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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 23 年 10 月 11 日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局 兵庫県立大学・環境人間学部   

（ふりがな）          おおはし みずえ 

職・氏 名  准教授・大橋 瑞江      
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（フィンランド）とのセミナー（振興会対応機関：        AF      ） 

 

2． セミナー名 森林流域における溶存有機物の動態におよぼす環境変動と人間活動の影響  

 

 

3． 期   間  平成 23 年 9 月 19 日 ～ 平成 23 年  9 月 21 日（ 3 日間） 

 

 

4． 開 催 地（都市名と会場名）   Metla, Vantaa and Hyytiälä Forestry Station              

 

5． 参加者数   日本側                10 名 
（代表者を含む） 

相手国側        10 名    計  21 名 
 

その他の国             1 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 専    門 

大橋瑞江* 

藤嶽 暢英* 

大手 信人* 

 

山瀬 敬太郎* 

 

杉山 裕子* 

川端訓功* 

 

齋藤友里* 

 

原 都* 

 

森谷美奈 

 

井出淳一郎 

兵庫県立大学・環境人間学部・准教授 

神戸大学大学院・農学研究科・教授 

東京大学大学院・農学生命科学研究科・

准教授 

兵庫県立農林水産技術総合センター・主

任研究員 

兵庫県立大学・環境人間学部・准教授 

神戸大学大学院・農学研究科・大学院生

(修士課程) 

神戸大学大学院・農学研究科・大学院生

(修士課程) 

兵庫県立大学・環境人間学部・大学院生

(修士課程) 

兵庫県立大学・環境人間学部・大学院生

(修士課程) 

Finnish Forest Research Institute ・

Joensuu Research Unit・特定国派遣研究

者 

森林生態学 

土壌有機化学 

森林水文学 

 

森林生態学 

 

生物有機化学 

土壌有機化学 

 

土壌有機化学 

 

生物有機化学 

 

生物有機化学 

 

森林水文学 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名  Finnish Forest Research Institute・Professor・Leena Finer 

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

   

  

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 専    門 

Prof. David Thomas Bangor University, UK ・

Professor 

Marin science 

 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

Dr. Ari Laurén 

 

Dr. Pirkko Kortelainen 

 

Dr. Mika Nieminen 

 

Prof. Lauri Arvola 

 

Dr. Sakari Sarkkola 

 

M.Sc. Anu Hynninen 

 

M.Sc. Annu Kaila 

 

Prof. Hannu Ilvesniemi 

 

Dr. Mike Starr  

 

Dr. Liisa Ukonmaanaho  

Finnish Forest Research Institute・

Researcher 

Finnish Environment Institute・ 

Researcher 

Finnish Forest Research Institute・ 

Researcher 

University of Helsinki・Professor 

 

Finnish Forest Research Institute・ 

Researcher 

Finnish Forest Research Institute・ 
External Researcher 

Finnish Forest Research Institute・ 

External Researcher 

Finnish Forest Research Institute・ 

Professor 

University of Helsinki・ University 

Lecturer 

Finnish Forest Research Institute・ 

Researcher 

Environmental impacts 

of forestry 

Limnology 

 

Forestry operations and 

water quality  

Aquatic research 

 

Hydrology of peatland 

forests 

 

Peatland science 

 

Peatland Ecology 

 

Soil hydrology 

 

Forest Ecology 

 

Carbon cycling 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

[目的] 

地球表層に存在する雨水・河川水・湖沼水・地下水などの淡水は、我々人間の生活にはなくてはならな

い資源であり、森林はこれらの水が循環する過程で水質と水量を調節する重要な役割を果たしている。天

然水中の溶存有機物(DOM)は全ての陸水に含まれるユビキタスな物質群で、水質を決定付ける最も重要な因

子である。この20年間における質量分析器や安定同位体解析の進歩によって、DOMを多面的かつ詳細に分

析する技術は飛躍的に発展した。そこで本セミナーでは、水質形成における森林生態系の役割を理解し、

水質保全を意識した土地利用を推進するために、1)最新の DOM 分析手法を用いた水質研究、2)森林流域

における水質形成メカニズムの解明、3)水質制御を生かした気候変動下の森林管理技術、について今後

の研究課題の抽出と国際共同研究の枠組みを作ることを目的とした。 

 

 [実施状況] 

セミナーは下記の内容で実施した。 
1. 研究発表(口頭) 
(1) 杉山裕子博士：Dissolved Organic Matter Dynamics in L.Baikal and R. Yenisei watershed. 
(2) 藤嶽暢英教授：Characterization and grouping of aquatic fulvic acids isolated from clear-water 

rivers and lakes in Japan 

(3) 大手信人博士：Spatial distribution of nitrate sources of rivers in the Lake Biwa watershed, 

Japan: Controlling factors revealed by nitrogen and oxygen isotope values. 

(4) Dr. Ari Lauren：DOC and DON processes during mineralization of boreal mor and its consequences 
to transport processes in soil 

(5) Prof. Leena Finér：The effect of climate change and forest management on the amount and quality 
of runoff from forested catchments” 

(6) Dr. Pirkko Kortelainen：Riverine DOC fluxes and transfer of terrestrial Carbon into the 
atmosphere through stream ecosystems 

(7) Prof. David Thomas (Bangor University, UK & Finnish Environment Institute, Finland)：From 
catchment to the open Baltic Sea –Introducing an ongoing Finnish DOM study 

(8) 原 都：Identification of the compositions of DOM using Fourier transform ion cyclotron 
resonance mass spectrometry (FT-ICR MS) and elucidation of the alteration process of DOM 
in the forest ecosystem. 

(9) 大橋瑞江：Effect of forest managements on the carbon dynamics under the ground 

(10) 山瀬敬太郎：Effects of the cover of evergreen broadleaved species on stand structures of 

coppice forest after the vegetation management 

(11) Dr Mike Starr (University of Helsinki)：The PRO DOC project - background and some preliminary 

results 

2. ポスター発表 
3. Hyytiälä 研究ステーションの見学 

 

 [成果] 

・森林流域の水収支の現状と将来の気候変動がもたらす影響の予測について、モデルを用いたフィンラ

ンドの研究成果が報告され、そのメカニズムや日本との違いについて、議論が交わされた。 
・水質形成のもととなる水中の溶存有機物の分析手法について、NMR を用いた方法、安定同位体を用

いた手法、質量分析を用いた手法など、最新の装置や調査法を用いた手法が紹介され、各手法の利

用可能性について、活発な議論が交わされた。 
・フィンランドと日本の森林管理について、日本とフィンランドの発表者からそれぞれ紹介があり、共

通点と相違点、水質形成との関わりについて、それぞれの国の研究者の理解を深めることができた。 
・2012 年 7 月に大津市で開催される ASLO 国際会議で森林流域の溶存有機物に関する Special session

を設け、日－フィンだけでなく他国の研究の参加を募りながら引き続き情報交換の場を設け、共同

研究を発展させていくこととなった。 
・参加した大学院の 1 人が、フィンランド留学生奨学金（CIMO）に応募し、共同研究を継続すること

となった。 


