度予算（案） 
III. 第 26 回年次大会開催予定（報告） 
IV. その他 
 
I-1. 2014 年度事業報告（案） 
1. 研究会，研究発表会の開催 
(1) 第 24 回年次大会の開催 
2014 年 6 月 13 日（金）から 15 日（日） 
宇都宮大学峰キャンパス 
大会実行委員長：大久保達弘 
大会実行委員：平井英明，飯塚和也，石栗 太，逢沢峰昭 
一般講演合計     67 件（口頭発表：55 件, ポスター発表：12 件） 
シンポジウム講演   4 件 
発表合計         71 件 
参加者    108 名（一般 71 名，学生 37 名） 
 
(2) 公開シンポジウムの開催 
「熱帯アジアと日本の里山再考」の開催 
2014 年 6 月 15 日（日） 宇都宮大学峰キャンパス峰町 1 号館 3101 教室 
共催：宇都宮大学雑草と里山の科学教育研究センター 
後援：宇都宮大学 

「熱帯の人と自然の変遷と 

行方―熱帯研究の歩みと

重ねて―」 

【8 ページ】 

公開シンポジウムの報告記事

を掲載しました． 

 
 
 
 
 
 

 

Letters 
 Ｎｏ．100 

 
Tropical Ecology 

 
 

 

日本熱帯生態学会  Japan Society of Tropical Ecology     August 25 2015 



日本熱帯生態学会ニューズレター No. 100 (2015) 

 

 
- 2 - 

 
(3) ワークショップ等の開催，後援 
平成 26 年度森林総合研究所 REDD 研究開発センタ

ー公開セミナー 
「REDD プラスの資金メカニズムとその活用」（2015 年

2 月 3～4 日，東京大学伊藤国際学術研究センター

伊藤謝恩ホール）の後援 
 
2. 定期，不定期出版物の刊行 
(1) TROPICS の発行 
【2014 年度に発行した巻・号】 
23巻 1号（2014年 6月）総説 1報，原著論文 2報 1–
44 
23巻2号（2014年9月）序説1報，原著論文4報 45–
90 
[Amazon 特 集 ] Tropical rain forests and rural 
societies: Case from Amazon basin 
23 巻 3 号（2014 年 12 月）原著論文 3，フィールドノー

ト 1 報 91–134 
23 巻 4 号（2015 年 3 月）序説 1 報，原著論文 7 報 

135–213 
[Gabon 特集] Conservation of biodiversity in tropical 
forests through sustainable coexistence between 
human and wild animals 
【現在，発行済み・編集中の巻・号】 
24 巻 1 号（2015 年 6 月 1 日発行済み）原著論文 4
報 1–46 
【原稿の編集状況（2015 年 6 月 19 日現在）】 
2013 年度 受付 24 件：受理 12 件，却下 10 件，取り

下げ 2 件 
2014 年度 受付 20 件：受理 10 件，却下 9 件，審査

中 1 件 
2015 年度 受付 5 件：却下 1 件，取り下げ 1 件，審査

中 3 件 
 
(2) ニューズレターの発行 
【2014 年度に発行した No.】 
No. 95 2014 年 5 月 25 日発行 16 ページ 
    JASTE24 最終案内，樹洞について 
No. 96 2014 年 8 月 25 日発行 18 ページ 
    総会議案承認依頼，公開シンポジウム，書評 
No. 97 2014 年 11 月 25 日発行 16 ページ 
    JASTE25 案内，吉良賞報告 2 件，書評 
No. 98 2015 年 3 月 5 日発行 10 ページ 
    JASTE25 案内，吉良賞報告 1 件，書評 
 
(3) 上記以外にした仕事 

(i) 2015 年 3 月に，Web of Science への掲載と，

Impact factor の取得にむけ，トムソン・ロイター社に申

請を行った． 
(ii) TROPICS24 巻 1 号までを J-STAGE にて公開． 
(iii) TROPICS バックナンバー表紙を PDF 化して，学

会ウェブサイトに掲載した． 
 
3. 第 24 回総会の開催 
2014 年 6 月 14 日（土） 宇都宮大学峰キャンパス 1
号館 3101 教室 
2013 年度事業報告（案），2014 年度事業計画（案），

2013 年度会計報告（案），2014 年度予算（案），学会

メーリングリストの設置が仮承認された．同内容につ

いては，ニューズレターNo. 96 に掲載し，学会員の承

認を得た． 
 
4. 第 25 回評議員会の開催 
2014 年 6 月 13 日（金） 宇都宮大学峰キャンパス 1
号館農学部大会議室 
吉良賞選考委員の承認，第 24 回総会の議題，第 25
回日本熱帯生態学会年次大会（25 周年記念大会，

京都大学）の開催，業務委託先の変更，緊急を要す

る広報の在り方について，他． 
 
5. 第 24 回編集委員会の開催 
2014 年 6 月 13 日（金） 宇都宮大学峰キャンパス 1
号館農学部大会議室 
 
6. 第 70 回および第 71 回幹事会の開催 
第 70 回：2014 年 6 月 2 日（月）～6 月 6 日（金） メー

ルによる持ち回り幹事会 
第 71 回：2014 年 11 月 1 日（土）京都大学吉田キャン

パス農学研究科総合館 
 
7. 吉良賞 
2014 年度の吉良賞募集は，期間を延長し 2014 年 3
月 31 日に締め切った．特別賞の申請者はなかった．

奨励賞は，大田真彦氏（九州工業大学），大橋伸太

氏（森林総合研究所），森大喜氏（京都大学大学院

農学研究科）の 3 名が選考委員会で選考された．受

賞対象業績は以下のとおり． 
 
大田 真彦 氏 
「The Institutional Design and Effectiveness of Timber 
Benefit Sharing under Joint Forest Management in 
Madhya Pradesh, India」 
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大橋 伸太 氏 
「Vessel feature changes as a tool for detecting annual 
rings in tropical trees」 
 
森 大喜 氏 
「Effects of phosphorus application on CH4 fluxes in 
an Acacia mangium plantation with and without root 
exclusion」 
「Effects of phosphorus and nitrogen addition on 
heterotrophic respiration in an Acacia mangium 
plantation soil in South Sumatra, Indonesia」 
「Effects of phosphorus application on root respiration 
and heterotrophic microbial respiration in Acacia 
mangium plantation soil」 
 
8. 学会事務局体制 
(1) 監事・編集委員長・幹事 
監事      増田美砂 岩永青史 
編集委員長   藤間 剛 
幹事長     鵜川 信（庶務幹事を兼任） 
広報幹事    北村俊平 百村帝彦 
編集幹事    増田美砂 相場慎一郎 
財務幹事    水永博己 
総務幹事    奥田敏統 市川昌広 佐藤 保 

 神崎 護（吉良賞担当幹事を兼任） 
会計幹事    落合雪野 
ATBC 担当幹事 北島 薫 
 
(2) 事務局・編集委員会 
【学会事務局】 
〒890-0065 鹿児島県鹿児島市郡元 1-21-24 
鹿児島大学農学部 生物環境学科 育林学研究室

（気付） 
Phone: 099-285-8572 
Fax: 099-285-8572 
E-mail: jaste.adm@gmail.com 
 
【編集委員会（投稿原稿の送付先）】 
〒305-8687 茨城県つくば市松の里 1 
独立行政法人 森林総合研究所 森林植生研究領

域（気付） 
日本熱帯生態学会編集委員会 藤間 剛（編集委員

長） 
Phone: 029-829-8224 
E-mail: tropics.jaste@gmail.com 
 
(3) 評議員 

相場慎一郎，市川昌広，伊東 明，井上 真，奥田敏

統，落合雪野，神崎 護，小林繁男，櫻井克年，佐藤 

保，鈴木英治，竹田晋也，田淵隆一，藤間 剛，中静 

透，原田一宏，百村帝彦，増田美砂，山田俊弘，湯

本貴和 
 
(4) 吉良賞選考委員会 
井上真氏のご辞退により，吉良賞選考委員および選

考委員長の再選を行った． 
竹田晋也（選考委員長），神崎 護（吉良賞担当幹

事），落合雪野，原田一宏，増永二之 
 
9. 会員動向 
(1) 2014年度（2015年 3月 31日現在．括弧内の数字

は 2014 年 3 月 31 日からの変動） 
                                  
種別  2014.3 現員 14 年減 14 年増 2015.3 現員 
                                  
正会員       306  － 18 ＋  6  ＝ 294（－12） 
学生会員      41  －  3 ＋ 19  ＝  57（＋16） 
外国人会員    26  －  6 ＋  2  ＝  22（ －4） 
機関会員       9  －  0 ＋  0  ＝   9（ ±0） 
賛助会員       0  －  0 ＋  0  ＝   0（ ±0） 
                                  
合計         382  － 27 ＋ 27  ＝ 382（ ±0） 
 
(2) 過去 8 年間の変動（2008 年 3 月 31 日から 2015
年 3 月 31 日まで） 
 

 
10. その他 
(1) 文部科学大臣賞若手科学者賞に，大田真彦氏

（九州工業大学），大橋伸太氏（森林総合研究所），

森大喜氏（京都大学大学院農学研究科）の 3 名を推
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薦． 
(2) 2015 年 3 月 31 日で土倉事務所との学会業務委

託契約を解除． 
(3) 2014 年 12 月 1 日より学会メーリングリストを設置し，

毎月学会メールを配信． 
(4) 日本土壌肥料学会から文部科学省および中央

教育審議会へ提出された「土壌教育に関する要望書」

へ賛同． 
 
I-2. 2015 年度事業計画（案） 
1. 研究会，研究発表会の開催 
(1) 第 25 回年次大会（25 周年記念大会）の開催 
2015 年 6 月 19 日（金）から 21 日（日）京都大学稲盛

財団記念館 
大会実行委員長：神崎 護 
大会実行委員：大山修一，岡田直紀，金子隆之，北

島 薫，小林繁男，竹田晋也，田淵隆一，縄田栄治，

水野一晴，柳澤雅之 
連携学会：日本サンゴ礁学会，日本マングローブ学

会，日本泥炭地学会，日本アフリカ学会，日本熱帯

農業学会，東南アジア学会，日本タイ学会 
学会連携セッション：「熱帯の水系を遡る旅－沿岸か

ら高地までの環境と暮らし－」 
共催：京都大学地域研究統合情報センター，京都大

学アフリカ地域研究資料センター 
後援：京都大学教育研究振興財団，京都大学グロー

バル生存学大学院連携プログラム，地域研究コンソ

ーシアム 
 
(2) 国際シンポジウム「Networking for the Sustainable 
Future of the Tropics（熱帯地域の持続的な未来を目

ざすネットワークの構築）」の開催 
2015 年 6 月 19 日（金） 京都大学稲盛財団記念館 3
階大会議室 
 
(3) 公開シンポジウム「熱帯の人と自然の変遷と行方

－熱帯研究の歩みと重ねて－」の開催 
2015 年 6 月 21 日（日） 京都大学稲盛財団記念館 3
階大会議室 
 
(4) ワークショップ等の開催，後援，助成 
森林総合研究所REDD研究開発センター公開セミナ

ーの後援 
 
2. 定期，不定期出版物の刊行 
(1) TROPICS の発行 
24 巻 1 号（2015 年 6 月 1 日発行）原著論文 4 報 1–

46 
24 巻 2 号（2015 年 9 月 1 日発行予定）原著論文 4
報 
24 巻 3 号（2015 年 12 月 1 日発行予定） 
24 巻 4 号（2016 年 3 月 1 日発行予定） 
※24 巻 1 号は 2015 年 6 月 1 日に発行済み． 
 
(2) ニューズレターの発行 
No. 99～102 を発行する 
※No. 99 は 2015 年 5 月 25 日に発行済み． 
 
3. 第 25 回総会の開催 
2015 年 6 月 20 日（土） 京都大学稲盛財団記念館 3
階中会議室 
 
4. 第 26 回評議員会の開催 
2015 年 6 月 19 日（金） 京都大学稲盛財団記念館 3
階中会議室 
  
5. 第 25 回編集委員会の開催 
2015 年 6 月 19 日（金） 京都大学稲盛財団記念館 3
階中会議室 
 
6. 幹事会の開催 
第 72 回：2015 年 5 月 25 日（月）～5 月 29 日（金） メ

ールによる持ち回り幹事会 
その他，暫時必要に応じて開催する． 
 
7. 吉良賞 
2015 年度の吉良賞募集は，選考規定にそって 2015
年 2月 28日に締め切った．特別賞の申請者はなかっ

た．奨励賞は，四方篝氏（東京大学大学院農学生命

科学研究科）と保坂哲朗氏（首都大学東京大学院都

市環境科学研究科）の 2 名が選考委員会で選考され

た．受賞対象業績は以下のとおり． 
 
四方 篝 氏 
「焼畑の潜在力―アフリカ熱帯雨林の農業生態誌」 
 
保坂 哲朗 氏 
「Effects of logging road network on the ecological 
functions of dung beetles in Peninsular Malaysia」 
 
8. 第 14 期（2016～2017 年度）会長・評議員選挙 
2016 年 2～3 月に実施予定． 
 
9．学会事務局体制 
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(1) 日本熱帯生態学会監事・編集委員長・幹事 
監事        増田美砂 岩永青史 
編集委員長    藤間 剛 
幹事長       鵜川 信（庶務幹事を兼任） 
広報幹事     北村俊平 百村帝彦 
編集幹事     増田美砂 相場慎一郎 
財務幹事     水永博己 
総務幹事     神崎 護 奥田敏統 

 市川昌広 佐藤 保 
会計幹事     落合雪野 
ATBC 担当幹事  北島 薫 
INNGE 担当幹事  片渕正紀 
 
(2) 事務局・編集委員会 
【学会事務局】 
〒890-0065 鹿児島県鹿児島市郡元 1-21-24 
鹿児島大学農学部 生物環境学科 育林学研究室

（気付） 
Phone: 099-285-8572 
Fax: 099-285-8572 
E-mail: jaste.adm@gmail.com 
 
【編集委員会（投稿原稿の送付先）】 
〒305-8687 茨城県つくば市松の里 1 
独立行政法人 森林総合研究所 森林植生研究領

域（気付） 
日本熱帯生態学会編集委員会 藤間 剛（編集委員

長） 
Phone: 029-829-8224 
E-mail: tropics.jaste@gmail.com 
 
(3) 評議員 
相場慎一郎，市川昌広，伊東 明，井上 真，奥田敏

統，落合雪野，神崎 護，小林繁男，櫻井克年，佐藤 

保，鈴木英治，竹田晋也，田淵隆一，藤間 剛，中静 

透，原田一宏，百村帝彦，増田美砂，山田俊弘，湯

本貴和 
 
(4) 吉良賞選考委員会 
竹田晋也（選考委員長），神崎 護（吉良賞担当幹

事），落合雪野，原田一宏，増永二之 
 
10. その他 
(1) 文部科学大臣賞若手科学者賞に，四方篝氏（東

京大学大学院農学生命科学研究科）と保坂哲朗氏

（首都大学東京大学院都市環境科学研究科）の 2 名

を推薦． 
(2) 2015 年 4 月 1 日より創文印刷工業株式会社へ学

会業務を委託． 
 
 
II-1. 2014 年度会計報告（案） 
 
後掲 
 
II-2. 2015 年度予算（案） 
 
後掲 
 
III. 第 26 回日本熱帯生態学会年次大会開催予定

（報告） 
2016 年 6 月 17～19 日に筑波大学で開催予定． 
国立研究開発法人森林総合研究所と筑波大学の共

同開催．大会事務局は森林総合研究所内に設置． 
大会実行委員長： 佐藤 保 氏 
 
IV. その他 
とくに議題は提案されなかった． 
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日本熱帯生態学会 2014年度決算(案）

一般会計 A B A－B
2014年度決算（案） 2014年度予算 差額

1. 収入の部 5,691,025 4,905,845 785,180
(1) 会費 会費小計 3,564,930 2,756,000 808,930

正会員（8,000円×306名） 3,071,000 2,448,000 623,000
学生会員（4,000円×41名） 232,000 164,000 68,000
機関会員（16,000円×9機関） 216,000 144,000 72,000
賛助会員（100,000円×0口） 0 0 0
海外会員 45,930 45,930

(2) 雑収入 雑収入小計 176,250 200,000 △ 23,750
利息 495 495
別刷売上 0 0
バックナンバー売上 0 0
年次大会収入 97,388 97,388
特集号出版収入 0 0
寄付 24,000 24,000
その他：学術著作権 54,367 54,367

(3) 前年度繰越金 1,949,845 1,949,845 0

2. 支出の部 5,691,025 4,905,845 785,180
(1) 運営費

業務委託費 481,150 600,000 △ 118,850
印刷費 0 5,000 △ 5,000
消耗品費 6,684 20,000 △ 13,316
通信運搬費 84,097 100,000 △ 15,903
会合費 0 5,000 △ 5,000
旅費 102,850 300,000 △ 197,150
賃金 0 10,000 △ 10,000
ホームページ運営費 43,575 100,000 △ 56,425

(2) 事業費

年次大会 200,000 200,000 0
ワークショップ 0 100,000 △ 100,000

(3) 出版費

印刷費 1,480,074 2,500,000 △ 1,019,926
編集費 104,544 150,000 △ 45,456
通信運搬費 217,485 500,000 △ 282,515

(4) 雑費 9,408 50,000 △ 40,592
(5) 役員選挙費用 0 0 0
(6) 予備費 0 235,845 △ 235,845
(7) 次年度繰越金 2,961,158 0 2,961,158

特別会計

2014年度決算（案） 2014年度予算 差額

1.収入の部 2,252,242 2,252,687 △  445
(1)前年度繰越金 2,252,187 2,252,187 0
(2)利息収入 55 500 △ 445
2.支出の部 2,252,242 2,252,687 △  445
(1)吉良賞副賞 150,000 200,000 △ 50,000
(2)一般会計繰入 0 0 0
(3)特別事業 0 0 0
(4)次年度繰越金 2,102,242 2,052,687 49,555
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日本熱帯生態学会 2015年度予算（案）

一般会計 A
2015年度予算（案）

1. 収入の部 5,885,158
(1) 会費 会費小計 2,724,000

正会員（8,000円×294名） 2,352,000
学生会員（4,000円×57名） 228,000
機関会員（16,000円×9機関） 144,000
賛助会員（100,000円×0口） 0
海外会員

(2) 雑収入 雑収入小計 200,000
利息

別刷売上

バックナンバー売上

年次大会収入

掲載料等

寄付

その他：学術著作権

(3) 前年度繰越金 2,961,158

2. 支出の部 5,885,158
(1) 運営費

業務委託費 500,000
印刷費 5,000
消耗品費 20,000
通信運搬費 100,000
会合費 5,000
旅費 300,000
賃金 10,000
ホームページ運営費 100,000

(2) 事業費

年次大会 200,000
ワークショップ 200,000

(3) 出版費

印刷費 2,000,000
編集費 200,000
通信運搬費 300,000

(4) 雑費 50,000
(5) 役員選挙費用 300,000
(6) 予備費 1,595,158
(7) 次年度繰越金 0

特別会計

2015年度予算（案）

1.収入の部 2,102,742
(1)前年度繰越金 2,102,242
(2)利息収入 500
2.支出の部 2,102,742
(1)吉良賞副賞 100,000
(2)一般会計繰入 0
(3)特別事業 0
(4)次年度繰越金 2,002,742
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第25回日本熱帯生態学会年次大会公開シンポジウム報告 

「熱帯の人と自然の変遷と行方―熱帯研究の歩みと重ねて―」 

神崎 護（JASTE25実行委員長・京都大学農学研究科） 
米田 健（日本熱帯生態学会会長） 

Report of Public Symposium, JASTE25 ”Transformation of people and nature in the tropics: In conjunction with 

research activities” 

KANZAKI Mamoru (Executive Committee of JASTE25,  

Graduate School of Agriculture, Kyoto University) 

YONEDA Tsuyoshi (President of JASTE) 

 
１．企画者からの報告 
 
はじめに 

京都大会は，2015年6月19日（金）～20日（日）に京

都大学稲盛財団記念館において開催され，168名が

参加し60件の口頭発表と41件のポスター発表があり

ました．また本大会では恒例の公開シンポジウムに加

え，学会連携セッション，公開国際シンポジウムをあ

わせて開催しました．公開シンポジウム「熱帯の人と

自然の変遷と行方―熱帯研究の歩みと重ねて―」は，

京都大学地域研究統合情報センターと京都大学アフ

リカ地域研究資料センターとの共催で行われ，約120
名の参加者がありました．ここでは，開催の経緯と概

要を企画に携わった実行委員長の神崎と学会会長

の米田の視点で紹介します．また，本シンポジウムに

参加された3名の方に，それぞれの視点からコメントを

寄せてもらいましたので，あわせて収録しました．なお，

学会連携セッションの報告は本ニューズレターに別

記事として掲載されています． 
 
シンポジウムの企画について 

本シンポジウム開催に当たっては，日本熱帯生態

学会25周年に相応しい内容を盛り込みたいということ

で，幹事会，実行委員会での検討の結果，熱帯の人

と自然の長期的な変遷を俯瞰し，研究者が現地社会

で果たした役割を含めて議論する場を設けることにし

ました．日本熱帯生態学会は，自然生態系にのみ注

目するのではなく，人間社会の制度やしくみにも目を

向けて，文理双方を含めた幅広いさまざまな研究者

の相互交流を目指して1990年に設立されました．また，

学術的な成果を重視するだけでなく，研究成果を広く

社会に還元し，熱帯地域に生じている社会と自然を

めぐる諸問題が正しく理解され，解決されるよう努力

するという理念を掲げて活動を続けてきました．設立

当時は，様々な地球規模の環境問題が顕在化しつ

つある中で，とくに熱帯林の消失，熱帯環境の破壊

への対処が問題となり，社会からも熱帯研究が注目を

浴びた時期でした．しかし，この四半世紀経て，社会

の関心はやや低下したように感じられ，それは本学会

の会員数の減少という形で現れています．一方で，熱

帯を取り巻く環境は以前に増して厳しくなっているの

ではないでしょうか．この25年間における人・もの・金

のグローバル化の進行は多様な南北問題を発生させ，

また地域の生態構造に大きな影響を及ぼし，人々の

暮らしや野生生物の生存をこれまで以上に脅かして

います．4名の講演者の皆様には，フィールドワークを

行ったそれぞれの地域での長期的な研究の流れとそ

の成果を紹介していただくとともに，学会設立趣旨に

立ち返って，人と自然と社会の変動，開発と保全のせ

めぎ合い，その中で研究者が果たした役割を俯瞰的

に紹介していただきたいというお願いをしました．講

演者の皆様はこの難題に真摯に対応していただき，

素晴らしい内容の講演をされました．参加者にとって

今後の方向性を見直す良い機会を与えて頂けたと感

謝しております． 
 
講演I 古川 久雄  インドネシア泥炭湿地大開発 

古川氏は京都大学東南アジア研究センター教授・

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教

授などを歴任，2003年に退職されてからは，平和環

境もやいネット理事長として，インドネシア泥炭湿地上

の荒廃水田の回復や沈香木の育林，ヴェトナム枯葉

剤被害地での沈香木育林などに取り組んでおられる，

泥炭湿地林研究のパイオニアのお一人です． 
古川氏は，インドネシアのスマトラ島をはじめとした

泥炭湿地林の開発史と研究史を紹介されました．

1970年から始まったジャンビ州の泥炭地開発では，

小規模な排水路の建設による泥炭の崩壊を伴わない
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水田開発が最初の形態であったが，時代の変遷とと

もに，深い泥炭を有する内陸部の湿地が大規模な排

水路建設によって開発されていくようになり，オイルパ

ームやアカシア植林といった巨大プロジェクトの進行

が進んでいったことを紹介されました．また，近年では

水位の調整やコリドーによる残存林の連結といった環

境面の配慮や，住民生計林の確保・雇用創出といっ

た企業の側のスタンスも変わってきていることも紹介さ

れました．そのような流れの中で，古川氏は泥炭地に

おけるイネ栽培方法の改良や，沈香木の栽培による

収入の多角化など，持続的な泥炭地利用の貢献を目

指した試みを展開してこられました．古川氏が塗炭の

苦しみを味わってきたと評する地域の農民には， 30
年以上経過して予期していなかった事態が生じてい

るといいます．それは，硫酸酸性の土壌から降雨によ

って酸が洗い流されて，農地が生産性を取り戻したと

いうことです．現地で粘り続けた現地の人々とともに，

古川氏ご自身もそのことをとても喜んでいる姿が印象

的でした．人間として現地の農民に寄り添った形で活

動を続けてこられた氏の意気込みが伝わる講演でし

た． 
 
講演II 宮川 修一  タイ熱帯平原の人と自然 ドン

デーン村を中心に 

宮川氏（岐阜大学応用生物科学部教授）は，東北

タイを中心とした天水田地帯の稲作，ホームガーデン，

生物資源利用などの調査研究に長年携わってこられ，

ドンデーンでの農学分野の長期研究の第一人者で

す． 
農村長期研究サイトとして1964年から調査研究が

開始されたドンデーン村は，タイを研究する者にとっ

ては伝説的な調査地のひとつであり，講演では，宮

川氏が調査を開始した1980年代からの村の変化が紹

介されました．1980年代には，イネに限っても早生か

ら晩生まで30から40の品種があり，それらを駆使して

天水田での収量を最大化しようとする現地の人々の

知恵や経験が解き明かされていく研究の様子が紹介

されました．それでも回避できない凶作に対して，地

域の生物多様性が日々の生活に果たしてきた役割が

大きいことも紹介されました．しかし，ドンデーン村の

農業も，1985年頃からの経済成長，1990年代の田圃

の区画整理，農外収入の増加といった中で変容して

いき，現在では稲作にはトラクターが駆使され，コン

バインも導入されるようになった．もっとも人気がある

作物はセロリで，収入の主要な部分を占めるようにな

る一方で，栽培されるイネの多くは自家消費用となり，

味のよい一品種でほぼ独占されていて，品種多様性

が著しく減少したということです．近年，農地の中のシ

ロアリ塚の売買が盛んになっているという不思議な話

題も紹介されました．これはセロリの栽培に，塚の土

が最適だとされていてセロリ農家が買い集めていると

いうことです．農村の変容が追跡調査されているドン

デーン村は，様々な分野の研究者が同時に調査に

入る共同研究サイトとして機能してきましたが，受け入

れてくれる村の人々の存在なくしては，この長期研究

サイトも維持できなかったということを氏は強調されて

います．また，村に住み込みで行われる調査は，研究

者の合宿のような形で行われていたという話も，当時

の食事風景とともに紹介されました．田んぼの1枚1枚
をマッピングする農学者と，婚姻や相続といった社会

の仕組みを調べる社会学者の協働によって，ドンデ

－ン村の謎が次々に解き明かされていく様子は科学

読み物を読んでいるような楽しさに満ちていました． 
 
講演III 荒木 茂  アフリカ生態環境変化の25年と

保全・開発 

荒木氏（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究

研究科教授）は，熱帯土壌学とアフリカの生業生態研

究の専門家で，ザンビア，タンザニア，ジンバブウェ，

レソト，ナミビア，カメルーン，エチオピアなどでのフィ

ールド調査を実施されてきました．2011年からは

JST/JICA･SATREPSプログラム「カメルーン熱帯雨林

とその周辺地域における持続的生業戦略の確立と自

然資源管理」プロジェクトのリーダーを務めておられま

す． 
荒木氏からは，アフリカのザンビア，ジンバブエ，カ

メルーンなどのアフリカ諸国の農業開発の長期的な

変遷が紹介されました．チテメネのような伝統的かつ

他に例をみない独特の焼畑様式にも精通する氏なら

ではの，農業と開発に対する幅広い視点からの解説

はとてもわかりやすいものでした．ザンビアではチテメ

ネ農法に使われていたコミュナルランドが私有地化に

よって常畑地に置き換えられていき，環境負荷の高

い農業が主体となっていること，ジンバブエでは2000
年代から始まった白人農場の接収によってリセツルメ

ントと呼ばれるジンバブエ人の農地へと転換されてい

ったが，これが農業収量を大きく減少させ，かつては

輸出していたトウモロコシを，輸入によって需要を満

たさねばならない事態となっているということを紹介さ

れました．ほかにも各国の激変の様子が紹介されまし

たが，アフリカではさまざまな問題が重層的に存在し，

しかも社会の極端な変動が頻繁に起きてきたという印

象をうけます．その中で，荒木氏は農地の集約化によ

って森林を確保し，非木材林産物を有効活用すると

ともに，女性労働力の有効利用などが今後のアフリカ

の安定した開発発展には必要だという主張をされて
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写真 1：公開シンポジウム会場の様子． 

います．このアイデアを具体化したのが， 最初に紹

介したSATREPSプロジェクトです．実にエネルギッシ

ュに研究を進めている荒木氏には，混沌とした状況

の中でも常に前に進もうとするアフリカの人達と相通

ずる強さがあるように感じました． 
 
講演IV 市栄 智明 サラワク熱帯雨林における長期

生態研究の歩みとこれから 

市栄氏（高知大学農学部准教授）はマレーシアや

タイ，シンガポールの熱帯林で樹木の成長や繁殖特

性，環境ストレス応答に関する研究が専門です．サラ

ワク・ランビル国立公園での研究で博士号を取得され，

プロジェクトの初期から研究を進めてこられた中堅研

究者の一人です． 
市栄氏は，1990年代から始まったランビル国立公

園でのプロジェクトの概要を紹介しました．52ヘクター

ル調査区の設立，林冠ウォークウェイシステムの構築，

林冠タワーの建設といった華々しいプロジェクトの進

展と同時に，林冠プロジェクトのリーダーであった井

上民二氏のランビル国立公園内での航空機事故死，

また，サラワク政府の生物多様性保護の政策に伴うプ

ロジェクト中断の危機など，さまざまな危機的状況がこ

の大型プロジェクトには起きていたことも紹介されまし

た．そんな中で実に多様な研究が行われ，多くの研

究者がこのサイトで育ってきたことを紹介されました．

開始からほぼ25年が経過し，研究プロジェクトの発展

の一方で，ランビル国立公園を囲む地域が，激しい

開発の波にさらされてきたことも紹介されました．プロ

ジェクトでは2005年以降，ランビル国立公園の周辺地

域での調査研究も進められてきました．オイルパーム

園の拡大，都市への人口流出にともなうロングハウス

の空き家の増加など，現地社会では問題が山積して

います．今後のプロジェクトの大きな柱として，ランビ

ルプロジェクトの研究成果を地域に還元して，熱帯多

雨林のもたらす非金銭的な利益が地域の力につなが

るような形で利用する道筋を見つけたいという，市栄

氏の力強い決意を聞くことができました． 
 
総合討論「熱帯研究の次の25年」 

4名の講演の後，ディスカッサントとして参加してい

ただいた小林繁男氏と増田美砂氏から短いコメントを

いただきました．小林氏は，ブルネイの低地フタバガ

キ科林での研究を皮切りに，国際林業センター

（CIFOR）への派遣を経て，タイ，マレーシア，インドネ

シア，パプアニューギニア，ペルー，ブラジル，アルゼ

ンティンで熱帯林修復に関する研究を進めておられ

ます．氏からは，日本熱帯生態学会が設立される前

後の時代背景を，ご自身の熱帯林での体験をベース

にして短くまとめていただき，1990年の学会設立当時

には，“熱帯”が社会的にもまさにホットな話題であっ

たことを再認識することができました．森林総合研究

所や国際森林科学研究所での体験に基づく氏のレ

ビューは非常にリアリティーに富んだものでした． 
増田氏（筑波大学生命環境系教授）のご専門は発

展途上国の森林政策，土地・林野制度です．自然資

源管理をめぐる慣習や自然資源管理にかかわる政策

と社会との接合面で生じるコンフリクトに関心をもって

東南アジア，南アジア，西アフリカなどで調査研究を

行っている氏からのコメントは，シンポジウムの講演の

中では十分に触れられなかった土地の所有と利用権

の問題にスポットをあてたものでした．この問題が熱

帯各国の森林をめぐるさまざまな問題の中で重要な

ウェイトを占めていることを強調されました．各地の熱

帯林でさまざまな形態の森林利用や管理のシステム

についての経験に富む氏の発言は，説得力に富ん

でいました． 
会場を交えた議論では，研究者としてどのような立

ち位置でフィールドとしている地域の人々と付き合う
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のかという点について，さまざまな意見が展開されま

した．今回のパネルディスカッションの一つの目玉で

あったと思います．淡々と学術的な記録に徹しようと

する宮川氏の立ち位置に対して，古川氏のようにフィ

ールドで生活する人との連帯を重視し，実質的な貢

献を常に意識するという立ち位置もあります．「調査に

入ったら現地社会に対して何かできるかなんて考え

たらあかん」と先達から強く諭されたという山田勇元会

長からの発言も印象的でした．アウトリーチが常に問

われる近年の状況をあらためて考えてしまいました． 
次の25年の研究や熱帯生態学会を考えるという趣

旨を掲げていたものの，十分な議論の時間はありませ

んでした．しかし，この記事に続く3つの記事でわかる

ように，参加した若手の研究者の中で，確実に次の

25年への模索が始まるきっかけは提供できたのでは

ないかと考えています． 
閉会挨拶では共催機関代表として原正一郎氏（京

都大学地域研究統合情報センター長）から挨拶して

いただきました．地域研究統合情報センターが取り組

んでいるGoogle Earthと連携したデータベースが紹介

されました．研究成果とは別にフィールド科学者が集

積してきた野帳データや写真データをビックデータと

して広く社会に還元できるようにして活用しようという

センターの研究紹介は，本シンポジウムの締めくくり

に相応しいものでした． 
最後に本シンポジウムの実施にご協力いただいた

講演者，ディスカッサント，そして当日シンポジウムに

参加していただいた皆様に，お礼申し上げます．な

お，本シンポジウムの講演要旨はウェブサイト

〈http://tofreproj.kais.kyoto-u.ac.jp/jaste25/〉からダウン

ロード可能です． 
 
２． 研究者と地域とのかかわり方 

山科千里（京都大学アフリカ地域研究資料センター） 

 
本シンポジウムでは，日本熱帯生態学会の25周年

にあたり，これまで長きにわたり熱帯地域で研究を継

続されてこられた4名の研究者から25年間にわたる研

究の成果，および今後25年に向けてのそれぞれのお

考えを伺った．特に印象に残ったのは，研究成果の

地域への還元，貢献といった点についての議論であ

る． 
古川先生は，1990年代から始まったインドネシア泥

炭湿地の大開発について，開発計画の進展と開発を

担うアクターの変化によって地域がどんどんと変わっ

ていく様を報告された．研究の成果と地域への関わり

という点で，20年に渡り調査地での開発の進展を見て

こられた中での“失敗”“後悔”について言及された点

が非常に印象に残った．宮川先生は，1964年から続

く東北タイのトンデーン村における研究成果をお話し

された．特に，同じ調査地で文系と理系を問わず

様々な専門の研究者が一緒に調査を継続していくこ

とで，個々が対象としている物事がより深く理解できる

という点を，経験をもってお話しされた部分が，私自

身の研究体制や姿勢を振り返る機会となった．さらに，

調査する地域やそこに住む人々に積極的に関与しな

い，という点も非常に心に残った部分であった．荒木

先生はザンビア，タンザニア，ナミビア，ジンバブウェ，

カメルーンといったアフリカ各地における農業生態に

ついて，地域ごとに特徴のある様々な農業の形態の

紹介とともに，開発やグローバリゼーションといった世

界的な流れやアフリカ特有の土地政策といった中で

の農業や土地利用の変化についてお話しされた．さ

らに，これまでの経験に基づいて現在，熱帯林の保

護を目的としてカメルーンで進めている実践的研究

についても言及された．市栄先生は，ボルネオ島のラ

ンビル国立公園において蓄積されてきた貴重かつ膨

大な研究業績について紹介され，同時に，国立公園

周辺の自然環境や社会環境が急激に変化しているこ

とを指摘された．そのような中で，今後，これまで蓄積

されてきた科学的知見をどのように地域に還元し，森

を守っていくかという将来への抱負をお話しされた． 
これまでの研究成果の中でのご自身と調査地，お

よび開発との関係を振り返られた古川先生．アフリカ

の変化を見つめてこられた中で，現在，実践的研究

を進められている荒木先生．ランビルの森における膨

大な科学的知見を今後どのように地域へ還元してい

くかという将来への方向性を議論された市栄先生．こ

れら3名に対して，宮川先生は淡々と調査を行うという

姿勢がみられ，4名それぞれに違った地域への関わり

方，視線が大変参考になった．本シンポジウムでの議

論を参考にしながら，私自身は私なりの地域とのつな

がりをみつけ，研究成果を還元し貢献できる道を探し

ていきたいと思う． 
 
３．先人たちとのフィールドの共有 

渡辺一生（総合地球環境学研究所） 
 
このシンポジウムは，長期的に同じフィールで研究

を続けてきたフィールドワーカーに，その足跡を辿り

つつ，調査対象地の人と自然との関わり方の変化や

研究者の視点そのものの変化について語ってもらうと

いう企画であった．古川のインドネシア泥炭湿地開発

の顛末，宮川の東北タイ・ドンデーン村における文理

融合の天水田稲作研究，荒木のアフリカにおける生

態環境変化と今後の研究計画，市栄のサラワク州の
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ランビル試験地における研究の歴史など，それぞれ

長期に渡る地に足の付いた研究に基づく発表で大変

興味深かった．また，現在のいわゆる若手研究者世

代というのは，経済活動が活発化しグローバル化も進

んだ非常に変化の激しい時代に身を置きながら，過

去の出来事や将来を考察している．そのような者にと

っては，過去について書物ではなく語りとして聞ける

よい機会だったのではないかと思う．これら貴重なご

講演に対して，一つ一つ感想を述べたいところでは

あるが，紙面の都合上個々について細かな感想を述

べることは難しいので，特に私が諸先輩方と共有して

いるフィールドであるインドネシアの泥炭湿地及びド

ンデーン村を中心に述べたい． 
古川は，インドネシア泥炭湿地開発のためにカリマ

ンタン島へ移住した人々が，その地域の強酸性土壌

の問題に20年以上耐え続け，最終的には苦難に打

ち勝った実態を紹介した．古川は，1980年代からこの

苦闘をつぶさに見続けてきたわけだが，その当時は

明るい将来を予想することはできなかったという．しか

し，久しぶりに現地へ行くと酸性土壌問題は解消し，

長年耐え続けた人々はオイルパームブームによって

経済的により豊かになっていた．古川は，自然を長い

間かけて改変し，厳しい自然環境に耐え抜いた現地

の人々の強さに感動し，また，より長期的な視点で自

然と人間の関係構築のあり方を考えるべきであると主

張した．昨今，泥炭地におけるオイルパーム栽培は，

生物多様性の消失や二酸化炭素の大量排出の元凶

として，地球環境問題の中で語られることが多い．私

自身，このような問題設定の下にプレゼンや論文執

筆を行うことが多々あるが，この文脈の中では，現地

の人々がいかに厳しい自然に耐え抜き生きてきたか

という事実について，なかなか語られない．古川の発

表は，このギャップについてもう一度考え直す機会を

与えてくれた． 
宮川は，東北タイ・ドンデーン村の天水田稲作につ

いて30年もの現地調査を続けてきた．「実験はする

な．」，「まずは田んぼを歩け．」などと諸先輩から言わ

れ，田んぼを歩き続けながら同村の水稲生産の特徴

を細かく調査したことや，社会学者と寝食を共にする

ことによって水田の水文環境のみならずそこに内在

する社会性を知ることができたという話は，私も調査

に同行させていただきながら伺う機会はあった．しか

し，このように順序立てて聞いたことはなかったので，

大変新鮮な印象を受けた．強いて言えば，父親の生

きてきたストーリーを子供が聞いているような感じだろ

うか．10年以上一緒に調査をさせていただいているに

もかかわらず，いや，むしろしているからこそ，系統立

てた話というのは意外と聞かないものなのかもしれな

い． 
3時間半のシンポジウムは，あっという間に終了して

しまった．シンポジウムの冒頭，座長の神崎が「25年
分の研究を一人25分で話していただくのは非常に恐

縮である」と述べていたが，まさにその通りであった．

また，このシンポジウムのタイトルには，「変遷」と「行

方」という過去と未来に関連する言葉が入っているよう

に，実は過去25年分と未来25年分について語る場で

あった．現在，我々の研究は，成果をどのように社会

へと還元するのか，その研究を行うことでどのような未

来を描くことができるのかということについて，これまで

に無いほど強く求められるようになってきた．また，研

究に対する評価についても，この点が強く求められる

ようになっている．時間の制限もあったが，このような

点についてあまり議論されなかったことは，個人的に

は残念であった．しかし，先人がどのようなことを考え

て研究してきたのかについて，複数の方々から一度

に聞ける機会はそう多くない．その意味で，今回のシ

ンポジウムは大変貴重な経験であったし，今後もこの

ような講演があれば，積極的に参加したいと思った．

このような機会を設けていただいた講演者及び主催

者の方々には，深く感謝の意を表したい． 
 
４．世界旅行と時間旅行 

藤間 剛（森林総合研究所） 
 
私にとって，日本熱帯生態学会大会は，毎年楽し

みにしている世界旅行である．熱帯諸国の自然や

人々の暮らしについて，最新の話題を聞くことができ

る．私にはもはや行くことの出来ない国のことを，特に

若手の研究者が現地に長期滞在して調べた成果を

聞くのは大きな楽しみである．年寄り臭い書き出しに

なってしまったが，日本熱帯生態学会が設立されたと

きからの会員なので，私はもうそれほど若くはない．さ

て今年の日本熱帯生態学会大会の公開シンポジウム

では，例年の世界旅行に加え時間旅行を楽しむこと

ができた． 
「30年を経て，政府移民開拓地は酸が洗浄され，

荒廃地は緑の農地になった．」今回のシンポジウムで，

一番心に響いた言葉である．大規模農地開発前のス

マトラの泥炭湿地林を広く観察され，その後，大規模

農地開発とその失敗に向き合い，草の根協力を続け

られてきた古川久雄さんの言葉である．古川さんが長

いつきあいの村長さんと並んで笑顔の写真を見なが

ら，30年の間の苦労が報われた人もいるけれど，苦し

い時代を過ごすだけで亡くなった人もいるだろうと，複
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写真 2：公開シンポジウム会場での質疑応答の様子． 

雑な思いを感じていた．またその場所で生き続けてき

た村人達，そしてその人達とともに苦闘を続けてきた

古川さん達，時の流れと自然の力そして人間のしたた

かさを考えていた．古川さんの講演では，スマトラの

泥炭湿地の現状として，アブラヤシの大農園や産業

植林が肯定的に，REDD+よる湿地林保全の動きが

懐疑的に紹介された．アブラヤシや紙パルプの生産

は計画どおり継続的に地域に利益をもたらすのか，

REDD+の取組みは地域の自然と社会経済にまた全

球的な気候変動にどのような影響をもたらすのか，ス

マトラ泥炭湿地は「緑の農地」として落ち着いた訳で

はなさそうである． 
東北タイ・ドンデーン村では，日本人研究者が世代

交代を重ねつつ長期滞在し，淡々と人々の暮らしを

観察し続けている．多分，ほとんどの村人よりも話題

提供者の宮川修一さんの方が，また多くの日本人研

究者の方のほうが，土地利用や人々の生業など村の

歴史に詳しいことだろう．それが今すぐ何かの役にた

つかと聞かれても，私には答えようがない．ただ今の

ドンデーン村があるのは，営々と続いてきた人々の活

動の結果なので，村や地域の将来を考える時に記録

はあったほうが良いとは思う．そして，そのような記録

は遠い将来，より大きな意味を持つようになると思う．

ドンデーン村がどう変わろうと，村での観察が続いて

いくこと，そしてときどきはその話を聞くことができれば

よいと感じていた． 
行くだけのことなら，そして本気で望むなら，世界の

どこにでも行くことはできるだろう．ただし調査研究と

なると話は違う．そこに行って何をするのか，新しいこ

とを見つけることができるのか．時間と資金が限られて

いるからには，自分自身で見つめる対象をだんだんと

絞り込まざるを得なくなる．一人一人が見ることができ

る場所も，見ることが出来る期間も限られている．それ

ぞれが見ていることの情報を共有し，場合によっては

引き継いで行く．一人ではできないことを大勢の力で

可能にする．日本熱帯生態学会は，そのような場であ

ったと思うし，今後もそうあり続けて欲しい．シンポジウ

ムの最後の方で山田勇さんが，「25年なんてすぐにた

つ．50周年もすぐに来るから，その時もみんなで会お

う．」と発言された．「25年なんてすぐにたつ」という言

葉は，若い人に実感できないはずである．そんな若い

人には，現地に入っていろいろ見て欲しいと思う．そ

して「25年なんてすぐにたつ」と言えるよう，長く見続

けて欲しいとおもう． 
来年の大会は，筑波大学を会場に開催される予定

である．「陸の孤島，筑波大学」とか「2005年につくば

エクスプレス（TX）が開業して便利になった．」というの

は，すでに昔話になりつつある．それでも電車が通っ

たことで，住宅開発が進む姿を車窓から見ることがで

きるだろう．また再開発が進むつくば駅前と，40年前

に建設された筑波大学，郊外に残る昔ながらの田園

風景の対比も楽しいと思う．多くの方の参加により，世

界旅行と時間旅行を楽しんでいただければと思う． 
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写真 1：連携セッション会場の様子． 

第25回日本熱帯生態学会年次大会学会連携セッション報告 

「熱帯の水系を遡る旅―沿岸から高地までの環境と暮らし―」 

田淵隆一（JASTE25実行委員・森林総合研究所） 
竹田晋也（JASTE25実行委員・京都大学アジア・アフリカ地域研究研究科） 

Report of Collaborative Session, JASTE25 ”Journey upstream: Nature and life from coast to highland” 

TABUCHI Ryuichi (Executive Committee of JASTE25, Forestry and Forest Products Research Institute) 

TAKEDA Shinya (Executive Committee of JASTE25,  

Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University) 
 
本年次大会では，熱帯・亜熱帯域をフィールドとす

る関連学会との連携の試みを行った．日本熱帯生態

学会からの連携呼びかけに対して，今回（1）日本サ

ンゴ礁学会，（2）日本マングローブ学会，（3）日本熱

帯農業学会，（4）東南アジア学会，（5）日本アフリカ

学会，（6）日本泥炭地学会，（7）タイ学会の 7 学会か

らの賛同を得ることができ，共催や協賛でなく，水平

的な「連携」という新しいカテゴリーを設けて本25周年

記念大会にご参加いただくことができた．具体的に実

施したのは，連携学会員が熱帯生態学会会員と同じ

条件で研究発表を行うことができるように参加条件を

変更し 11 名の方がこの制度で発表されたこと，そして

今回報告する学会連携セッションを企画したことの 2
点である． 

6 月 20 日（土）の 13 時半から 3 時間の学会連携セ

ッション「熱帯の水系を遡る旅―沿岸から高地までの

環境と暮らし―」を開催した．他学会のフィールドや問

題意識などに触れることにより，学会間連携による研

究展開や情報共有に対して学会員に関心を抱いても

らおうという試みである．冒頭，米田会長の挨拶と司

会の田淵による簡単な趣旨説明に続き，連携学会の

うちの 5 つの学会からの講師諸氏に，約 20 分ずつの

講演と質問，総合討論に参加していただいた．各学

会からの「講演タイトル（講師，所属）」は以下の通りで

ある． 
 

（1）サンゴ礁学会「環礁の島々と人々（茅根創，東京

大学）」 
（2）マングローブ学会「マングローブ生態系と地球環

境研究（藤本潔，南山大学）」 
（3）熱帯農業学会「タイの野生マンゴーの分布と植物

利用（樋口浩和・上田祐未，京都大学）」 
（4）東南アジア学会「ボルネオ北部の流域社会（祖田

亮次，大阪市立大学・石川登，京都大学）」 

（5）アフリカ学会「アフリカにおける霊長類学の歴史

（座馬耕一郎，京都大学）」 
 
各講演は熱帯・亜熱帯が実に様々な世界・宇宙か

ら成り立ち，それぞれの地域の環境・生態系・社会の

中で暮らす人々が相互に関連し合い，また地球規模

から地域レベルの環境変動や社会の動きに影響され

適応し，あるいは変化させられていく姿をダイナミック

に映し出してくれた． 
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一例のみ挙げると，最初のサンゴ礁学会・茅根氏

の講演では，地球温暖化に伴う海面上昇だと思って

いたのものが，地域住民による土地利用の歴史と地

形改変の過程も無視できないことが指摘された．地球

環境変動の暮らしへの影響を明らかにするには，多

面的な観察が不可欠だということを具体例によって示

してくれた．個々の発表に用意した時間の何倍も時

間が欲しいと思うほど，興味深く好奇心をかき立てるト

ピックが続き，主催者としてはうれしい限りであった．こ

ういう集まりなら繰り返しあっても悪くないと感じている．

各学会とのコーディネーター役として多大なご尽力を

いただいた大会実行委員諸氏に感謝したい． 
各講演に対しての質疑と続く総合討論では，各講

師やフロアから学会間連携のあり方，必要なもの，何

からどう始めるべきかなどについての意見をいただい

た．また，今回のセッションでは講師手配の都合がつ

かなかったが，大会に参加していただいた泥炭地学

会の大崎満会長からの学会間の連携強化について

の強いメッセージを含むコメントもあり，短い時間の討

論だったが意義ある意見交換を行うことができた． 
世話役としての今回一番の反省点は，多くの学会

からの話題提供に対して，盛り沢山の学会スケジュー

ルのためセッションに割けた時間があまりにも短かっ

たことである．もっと長時間のセッションとするか，いく

つかの，セッションを同時進行させることも可能だろう

と考えた．今後年次大会のセッションとしてだけでなく，

随時行われるワークショップのテーマとして企画して

いくのも面白そうである． 
末筆となってしまったが，会場設定など円滑なセッ

ション運営にご協力いただいた若者達とベテラン実行

委員の皆さんに心よりのお礼を申し上げる． 
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第 25 回日本熱帯生態学会年次大会最優秀発表賞の報告 
第 25 回日本熱帯生態学会実行委員会 

 
今回の年次大会では，新しい試みとして優秀発表

賞の制度を試行しました．厳正なる審査の結果，下記

の 5 名の方に最優秀発表賞が授与されました． 
 

濵田 稔史  
巨大高木リュウノウジュ属における種間雑種の生育

段階ごとの割合 
藤田 知弘  

熱帯山地雨林の拡大過程における止まり木効果の

重要性 
中西 晃  
熱帯林内の着生植物の空間分布は光環境によっ

て決定するのか？ 
Nyein Chan   

Can Wa-U (Amorphophallus spp.) cultivation be an 
alternative livelihood option for swidden cultivators 
in the course of swidden transformation? A case 
study in Matupi, southern Chin State, Myanmar 

平井將公  
コンゴ盆地の熱帯雨林における非木材林産物の赤

道越境交易の可能性 ―降雨パターンと樹木フェ

ノロジのずれに着目して― 
 
審査は，吉良賞選考委員ならびに会員 5 名の協力

を得て行い，実行委員長名で表彰いたしました．審

査を希望した 28 題の発表に関して，それぞれ 3 名の

匿名の審査員が審査にあたり，分野と口頭発表・ポス

ター発表の違いを考慮して上記の 5 名の授賞が決定

されました．実際には多くの発表が甲乙つけがたく，

発表内容と技術において若手の会員の技量のすば

らしさには驚かされました．若手研究者にとってよい

意味での刺激になることを祈っております． 
 

 

 
編集後記 
6月中旬に南アフリカのAlpine Heathで開催された果実食動物と種子散布の国際

学会（FSD2015）に参加してきました．南アフリカを訪れたのは，2005 年 11 月

の国際サイチョウ学会以来，10 年ぶりでした．大会中に設定されたゲームドラ

イブでは，アフリカゾウやキリンがサバンナをのんびりと歩く姿を見ることが

できました．他の参加者が大型哺乳類に注目している中，一人，小型鳥類に双

眼鏡を向けていた John W. Terborgh さんの姿が印象的でした．（北村俊平） 
写真：Nambiti Game Reserve で撮影したアフリカゾウ（2015 年 6 月 24 日撮影）． 

 
ニューズレターへの投稿は，編集事務局：北村（shumpei＠ishikawa-pu.ac.jp）・百村（hyaku＠agr.kyushu-u.ac.jp）へ． 
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