植生学会第 20 回大会プログラム
会期 2015 年 10 月 10 日（土）～10 月 13 日（火）
会場 高知大学朝倉キャンパス
学会長・大会会長・大会企画委員長 石川愼吾
実行委員長
実行委員

比嘉基紀
三宅 尚
加藤元海

大会企画委員

太田 謙
上條隆志
澤田佳宏
津田 智
前迫ゆり
松村俊和

大会日程

10 月 10 日（土）
企画委員会・表彰委員会
編集委員会
運営委員会

（13:00～14:00）
（14:00～16:00）
（16:00～18:00）

10 月 11 日（日）
受付
一般講演 口頭発表
ポスター発表
総会・学会賞授与式
学会賞受賞者講演
現地研究会説明会
懇親会

（ 8:00～）
（ 9:15～12:00，14:15～15:45）
（10:00～15:00，コアタイム 12:00～14:15）
（16:00～17:00）
（17:00～17:30）
（17:30～17:45）
（18:00～20:00）

10 月 12 日（月）～13 日（火）
現地研究会 石鎚山・面河渓

第 20 回大会実行委員会
〒780-8520 高知県高知市曙町 2 丁目 5 番 1 号 高知大学理学部生物科学コース内
電話・Fax: 088-844-8310 E-mail: mhiga@kochi-u.ac.jp
大会ウェブサイト http://shokusei.jp/congress/2015/congress.html

大会企画委員会
〒108-0023 東京都港区芝浦 2 丁目 14 番 13 号 MCK ビル 2 階 笹氣出版印刷株式会社 東京営業所内
E-mail: shokuseigakkai@gmail.com
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会場案内
高知大学朝倉キャンパス（〒780-8520 高知市曙町 2-5-1）
URL: http://www.kochi-u.ac.jp/
総合研究棟
第 1 会議室（編集委員会・運営委員会）
第 2 会議室（企画委員会）
第 3 会議室（表彰委員会）
共通教育棟
2 号館 1 階ホール（大会受付）
211 番教室（大会本部・クローク）
212 番教室（口頭 A 会場，総会会場）
222 番教室（口頭 B 会場）
210 番教室（ポスターP 会場，休憩室）
221 番教室（休憩室）
2 号館 2 階ホール（書籍販売）
学生会館
生協食堂（懇親会会場）

拡大図

※諸事情により使用する部屋を変更する場合があります．掲示にご注意ください．
※高知大学では指定された場所以外での喫煙を禁止しています．指定の喫煙場所をご利用ください．

★受付について
（１）大会参加受付は 11 日 8:00 より共通教育棟 2 号館 1 階のホールで行います．
（２）事前に参加申し込みをされていない方は，
「当日参加」の表示がある机で受け付けます．当日参加の場合は，
諸費用はその場でお納めください．
大会参加費：
一般 3,000 円， 学生 2,000 円 ※一般講演をしない学部生は無料です．
懇親会参加費： 一般・学生 5,000 円
★大会期間中のお問い合せ先
11 日： 大会本部（共通教育棟 2 号館 211 番教室）
その他： 実行委員会・比嘉（電話 088-844-8310，E メール mhiga@kochi-u.ac.jp）まで
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大会プログラム 10 月 11 日（日）
口頭発表
時間

9:15

9:30

A 会場（212 番教室）

B 会場（222 番教室）

A01 ニュージーランド，クライストチャーチ近郊の河川にみ
られるハリエニシダ島状群落の形成過程

B01 群馬県内におけるニホンジカによる植生攪乱状況につ
いて

○小川滋之・水野大樹・百原 新・加藤 顕（千葉大学大学院園
芸学研究科）

○鈴木伸一（東京農業大学・短期大学部）
・片野光一（群馬県自
然環境調査研究会）
・吉井広始（群馬県立みやま養護学校）
・大森
威宏（群馬県立自然史博物館）

A02 ニュージーランド，クライストチャーチ近郊の河川に形
成された島状植物群落の構造と種組成
○水野大樹・小川滋之・百原 新・加藤 顕（千葉大学）

9:45

A03 山地河畔林におけるヤナギ類の更新機構ー実生更新か
萌芽更新か？ー

B02 ニホンジカの不嗜好性樹種の樹木剥皮と立地環境
○川瀨 彩（横浜国立大学大学院・環境情報学府）
・持田幸良（横
浜国立大学環境情報研究院）

B03 アジアのブナ林とナラ林の群落システム
○藤原一繪・原田敦子(横浜市大・院・生命ナノシステム)

○崎尾 均(新潟大農学部)・松澤可奈子(新潟県上越地域振興
局)・川西基博(鹿児島大教育学系）
・中野陽介(新潟大・院・自然
研、只見町ブナセンター）

10:00

A04 遺伝解析を用いたヤナギ類の河道掘削箇所への侵入・定
着機構について

B04 本州中部地域に成立する内陸性気候下の森林植生
○設樂拓人・中村幸人(東農大・森林生態学研究室)

○池田茂・對馬育夫・片桐浩司・大石哲也・萱場祐一(国立研究
開発法人 土木研究所)

10:15

A05 千曲川における氾濫原植生の分布と種組成の変遷
○片桐浩司・傳田正利・萱場祐一(国立研究開発法人土木研究所
河川生態チーム)

10:30

A06 アベマキの自然生育立地に関する研究（予報）
○野嵜玲児・澁谷理沙・二葉清香・前田有香子（神戸女学院大学）

B05 モンゴル国テレルジ国立公園における草原に隣接するシ
ベリアカラマツ林の動態
○ HAO Li（筑波大・生命環境）
・川田清和（筑波大・生命環境）
・
大橋春香（森林総研）
・上條隆志（筑波大・生命環境）
・Undarmaa
Jamsran（モンゴル国立農業大）

B06 伊豆天城山夏緑広葉樹林におけるヒメシャラとヒコサン
ヒメシャラの同所的共存機構
○大渕香菜子・中村幸人(東京農業大学・森林総合科学科)

10:45

A07 武蔵野台地上のコナラ二次林の林床でアズマネザサが
繁茂するまでのプロセス

B07 利尻岳における森林植生の垂直分布と地形との対応
○吉田圭一郎（横浜国立大学・教育人間科学部）

◯八木正徳（東京農工大学農学府）
・星野義延・吉川正人（東京
農工大学・大学院・農）

11:00

A08 土中に 10 年間埋めた樹木種子の生存率

B08 標高に沿ったシダ植物の分類学的・系統的・機能的多様
性

酒井 敦（森林総研四国）

○田中崇行（信州大学総合工学系研究科）
・佐藤利幸（信州大学・
理学部）

11:15

A09 愛知県の泥炭湿地，長ノ山湿原の植生と 40 年間の変化
○中西 正（愛知県環境審議会専門調査員）
・川角法子（愛知県）

11:30

A10 閉山後 40 年を経た北海道東部の炭鉱集落の植生

○前迫ゆり（大阪産大・院・人間環境）
・森川顕次・能瀬俊一・
山田佳実・濱田 凌（大産大）
・森田哲朗（(株)地域環境計画）

B10 石鎚山のシラベ林の林分構造と動態

○加藤ゆき恵（釧路市立博物館）
・持田 誠（浦幌町立博物館）
・
石川孝織（釧路市立博物館）

11:45

B09 春日山照葉樹林におけるブナ科樹木の分布と構造

A11 再度山永久植生保存区における 40 年間の植生の変化
○橋本佳延（兵庫県立人と自然の博物館）
・武田義明（神戸大学）

○杉田久志・酒井 敦(森林総研四国) ・比嘉基紀・越智水星 (高
知大・理)・清水長正(エルデ)

B11 群馬県みなかみ地域におけるミズナラ林伐採後の草原性
植物の動態
○増井太樹・津田 智（岐阜大学 流域圏環境科学研究センタ
ー）
・森林塾青水
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ポスター発表
時間

12:00

P 会場（210 番教室）

ポスター発表コアタイム（12:00～14:15）

口頭発表
時間

A 会場（212 番教室）

B 会場（222 番教室）

14:15

A12 三宅島 2000 年噴火跡地における遷移初期植物が生態系
の初期発達に与える効果

B12 畦畔草地における，土地利用の変化が引き起こす植物多
様性の変化－種組成は均質化しているのか－

○上條隆志（筑波大学・生命環境系）
・門倉由季・守 容平（筑
波大学・生命環境科学研究科）
・田村憲司・廣田 充・山路恵子
（筑波大学・生命環境系）

○内田 圭（神戸大・院・人間発達）
・小柳知代（東京学芸大学・
環境教育研究センター）
・松村俊和（甲南女子大学・人間科学部）
・
小山明日香（森林総合研究所）

14:30

A13 伊豆諸島神津島の植生類型について
○村上雄秀（国際生態学センター）
・西川博章（株式会社ラーゴ）
・
勝山輝男（神奈川県立生命の星・地球博物館）

14:45

A14 島根県隠岐諸島の植生－環境省第 6・7 回植生図を用いた
解析－
森定 伸((株)ウエスコ)

15:00

西脇亜也（宮崎大学農学部フィールドセンター）

B14 都市域において在来植物相を維持するために重要な植
物群落は何か？
吉川正人（東京農工大・院・農）

A15 衛星リモートセンシングデータを用いた広域スケール植
生図化手法の開発
○原慶太郎・原田一平・富田瑞樹・朴 鐘杰・長谷川大輔・浅沼
市男（東京情報大学）
，原 正利（千葉県立中央博物館）
，平吹喜
彦（東北学院大学）
，藤原道郎（兵庫県立大学大学院）

15:15

B13 都井岬草原における外来牧草の侵略性に及ぼす匍匐性
の在来種の影響

A16 中国・四国地方の森林植生ー環境省第 6・7 回植生図を
用いた縦断解析－
○小川みどり（所属なし）
・森定 伸((株)ウエスコ)・波田善夫
（岡山理科大学）

B15 自然教育園におけるシュロ個体群の個体群構造の経年
変化とその特徴
亀井裕幸（所属なし）

B16 高知市種崎海岸における海浜の樹林化
◯楠瀬雄三（エコシステムリサーチ）
・石川愼吾（高知大学・理
学部）

B17 仙台湾南部海岸の復興工事エリアにおける在来砂浜植物
の生育状況と生態緑化活動

15:30

○平吹喜彦（東北学院大）
・岡 浩平（広島工大）
・菅野 洋（東
北緑化(株)）
・南蒲生/砂浜海岸エコトーンモニタリングネットワ
ーク・北の里浜 花のかけはしネットワーク・緑を守り育てる宮
城県連絡会議

時間

A 会場（212 番教室）

16:00

総会・学会賞授賞式

17:00

植生学会賞受賞者 記念講演

17:30

現地研究会説明会

時間

18:00

懇親会会場（学生会館 生協食堂）

懇親会（18:00～20:00）
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ポスター発表演題
P01 浴用植物データベースの作成と活用
○香川秋沙・星野義延（東京農工大学大学院）

P11 狭山丘陵の東京都貯水池林における二次林植生の利用停止
後約 40 年間の遷移
○李 昇京・吉川正人・星野義延（東京農工大学・院・農）

P02 路傍雑草群落の集合パターンと市街化の関係
○根本利起哉・西尾孝佳（宇都宮大学・雑草と里山の科学教育研究セ
ンター）

P03 愛媛県南予地方の田植え前の田面に成立した植物群落の特
徴

P12 保全を目的とした管理が都市近郊のコナラ二次林に与える
影響
○田中伸悟・星野義延（東京農工大学大学院）

P13

鳥取県千代川上流部における人工林の健全性評価
○永松 大（鳥取大学・地域学部）
・藤田 充（賀露おやじの会）

○徳岡良則（農環研）
・橋越清一（南宇和高校）

P04 休耕地植生の季節変動と除草時期の関係

P14

○齊藤佳緒里・根本利起哉・鴫原佳奈・森 孝弘・西尾孝佳（宇都宮
大学・雑草と里山の科学教育研究センター）

P05 高知県中部に残存する小規模草地の植生と植物相

〇川口千尋・伊藤 哲・平田令子（宮崎大学農学部）
・山川博美（森
林総合研究所）

P15

P16

P17

P18

P19

ニホンジカ採食植物の不嗜好性に関する植栽試験
辻 秀之・赤松 弘治（(株)里と水辺研究所）
・岩崎 良・織田 一
也(サントリーホールディングス㈱) ・服部 保(兵庫県立大)

和田美貴代

P10 暖温帯山地河畔林における林縁および河川撹乱が落葉広葉
樹の成立に与える影響

動物による土壌攪乱が湧水湿地の植生に及ぼす影響
西村 萌・〇肥後睦輝（岐阜大・地域）

○星野義延・深町篤子(東京農工大学大学院)

P09 多摩川中流域における樹林の分布と流路変遷との関係

コナラ二次林における異なる植生タイプ間の部分的菌従属
栄養植物の繁殖特性の比較
○佐々木菜子・星野義延（東京農工大学大学院）

○西平貴一（筑波大学大学院・生命環境科学研究科）
・澤田みつ子（株
式会社アストジェイ）
・鈴木康平（名古屋大学）
・小幡和男（ミュージ
アムパーク茨城県自然博物館）
・上條隆志（筑波大学生命環境学系）

P08 ハリエンジュ幼木の巻き枯らし試験

50 年生程度のコナラにおける萌芽の制限要因
○松本 薫(明治大学大学院・農学研究科)・倉本 宣(明治大学・
農学部)

川西基博（鹿児島大学・教育）

P07 茨城県菅生沼における湿地性の絶滅危惧植物種と地下水位
の関係

温帯性木本ツルの樹冠形成と下層植生の関係
○西尾孝佳・森 孝弘(宇都宮大学・雑草と里山の科学教育研究セ
ンター)

○高橋瑛乃（高知大・院・理）
・比嘉基紀・石川愼吾（高知大・理）

P06 奄美大島における河畔植生の種組成と種多様性

南九州の老齢スギ人工林の林分構造―種組成とサイズ分布
―

P20

森林群集の更新におよぼす二ホンジカの影響
○川嶋淳史・永松 大(鳥取大学・地域学部)

篠原千佳・○伊藤 哲・平田令子・光田 靖・清水 收(宮崎大学農
学部)
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P21

渡良瀬川上流域におけるシカ柵設置後の初期の植生変化

P29

○深町篤子・星野義延・吉田智弘・渡辺直明（東京農工大学）

内モンゴル右旗における Stipa krylovii と Allium polyrhizum
の個体レベルでの炭素吸収特性
○胡 暁星（筑波大学・生命環境科学研究科）
・鳥 云娜（大連民
族大学）
・廣田 充（筑波大学・生命環境系）
・西村貴皓・李敏（筑
波大学・生命環境科学研究科）
・上條隆志（筑波大学・生命環境系）

P22

高知県中土佐町の植生とニホンザルの関係

P30

P23

津波浸水域における残存林の履歴と木本種組成

P31

○富田瑞樹（東京情報大学）
・菅野 洋（東北緑化環境保全株式会
社）
・平吹喜彦（東北学院大学）
・原慶太郎（東京情報大学）

P24

淡路島吹上浜における重機による植生破壊後 4 年間の植生
モニタリング

岩手県野田村十府ヶ浦における震災復旧工事に伴う海浜性
植物の保全活動

P32

京都府丹後砂丘における絶滅危惧種トウテイランの生育立
地特性

霧島山系の高千穂河原周辺における新燃岳噴火後５年間の
林分構造の変化
○山川博美・安部哲人・野宮治人・重永英年・金谷整一（森林総研
九州）
・荒木眞岳（森林総研）
・香山雅純（国際農林水産業研究セン
ター）

P33

口永良部島に分布する照葉樹林の種組成および種多様性
○石田弘明（兵庫県立大）
・矢倉資喜（公益財団法人ひょうご環境
創造協会）
・黒田有寿茂（兵庫県立大）
・岩切康二（岩切環境技研株
式会社）

○島田直明・船場優希（岩手県大・総合政策）

P26

Comparison of Forest Structure Between Natural and Secondary
Forests in Tropical Seasonal Forest in Mt. Popa Myanmar
○Hung khui Shein・Takashi Kamijo・Kenji Tamura（筑波大・生命環
境）
・Aung Myat San（ Ye Zin University）
・Tin Maung Oo（筑波大・
生命環境）

澤田佳宏
（兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科／兵
庫県立淡路景観園芸学校）

P25

旧熱帯区赤道直下における山地林の組成と温度条件
目黒伸一(国際生態学センター)

〇寺山佳奈（高知大学大学院 総合人間自然科学研究科）
・金城芳
典（四国自然史科学研究センター）
・加藤元海 （高知大学 黒潮圏）

P34

慶良間諸島現存植生
○久保田七海・染矢 貴・成ヶ沢久仁子(アジア航測株式会社)

○鐵 慎太朗（兵庫県立大学環境人間学研究科）
・黒田有寿茂（兵
庫県立大学自然・環境科学研究所）
・石田弘明（兵庫県立大学自然・
環境科学研究所）

P27

三陸海岸における礫浜に隣接する斜面下部の津波後の植生

P35

P28

鳥取砂丘の植物相と分布の特徴

広域植生図における詳細植生図の情報
○藤原道郎（兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科/
淡路景観園芸学校）
・伊藤休一（緑生研究所）
・原田一平・原慶太郎・
富田瑞樹（東京情報大学）

○中軽米聖花・竹原明秀（岩手大学人文社会科学部）
・大上幹彦

P36

山岳地既存調査地点データベースの整理
○成ヶ沢久仁子・原田敦子（アジア航測株式会社）
・馬淵 亮・前
川恵美子（環境省自然環境局生物多様性センター）

○岩里実季(鳥取大学・院・地域)・永松 大(鳥取大学・地域)
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一般講演に関する注意事項

口頭発表について
1.

講演時間は 15 分（発表 13 分，質疑応答 2 分）です．
発表数・会場の都合により大会案内での予告より短くなっています．ご了解ください．

2.

講演者は次の座長をお願いします．午前・午後の最初の講演の座長は実行委員会で行います．

3.

次の講演者は会場前方の座席で待機し，すみやかな交代にご協力ください．

4.

講演はパソコンによるスライドショーで行います．パソコンは会場に備え付けのものを利用してください．持
ち込みパソコンの使用はできません．

5.

講演中のパソコンの操作は，講演者本人か共同研究者が行ってください．

6.

発表用ファイルのみを保存した USB メモリを持参し，下記の時間内に各会場の実行委員立会のもと，会場で
使用するパソコンにコピーしてください．なお，USB メモリは最新のウイルスチェックを行ったうえでお持
ちください．
午前の講演（講演番号 01～11） 11 日 8:30～ 9:00
午後の講演（講演番号 12～18） 11 日 13:30～14:00

<発表用ファイルの作成に関する注意>


会場で使用するパソコンの OS は Windows８です．



プレゼンテーションに使用するソフトは，MS PowerPoint 2013，もしくは Adobe Reader XI です．プレゼン
テーションファイルのデータ形式については，PowerPoint 2003（.ppt）または 2007（.pptx）形式，もしくは
Windows 版の pdf としてください．



Mac 版のソフトウェアで作成する場合は，Windows 版の上記ソフトで正常に表示・操作できるか十分に確認
してください．



ソフトの順調な動作を期して，アニメーションの多用をお控えください．



ファイル名は本プログラムに掲載されている講演番号と演者氏名（例：A01 植生太郎）としてください．

ポスター発表
1.

ポスターは A0 版（横 84 cm，縦 119 cm）以内の大きさで作成してください．

2.

ポスターは講演番号が記された所定の位置に掲示してください．掲示に必要な画鋲（ピン）は会場に準備して
おきます．

3.

ポスターは 11 日の 10:00 までに掲示し，15:00 までに撤去してください．

4.

コアタイムは 12:00～14:15 です．コアタイムの間，演者はポスターの横に立って説明をしてください．
特に発表賞に応募された方は，この時間帯に不在の場合，審査の対象となりませんのでご注意ください．
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植生学会第 20 回大会 研究発表賞へ応募された方へ

植生学会では，若手研究者による優れた研究を奨励するために学会表彰制度の一環として，毎年の大会における
優秀な発表に対して「研究発表賞」を授与しています．この賞へ応募された方は以下の点に注意して準備をしてく
ださい．
1．賞の種類
口頭発表賞：最も優秀な口頭発表に対して贈られます．
ポスター発表賞：最も優秀なポスター発表に対して贈られます．
2．審査対象


申し込み時点において，学生およびポスドクであること．



過去の植生学会年次学術大会で研究発表賞を受賞していないこと．
※ただし，共同研究者にはこれらの制限を設けません．

3. 審査方法と審査項目
（１）審査方法
大会参加者の中から植生学会表彰委員会が選任した審査員により，
賞ごとに以下の項目について審査を行いま
す．
（２）審査項目
審査は，
「表現技術」
「説明技術」
「研究の質」という 3 つの観点から行われます．審査項目は口頭発表賞もポ
スター発表賞も同じです．
表現技術：

文字や図表の見やすさ，情報の量，アピール性などについて審査されます．

説明技術：

説明のはやさや声量，説明時間，質問への対応などについて審査されます．

研究の質：

新規性や独創性，データの質や量，解析方法，議論や結論の妥当性などについて審査されます．

（３）事前審査
大会当日の短時間で審査を行うことは必ずしも簡単なことではありませんので，大会前に審査員による「講演
要旨」の事前審査が行われます．事前審査では「研究の質」に加えて「要旨の作成技術」が審査されます．
4. 審査結果の発表
学会賞等の授与式後発表し，植生学会長から受賞者に表彰状が授与されます．また，受賞者の氏名と演題を植生
学会誌第 32 巻 2 号および植生情報第 20 号に掲載します．
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懇親会のご案内
10 月 11 日（日）18:00～20:00 高知大学朝倉キャンパス 学生会館 生協食堂
1.

現地研究会説明会終了後，学生会館生協食堂で懇親会を開催します．各自会場へおいで下さい．

2.

懇親会会場には必ず名札をご持参のうえ，入り口で掲示してください．

3.

懇親会終了後は会場出口にて名札をご返却ください．

4.

原則として事前に参加申込をお願いします．当日参加も受け付けますが，人数が限定され，学生割引はあ
りません．

現地研究会のご案内
現地研究会は，四国山系石鎚山周辺を 1 泊 2 日または日帰りで訪れる 2 コースで実施いたします．

1.

現地研究会は雨天決行です．動きやすい服装と防水性のある靴の着用，雨具（カッパ・傘）の携行を推奨
します．

2.

現地の状況に応じてコースを変更あるいは日程を短縮することがあります．

3.

晴天の際は紫外線が強いことも予想されます．日焼け止め等をご準備ください．

4.

天候によっては冷え込むことも予想されますので，防寒対策もお願いいたします．

5.

12 日の昼食は各自ご準備ください．

6.

12 日の夕食と 13 日の朝食・お弁当は参加費に含まれています．

7.

現地研究会の途中，食料品店・飲食店等の店舗には立ち寄りません．また，宿泊施設の近くには店舗はあ
りません．

8.

現地では自動販売機がありますが在庫に限りがありますので，飲料は事前にご準備ください．

9.

すでにバスの乗車定員に達していますので，事前申し込みをしていない方はバスにはご乗車できません．

10. 自家用車で参加される方は直接現地（石鎚山土小屋駐車場）に集合してください．
11. 1 泊 2 日コースの宿は国民宿舎石鎚（Tel.: 0897-53-0005）です．
行程
1 泊 2 日コース

当日コース

10 月 12 日（月）

6:45
7:00
10:00
13:00
16:00
18:30

10 月 12 日（月）

JR 高知駅北口バスターミナル集合
出発
土小屋到着・石鎚山登山開始
山頂集合・南限のシラビソ林の観察
下山・宿舎到着
夕食

6:45
7:00
10:00
13:00
15:00
18:00

10 月 13 日（火）
9:00
宿舎出発
9:30
面河渓到着
14:00 面河渓出発
17:00 高知空港
18:00 JR 高知駅
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JR 高知駅北口バスターミナル集合
出発
土小屋到着・石鎚山登山開始
山頂集合・下山開始
土小屋出発
JR 高知駅

会場までのアクセス

公共交通機関をご利用の方
高知龍馬空港から： 空港連絡バスで「はりまや橋」
（約 35 分）または「JR 高知駅」
（約 40 分）で下車し，と
さでん交通（路面電車）または JR 土讃線へお乗り換えください．※空港連絡バスの時刻
表は，とさでん交通または高知駅前観光のホームページをご覧ください．
JR 高知駅から：

JR 土讃線下り方面「朝倉駅」下車徒歩 3 分

はりまや橋から：

とさでん交通（路面電車）伊野方面「朝倉（高知大学前）
」
（約 30 分）下車すぐ

自家用車をご利用の方
自家用車でご来場の方は，必ず守衛所で入構の届け出をしてください．会場周辺には駐車場はありません．

その他
食事
11 日の昼食は各自でご準備ください．11 日は生協食堂が営業予定です．大学の周辺にコンビニ・スーパーもあ
ります．
宿泊
宿泊は各自で手配してください．高知駅・はりまや橋周辺に多くのホテルがございます．
なお，大会期間は秋の観光シーズンに当たりますので，お早目の手配をお勧めします．
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会場周辺の観察スポット
会場周辺の自然観察スポットをご紹介します．
現地研究会では時間の都合上，
ご案内することができませんので，
お時間に余裕のある方は是非足を延ばしてみてください．現地へのアクセスの詳細は大会ホームページをご覧くだ
さい．
1.

高知県立牧野植物園
高知県が生んだ植物学者・牧野富太郎博士の業績を顕彰する施設です．起伏を活かした約 6ha の園地には，
土佐の植物生態園や５０周年記念庭園，温室，薬用植物区が整備されており，博士ゆかりの野生植物など約
3,000 種類を観察することができます．大会期間中には企画展「恐竜時代の植物たち ドクター・マキノと行く
太古の森の植物採集!」が開催されています．また 10 月 10 日（土）には水上園長による「水上園長と歩く！
園内薬草観察ツアー」も開催されます（11:00～11:45，13:30～14:15, 当日先着受付順 20 名程度）
．
現地へのアクセスの詳細は，牧野植物園のホームページもご覧ください．

2.

暖温帯の市街地近郊に残存する半自然草地
高知市の中心部に位置する皿ヶ峰には，約 20 ha に及ぶ半自然草地が残存しています．かつて採草地として
利用されていたころには約 43 ha のススキ型草地が広がっていました．採草地としての利用が途絶えた後は，
数年に一度発生する山火事によって草地植生が維持されてきました．皿ヶ峰では，約 350 種の維管束植物が確
認されており，絶滅が危惧される草原生植物も残存しています．10 月上旬には，シラヤマギクやアキノキリ
ンソウ，オミナエシ，ツリガネニンジンなどの秋の草花を観察することができます．
現地では遊歩道が整備されており，約１～2 時間程度散策を楽しむことができます．

3.

蛇紋岩植生
四国の中央構造線より南側の地域は，西南日本外帯に区分され，北から南へ三波川帯，秩父帯，四万十帯の
地質が順に配列しています．秩父帯中には，蛇紋岩・石灰岩・花崗岩・変成岩類などからなる黒瀬川構造帯が
断続的に分布しています．蛇紋岩は風化しても栄養に乏しく，乾燥しやすいきわめて未熟な土壌をつくるため，
蛇紋岩地では植物の生育が悪くなります．高知大学から車で 30 分ほどのところの蛇紋岩の露出する日高村錦
山公園や高知市鏡大利の新宮の森公園では，アカマツの疎林やトサミズキ・コツクバネウツギ・ナガバノコウ
ヤボウキ・ガンピ・アキグミなどの生育する低木の藪や草地が成立しており，蛇紋岩地に特徴的に出現する植
物（ヤナギノギク・ミシマサイコ・ムラサキセンブリなど）を観察することができます．どちらの公園でも遊
歩道が整備されており，約１～2 時間程度散策を楽しむことができます．
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