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国際植生学会（IAVS）第 61 回大会
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参加報告

松村俊和 1・川西基博 2・比嘉基紀 3
甲南女子大学人間科学部・2 鹿児島大学教育学部・3 高知大学理工学部

はじめに
植生学会では，学会の更なる発展および後継者育成のた
めに，国際植生学会（International Association for Vegetation
Science, 以下 IAVS）との連携を深めていくことを目的とし
て，2018 年度より 3 年間 IAVS に会長の指名する者を派遣
する事業を実施することが，運営委員会メール審議
（H30-003，審議期間 2018 年 6 月 14～23 日）で承認され
た．事業の財源は故亀井裕幸氏からの寄付金で，「同寄付
金の使用に関する申し合わせ」第 3 条に基づき作成された
特別会計の予算執行計画では，2018 年度度から 2020 年度
まで年間 30 万円の予算が計上されている．
IAVS 第 61 回大会のシンポジウムは，2018 年 7 月 22 日
から 27 日の日程で米国モンタナ州ボーズマンのモンタナ
州 立 大 学 で 開 催 さ れ た ． 大 会 の テ ー マ は ， Natural
Ecosystems as Benchmarks for Vegetation Science（植生科学の
比較基準としての自然生態系）であった．エクスカーショ
ンは，7 月 17～21 日および 7 月 28 日～8 月 1 日までの日
程および大会中日の 7 月 25 日で，イエローストーン国立
公園やグレーシャー国立公園などで開催された．
今年度は，
（１）IAVS の動向及びセッション提案，大会
招致の可能性について情報収集を行うこと，
（２）IAVS と
どのように連携することが植生学会および会員にとって
利益となるのかを検討することを目的に，学会を代表して
松村・川西・比嘉の 3 名が派遣された．なお，今年度の予
算は 3 名の大会参加費として支出された．
本稿では，（１）IAVS の主な講演内容と，（２）エクス
カーションの様子，
（３）IAVS 日本招致及び支部会への参
画について報告する．なお，今回の派遣は上述のとおり亀
井氏からの寄付金によるものであり，ここに感謝申し上げ
ます．

IAVS の主な講演内容： 植生・植物分布，形質データな
どのデータベースを用いた研究
今大会では，基調講演 4 題と，19 のセッションが開催さ
れた（以下開催順）
．
基調講演
1.
Bob Peet 氏（University of North Carolina at Chapel Hill）
Natural ecosystems as an evolving focus of North
American vegetation science
2.
Naia Morueta-Holme 氏（University of Copenhagen）
Understanding the distribution of plants in the
Anthropocene
3.
Scott Collins 氏（The University of New Mexico）
Are inherent dynamics in natural ecosystems a challenge
for benchmarks in vegetation science?
4.
Janet Franklin 氏 （University of California – Riverside）
Vegetation scientists answer big questions when we work
together
セッション
1.
Dispersal and plant reproduction in disturbance driven
vegetation dynamics
2.
Toward a circumpolar Arctic vegetation classification
3.
Vegetation Inventory, Mapping & Modelling
4.
Conservation and Restoration
5.
Species pools across scales: an integrative perspective
6.
Invasive species on coastal dunes
7.
US national vegetation classification system
8.
Vegetation dynamics
9.
Assembly rules
10. Alpine vegetation
11. Historical ecology in vegetation science
12. Theory and methods in vegetation science
13. Functional traits
14. Invasive species
15. Disturbance ecology
16. Temporal and spatial vegetation changes using permanent
plots
17. Community analysis
18. Climate change
19. Vegetation classification
講演内容は，基調講演やセッションのタイトル（例えば，
Species pools across scales: an integrative perspective や
Vegetation Inventory, Mapping & Modelling，Functional traits）
にも代表されるように，「植生や植物のデータベースを用
いた研究」が多くを占めていた．これらのセッション（種
プール，データベース研究，Dark diversity）では，他のセ
ッション（例えば，Historical ecology in vegetation science や
Vegetation classification）に比べて聴衆も多く，演題によっ
ては多くの立ち見者が出るほどであった．この背景には，
Global Biodiversity Information Facility (GBIF)や Botanical
Information and Ecological Network (BIEN)など，過去十数年

写真 1. モンタナ州立大学のマスコット（ボブキャット）
とともに…
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間で生物多様性情報に関するデータベースが充実しつつ
あることが影響していると考えられる．また，本大会の特
徴として，米国の植生分類に関するセッションが設けられ
ていた．これは，米国の植生図の凡例の見直しが影響して
いるようであった．以下に，筆者らが参加したセッション
の概要を記す．

・分析に用いる地点数は数 100～1000 を超す研究が多かっ
た．
・アメリカでは植生単位のデータベースが整備されており
（US National Vegetation Classification, USNVC）
，そのデー
タをもとに未解決の部分の解析を進めていた．
植生図化
・植生図は土地利用，気候変動などともに変化するので，
その都度作り直しが必要である．このため，今後も安定
的なテーマであると思われた．
・現在の議論の中心は，高精度化，モデル化であった．
・特に衛星画像と人工知能（AI）を用いて，どの程度高精
度化できるかが今後の主流となると思われた．

保全（Restoration）
・基本的に日本とレベルや分野は同じような研究が多い．
・植生調査や実験的な手法によるものがほとんどである．
・日本との違いは形質（trait）を考慮したものが多いこと．
Dark diversity
・Dark diversity とは，周辺には生育し潜在的には出現する
はずの種が，当該地点では欠落する種群のことである．
・Dark diversity の推定には，植生調査資料の共起状態から
推定する Beal's index が広く用いられている．
・Dark diversity の推定方法について Beal’s index とその他
の方法を比較した発表があった．
・Ellenberg Index など種の特性やハビタットを考慮した研
究，GIS を用いたモデル等も提案されていた．
・ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン と 実 際 の 調 査 結 果 に 基 づ く Dark
diversity の推定値の比較もされていた．
・種プール（species pool）の定義は，どの研究者でも類似
しているものだと考えられるが，実際の調査時の取り扱
いは異なるようであった．
例えば，
国レベルで species pool
を推定しているものもあるが，1 つの草原での species
pool を推定しているものまであった．species trait と
species pool との関係の研究もあった．

その他
・個別の種の特性がどのようなものかという研究よりも，
調査データに種の特性を適用して，モデル化する方が多
かった．
・grazing や放牧などの影響を除き，動物と植生との関係や，
花粉媒介の話はほとんどなかった．
・遺伝的な手法を用いた研究は見当たらなかった．
・口頭発表は，理論やモデルに関するものが多かった．
・ポスター発表（写真 2）は，日本生態学会や植生学会で
発表されているような，各地の事例研究的な内容が多か
った．

Ordination，cluster analysis, indicator species analysis など，
手法の比較
・シミュレーションによって作り出した仮想群集に既存の
各種手法を適用して，手法間の比較をしていた．
・新たな手法を仮想群集と実際のデータに適用して，手法
の評価をしているものがあった．
Vegetation Dynamics, reproduction, Dispersal
・種の分布，形態，生活形などのデータベースの構築が進
んでおり，1000 種を超す種特性の解析が可能となってい
た．
・種組成の変化よりも機能群がどのように作用したかが植
生動態の議論の中心であった．
・ 多 様 性 の 評 価 は 種 多 様 性 に 加 え て functional
richness/diversity も扱われていた．

写真 2. ポスター発表会場の様子

IAVS でのセッション開催の可能性
今後，植生学会が IAVS と連携を進めるに際して，植生
学会が主体となり IAVS のセッションに応募することが考
えられる．今大会では，聴衆が多く集まるセッションは群
集生態学（種プール，データベース，Dark diversity…）で
あった．一方で，ポスター発表は国内と同レベルであった．
東アジアの植生などの地域植生に関するテーマは設定可
能だが，現在の植生学会に参加している方々の研究では，
海外の人を集められるセッションの提案は難しいと考え
られる．IAVS のセッションに応募するためには，群集生
態，モデル，データベース分野の研究を国際レベルへの引
き上げる必要があると感じた．しかし，個人での努力には
限界があるので，場合によっては分業（現地調査，DB，モ

Functional trait
・このセッションでもデータベースを使用した研究が多か
った．
・多種の形質を幅広く扱い，機能型（Functional type）の組
み合わせと相互作用を解析するなど広範な項目を扱う研
究が目立った．
・個々の trait に関する研究では，セラード（cerado）の火
事跡植生における潜伏芽バンクの果たす機能や，乾燥ス
トレスに対する葉の形質の関係などのテーマがあった．
群落分類
・既存の分類の見直しに関する研究がほとんどであった．
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デル）ベースの共同研究が必要ではないだろうか．

・昼食は弁当（サンドイッチ＋リンゴ＋スナック菓子）
・夕食、昼食は基本的にフリーで、各自でホテルや宿泊
地のレストランなどを利用。
・宿泊は 2 人部屋で，ルームメイトの希望がなければ国
籍に関係なくランダムに割振りが行われた．

エクスカーション
プレエクスカーション（5 日間）は 2 コース、ポスト（5
日間）は 1 コース，ミッド（日帰り）は 10 コースが設定
されていた。各コースの行き先は以下のとおりであった．

IAVS の日本招致の可能性
来年（2019）は，ドイツ・ブレーメン（Bremen）で 7 月
14 日から 19 日に開催の予定である．2020 年はロシア・ウ
ラジオストク（Vladivostok）での開催が決定している．2021
年はスペインが立候補している．
IAVS はヨーロッパとその他の地域が交互に開催される．
日本に大会を招致することとなれば，スペイン大会の後の
2022 年またはその後 2 年間隔（24 年，26 年）である．大
会の招致には申請書の提出とプレゼンテーションが必要
で，最低限以下の項目が必要である．

Pre Excursion A:
・Continental Divide and Glacier National Park
Pre Excursion B:
・Yellowstone and Grand Teton National Parks
Post-symposium excursion C:
・Beartooth and Yellowstone National Park
Mid-Week Excursion Descriptions
・Excursion 1: Gardiner and North Yellowstone
・Excursion 2: West Yellowstone
・Excursion 3: Lone Peak
・Excursion 4: Blackmore Peak, Gallatin Mountain Range
・Excursion 5: Madison Buffalo Jump/Missouri River
Headwaters State Park
・Excursion 6: Bangtail Mountains
・Excursion 7: Beehive Basin
・Excursion 8: Yellowstone Northern Range
・Excursion 9,10: Museum of the Rockies

・Meeting location, transportation, access
・Information of symposium venue
・Pre & Post-symposium excursion
(nature & culture, limitation of participants)

川西と比嘉は，Pre Excursion B: Yellowstone and Grand
Teton National Parks に参加した。参加者は総勢 37 名で，
道中はモンタナ州立大学のバスで移動した．以下にその
概要を記す。観察した植生や植物の詳細については、本
号掲載の IAVS 報告を参照していただきたい。
7/17：BigSky：Lone Peak 山頂（1116ft＝3403m）にリ
フトとロープウェイで登る．氷河地形と岩塊地の植
物，ホワイトバークパインなどの針葉樹林を観察．
針葉樹林の成立と更新について解説があった。
7/18：Yellow Stone 国立公園の間欠泉，硫気荒原植生を
観察．その後 Jacson に移動
7/19：Grand Teton 国立公園スネークリバー沿いの河畔植
生と段丘上の広葉草原（ヨモギ類が優占）の観察．
ワイオミング州の研究者が設置した広葉草原のモ
ニタリングサイトの解説を聞くことができた。また、
丘陵斜面に成立するダグラスファーの林分も観察
した。
7/20：Jakson から Yellow Stone Lake に移動．山火事跡の
針葉樹更新地を観察．Yellow Stone の山火事履歴と
針葉樹の更新状況を合わせた解説があった。
7/21：Wasburn 山の亜高山性低木林，森林を観察．マン
モスホットスプリングの観察。
・D. Roverts 氏がコーディネーターで，学会参加のボラ
ンティア 1 名が補助についた。
・観察地によっては他大学の研究者やパークガイドが案
内をした。
・参加者は訪問先で見られた植物について、種名や生態
などを図鑑で調べたり積極的に質問したりしていた。
イネ科等の草原生草本に強く興味を持つ参加者が多
かった印象であった。
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今大会の参加者は，概算で 300～400 名程度であった．
日本で開催する場合，大学の講義が終了する 7 月 20 日ご
ろから 9 月 20 日までの 5 日間が考えられるが，現実的に
は 8 月上旬かお盆明け以降が会期の候補になると考えられ
る．
植生学会が主体となって IAVS を日本に招致することの
メリットとして，植生学会の会員を含む多くの日本人研究
者が世界の最先端の研究分野，研究レベルを知る・感じる
ことができることがあげられる．また，世界の研究者との
交流も魅力である．また，植生学会に所属していない日本
人研究者に対しても，植生学会の存在をアピールすること
につながる．
IAVS の日本招致について，多くのメリットがある一方
で，準備の負担がかなり大きいこと，基調講演を誰にお願
いするのか，どのようなテーマを設定するのかなど，解決
しなければならない課題も多い．セッションについては，
1～2 つ程度は開催側で企画したほうが良いようである．そ
のうちの１つは東アジアの植生等でもよいが，もう 1 つは
聴衆が集まるような企画が必要と伺った．それ以外の各セ
ッションでも日本人による講演を１題以上確保したほう
が良いようである．IAVS のセッション開催の可能性でも
言及したが，日本に招致するまでの間に，日本人研究者の
レベル引き上げが望まれる．
また，エクスカーションについても検討が必要である．
プレ・エクスカーションとポスト・エクスカーションは１
コースずつで，ミッド・エクスカーションは 4～5 コース
程度設けなければならない．ポスト・エクスカーションは
台湾に開催を打診してもよいのではないかとの案もあっ
た．エクスカーションの開催にあたっては，旅行会社との
交渉も重要である．なお，プレ・ポスト エクスカーショ
ン内容について，ロシア大会（ウラジオストック）が地理
的に近いので，エクスカーションでは温暖な地域の植生を
紹介した方が喜ばれるだろうとのことであったが，その後，
日本全国を見たいという要望があることも伝わってきた．

その他：アジア支部の設置
IAVS にはヨーロッパ支部と北米支部がある．今年度の
委員会で，南米支部の設置が認められた．星野義延氏（東
京農工大学教授）が幹事長の時代に，藤原一繪氏（横浜市
立大学特任教授）からアジア支部設立についての打診があ
ったそうである．星野氏からは，その当時，日本から IAVS
あるいは支部会に参加できる会員も限られていたため，具
体的な動きにはならなかったと伺った．
今回の大会で藤原氏から改めてアジア支部の設立の打
診があった．その際，台湾側の代表者（Ching-Feng Li,
National Taiwan University，チェコの Milan Chytrý の下で学
んだ）を紹介された．中国，韓国側の代表も含めて今後ア
ジア支部の設立に向けての準備（規定の制定）が進められ
る予定と伺っている（本報告の執筆時点ではその後具体的
な動きはない）
．
支部会が設立された際には，順番で隔年あるいは毎年，
シンポジウムの開催が求められる．仮に 4 ヵ国（日本，中
国，韓国，台湾）が参加する場合には，4 年に一度日本で
の開催が必要である．想定されている国あたりのシンポジ
ウム講演者数は，最低 10 名である．4 ヵ国の開催の場合に
見積もられる演題数は 40 であり，おおよそ 1 日で開催可
能な数である．
支部会に参画することのメリットとして，東アジアの植
生研究者との交流を促進することができることが挙げら
れる．支部会を継続することにより，特に，台湾の研究者
との交流を深めることができる．台湾はヨーロッパ（チェ
コなど）への留学を積極的に進めている．国立台湾大学に
は，若手で活躍している David Zelený（Modified Twinspan
の共著者）や，Ching-Feng Li がおり，最先端の植生学（主
に群集生態学）を積極的に取り入れている．IAVS に参加
するには高額な旅費が必要であるが，アジア支部のシンポ
ジウムへの参加は比較的安価ですむ．アジア支部のシンポ
ジウムを開催することにより，植生学会会員にも東アジア
あるいは最先端の植生研究の情報を共有することができ
る．
その一方で，支部会に参画することにより，4 年あるい
は 8 年に一度シンポジウムを開催しなければならないとい
うデメリットも挙げられる．これは 4 ヵ国が参画した場合
で，仮に 3 ヵ国で発足する場合にはより短期間のローテー
ションでの開催が求められる．デメリットの二つ目として，
自国開催に伴う負担増加が挙げられる．藤原氏からは当初，
EAFES での公募シンポジウムとしての開催を打診された．
しかし，EAFES の枠組みで開催することによる植生学会会
員へのメリットはほとんどない．このため，シンポジウム
を日本で開催する場合，植生学会大会の開催に合わせて開
催することが想定される．シンポジウムの演題数が 40 程
度であれば，土曜日から日曜日にかけて植生学会とシンポ
ジウムの発表を合同で開催することで対応可能であるが，
日程延長により主催者・参加者の負担が増加する．また，
海外からの参加者の申し込みに対応するために，受付・参
加費授受の対応の強化も必要である．三つ目のデメリット
は，毎年 10 名程度シンポジウムの参加者を確保しなけれ
ばならないことである．日本で開催する場合には特に問題
ではないが，海外で開催されるシンポジウムにも毎年 10
名程度の参加者が必要である．現在の IAVS での発表者数
を考えると，IAVS 本大会と支部会の両方に参加すること
は負担増となる．
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植生学会の更なる発展に向けて
IAVS に参加して，同じ植生学を冠した学会でありなが
ら，日本の植生学会のみならず日本生態学会でも扱われて
いないような面白い研究が行われていることが実感でき
た．講演の中には乾燥地など，日本とは全く環境の異なる
場所での研究もあったが，その他の大部分の講演内容は，
日本国内でも実施可能な研究であった．欧米の学会・雑誌
上では，データベースを用いたマクロ生態学的な研究が主
流となっている．しかし，日本では植物・植生データベー
スの構築が発展途上である．現時点では日本におけるマク
ロ生態学的な植生学研究は限られているといっても過言
ではないが，それは今後発展の可能性が秘められているこ
とを意味する．海外の研究者にとって，日本の植物・植生
は魅力的であることは容易に想像できるが，言語の壁があ
り日本の図鑑・資料等は簡単には参照できないであろう．
つまり，日本人研究者が活躍できる機会は残されている。
データベースの構築は植生学会の課題の一つでもあるが，
これを進めることによって，日本人研究者のレベル引き上
げにもつながることが期待される．
植生学会では，2020 年度までは本派遣事業を継続するほ
か，国際学会研究発表助成も行っている．IAVS に参加す
ることには，若手の方々にはいろいろなメリットがあるの
で積極的な参加を期待したい．
本稿では，IAVS の日本招致やセッション企画の可能性
の検討など，やや現実離れした事柄について検討を行った．
植生学会の体力的には，これらを容易に実施できる状態で
はないが，今後私たち自らも研鑽して，いつかはセッショ
ンの企画と日本への招致が実現できるように努めたい．最
後に，本報告が，植生学会の会員および学会の活動にとっ
て何らかの刺激となれば幸いである．

的な植生の記載よりも，世界全体で適用できる現象を重視
しており，理論的な研究や方法論などが強く，の右側に位
置する approach や trait のクラスターが特徴的である（図
1）
．また，新たな手法の提案やその評価も多い．AVS は当
然のことであるが，左側に位置する restoration のクラス
ターが特徴的である（図 2）
．植生学会誌は，community,
composition, structure などがクラスターを作っていて，
群集の組成や構造の比較が多いのがよく分かる（図 3）
．5
回以上のものでは，species richness と association が大き
く，種数や群集の比較が多かった（図 4）
．分野では，mire
（上）
，grassland（mire の下）
，lucidophyllous forest（右
下）が大きかった．また，植生学会誌では，地域的な研究
が多く，理論や手法に関するものはほとんどない．
年代別では，はっきりしたことは言えないが，JVS は研
究分野を広げつつ，研究分野を確立していって，AVS は保
全をふまえつつ手法などの論文もいれつつある．植生学会
誌は，論文数が少ないので，明確なことは言えないが，分
野の広がりはあまりみられない．
なお，詳細な図は学会のウェブページに掲載している
PDF ファイルを見ていただきたい．

コラム. Journal of Vegetation Science (JVS), Applied
Vegetation Science (AVS), 植生学会誌の比較
JVS の 2016 年の巻頭言"How to publish a good journal
in plant community ecology?"で JVS の掲載論文に関する
レビューと VOSviewer を用いたネットワーク分析が行わ
れている．VOSviewer を用いて，JVS，AVS，植生学会誌
の 3 誌について，1990 年以降の全ての論文および，年代
別の論文（1990 年代，2000 年代，2010 年代）でのネッ
トワーク解析を実施し，雑誌間での掲載論文のトレンド比
較を行った．
解析には，英文のタイトルとアブストラクトを用いた．
文字数の数え方は，
「Binary」と「Full counting」の 2 種
類があり，「Binary」を用いた．その他のオプションも，
ソフトが提案する初期設定を用いた．なお，JVS の巻頭言
で使われている解析には，オプションの詳細は記載されて
いなかったが，初期設定と結果が類似していた．また，植
生学会誌では，単語の最低の使用回数を 5 回に変更したも
のも実行した（初期設定は 10 回）
．年代別では，植生学会
誌はデータ数が少ないので，3 回以上出現している単語を
使った．AVS の 1990 年代も 2 年間だけなので，同様に 3
回以上の単語を使用し，さらに，植生学会誌の 1990 年代
は 3 回以上のすべての単語（49/49）でネットワークを作
成した．
全年代では，JVS は雑誌の scope にもあるとおり，地域

図 1. VOSviewer による JVS の解析結果
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図 2. VOSviewer による AVS の解析結果

図 3. VOSviewer による植生学会誌の解析結果（10 回以上出現の単語を使用）
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図 4. VOSviewer による植生学会誌の解析結果（5 回以上出現の単語を使用）
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