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新会費制度のご案内
日本熱帯生態学会では，先の評議員会および総会の議論を受け，会員種
別や会費について来年度から大幅な改定を行うことになりました．改訂の基
本的な考え方は，これまで学会に関わってこられた方にこれからもなるべく関
わって頂けるよう（特に大会に参加してもらえるよう），値下げによって会員資
格維持のハードルを低くする，というものです．現行の旧会費制度と新会費制
度について次ページの表に示しておりますので，ご参照ください（下線部は
変更部分）．
来年度の主な変更点といたしましては，すでにニューズレター8 月号でご案
内させて頂いた通り，学生会員会費が現行の 4000 円から 2000 円に値下げ
されます．また，常勤職（任期つきを含む）に就いていない会員（ポスドク，非
常勤職）は学生会員と同額とさせて頂きます．
また，新たに帰国留学生会員とシニア会員という枠が追加されます．帰国
留学生会員は，以前日本に留学されていた際に学生会員であり，現在は帰
国されている元留学生の方を対象とし，帰国後も年会費無料で学会発表の
会員資格を保持できる制度です（ただし，Tropics やニューズレターの紙媒体
での配布はなく，選挙権・議決権もありません）．現在すでに会員資格を失っ
ている方も，再入会することが可能です．帰国留学生会員の申請には，日本
滞在時の指導教員などを経由して，「氏名，会員番号（失効したものも可），日
本滞在時の所属先」の情報とともに，学会事務局（jaste.adm@gmail.com）ま
でご連絡下さい．帰国留学生会員候補者の指導者の方は，本件へのご協力
よろしくお願いいたします．また，日本滞在時の会員番号が不明な方は，学
会事務局にお問い合わせください．
シニア会員は定年退職された正会員を対象とします．申請には，「氏名，会
員番号，退職された年と以前の所属先」の情報とともに，学会事務局までご連
絡ください．また，常勤でない職についている会員の会費減額についても，
「氏名，会員番号，所属先，職名，任期」の情報とともに，学会事務局までご
申請ください．
その他，外国正会員の紙媒体の送付を廃止し，年会費を 50$から 30$（円
建てで支払う場合は 3050 円）に下げます．外国正会員・帰国留学生会員とも
に，公開されている電子体の Tropics およびニューズレターにはアクセス可能
であり，メーリングリストによる情報提供も受けることができます．また，メーリン
グリストによる情報提供は現在，英語表記の追加を進めております．
また，機関会員の年会費も￥16,000 から￥10,000 に値下げします．
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会員の皆様におかれましては，来年度の会費額にご
注意いただくと同時に，会員種別の変更を希望する場
合は，2021 年度の会費支払い前に学会事務局までご
申請をお願い致します．なお，2021 年度の会員種別変
更の申請期限は 2020 年 12 月 31 日とさせて頂きます．
ご不明な点等ございましたら，学会事務局
（jaste.adm@gmail.com）までご連絡ください．

※注意事項
1. 2020 年度以前の会費（未納分）は現行の会費額をお
支払いください．
2. 2021 年度の会費をお支払い頂いた後の同年度の種
別変更，および差額の払い戻しは行いません．
3. 今後，正会員等においても希望に応じ電子媒体を選
択できるよう，現在 Tropics やニューズレターの電子媒
体への移行作業を進めています．

学会メーリングリスト（[info_jaste]ML）への登録について
日本熱帯生態学会は今後，紙媒体での Tropics やニューズレターの配布数を削減し（電子媒体への切り替え），事
務作業の効率化とコスト削減を目指す方針を掲げています．電子媒体への移行の一環として，よりスピーディーなコミ
ュニケーションツールである，学会メーリングリスト（ML）を活用したいと考えております．つきましては，会員の皆様の
メールアドレスを[info_jaste]の ML へ登録させて頂きたく存じます．ご了承のほどよろしくお願い致します．今後，学会
にすでに登録されているメールアドレスに ML 登録についての通知を送ります（ご自宅用と所属先の両方のメールア
ドレスをご登録頂いている場合は，ご自宅用のメールアドレスを ML に登録させて頂きます）．ML 登録について不都
合のない方は，特に対応いただかなくて結構です．
下記の場合は，事務局（jaste.adm@gmail.com）まで返信メールをお送りください．
１）ML への登録にご了承頂けない場合
２）登録メールアドレスを変更したい場合
また，メールアドレスをご登録いただいていない場合や，登録メールアドレスが不明な場合にも，事務局までご連絡
ください．何卒ご理解，ご協力の程よろしくお願いします．
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新刊紹介
フィールドワークの安全対策（FENICS 100 万人のフィールドワーカーシリーズ 9）
澤柿教伸・野中健一・椎野若菜 編. 2020 年. 188pp. 古今書院（価格：3400 円＋税，ISBN：9784772271301）

藤間 剛（国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所）
この本は良い本である．内容も充実しているし，何より
もそれぞれの章から執筆者の熱い想いが伝わってくる．
新型コロナウイルス感染症（以下，「新コロ」と略す）が収
まり熱帯のフィールドに戻れる日を心待ちにしている人，
またその人がフィールドに出たら無事の帰りを待つこと
になる人達にも，その日のためにこの本を読み「安全対
策」について考えておいて欲しい．無事の帰りを待つ人
達には，個人的なつながりに加え，大学や研究所の海
外出張担当者のように業務として出張者の無事帰着を
待つ人達も含まれる．この本は読み物としても面白いの
で安心してお薦めできる．
同書は，フィールドワークの「安全マニュアル」を目指
してはいない．「安全マニュアル」はある時点の最適解に
すぎないとし，「安全マニュアル」を更新していく重要性
を伝えることを目的としている．そして，様々な制限により
学校登山や野外学習など，フィールドワークのノウハウ
を現場で受け渡していく機会が減少していることから，フ
ィールドワークに実際に携わっている人だけでなく，授
業や研修でフィールドワークを担当する高校や大学の
先生をも，期待される読者に含めて，出版された．
同書は，3 部（全 12 章）構成からなる．Part 1 はフィー
ルワークの安心・安全に組織的に取り組んだ研究・教育
現場の事例を総論的に取り上げている．Part 2 は，安全
管理指針と現場の葛藤から，をリスク管理や安全支援の
仕組みを構築するための指針となる素材を提供する．
Part 3 では，4 人のフィールドワーカーが調査地で経験
した危険を語る．同書を通読し，フィールドワークの安全
対策を進める鍵は，「良い習慣を身につけ，良い習慣を
周囲に広げること」を学んだ．多くの方に，同書を読み，
共感していただければ幸いである．

同書は，2020 年 1
月に発行された．その
ため新コロの影響につ
いては，触れられてい
ない．地理 2020 年 9
月号には，同書の著者
らが執筆した特集「フィ
ールドの安全対策を考
える」という特集が掲載
され，新コロの影響下
でのイタリアからの帰
国，ウガンダでの足止
めを経たのちエチオピ
ア経由での帰国など，実体験も紹介されている．同書と
合わせてお読みいただければ幸いである．また同書の
出版母体 FENICS は同書の出版を機に，フィールドワ
ークの「安心・安全」のため，ライブやオンラインでの繋
がりを可能とする次なる展開を求めている．興味がある
方は，FENICS のウェブサイトにアクセスしてみてくださ
い．
https://fenics.jpn.org/
「『冒険とは生きて帰ること』といつも言っていたのに・・
・・・ちょっと情けないと思います．」というのは，冒険家植
村直己が冬のマッキンレーで消息を絶ったとき奥さんが
記者会見で語った言葉である．研究者のフィールドワー
クには無事に帰ることに加え，成果を論文として発表す
ることが期待されている．新コロが収まり熱帯に入る日に
備え，同書を読み安全対策にも万全を期していただきた
い．無事に帰って JASTE で発表し Tropics に投稿す
る．よろしくお願いします．
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Tropics の出版倫理の明文化について
日本熱帯生態学会編集委員長 藤間 剛
日本熱帯生態学会では，学会メーリングリストを通じて
お知らせしてきましたとおり，Tropics の出版方針と出版
倫理について学会英語サイトで明示しています．
https://www.jaste.website/post/journal-tropics
以下に，その内容を日本語で紹介します．
残念ながら Tropics にも，研究不正が疑われる投稿が
あります．これまでのところは，査読者からの指摘を受
け，著者の不注意によることによる（悪意はない）ことを確
認し，再発防止を促すだけですんできました．研究不正
研究（出版）倫理に関する考え方は，変化を続けていま
す．昔は良かった，これぐらい大丈夫だろうという個人的
な判断は禁物です．これは疑わしいかなと迷いがある場
合は，編集委員会にご相談下さい．
Tropics について
Tropics は，日本熱帯生態学会から，各年度 4 回（6
月，9 月，12 月，3 月）発行されます．Tropics は，熱帯
地域に関する生態学および関連する科学のあらゆる側
面をカバーする報告を対象にしています．報告には，原
著論文，総説，フィールドノートの 3 つの区分がありま
す．各報告は，それまでに全体または一部が公開され
ておらず，他のジャーナルでの公開が検討されていな
い独自の研究報告でなければなりません．原稿は英語
で書く必要があります．
Tropics には，熱帯地域を対象とする，生態学および
関連科学分野の，実験的もしくは記述的な研究成果と
総説およびフィールドノートが掲載されます．Tropics
は，日本の生態学者と他のフィールド研究者との間のコ
ミュニケーション手段としてだけでなく，熱帯を対象とす
る生態学者や科学者の研究活動を刺激することにもあり
ます．熱帯地域を対象とする研究成果を Tropics にご投
稿ください．
Tropics は，会員からの申請と編集委員会の判断によ
り，モノグラフや複数の報告からなる特集号も発行してい
ます．モノグラフや特集号の発行について知りたい方
は，編集委員長にお問い合わせください．
1. 編集委員会
藤間 剛（森林総合研究所） 森林生態，荒廃林の修復

江原 誠（森林総合研究所） 政策と生計
神谷浩一（愛媛大学） 集団遺伝
北村俊平（石川県立大学） 鳥類生態
増永二之（島根大学） 土壌科学
中林 雅（広島大学） 哺乳類生態
大橋伸太（森林総研） 木材科学
大田正彦（九州工業大学） 政策と社会
諏訪錬平（国際農林水産業研究センター） 湿地林の生
態
山田俊弘（広島大学） 森林生態
柳澤雅之（京都大学） 東南アジア生態史，熱帯農業
2. 出版倫理と研究不正防止について
研究不正は，個人や社会に害を及ぼします． 研究者
は，不正な研究活動とそれに基づく研究成果の公表に
より，一時的な利益を得るかもしれません．しかし，不正
な研究による成果が公表されることは，科学の進歩を遅
らせます．また不正な研究活動が明らかになった場合，
著者は不正により得た利益より，はるかに大きな不利益
を被ります．Tropics の編集者は，Tropics に不正な研究
活動による研究報告が掲載されないよう努力していま
す．しかしながら，不正な研究による報告の掲載を回避
するためには，著者の理解と協力が必要不可欠です．
そのため，編集委員会は，Tropics に原稿を提出する際
には，著者とすべての共著者に次節「3. 著者および共
著者の責任」の各項目の確認を求めています．研究不
正に関して，迷いや疑いが生じた場合は，遠慮無く編集
委員会にご相談ください．
3. 著者および共著者の責任
投稿する研究成果は，著者および共著者が所属する
社会および科学分野の適切な倫理的枠組みの中で行
われたものでなければなりません．編集委員会は不正
行為*による研究結果の公開を避けるために，原稿を
Tropics に提出する前にすべての著者および共著者
は，次の点を確認することを求めます．



伊藤文紀（香川大学） 昆虫生態，昆虫分類
相場慎一郎（北海道大学） 森林生態

- 4 -

投稿する研究内容は未公開で，他の学術雑誌で
審査中でもないこと．
すべての著者が，研究に貢献し，提出前の最終
原稿に目を通していること．
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すべての著者が，捏造，改ざん，盗用，二重投
稿，不適切な著者などの研究不正行為の予防に
取り組んでいること．
 すべての著者が，その原稿を Tropics に提出
し，査読プロセスに参加することに同意してい
ること．
 すべての著者が，利益相反の可能性について言
及しているか，利益相反がないことを確認して
いること．
 すべての著者が，編集委員会が著者らに必要な
倫理的枠組みに従った証拠を示すように要求す
ることができることを認め，要求に応じるべき
ことに同意していること．
 すべての著者が，彼らと編集委員会がともに，
出版の前後に関わらず間違いの撤回または訂正
を行う義務があることに同意していること．
＊：研究不正防止の参考
日本学術振興会 論文不正防止に関するパンフレット
研究者のみなさまへ～責任ある研究活動を目指して～
(PDF:3.6MB）
https://www.jst.go.jp/researchintegrity/shiryo/pamph_for
_researcher.pdf#zoom=75
Committee on Publication Ethics (COPE)
https://publicationethics.org/
4. 原稿の投稿
Tropics に投稿される際は，次の 3 つのファイルを
tropics.jaste@gmail.com あてにお送り下さい．
(1) 投稿連絡票（学会ウェブサイトからダウンロードでき
ます）
(2) 表題および本文を含む Microsoft Word ファイル
(3) 図表の PDF ファイル
5. 審査プロセス
Tropics 編集委員会は，投稿された原稿を受理もしく
は却下する権利を有します．編集委員会は，審査プロセ
スにおけるすべての判断と発見が客観的であり，提出さ
れた原稿が公開されるまではその内容が非公開となるよ
う最大限の努力を払います．編集委員会は，投稿された
原稿が Tropics に適したものかどうかをまず判断します．
Tropics に適していると判断された場合，2 人以上の専
門家による査読を行います．査読者は，原稿の内容およ
び著者らとの間に利益相反があってはなりません．ま
た，その原稿で引用されていない関連する出版物を指
摘する必要があります．査読者の提言に基づいて，編集
委員会は次のいずれかの決定を下します．

A.
B.
C.
D.

掲載可能
査読者の指摘に適切に対応すれば掲載可能
査読者の指摘に従った修正後に再査読が必要
大幅な書き直しを行い，新規原稿としての投稿を
推奨
E. 掲載不可
B および C 判定の場合は，著者らには 1 ヶ月以内に修
正稿を提出することが期待されています．
6. 掲載料
筆頭著者は掲載料を負担する責任があります． 筆頭
著者が日本熱帯生態学会会員の場合，原稿は無料で
掲載されます．筆頭著者が学会員でない場合は，掲載
受付時に学会年会費と同額の論文掲載料を請求しま
す．（2021 年度からの新会費区分を適用します）．
会員，非会員に関わらずカラー印刷を行う場合，一つ
の報告あたり 50,000 円が必要です．
7. 著作権と管理
著作権の帰属
本学会発行の出版物および本学会ウェブサイトに掲
載される論文等の著作権は，本学会に帰属します．す
べての著者は，原稿が受理された時点でその著作権を
本学会に譲渡するすることに同意していなければなりま
せん．
著作権利用の許諾
本学会に帰属する著作権を利用する場合は本学会
の許諾を必要とします．また，本学会は学術目的のため
に，著作権の一部を第三者に行使させる権利を有しま
す．これら，著作権の利用・行使にともない，本学会に対
価の支払いがあった場合には，本学会会計に繰り入れ
るものとします．ただし，本学会出版物の著作者は，著
作者個人あるいは著作者所属組織などのウェブサイトな
どにおいて，自らの著作物を本学会刊行物である旨の
出典を明記して自由に掲載できるものとします．また，著
作者は自らの掲載論文中の図表等を他の出版物に自
由に転載できるが，転載内容を学会事務局に報告する
ものとします．
8. アーカイブ
Tropics に掲載されるすべての報告は，J-STAGE にてア
ーカイブされます．J-STAGE でのアーカイブは，Tropics
が発行されなくなった場合にも維持されます．
https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/JstageOverview/char/ja
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JASTE31のお知らせ
第 31 回日本熱帯生態学会年次大会（東広島）
日程：2021 年 6 月 25 日（金） 午後―編集委員会，評議会
6 月 26 日（土） 午前―口頭発表，ポスター発表
午後―口頭発表，ポスター発表，総会，吉良賞授賞式・講演
6 月 27 日（日） 午前―口頭発表，ポスター発表
午後―公開シンポジウム
会場：広島大学東広島キャンパス（オンサイトとオンラインのハイブリッド開催について検討中である。また，コロナ禍の
状況により，完全オンライン開催に切り替える可能性もある）
〒739-8521 東広島市鏡山 1-7-1
大会事務局連絡先：広島大学大学院 統合生命科学研究科 奥田敏統
TEL: 082-424-6513，Email: okudat-empat@hiroshima-u.ac.jp
今年，6 月に弊学東広島キャンパスにて執り行う予定
にしておりました第 30 回大会ですが，ご承知のように新
型コロナウィルス感染症の広がりに鑑み，やむなく延期
とすることになりました．既にご発表準備やご参加を計画
されていた方には，多大なるご迷惑をおかけすることに
なり，この場を借りて深くお詫び申し上げます．
さて，新型コロナウィルスの感染拡大では，我が国の
みならず，世界中の国々，地域の社会・経済が甚大な
影響を被りました．そして，この文章を書いている今も，
事態は深刻化する一方です．この間，肉親や知人を亡
くされた方，職を失った方，今もなお闘病生活を続けら
れている方々の，お気持ちを考えれば，毎日心が痛む
思いです．学会の延期は，これら安全・安心への被害と
同格に扱えるものでもなく，軽微な影響のように受け止
められなくもありませんが，この大災害を通じて，我々が
学習したこととは，いったい何なのだろうと，熱帯研究の
立場から日々考えを巡らしているところです．
その一つとして，産業と社会構造の脆弱性が露呈して
しまったことを挙げたく思います．今回の感染症に限ら
ず，先の地震，台風などの「災害」が発生するたびに，
消費物資が手に入らなくなくなるという現象を，近年，私
達は痛いほど経験しました．東日本の大震災では，牛乳
をはじめとする生鮮食品がスーパーの棚から，突然，無
くなったことは記憶に新しいところです．昭和 40 年代に
は 25%であった第一次産業人口は，今やわずかに 4%，
これに製造業など二次産業人口を加えても，全体の
30%に届かない状況です．海外調達が何らかの災害で
不可能となれば，国内の限られた生産農家や製造現場
の方たちに，日常生活必需品の供給全てを付託せねば
なりません．物の供給が直ぐに追い付かないのは，必要
分だけの供給を行う生産体制を，わざわざ構築したこと

が原因でしょうが，一方で産業構造の急激な変化にも大
きな要因があり，このことが肥大化した第三次産業への
甚大な影響と，さらには国全体への経済的損失に繋が
ったとも言えそうです．
さらに，今後同様のケースが，災害のたびに発生し，
メディアを介した流言により社会的混乱が頻発する可能
性は十分にあります．遠方に資源を依存させればさせる
ほど，生産地への関心は薄れていくので，災害の度に，
私たちの日常生活が大きく揺れてしまうのは，当然のこ
とかもしれません．また，都市への人口集中は，世界的
にみても，この四半世紀に一層顕著になり，国内では，
農村地域の過疎化・疲弊は，もはや抗うことのできない
大きな渦のようでもあります．その結果，食料生産などの
ecological footprint はますます，拡大するばかりです．こ
うした産業構造の急激な変化と，生産地－消費地との物
理的・精神的な乖離を考えれば，災害に伴う社会・経済
の混乱がいつでもどこでも起こりうるということを，私たち
は常日頃から，強く認識しておく必要がありそうです．
さて，この度のコロナ禍で，ある大手航空会社が，農
家の収穫作業の支援に社員を派遣するというニュース
が紹介され，注目を集めていました．私自身はこの記事
を見て，1960 年代に中国本土で繰り広げられた下方政
策を，一瞬思い出してしまいましたが，work sharing とい
う視点から見れば，新たな試みかもしれません．私は，こ
うした動きに関連して，また，生産地と消費地の乖離を
食い止める手段として，資源の調達元と流通ルートへの
関心，関わりを強く持つことを挙げたいと思います．すな
わち，現状のサプライチェーンに関する情報システムに，
消費者，生産者が積極的に関わり，新たな仕組みを構
築していくことも，大規模災害に対する頑強性を高める
ことに繋がるのでは，と考えます．
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熱帯生態学会は，私たちの衣食住に関わるホットスポ
ットを土台として成り立っています．また，そこには，社会
構造の脆弱性を少しでも改善し，その強靭化へむけた
制度設計への「ヒント」が，数多く存在しています．今後，
本学会は，生産地―消費地の点と線をつなぐ mediator
として，また，これに関わる問題解決策への道筋を示せ

る voyager として，その役割は，大きく広がってくると期待
しています．最後になりましたが，2021 年，皆様と学会で
お会いできることを，心から祈っております．

- 7 -

第 31 回日本熱帯生態学会広島大会実行委員長
広島大学大学院統合生命科学研究科 奥田敏統
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編集後記
石川県では，ブナの不作年で，ツキノワグマの出没が続いています．わたしが野外調
査で訪問している石川県林業試験場でもイチョウの近くに設置してある自動撮影カメラ
には，毎晩，ツキノワグマが訪問して，落ちた種子を食べたり，木に登っていく様子が
撮影されています．親子のクマと若いオス個体，少なくとも 3 頭が同じイチョウの木を訪
問しているようです．親子のクマは夜に活動していますが，若いオス個体は昼間の明
るい時間帯にも撮影されているので注意が必要です（写真上）．さすがに最近はクマ
鈴をつけるだけではなく，熊よけスプレーも装備して，森の中をウロウロしています．ブ
ナだけではなく，今年は調査対象の低木の液果も全体的に少ない印象です．こんな
に早くカントウマムシグサが食べつくされたのは初めてです（写真下）．
写真上：石川県林業試験場でイチョウを食べるツキノワグマ（2020 年 10 月 27 日撮影）．
写真下：すっかり果実が食べつくされたカントウマムシグサの果序．10 月下旬にはまだ
果実がすべて残っていた（2020 年 11 月 8 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．
日本熱帯生態学会ニューズレター 121 号
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