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口頭発表

職員研究奨励事業

排ガス中水銀測定法の検討と技術の普及
大塚 英幸、仮屋 遼、丹羽 忍、芥川 智子、秋山 雅行（環境保全部）

背 景
「水銀に関する水俣条約」が国際的に採択されたことにより、国内でも法整備が進められ、大気汚染防止法に
よる水銀排出規制が施行されることとなった。これにより道内対象事業場では自主測定義務が生じ、道内環境測
定機関に対する水銀測定依頼の大幅な増加が予想される。測定方法は平成 28 年 9 月に示されたばかりであり、
技術的な知見や測定時の留意点について十分に共有されているとは言い難い状況である。
目 的
環境省より新たに示された水銀の測定方法は、粒子状とガス状両方の形態で存在する水銀を対象としており、
測定に関し新たな知見が必要となる。本事業は、排ガス中水銀測定方法の留意点をはじめとした排ガス測定に関
する技術情報をまとめ、道内の環境測定機関へ普及することを目的とする。
成 果
排出ガス中水銀の測定方法に関して、実炉で測定を行い、配管の加熱有無や配管の長さ等が変わることにより、
採取個所別捕集割合に影響することを明らかにした ( 図 1)。また複数の施設における実測定により、トラベルブ
ランクの挙動や、分析時に高濃度試料を注入した際の影響について知見を得た。さらに大気の混入による負の影
響等その他の留意事項についても対応策をまとめ、環境省の提示する水銀測定から報告に至る過程の判り難い点
についても検討し、整理した。以上の情報を元に、小冊子「排出ガス中水銀測定の手引き」を作成した ( 図 2)。

図1

排出ガス中水銀測定における留意点の一例：配管（採取管 + 導管）の加熱の
有無による水銀の採取個所別捕集割合に対する影響。
図2

小冊子「排出ガス中水銀測定の手引き」。

作成した「排出ガス中水銀測定の手引き」の共有により、発生源における水銀等有害物質の、より正確な測定
が可能となり、道内環境測定機関の分析技術向上に貢献できる。それにより、自治体の水銀排出事業者に対する
適切な対応につながる。
参考文献

大気汚染防止法の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 41 号）。
大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令（平成 27 年政令第 379 号）。
排出ガス中の水銀測定法（平成 28 年環境省告示 94 号）。
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戦略研究

コンブ乾燥システムを念頭においた再生可能エネルギーの利用検討

漁村地域における再生可能エネルギーの利活用について

丹羽 忍（環境保全部）
、辻 浩司（中央水産試験場）、上出 光志（工業試験場）、古俣 寛隆（林産試験場）、
下ノ薗 慧（北方建築総合研究所）
背 景
コンブは当日中に天日乾燥で仕上げるのが一般的であるが、天候により乾燥が不十分となるため、多くの漁家
では機械乾燥を併用している。特に道東地域や道南地域では、その依存度が高いためコンブ生産の経費に占める
燃料の割合が高く、燃料価格の影響を受けやすい状況となっている。このため、生産現場からは再生可能エネル
ギーを活用した低コストの処理につながる乾燥システムの開発が望まれている。
目 的
再生可能エネルギー等を用いた低コストのコンブ乾燥システムを開発し、再生可能エネルギー需給モデルを提
案することを目的とする。
成 果
地域ごとのコンブ乾燥実態を明らかにした（図 1）
。コンブ乾燥に係るエネルギー消費量と木質燃料供給量の
バランスについて、モデル地区を対象に検討した（図２）
。ボイラーで温水をつくり、放熱器からの熱により、
コンブ乾燥を促進するシステムを検討し、ランニングコストを試算した。また、廃漁網とトドマツの混合ペレッ
トを成型、燃焼試験を実施し、燃料としての可能性を確認した（表１）。さらに、コンブ乾燥にヒートポンプ除
湿乾燥を用いた場合に必要な電力を再生可能エネルギーで賄うための導入条件を示した（表２）。
表1

図1

廃漁網入りトドマツペレット燃焼試験結果

コンブ乾燥に要するエネルギー（灯油換算消費量）

表2

図2

再生可能エネルギーによる必要発電量

地域の熱需給バランス（木質燃料）

得られた研究成果は、実用スケールの乾燥システムの基本設計の検討材料として地域で活用されるほか、釧路
総合振興局主催で開催される「H30 省エネ・新エネ導入促進会議」などの場を利用し、普及を図る。
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受託研究

GEMS/Water ベースラインモニタリング

摩周湖における水質監視と透明度研究

五十嵐 聖貴（環境保全部）
、藤江 普（自然公園財団）、深澤 達矢（北海道大学）、小林 拓（山梨大学）、
南 尚嗣（北見工業大学）
、大八木 英夫（日本大学）、武内 章記・田中 敦（国立環境研究所）
背 景
阿寒摩周国立公園に位置する摩周湖は、国際的な水質監視プログラム（GEMS/Water）のベースラインステー
ション（集水域に汚濁源のない自然状態の水質を監視する地点）に登録されている。また、透明度の高い摩周湖
の湖面の色は「摩周ブルー」と呼ばれ、多くの観光客が訪れる観光地となっている。環境科学研究センターは、
国立環境研究所の実施する摩周湖モニタリングに参加し、水質や透明度の調査研究を続けてきた。
目 的
流域に人為的な汚濁源がなく、地元の観光資源としても貴重な摩周湖において、水質を長期的にモニタリング
することにより、広域的な環境汚染や湖内の環境変化を監視・解析するとともに、かつて世界最高の透明度を記
録し、現在でも国内で最も清澄な湖の透明度保全に寄与することを目的とする。
成 果

年に複数回の現地調査を実施し、GEMS/Water に報告する水質分析をおこなった（図 1、図 2）
。摩周湖の透

明度は 1980 年代以前に低下し、
1990 年代以降はほぼ一定かごくわずかな低下傾向にあるものと考えられた（図
3）。透明度は 5 月と 12 月の全層混合の時期に上昇し、8 〜 9 月に低下するという季節変動性が明らかになった
（図 4）。プランクトンの現存量や波長別の光吸収特性によって、夏季の透明度低下の主要因は植物プランクトン
の増加によるものと推定された。

図1

図2

図3

摩周湖湖心部の全窒素濃度

GEMS/Water ウェブページによるデー

図4

タ公開 (http://gemstat.org)

透明度の経年変化

1990 年以降の透明度の季節変動

本研究で得られたデータは GEMS/Water データベースに登録され、世界中の研究者に共有されている。また、
国立環境研究所の「摩周湖モニタリング」ウェブサイトでは GEMS/Water 項目以外のデータも一般公開されて
いる。本モニタリングで蓄積したデータは摩周湖保全のための科学的知見として活用される。
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受託研究

道内河川への適用性の検討結果

農薬の環境濃度予測モデルの検討
田原 るり子、仮屋 遼（環境保全部）

背 景
農業と水産業は北海道の主要産業である。これらの産業の発展のためには、農薬による環境リスク評価と管理
は不可欠である。近年は、化学物質の環境リスクの初期評価にモデルが活用されることが多く、農薬の登録保留
の判断には、水産動植物の被害防止と水濁防止の観点から算出した環境中予測濃度（水産 PEC と水濁 PEC）が
用いられている。この算出条件の活用で、初期的な農薬の環境リスク評価が可能になると期待できる。
目 的
水産 PEC とその算出条件（図 1）を活用し、道内河川（表 1）におけるモニタリングデータ及び各種統計資料
を用いて水産 PEC 算出条件の検証を行い、北海道内河川における農薬の初期的な環境リスク評価に活用するこ
とを目的とする。
成 果
ここでは、補正水産 PEC が実測値の 1/10 ～ 10 倍の範囲であれば適用可能であると評価した。検討した 3 種
の水稲用除草剤のうち、2 つについては初期的なリスク評価に適用可能であると評価した（一例は表 2）
。この
算出条件により求めた道内一級河川における補正水産 PEC は、登録保留基準に近接していたため（表 3）
、対策
実施の判断のための詳細なリスク評価が必要であると評価された。本調査は環境省農薬残留対策総合調査河川中
農薬モニタリング調査の結果によるものであり、環境省の公式の見解ではない。
表1

PEC のシナリオと調査対象河川流域の概要

表2

図1

プレチラクロールの水産 PEC と実測値

水産 PEC のシナリオの概念図（環境省 HP を
基に作成）

表3

北海道内の水田面積比が高い河川におけるプレチラクロールの予測濃度

この研究は、より詳細な統計データを用いることでリスク評価実施地域の絞りこみに活用できるほか、他地域
での利用実績がある農薬に関する事前のリスク評価、水利用関係者間のリスクコミュニケーションに活用できる。
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経常研究

湿原定期モニタリング

主要 4 湿原における植生変化

島村 崇志、西川 洋子（自然環境部）、小野 理（環境保全部）
背 景
湿原は、北海道の自然景観を特徴づける重要な生態系であるが、開発によりその多くが失われ、残された湿原
でも植生等の劣化が進行している。道は、湿原保全の基本方針である「北海道湿原保全マスタープラン」と、釧
路、サロベツ、クッチャロ湖、雨竜沼の 4 湿原については個別に「湿原保全プラン」を策定し、その中で継続
的な植生変化把握の重要性が位置づけられている。
目 的
個別の「湿原保全プラン」が策定され、ラムサール条約湿地である道内の主要な 4 湿原を対象に、固定調査区
を用いた長期的な植生調査により、生態系の変化を把握することを目的とする。
成 果
自然状態にある湿原植生は、山岳の雨竜沼では変化が少なく良好な状態を維持していた（図 1）
。一方、低地
のサロベツ、クッチャロ湖（図 2）
、釧路（図 3）の 3 湿原では、湿原外の植物や乾燥化を示す植物の侵入・増
加と、湿原植物の減少が確認され、乾燥化によると考えられる植生の劣化が示された。人為的改変のあったサロ
ベツ泥炭採掘跡地（図 4）や雨竜沼の木道跡では、本来の植生へと回復が進んだ場所が確認された一方、強度に
影響を受けた場所では本来の植生とは異なる方向に遷移が進むなど変化の過程が明らかになった。

図1

図2

雨竜沼湿原での植生変化の一例．

図4
図3

クッチャロ湖湿原での植生変化の一例．

サロベツ泥炭採掘跡地での植生回復過程における植生変
化の解析．

釧路湿原での植生変化の解析．

本研究の知見を基盤とすることで、シカによる湿原植生への影響評価、道内低地泥炭湿原の地理的変異の把握、
水文環境と湿原植生との関係解明などの研究へと展開した。これらの成果を基に、道では湿原保全施策の方向性
の見直しを進めている。また、環境省では釧路湿原で実施している生態系維持回復事業に活用している。
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経常研究

湿原広域モニタリング

湿原の生物多様性評価に向けたデータベース作成と評価

小野 理（環境保全部）
、島村 崇志（自然環境部）、西川 洋子（自然環境部）、冨士田 裕子（北海道大学）、
小林 春毅（北海道オホーツク総合振興局）、鈴木 透（酪農学園大）、イ アヨン（北海道大学）
背 景
湿原は北海道らしい景観を構成し多面的な機能を持つが、周辺の開発行為などによる湿原生態系への影響が懸
念される。平成６年に北海道が策定した湿原保全マスタープランに基づき、効果的な湿原保全施策を推進するた
め、道内の広汎な湿原を対象に、周辺地域を含めた湿原の状況変化を長期的スケールで広域的に把握することが
求められている。
目 的
ラムサール条約登録湿地等の道内の湿地を対象として、画像解析と関連文献調査により、広域的な解析手法の
検討も含め、湿原及びその周辺地域の状況の変化を把握するとともに、植物分布情報を整備して湿地の植物種の
構成・変化等の把握・解析を進めることを目的に、平成 9 年度から広域モニタリングを実施した。
成 果
人工衛星 Landsat の画像解析では、大規模な湿原の植生の定性的な変化の有無を把握できた。他の衛星でも植
生区分は可能だが、コスト面や変化抽出可能期間等の課題が抽出された。空中写真の解析では水面の形状など長
期的変化の有無を抽出した。文献調査では、北大植物園と協力し、道内湿地の植生調査等の確認種を「北海道湿
地植物データベース」
として構築・整理した
（表１、図１）。酪農学園大を加えた研究でデータベースの解析を行い、
保全上重要な湿地の抽出を試みた（図２）
。
表1

北海道湿地植物データベースのデータ量

項目

データ量

入力文献数
入力対象湿地
調査対象（道内湿地数）
総データ数

143
90
（155）
102,478

図2

図1

保全上重要な湿地の選定結果

北海道湿地植物データベースの対象湿地

本研究は、今後、対象湿原を絞った課題解決型の研究に移行し、これまでの画像解析の成果は長期的な変化の
有無から保全上の課題抽出、新たな画像解析を行う場合の手法選択等に活用する。構築したデータベースは、道
総研内または他機関と共同の研究における各種解析に活用するとともに、データ公開に向けた作業を進める。
参考文献

鈴木他（2016）北海道の湿地における植物データベースの構築と保全優先湿地の選定．保全生態学研究，21(2)，125-134.
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経常研究

北海道におけるヒグマ問題個体数の動向把握

ヒグマとのあつれきは減っているか？
近藤 麻実、釣賀 一二三、間野 勉（自然環境部）

背 景
北海道では、ヒグマによる農作物被害や市街地への出没といったあつれきの増加が問題となっている。こうし
たあつれきの軽減と個体群の維持とを目的として、平成 28 年度に「北海道ヒグマ管理計画」が策定された。計
画の進捗を評価し、管理を推進するためにはあつれき動向の把握が不可欠だが、ヒグマ出没件数や農作物被害額
はあつれきの動向を正しく反映していないため、正確に把握するためのモニタリング指標が求められている。
目 的
あつれき動向のモニタリング指標として、問題個体数に着目した。北海道が全道の市町村から収集しているヒ
グマ出没情報を用いて問題個体数を推定し、あつれきの動向を把握することを目的とする。
成 果
全道に先駆けて出没情報の収集を行っていた渡島半島地域は 2010 ～ 2015 年について、その他の地域につい
ては 2013 ～ 2015 年について、問題個体数の推定を行った。推定の結果、両地域とも問題個体数に顕著な増減
傾向は見られないことが明らかとなった（図１, 2）。この期間中、全道のヒグマ許可捕獲数は毎年 600 頭前後に
のぼっている（表１）にも関わらず、問題個体数が減少していないことから、問題個体を確実に捕獲できていな
い可能性や新たな問題個体が発生し続けている可能性が示唆された。

図1

表1

ヒグマ問題個体数の推移（渡島半島）

図2

ヒグマ問題個体数の推移（渡島半島以外）

ヒグマ許可捕獲数の推移

問題個体数の推定が可能となり、あつれき動向の正確な把握によって、問題個体の確実な捕獲や農地の防除等
の重要性について、科学的に説明することが可能となった。市町村等への指導、普及啓発などを通じた、北海道
ヒグマ管理計画の管理目標の達成に効果がある。
参考文献

北海道（2017）北海道ヒグマ管理計画．35pp．
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一般共同研究

牧草地被害軽減とエゾシカ資源利用の両立に向けた防除と捕獲の適正配置
上野 真由美、長 雄一、稲富 佳洋、亀井 利活、宇野 裕之（自然環境部）

背 景
白糠町はエゾシカの生息密度が高い地域の一つで、農林業被害額は年 2 億円に達しており、毎年 3,000 頭以
上のエゾシカを捕獲している。一方、捕獲したエゾシカを利用している民間の事業者が 3 社あり、重要な地域
資源にもなっている。このため町では、
エゾシカ肉の有効活用の推進及び農林業被害の軽減が課題となっている。
目 的
エゾシカを資源として適正に管理しながら有効活用するため、個体数を推定し持続可能な資源量（捕獲数）を
算出する。また、関係者への聞き取り調査、牧草被害調査並びにエゾシカ出没調査により、牧草被害実態を把握
し、牧草被害と有効活用の両立を可能にする防除と捕獲の適正配置を提言する。
成 果
白糠町におけるエゾシカの個体数は減少傾向だが、多くの農家が牧草被害は減っていないと感じていた。被害
は圃場によって異なり、エゾシカの出没と被害の関係性は 1 番草よりも 2 番草で明瞭であった（図１）
。エゾシ
カの出没は主に夜間であった（図２）
。エゾシカ捕獲に期待する理由は関係者によって異なり、被害軽減とエゾ
シカ資源利用を両立させるためには、防除と捕獲という二つのエゾシカ対策を使い分ける必要があり、牧草収穫
の主力である 1 番草では防除対策、2 番草では夜間における捕獲対策を強化すべきだと考えられた（図３）。

図1

牧草地７圃場におけるエゾシカ出没のべ頭数と牧草被
害量の関係。

図3

図2

エゾシカ対策における防除と捕獲の適正配置。

牧草地７圃場における時刻別エゾシカ出没のべ頭数。

本研究で得られたエゾシカの生息実態、被害評価並びに対策に関する実例を関係機関と情報共有することによ
り、鳥獣害対策の適切な展開に結びつける。また、本研究で得られた成果及び農業関係者との連携体制を、H30
年度重点研究「牧草被害低減と利活用率向上に向けたエゾシカ捕獲技術の確立」に活用する。
- 13 -

職員研究奨励事業

捕獲ストレスに着目したエゾシカの肉質評価
亀井 利活、稲富 佳洋、宇野 裕之（自然環境部）

背 景
エゾシカの食肉としての資源化を促進する上で、衛生管理および肉質の管理の２点が重要な課題となる。北海
道では全国に先駆け平成 18 年にエゾシカ衛生処理マニュアルが策定され、衛生管理の基盤は整いつつある。し
かし、エゾシカの肉質についてはこれまで栄養成分の分析が行われたのみであり、肉質管理およびその評価に関
する研究は行われていない。
目 的
エゾシカの「肉質」と「捕獲ストレス」の関係に着目し、異なる手法で捕獲したエゾシカの「肉質」および「捕
獲ストレス指標」の比較によって、
「捕獲ストレス」がエゾシカの「肉質」へ及ぼす影響を明らかにし、エゾシ
カ肉の食肉としての肉質管理の基盤を整備することを目的とする。
成 果
供試したエゾシカ個体の捕獲手法および捕獲前後の取扱い状況を示した ( 表１)。「肉質」の指標とした筋肉㏗
と筋肉温度のと殺後の推移パターンは捕獲手法間で異なり、捕獲時のストレスがエゾシカの食肉部位の「肉質」
に影響を及ぼしていたことが明らかとなった ( 図１、図２)。また、エゾシカの「捕獲ストレス指標」とした血
中成分についても同様に、捕獲手法間で大きく異なり、捕獲行為に加えて、拘束時間がその値を決定する要因と
なっていたことが示唆された ( 図３)。
表1

供試個体の捕獲手法および捕獲前後の取扱い状況

図1

図2

エゾシカの最長筋 ( ロース ) における温度の推移

図3

エゾシカの最長筋 ( ロース ) における㏗推移

捕獲個体の精神的ストレスレベルの比較

本研究の成果により、エゾシカの捕獲から資源化までの一連の体系化が可能となり、エゾシカの資源化におけ
る「衛生管理」と「肉質管理」の両基盤の確立が可能となる。また、それによって、エゾシカ肉の資源的価値を
高め、より一層の資源としての利活用が可能となると考えられる。
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ポスター発表

一般共同研究

P-1

窒素供給源としての役割

摩周湖の霧と木の気になる関係
山口 高志（環境保全部）

背 景
摩周湖でダケカンバなど一部の樹木で立ち枯れが観察されている ( 図 1)。植物へ悪影響を及ぼす環境要因とし
て大気中オゾンや霧の酸性度が過去に国内で調査されている。霧は一般的に雨に比べて大気汚染物質の濃度や酸
性度が高いこと、また摩周湖では夏に霧が多く発生する。このことから摩周湖の霧の酸性度や含まれる化学成分
の把握が必要と考えられた。
目 的
霧が多く発生し、かつダケカンバへの影響が大きいと予想される 6-10 月を対象として、霧の摩周湖周辺の生
態系への影響について弟子屈町と共同で検討することを目的とする。
成 果
pH3 台の比較的強い酸性霧が確認され原因の一つは関東圏の大気汚染物質と考えられた。しかし平均酸性度
は植物に重大な影響を及ぼすほどではなかった。一方、霧にはアンモニウムイオンが多く含まれ、酪農業の影響
と考えられた。またアンモニアガスが霧の酸性度を中和している一因とも考えられた。霧による窒素沈着量は雨
による窒素沈着量と同程度と見積もられ、霧のない地域の倍程度になっていると考えられた。窒素沈着の増加に
より種の構成変化や多様性の減少が報告されており、摩周湖でも検討の必要があると考えられた。

図1

摩周湖第三展望台の景観変化

図2

航空写真による樹木減少地域の抽出

調査結果から霧の酸性度は低いが、その一方で夏季の樹木への窒素供給源としての役割があり、生態系影響の
検討など新たな課題が明らかとなった。今後は持続的な生態系保全と同時に観光など自然の活用を両立しうる環
境づくりに向けた長期モニタリング体制を検討する。
参考文献

Yamaguchi, T., & Noguchi, I. (2017). Variations in Ambient Nitrogen Concentrations between an Inland Area of Tree Decline and a
Coastal Area in Northern Japan. BALTIC FORESTRY, 23 (2), 402–410pp.
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循環資源利用促進重点課題研究開発事業

P-2

ホタテのウロを使って魚の餌づくり

山口 勝透（環境保全部）
、若杉 郷臣（工業試験場）、信太 茂春（釧路水産試験場）、三坂 尚行（栽培水産試験場）
背 景
ホタテガイは主に貝柱を食用とするが、それ以外の貝殻やウロ（中腸腺）などは廃棄物となっている。特にウ
ロは、粗タンパク質を 60% 以上含有し、飼料や肥料として有用な成分を含んでいるが、カドミウムを数十 mg/
kg 含むことから有効利用が困難とされてきた。一方、養殖業界では、世界的な魚粉価格の高騰から飼料の低魚
粉化への取組みが進められているものの、摂餌性の低下が課題となっている。
目 的
ホタテウロ中のカドミウムを除去して養殖魚用摂餌促進物質であるウロエキスとして有効活用を図ること、開
発技術を企業に移転し、ウロエキスを利用した餌の実用化を図ることを目的とする。このうち当センターでは、
カドミウム除去工程における各種条件の確立に向け、カドミウムが十分に除去できているかの評価を行う。
成 果
ウロエキスの製造条件の効率化を行い、スケールアップした試験プラントでの製造に成功した。この時、電圧
や pH、発生する泡の制御など、カドミウムの効率的な除去条件を確立した。結果、得られたウロエキスは、飼
料中のカドミウム含有量の基準である 3mg/kg を十分に下回ることが確認された。また、ハマチやマダイ稚魚
などによる飼育試験により、ウロエキスを餌に添加することで、魚の摂餌量や成長が促進されることが明らかと
なった。

図1

カドミウム除去装置（電解装置）

図2

ウロエキス中カドミウム濃度の変化
（ウロ 800kg 処理）

①本技術は企業に技術移転し、大手飼料メーカーによりマグロ類仔稚魚用配合飼料として活用されている（企
業と共同で特許出願中）
。②更なる製造技術の簡素化、省コスト化を行い、企業へ技術移転を進める。③サケ科
魚類増養殖向けの飼料開発を行うなど、他の魚種へ展開を図る。
参考文献

若杉ほか (2015) ホタテウロを原料とした高機能性養魚用飼料の開発、工業試験場報告 No.314
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戦略研究

P-3

地理情報システム (GIS) を活用した一般廃棄物処理に関する情報の見える化
福田 陽一朗、阿賀 裕英、小野 理（環境保全部）

背 景
一般廃棄物処理は、区域内の廃棄物の収集・運搬・処理を実施することが各市町村に義務付けられている。そ
の分別体系や処理体系は市町村ごとに異なっており、複数の市町村間での広域処理も広く行われている。今後人
口減少が進むと想定される地域においては、処理施設の稼働率低下や施設更新の負担増からさらに広域処理が一
般化していく可能性があるが、広域処理に伴う一般廃棄物の輸送実態に関しては十分に把握されていない。
目 的
廃棄物由来資源の効率的な活用や、効率的な処理体系の実現に向けた検討や計画立案に資する情報基盤整備の
端緒とするため、一般廃棄物に関する既存の統計情報や分別・収集・運搬・処理の実態を調査集約し、GIS デー
タベースとして統合することにより、
市町村ごとの分別体系や空間的な物質フローの実態の可視化を目的とする。
成 果
環境省が整備・公表している「一般廃棄物処理実態調査結果」や、Web 上から参照可能な各市町村の一般廃
棄物処理計画やごみ収集カレンダー等の情報の収集と集約、ならびに住所や航空写真に基づく処理施設の位置情
報の照合によって、一般廃棄物処理に関する地理空間情報データベースを構築した。これにより、各市町村にお
ける分別区分や処理実績などの情報が GIS から参照可能になるとともに、発生源から一次搬入先への一般廃棄物
のフローが可視化された（図 2）
。

図1

一般廃棄物処理に関する地理空間情報

図2

可燃ごみの物質フローの推計と可視化結果

データベースの構築

本研究の成果によって、一般廃棄物の分別・収集・処理の実態が全道的に整理されるとともに、その処理に伴
う物質移動が把握できる基盤が整備された。今後、効率的な廃棄物由来エネルギー利用、再資源化等の検討や、
廃棄物インフラのスケール最適化に向けた検討のための基礎資料としての活用が期待される。
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職員研究奨励事業

P-4

ネットワーク型データモデルによる情報の構造化と分析
福田 陽一朗、小野 理（環境保全部）

背 景
エネルギーや気候変動、生物多様性など、現代において我々が直面する諸課題の多くは広範な分野にまたがっ
ていることから、様々な専門分野からのアプローチによる数多くの研究開発が実施されており、こうした研究成
果の多くは論文の形で報告されている。しかし、多くの論文が多用な学術誌において発行されているため、これ
らの関係性や全体像を俯瞰することが困難な状況にある。
目 的
研究動向を把握する手法として「ネットワーク型データモデル」を活用した構造化が行われているが、いずれも世界
規模であり、特定の地域や分野を対象としたものは見当たらない。そこで本研究では、北海道におけるバイオマスエ
ネルギーに関する研究を俯瞰することを可能とするモデル構築により、その動向の分析についての試行を目的とする。
成 果
Google Scholar を利用して入手した文献や資料から、過去 10 年間に発行され、内容や形態が条件に合致する
文献について、これらの文献に関する情報を元にネットワークデータベースを構築することにより、著者・論文、
引用・被引用などの関係性に基づくネットワーク図（ネットワークグラフ）を作成することができた。最もシン
プルな著者・論文ネットワーク（図 1）においても、特定の著者によるクラスターの形成が確認された。他方で、
著者名の表記揺れなどに起因するノードの同一性の確保など、データベース構築における課題も明らかになった。

図1

著者・論文ネットワークグラフ（青ノード：著者

緑ノード：文献）と作成したグラフの要素数

本研究の成果によって、関連する既往研究成果の全体における位置付けの把握が容易となる。また、本データ
モデルは、因果関係や相関性の解析、物質移動などのフローの解析、社会ネットワークのモデル化といった、様々
な事象への応用が可能であり、今後の研究展開への活用が期待される。
参考文献

I. Robinson, J. Webber, E. Eifrem, グラフデータベース , オライリー・ジャパン , 2015
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経常研究・公募型研究

P-5

常呂川流域の水循環と水利用
木塚 俊和、鈴木 啓明（環境保全部）

背 景
流域の水資源は生活や産業に欠かせない。しかし、現在、本道の流域では、陸域での各種産業活動による下流
および沿岸域の漁場環境の悪化や、生活用水源の汚濁など多くの問題を抱えている。こうした問題を解決するた
め、道総研では流域全体で水資源を効率よく利用するための管理システムの開発に取り組んでいる。その基礎段
階として、ここでは、常呂川流域を対象とした流域全体の水循環と水利用の現状把握について報告する。
目 的
突発的な土砂流出や水質悪化の問題を抱え、総合的な流域管理が必要とされる常呂川流域を対象に、降水や蒸
発散、河川や地下水を通じた水の流出といった流域水循環の特徴を把握するとともに、人間活動に伴う河川水の
取水状況を調べ、水資源の利用における課題を明らかにすることを目的とする。
成 果
降水量、蒸発散量、河川流量、及び取水量に関するデータを収集・整理し、主に地上部の水循環と水利用を対
象に、流域全体の水収支の把握を進めることができた（図 2）。なお、本研究の実施にあたり、国土交通省北海
道開発局網走開発建設部には河川の流量観測と取水量のデータをご提供いただいた。また、本研究の一部は一般
財団法人北海道河川財団の研究助成により実施した。

図1

常呂川流域の河川網と流域区分。河川データは国土数値情
報の「河川データ」を加工して作成。集水域界は地方独立
行政法人北海道立総合研究機構環境・地質研究本部環境科

図2

学研究センター , 地質研究所（2015）の「流域メッシュデー
タ」を加工して作成。水位・流量観測所の位置は国土交通
省の主要水系調査（網走川・常呂川）の GIS データによる。

常呂川流域（北見市上川沿より上流域の全区間）における水収
支の計算結果（暫定版）。水収支は年間の平均水移動量（m3/s）
を表している。P：降水量、ET：蒸発散量、Ro：河川水流出量、
Go・Gd：地下水流出量、Uo：河川水取水量、Ui：還元水量、
UG：地下水揚水量、Gr：地下水涵養量。

今後、水収支の推定精度の向上や地下水循環に関する調査結果との統合を進めるとともに、将来的な水需要の
変化なども考慮しながら水資源利用上の課題をより詳細に分析し、その成果を市町など関係団体と協議すること
により流域管理計画の立案に活用を図っていく。
参考文献

地方独立行政法人北海道立総合研究機構環境・地質研究本部環境科学研究センター , 地質研究所（2015）水資源、水域生態系保
全に向けた、流域特性の検討と流域圏データベースの構築（平成 26 年度目的積立金経常研究報告書）．
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重点研究

P-6

海水と淡水が混ざる「汽水域」の水質比較から探る

サケ稚魚が育つ湖はどこか？

鈴木 啓明、木塚 俊和（環境保全部）
、真野 修一（さけます・内水面水産試験場 道東センター）、
卜部 浩一（さけます・内水面水産試験場）
背 景
道東太平洋海域では近年、サケの回帰数や漁獲量が急減している。回帰率向上のため、サケ稚魚の初期成長が
最良となる条件での放流体系の確立が望まれる。道総研では、放流に適した場所として道東太平洋岸に多数ある
潟湖に着目し、平成 29 年度から潟湖を活用した放流効果やサケ放流に適した潟湖の解明に取り組んでいる。こ
こでは、初年度の水質調査により得られた成果を報告する。
目 的
サケ稚魚放流が想定される４～６月に、サケ稚魚放流に適した地点がどこか、及びその場所がどのような地理
的条件を満たすか、道東太平洋岸の潟湖等を対象として水質の観点から検討することを目的とする。
成 果
海水流入が少なく集水域の土地利用に農地が多い地点（恵茶人沼等：図 1）では、全窒素、全リン及びクロロ
フィル a 濃度が総じて高く（図 2）
、生食食物連鎖に基づく餌資源が得やすいと考えられた。一方、海水流入が
多い潟湖内（藻散布沼）でも、塩淡境界付近の底層では全窒素、全リン及びクロロフィル a 濃度が高く（図 3）、
生食食物連鎖に基づく餌資源が得やすい場合があると考えられた。

図1

対象潟湖等の集水域に占める農地の割合（基図に国
土数値情報及び国土地理院の基盤地図情報を使用）。

図3

図2

地点別全窒素、全リン、クロロフィル a 濃度の推移（表層）。

藻散布沼の上流から下流にかけての全窒素、全リン、クロロフィル a 濃度の分布（表層・底層、4 月後半～ 6 月下旬の平均）。

本研究は同時進行中である塩分、水温、底生の餌資源に関する調査結果や、今後進める予定である潟湖の環境
収容力の評価結果などと併せて、潟湖の優位性を最大限に活用できるサケ稚魚の放流体系の確立に活用される。

- 21 -

一般共同研究

P-7

サロマ湖漁場環境保全調査

流域と湖底からの栄養塩供給
三上 英敏、五十嵐 聖貴（環境保全部）

背 景
サロマ湖ではホタテガイの養殖漁業が全漁獲高の半数以上を占め重要であるが、過剰なその養殖は、夏季の貧
酸素水塊の拡大等、環境悪化をもたらし、持続的な養殖漁業に支障をきたす。また、ホタテガイの主要な餌とな
る植物プランクトンの増殖には、
流域や湖内の栄養塩（窒素及びリン）動態が密接にかかわっている。そのため、
持続的に養殖漁業を営むためには、それらの栄養塩動態の解明が必要であり、地元の強い研究ニーズがある。
目 的
養殖漁場であるサロマ湖において、湖内及び流域の水質調査を実施し栄養塩動態の解明を行い、今後の環境保
全と適切な養殖漁業資源管理に活用することを目的とする。
成 果
流入河川供給量の全窒素／全リン比は、夏季に低くなる傾向が見られた（図 1）
。湖内深層では夏季に貧酸素
水塊が形成され、主に底泥（湖底）からの溶出に起因するアンモニア態窒素とリン酸態リンの蓄積が見られた。
それらの底泥溶出量を見積もった結果、特にリンは河川供給量に匹敵する値であった（図 2）。湖内表層の栄養
塩濃度について、各地点夏季から秋季にかけて全リン濃度が上昇していた（図 3）。その理由は、河川供給量の
季節的な特性と、夏季のリンの底泥溶出と初秋の湖水循環に伴う表層への供給による影響の双方が考えられた。

図1

佐呂間別川時雨橋供給量における全窒素／全リン比

図2

佐呂間別川時雨橋における全リン供給量と湖内
15 ｍ以深におけるリン酸態リンの底泥溶出量

図3

湖内各地点位置と各地点表層の全リン濃度の推移

サロマ湖の水環境保全と漁場環境保全に向けて重要な知見となり、地元漁協は資源管理へ活用する。本研究成
果は、平成 32 年度養殖許容量見直しに向けての次期研究課題「サロマ湖における漁場環境の保全に向けた栄養
塩動態の解明（H30 ～ 31）
」に活用される。
参考文献

原口他（2011）八代海海底堆積物からの栄養塩溶出量の見積もりと水柱への寄与．用水と廃水，53，205-212．
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経常研究

P-8

大気中有害化学物質モニタリングにおけるパッシブサンプリング法の有効性
永泂 真一郎、姉崎 克典（環境保全部）

背 景
大気中におけるダイオキシン類のモニタリング調査は、北海道内では 15 市 35 地点で行われている（平成 27
年度）が、面積あたりでみると約 2,400km2 に 1 地点であり、東京都の約 20 分の 1、宮城県の約 5 分の 1 であ
る。また、調査地点が偏在しており（図 1）
、北海道全域をカバーしているとは言えず、越境汚染などへの対応
が不十分と考えられる。カバー率向上には調査地点の拡大が不可欠であり、低コスト化が重要な課題である。
目 的
大気中における化学物質の低コスト捕集法としてパッシブサンプリング法（PAS）が知られている（図 2 およ
び図 3）。しかしダイオキシン類の捕集における有効性の検討、特にアクティブサンプリング法（AAS）との大
気中 TEQ 濃度の比較検証は少ないことから、本法を低コスト捕集法として確立することを目的とする。
成 果
PAS においては、濃度計算に必要な大気採取量が明らかにならないことから、AAS による測定結果を用いて採
取効率（Sampling Rate : SR）を求める必要がある。今回測定した 5 試料において、TEF が設定されているジベ
ンゾジオキシン類（7 種）
、ジベンゾフラン類（10 種）およびダイオキシン様 PCB（12 種）の全異性体の平均
SR を求めたところ 3.0m3/ 日であった。この SR を用いて TEQ 濃度を求め、AAS の結果と比較したところ、4 試
料において同一試料の測定結果としての合否判定基準をクリアした（図 4）。

図3
図1

道内モニタリング地点

図2

PAS( 左 ) と AAS( 右 )

図4

PAS と AAS のコスト比較

PAS と AAS による TEQ 濃度の比較（バーは平均値と許容範囲）

今回パッシブサンプリング法の信頼性が確認されたので、低コストでの広域モニタリングへの活用が期待され
る。しかし固定ネジ部が錆に弱いことや、ボウルの間隙が一定しないなど、改良の余地もある。今後は装置とし
ての改良を促すとともに、気象条件や汚染状況が異なる地点での比較を実施し、さらなる知見の蓄積に努めたい。
参考文献

Chaemfa ら（2008）Field calibration of polyurethane foam (PUF) disk passive air samplers for PCBs and OC pesticides.
Environmental Pollution，Vol. 156，1290-1297.
中野ら（2014）大気中 PCBs の Passive Sampling．第 23 回環境化学討論会要旨集，62-63．
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経常研究

P-9

北海道におけるフロン類濃度の変化
芥川 智子、秋山 雅行（環境保全部）

背 景
CFC 類や HCFC 類などのフルオロカーボン（フロン）は、オゾン層破壊効果と高い温室効果を有し、オゾン層
保護法により製造中止、使用禁止などの措置がとられている。しかし、それ以前に製造され、製品中に残留して
現在も使用されているものも多い。また、
これらの代替物質として開発された HFC（ハイドロフルオロカーボン）
は、オゾン層を破壊しないものの温室効果が高く、今後排出が増加すると考えられている。
目 的
フロン類は大気中の寿命が長く、環境中に広く存在していることから、排出源の影響を受けない清浄地域と都
市部で長期的なモニタリングを実施し、データを蓄積することにより、本道における大気中濃度を把握・監視す
るとともに排出抑制対策等の効果を検証することを目的とする。
成 果
北海道内の特定フロンの排出量の推移（図１）から、CFC 類の排出量は緩やかに減少していること、HCFC 類
の排出量は 2010 年頃まで増加し、その後は減少に転じていることがわかった。清浄地域と都市域のフロン類の
長期モニタリングの結果（図２、３、４）から、特定フロン類は両地点とも減少傾向を示しており、規制の効果
が示された。また、代替フロンとして使用されてきた HCFC 類や HFC 類は、地点間の濃度差が小さくなり共に
増加傾向が見られ、使用量増加による影響が明らかとなった。

図1

特 定 フ ロ ン（CFC ＋ HCFC 類 ） 排 出 量 の 推 移
（PRTR より北海道分の大気への排出量を集計）
図2

図3

HCFC-22 の大気中濃度の推移

図4

CFC-12 の大気中濃度の推移

HFC-134a の大気中濃度の推移

本研究で蓄積した清浄地域と都市域での長期モニタリングデータから、大気中フロン類濃度の実態と動向が明
らかとなり、オゾン層保護や地球温暖化防止における排出抑制対策の基礎資料として活用できる。
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経常研究

P-10

ヒグマ出没情報収集システム

「ひぐまっぷ」の開発と渡島半島地域における運用
釣賀 一二三、近藤 麻実、間野 勉（自然環境部）、川人 隆央（ダッピスタジオ合同会社）、
三島 啓雄（立正大学）
、古川 泰人（MIERUNE, Inc. ／酪農学園大学）

背 景
ヒグマの適正な保護管理を進めるためには、ヒグマの個体数や全道各地における人間とヒグマとのあつれきの
動向を科学的根拠に基づいて把握することが重要であるが、あつれきの動向を正確に把握するための手法は確
立されていない。
「北海道ヒグマ管理計画」では、ヒグマ問題個体数を推定することによってその動向を把握し、
あつれき軽減に関する施策の評価指標として確立することが求められている。
目 的
ヒグマによる被害や出没に関する情報を収集する際に課題となる、位置情報の精度向上と情報収集の手法改善
を目指したヒグマ出没情報収集システムの開発・運用によって、ヒグマ問題個体数の推定に必要な情報を正確か
つ効率的に収集することを目的とする。
成 果
インターネット上に構築されたプラットフォームに情報を収集・集積するシステム「ひぐまっぷ」
（図１）をダッ
ピスタジオ合同会社と共同開発し、市町村、北海道および道総研の間でリアルタイムの情報共有が可能になった
（図２）
。また、共通の地図や入力フォームを利用することで、出没位置など情報の精度が向上・統一された。さ
らに、
このシステムの運用によって、
市町村におけるヒグマ対策業務の効率化とコスト削減が実現された（表１）
。
本研究の成果と森町における取組は、総務省「ICT 地域活性化大賞 2017」の優秀賞を受賞した。

図1

ログイン直後の「ひぐまっぷ」画面

表 1 「ひぐまっぷ」導入によるコスト削減効果
表1
ひぐまっぷ導⼊によるコスト削減効果

導⼊前

導⼊後

市町村事務量

1,240時間

420時間

市町村コスト

2,215千円

750千円

図 2 「ひぐまっぷ」導入による情報の収集効率化のイメージ

森町の例を基準として，渡島半島地域20市町村を対象とした場合の試算結果

「ひぐまっぷ」運用の全道展開によって道内のヒグマ出没情報を効率よく収集できることから、問題個体数を
一定の精度で推定し、各ヒグマ地域個体群におけるあつれき動向を把握することが可能である。また、隣接市町
村間でリアルタイムに出没情報を共有することで、迅速かつ有効なヒグマ対策を実施することが可能である。
参考文献

北海道（2017）北海道ヒグマ管理計画．35pp．
近藤麻実（2017）ヒグマ出没情報収集システム「ひぐまっぷ」～リアルタイムの情報収集・行政界を超えた情報共有．地方自治職員研修，No.701,36-38.
森のくまさんズ（2018）
「ICT 地域活性化大賞2017」優秀賞受賞事例 ひぐまっぷ：ICTを活用したヒグマ出没情報収集と共有の取組．Future,vol.21,54-58.
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職員研究奨励事業

P-11

自動撮影法と小型囲いワナ

エゾシカの新たな調査手法と捕獲技術の普及に向けて
稲富 佳洋、亀井 利活、上野 真由美、宇野 裕之（自然環境部）

背 景
平成 24 年度～平成 28 年度に実施した重点研究「森林管理と連携したエゾシカの個体数管理手法に関する研究」
では、エゾシカの相対密度把握手法の開発及び効果的な捕獲技術の確立に取り組んできた。このうち相対密度把
握手法として開発した「自動撮影法」と効果的な捕獲技術として開発した「小型囲いワナ」は、森林管理者等か
らの問い合わせが多い。
目 的
自動撮影法と小型囲いワナの普及を推進するために、捕獲現場の担当者を対象としたワークショップを道内数
カ所で開催し、開発者による室内講義に加え、調査技術や捕獲技術の実演を行う。また、研究成果を分かりやす
く解説・PR するための普及啓発資料を作成する。
成 果
自動撮影法や小型囲いワナに関する研修会及びワークショップを道内 4 か所で開催し、技術の普及や担当者の
スキル向上に貢献した。ワークショップ等の参加者に対するアンケートでは、自動撮影法の実施や小型囲いワナ
の導入に対して好意的な回答が多く、本技術に対するニーズが高いことが示唆された。また、研究成果をわかり
やすく解説・PR したパンフレット及びパネルを作成するとともに、エゾシカ調査の手引きと捕獲の手引きをホー
ムページ上で公開し、研究成果の普及を推進した。

図3

ワークショップ
等の参加者に対
するアンケート

図1

の結果

ワークショップ等の開催地

図2

ワークショップ等の様子（左：
室内講義、右：現地研修）

自動撮影法の普及は、エゾシカの効果的な捕獲候補地の選定や適切な捕獲事業の効果測定に効果があり、小型
囲いワナによる捕獲技術の普及は、エゾシカによる森林被害の軽減やシカ肉の利活用率を向上させる。

参考文献

北海道立総合研究機構環境科学研究センター・林業試験場（2017）森林管理者のためのエゾシカ調査の手引き．46pp.
北海道立総合研究機構環境科学研究センター・林業試験場・酪農学園大学（2017）森林管理者のためのエゾシカ捕獲の手引き．
34pp.
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経常研究

P-12

エゾシカ管理と有効活用
宇野 裕之（自然環境部）

背 景
エゾシカ（Cervus nippon ）は先史時代から北海道に生息する野生動物であり、貴重な「自然資源」の一つである。
一方で、生息数が増えたことにより農林業被害や交通事故が増加し、
「害獣」という側面も併せ持っている動物
である。資源として持続的利用を図りながら、被害など軋轢を軽減するための管理が求められている。
目 的
エゾシカの個体数管理の考え方（4 段階管理）と生息数の動向把握及び資源としてのシカ肉の利活用について
現状を整理した上で、今後の資源管理上の課題を明確にすることを目的とする。
成 果
東部地域の個体数指数及び捕獲数の推移を示した（図 1）
。個体数の減少とともに捕獲数も減少するため、資
源として一定数を確保・維持していくためには今後、エゾシカ管理計画に基づく雌雄別捕獲管理が重要になる（表
1）
。一方、シカ肉需要の高まりから、食肉処理頭数及び利活用率（捕獲数に対する食肉処理頭数）は増加が続
いている（図 2）
。今後の課題として、①さらなる利活用率の向上、②食肉処理施設の偏りの是正と捕獲場所か
らの距離の短縮、③ワナによる生体捕獲（生きたまま捕獲）の頭数の確保、などが考えられた。

表1

エゾシカの個体数指数を用いた４段階管
理の考え方（北海道 1998；梶ほか 2006
を元に作成）。

図1

東部地域のエゾシカの個体数指数及び捕獲数の推移（エゾシ

図2

エゾシカの食肉としての処理頭数及び利活用率の推移（北海
道未発表資料）。

カ有識者会議資料から作成）。

エゾシカによる農林業被害や生態系被害軽減のための個体数管理及びシカ肉等資源の持続的利用を図るための
資源管理の考え方を整理し、北海道エゾシカ管理計画（第 6 期）等の策定に活用される。このことは地域の生
物多様性の保全及び産業振興に寄与する。
参考文献

北海道（2017）北海道エゾシカ管理計画（第 5 期）．25pp.
宇野裕之（2018）「北海道における中小家畜および特用家畜の現状と課題」エゾシカ管理と有効活用．北海道畜産草地学会報，
vol.6, 59-62.
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P-13

農村地域における草原性鳥類の環境利用特性
玉田 克巳、西川 洋子（自然環境部）

背 景
夏鳥として北海道に飛来する草原性鳥類は、低地の自然草原が減少する中で農村でも多くの種が確認されてお
り、農村環境が自然草原の代替生息地として機能していると考えられる。「北海道農業農村整備方針」に基づき、
多面的機能が発揮される豊かな農村空間整備を進める上で、生物多様性に配慮した営農方法や農村環境整備のあ
り方を明確にすることが求められており、農村における生物多様性の指標として草原性鳥類が期待されている。
目 的
農村地域を利用する草原性鳥類の環境利用実態を把握し、生物多様性保全上配慮すべき営農方法及び環境要素
とその空間スケールを明らかにするために、全道における主要な草原性鳥類の農地利用の特徴を、GIS を用いて
分析する。
成 果
畑地の面積割合によって出現率が種間で異なり、ほとんどの種は牧草地の割合が高いほど出現率が高くなった。
牧草地は面積にかかわらず草原性鳥類の代替生息地として機能しているが、畑地はむしろ周辺環境が生息地とし
て重要であると考えられた。

図1

畑地の占有率と鳥類の出現率。

図2

牧草地の占有率と鳥類の出現率。

農村生態系における鳥類の生息地として重要な環境要素を示すことで、近年減少している草原性鳥類の保全や
生物多様性に配慮した営農方法のあり方を関係行政機関に提言することにより、農村環境整備に活用される。
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道総研の研究制度
道総研では、以下の研究制度に基づいて研究を実施しています。
研究制度

概要
道の重要な施策等に関わる分野横断型の研究で、法人の各研究分野間および大

戦略研究

学や企業等との連携により実施します。理事長によるマネジメントのもとで、
法人本部と各研究本部が連携し、プロジェクトチームを設置して行います。

重点研究

実用化、事業化につながる研究や、緊急性の高い研究を行います。法人内外と
の連携を効果的に活用して実施します。
技術力の維持・向上等に必要な基盤的な研究、新たな研究開発につながる先導

経常研究

的な研究、環境や資源等の継続的な調査、地域固有のニーズに対応した研究、
道の施策を策定・遂行する上での基礎となる研究・調査など、多岐にわたる研
究を行います。各研究本部の特性に応じて実施します。

道受託研究

道が主体となり実施する事業に基づく研究・調査や、突発的な災害等に関連す
る研究・調査を行います。道との契約等に基づき実施します。
大学、企業等の外部機関や行政機関と連携して実施する研究のうち、法人の研

一般共同研究

究経費を共同研究の申請者が負担するものです。研究内容が中期計画の範囲内
であることが実施の条件です。
国や団体等が実施する公募型研究開発事業に応募し、採択されることによって

公募型研究

実施が可能となる研究です。研究内容が中期計画の範囲内であることが実施の
条件です。
道以外の行政機関や企業、団体等の外部機関からの依頼により、契約または寄

受託研究

付により実施する研究です。研究内容が中期計画の範囲内であることが実施の
条件です。
道総研職員が自らの着想に基づき、研究開発や成果普及のための課題を提案し、

職員研究奨励事業

主体的に実施することにより、職員の技術力や資質等を向上させ、道総研全体
の研究開発能力の向上を図るための事業です。

研究要望の把握（ニーズ調査）
道総研では、道民のみなさまや企業・団体様の「研究要望（研究ニーズ）
」を把握するため、毎年３月中旬
〜 5 月初旬にかけて「研究ニーズ調査」を実施しています（H30 年度は終了）
。道総研に実施してもらいたい
課題解決・研究課題等の要望・提案がございましたら、調査票（様式）にご記入いただき、道総研法人本部
連携推進部連携推進グループにご提出願います。
なお、上記調査期間以外においても、要望を承りますので、本資料末の問い合わせ先にご相談ください。
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道総研の技術支援制度
道総研では、以下の技術支援制度に基づいて皆様の課題解決の支援を行います。
技術支援制度
技術相談

技術指導

講師等派遣
依頼執筆

課題対応型支援

概要
道総研の研究成果や他機関で既に公開している情報などにより、皆様からい
ただいた、質問や疑問にお答えします。対応は無料となります。
道総研の施設内や現地において分析、調査等を行い、技術的問題の解決に向
けた指導を行います。
委員会の委員・アドバイザーや、研修会の講師等として、専門的見地に立っ
た助言を行います。また、刊行物・ホームページ等に掲載するための研究成
果や知見に関する原稿を執筆します。
従来の技術指導に加えて、追加・補助的な試験、分析、測定、調査、評価等
を実施することで、より実効性の高い指導を可能にします。
企業・団体等の皆さまの技術開発、製品開発などを支援するため、皆さまか

依頼試験

らの依頼により各種試験・分析・測定・調査等を行い、成績書等を交付して
います
企業・団体等の皆さまの技術開発、製品開発などを支援するため、道総研の
保有する試験設備や機器をお貸しいたします。

設備使用

環境研：ハイボリウムエアサンプラー（粉じん用）
、ハイボリウムエアサンプ
ラー（ダイオキシン用）、エクマンバージ採泥器
地質研：地下検層機 ( 小口径カメラシステム )、フルウェーブ／補償ソニック
プローブ、電気探査装置、地下構造物理探査装置

研修会等の開催

研修者の受け入れ

企業等の技術者や地域産業の担い手の皆様を対象とした研修会や講習会等を
開催し、講義や実習等により、研究成果や知見をお伝えしています。
依頼に基づき、道総研の施設内において指導を行います。

＊技術支援各項目に関する詳細は、次の URL でご確認ください。
URL https://www.hro.or.jp/support/

道総研（環境・地質研究本部）に対するお問い合わせ
成果発表会における各成果に対するご意見・ご質問、また各種相談や
受託・共同研究等に関するお問い合わせは、以下の連絡先にお願いします。
道総研 環境・地質研究本部
企画調整部企画課（担当：吉野・荻野）
TEL 011-747-3521
Email ies@hro.or.jp

FAX 011-747-3254

