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必ずお読みください
■本誌に掲載されている林業試験場・林産試験場に関わるウェブページアドレスは、2015 年 4 月からのものです。
■ 2015 年 3 月までの間に、本誌に掲載されているウェブページにアクセスしたい方は、検索エンジンにおいて直接キー
ワード検索を行うか、林業試験場または林産試験場のウェブサイト内にあるメニュー画面からアクセス、もしくは
サイト内検索を行ってください。
※ 2015 年 3 月までの各機関のアドレス
森林研究本部

http://www.hro.or.jp/list/forest.html
▲ 両機関のトップページおよび刊行部・研究成果等のウェブページに直接アクセスできます。

林業試験場

http://www.fri.hro.or.jp/

林産試験場

http://www.fpri.hro.or.jp/

※ 2015 年 4 月からの各機関のアドレス
森林研究本部

http://www.hro.or.jp/list/forest/

林業試験場

http://www.hro.or.jp/list/forest/research/fri/

林産試験場

http://www.hro.or.jp/list/forest/research/fpri/
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森林研究本部

森林研究本部長からのご挨拶
森林研究本部長 兼 林業試験場長

中島

俊明

平成 22 年４月、地方独立行政法人北海道立総合研究機構（略称：道総研）は、22
の道立試験研究機関を統合してスタートしました。道立林業試験場及び道立林産試験
場は森林研究本部として一体的に組織化し、道総研の各構成機関や大学・試験研究機関、
企業や行政機関との連携を一層深めながら、森林、林業、木材産業に関する試験研究
等を進めてきました。
道総研では、平成 26 年度をもって第Ⅰ期の中期計画期間を終了します。ここに、森
林研究本部としての５年間の研究成果や普及活動、社会的な評価などを集大成し、成
果選集として発行することといたしました。
また、この成果選集では、林業試験場と林産試験場の取り組みを初めて１冊に取り
まとめるとともに、読みやすく理解しやすい表現、内容を心がけるなど、工夫を凝ら
した体裁としたところです。ぜひより多くの皆様に手にとってご覧いただき、両試験
場の取り組みへの理解を深めていただくとともに、共同研究や受託研究あるいは技術
支援・相談などを通じて、林業試験場、林産試験場の一層の活用に発展していくこと
を心より期待しているところです。
道総研森林研究本部は、平成 27 年度から始まる第Ⅱ期に向けて、道総研の基本理念
である道民生活の向上及び道内産業の振興、未来に向けて夢のある北海道づくりに向
けた研究開発に一層積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
皆様方のご指導、ご支援をよろしくお願い申し上げます。
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組織

研究本部
Research Department

試験研究成果
知的財産権

森林研究本部

組織図

成果の普及

森林研究本部長

森林研究本部
【総務部】

総務課

【企画調整部】企画課

・企画グループ
・普及グループ

社会的な評価

林業試験場

林産試験場

【林業試験場長】（森林研究本部長兼務）

【林産試験場長】

【副場長】

【総務部】

【森林資源部】

・経営グループ

【企業支援部】

・保護グループ

資料

【森林環境部】

・機能グループ
・緑化グループ

・普及調整グループ
・技術支援グループ

【性能部】

・環境グループ
【緑化樹センター】

総務課

・耐久・構造グループ
・居住環境グループ

【利用部】

・マテリアルグループ
・微生物グループ

【道南支場】（函館市）
【道東支場】（新得町）

アクセス

【道北支場】（中川町）
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・バイオマスグループ
【技術部】

・生産技術グループ
・製品開発グループ

組織

試験場

Research Institute
試験研究成果
知的財産権

■林業試験場

Forestry Research Institute

成果の普及

資源の充実や林業経営の改善、森林の公益
的機能の高度発揮、身近なみどり環境の充

実など、森林・林業・みどり環境に関する試験研究を
実施しています。

■林産試験場

Forest Products Research Institute

社会的な評価

森林

資料

産業の基盤技術の改善改良や新製品新技術

木材

の開発、未利用・低利用の森林資源の高度

実施しています。

道総研森林研究本部研究成果選集 2010 ～ 2014
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利用技術の開発など、木材の利用に関する試験研究を

Information

森林研究本部が取り組む研究推進項目

３森林に関する研究推進項目 （第Ⅰ期中期計画より抜粋）
(1) 地域の特性に応じた森林づくりとみどり環境の充実
ア

森林の多面的機能の発揮のための研究開発
道民の安全でうるおいのある暮らしを守り育むため、森林の公益的機能の持続的発揮を図る森林管理技術や道民の森林との

関わりを促す技術開発に取り組む。
・地球環境及び国土を保全する森林管理技術の研究と開発
・道民の生活環境を守る森林管理技術の研究と開発
・森林とのふれあいや道民の森林づくり活動を支援する研究と技術開発
イ

森林の生物多様性保全と健全性維持のための研究開発
森林に依存する生物の多様性を保全するとともに、健全な森林を維持するため、生態系に配慮した森林管理技術や諸被害から

森林を守る技術開発に取り組む。
・生物多様性を確保する森林管理技術の研究と開発
・森林・樹木の健全性を維持するための研究と技術開発
ウ

身近なみどり環境の充実のための研究開発
みどり豊かな都市環境等の創出のため、新しい緑化樹等の生産技術や地域に適した緑化の推進を図る技術開発に取り組む。

情報コーナー

・北海道の風土に適した緑化樹等の新品種や生産技術の研究と開発
・北国の環境に適した緑化技術や維持管理技術の研究と開発

(2) 林業の健全な発展と森林資源の循環利用の推進
ア

林業の持続的な発展のための研究開発
森林資源の充実と持続的利用を図るため、優良な造林用品種や育林技術の開発と林業経営の効率化に資する技術開発に取り組む。
・森林資源の充実を図る育林技術の研究と開発
・森林施業の低コスト化と森林資源の高度利用を図る技術の研究と開発
・新たな品種開発に向けた林木育種技術の研究と高度化

イ

森林バイオマスの総合利用の推進のための研究開発
地域に分散する森林資源のカスケード利用と化石資源との代替を推進するため、森林バイオマスの変換技術や利用技術の研究

開発に取り組む。
・環境負荷の低い木材の改質・利用技術の研究と開発
・森林バイオマスの成分・エネルギー利用技術の研究と開発

(3) 技術力の向上による木材関連産業の振興
ア

木材・木製品・木質構造物の安全性・信頼性・快適性向上のための研究開発
木材・木製品・木質構造物の需要拡大を図るため、安全性・信頼性の向上や居住環境の改善に向けた研究開発に取り組む。
・木材・木製品の耐久性、耐火性の向上及び評価技術の研究と開発
・安全で合理的な木質構造物の評価・設計技術の研究と開発
・木材利用による居住性・快適性の評価技術の研究と開発

イ

特用林産物の高付加価値化のための研究開発
道産きのこの競争力強化を図るため、健康増進や食生活の多様化など消費者ニーズに的確に対応したきのこの高付加価値化に

向けた研究開発に取り組む。
・機能性や食味に優れたきのこの生産・利用技術の研究と開発
ウ

木材加工技術や生産・流通システムの高度化のための研究開発
道内木材産業の競争力強化を図るため、成熟期を迎えつつある人工林資源の付加価値を高める加工技術や資源状況の変化を

見据えた生産・流通システムの構築に向けた研究開発に取り組む。
・道産人工林材による高品質な建築材の生産技術の研究と開発
・市場性の高い木製品や機械・装置等の研究と開発
・地域材の効率的生産・流通システムの研究と開発
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お知らせ

道総研森林研究本部研究成果選集 2010 ～ 2014

地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

暴風に強い森づくりの方法を明らかにしました

暴風に対する森林の耐性を推定する
課題名（研究期間）

森林の気象災害リスク予測モデルの開発（2009 ～ 2011 年度）

●写真は、台風による暴風で、トドマツに幹折れが発生した時の様子
です。
●ほぼ一定の高さで、幹が折れています。

●図のキャプションの数字は、植栽密度を表し、本数密度を疎にして
管理した場合と中庸で管理した場合を示しています。

限界風速 (m/s)

50
40
30

特疎
1000
特疎
1500
特中
1500

20

●結果は、間伐施業等により本数密度を少なくし、個々の立木を太く
することが耐風性の向上には重要であることが示されました。

10
0

50
林齢 (年)

100

※限界風速：樹木に根返り・幹折れの被害が発生したときの風速。この値が高いほど暴風に強い（耐風性が高い）。

■台風などの暴風による森林被害を予測する力学モデルを開発し、施業との関連性を評価しました。
成果の概要

■被害が発生する時の形態（幹折れ、根返り）や、幹折れ高さが推定できます。
■耐風性を向上させるには、本数密度を低くして、個々の立木を太くすることが重要です。
■成長が良好な地域ほど、施業による耐風性の効果が明確になる事がわかりました。

成果の活用

成果の公表

■森林造成・管理の基本的な知見として活用されています。

■鳥田宏行・渋谷正人・小泉章夫（2010）カラマツ林の力学的解析による風害予測．日本森林学会誌

92：

127-133

連携機関
特記事項
担当グループ

森林環境部 環境グループ

備考

■この研究は、JSPS 科学研究費補助金 21510201 の助成を受けたものです。

Forestry Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

森林を上空から調べる技術を開発しています

リモートセンシングを活用した森林管理技術の開発
課題名（研究期間）

森林の気象災害リスク予測モデルの開発（2009 ～ 2011 年度）
リモートセンシングにおける３次元情報解析技術の開発（2012 ～ 2014 年度）

【衛星画像による森林被害把握】
衛星画像等から自然災害による森林
被害を早期に把握するための技術を開
発しました。左図では、台風による風

近年、台風等による大規模な森林

倒被害箇所を赤で示しています。

被害が発生し、被害把握に多大な
労力を必要としています。

【3 次元解析技術の開発】
レ ー ザ ー 計 測 等 を 利 用 し て、 樹 冠
の 表 面 の 高 さ（DSM） と 地 面 の 高 さ
（DTM）を測定して樹高や蓄積を推定
できることがわかりました。

成果の概要

成果の活用

成果の公表

連携機関

光珠内実験林のレーザー計測結果を

樹木の表面高（DSM）と地面

3 次元表示したものです。樹高の高低

の高さ（DTM）の差から大まかな

や造林地の場所がわかります。

樹高を推定できます。

■衛星画像等から自然災害による森林被害箇所を早期に把握するための技術を開発しました。
■レーザー計測等を利用して樹高等を計測できることを明らかにしました。

■森林被害を推定した図面は、森林関係機関において被害区域確定の現地調査の資料として活用されました。
■パンフレットを作成し、成果について普及・啓発しました。

■林業試験場パンフレット「自然災害の早期把握に貢献できるリモートセンシング技術 ～災害復旧を的確に進める
ために ～」を作成しました。

北海道水産林務部、市町村、森林組合、航測会社

特記事項
担当グループ

道南支場、森林環境部 環境グループ

備考

Forestry Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

この森の水にはどんな特徴がある？

森林渓流の水質特性を地形や林相から類型化する
渓畔域における溶存物質（C、N）の動態モニタリング（2010 ～ 2013 年度）
水土保全機能に配慮したトドマツ人工林伐採手法の提示（2013 年度）

課題名（研究期間）

【水質に影響する要因の抽出】

【GIS による類型化の表示例】

硝 酸 態 窒 素 濃 度

mg-N/L

硝 2.0
酸
態

硝酸態窒素
NO3-N

1.5

窒 1.0
素
濃

0.5

度 0.0
溶存有機炭素濃度

mg-C/L10

0

溶
存

8

有

6

機
炭
素

200

400

600

標高（ｍ）
溶存有機炭素

DOC
●多地点における採水分析データから地形や林相など、渓流水質の

4

特徴を決める要因を抽出し、GIS 上で類型化の結果を表示する

2

試みに取り組んでいます。
●森林施業にともなう伐採前後の流量・水質の変化についてモニタ

0
0

200

400

600

リングサイトを設定し継続観測を実施しています。

標高（ｍ）
標高（ｍ）

■空知管内に設置した 3 カ所の定点における継続観測により天然生広葉樹林と高齢級トドマツ人工林流域の水文・
成果の概要

水質特性を明らかにしました。
■多地点（86 カ所）における採水分析により、硝酸態窒素濃度・溶存炭素濃度は採水地点の標高によってよく
説明できるという結果が得られました。

成果の活用

■道有林内における伐採実験区の設定にあたり、本研究で構築した水文・水質観測施設の構造、施工方法が活用
されました。
■長坂晶子（2012）森－川－海のつながりと河畔林の役割．北海道の自然

50：43-52（北海道自然保護協会）

■科学技術週刊セミナー in 北海道 2011（2011 年４月：札幌市）において、「森・川・海のつながり－森の
成果の公表

贈り物がもたらす多様な役割－」を発表しました。
■国際生物多様性記念シンポジウム「森の木を伐りながら生きものを守る」（2014 年４月：札幌市）において、
「源流域の水土保全と小さな生き物たちの関わり」を発表しました。

連携機関

道総研（環境科学研究センター）、（独）森林総合研究所、北海道大学、北海道水産林務部

特記事項
担当グループ
備考

森林環境部 機能グループ
■この研究は、JSPS 科学研究費補助金 25252030「人工林の保残伐がもたらす生態系サービスを大規模実証
実験で明らかにする」（H25 ～ 29）に展開し、継続して取り組んでいます。

Forestry Research Institute
12

道総研森林研究本部研究成果選集 2010 ～ 2014

地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

海岸林の不成績要因の診断技術を開発しています

海岸林造成地の不成績要因を診断する
課題名（研究期間）

土地改変地における植栽木衰退の診断技術の高度化に向けた基礎的研究（2010 ～ 2012 年度）
海岸生クロマツにおける水ストレス評価方法の開発（2011 ～ 2013 年度）

凍結深 (cm)

0
20

客土区

40
60
80

日高町門別豊郷のクロマツ海岸林造成地における赤枯れの

砂区
2005/2006
11

12

1

2

3

4

月

様子。2 月には青々としていた苗木が 5 月には葉が赤変して
日高は冬季寡雪地であり、冬季間に土壌が凍結します。とくに

枯死していました。

客土として用いられた火山灰土が凍結すると春季に融けにくく、
これが冬季乾燥害（寒干害）をもたらす主要因となっていました。
(

10-5) TSmax
10

7

(

b

9
8

k

0.0025

a

6

速 度 を 推 定 し た 結 果、

8
7

b

6

0.0015

5

0.001

4
2

4

a

3

b

0.0005

1

プールをつくっての浸水処理試験

クロマツ針葉の蒸散

9

0.002

5

0

10-6) Tc
10

3

により水分が失われて

2

Control
無処理 Flooding
浸水処理

Control
無処理 Flooding
浸水処理

0

とから、根の発達が悪
い中で、葉からの蒸散

a

いることで衰退が進む

1

0

浸水処理の値が高いこ

Control
無処理 Flooding
浸水処理

コトが分かりました。

TSmax：最大気孔蒸散速度、k：定数、Tc：クチクラ蒸散速度

■日高町門別豊郷のクロマツ海岸林造成地では、冬季寡雪による季節的凍土の発達により、冬季乾燥害（寒干害）
成果の概要

によって苗木が枯死していることが明らかになりました。
■過湿・浸水環境下に植栽されたクロマツ苗は、根系の発達が悪く、かつ気孔から水分が失われやすい症状を示し
ました。

成果の活用

■普及用パンフレット「海岸林不成績要因と改善方法」を配布し、また現地検討会等で講習を行います。

■ Masaka K., Torita H., Sato H., Kon H., Sato H., and Fukuchi M.（2010）Decline of Pinus thunbergii
Parlat. stands due to excess soil moisture derived by buried andosol layer at coastal sand site in
成果の公表

Hokkaido, northern Japan. Journal of Forest Research 15: 341-346.
■ Masaka K., Sato H., Kon H., and Torita H.（2010）Mortality of planted Pinus thunbergii Parlat.
saplings subject to coldness during winter and soil types in region of seasonal soil frost. Journal of

Forest Research 15: 374-383.
連携機関

INRA Forest Research Station, Bordeaux, France

特記事項
担当グループ

森林環境部 環境グループ

備考

■この研究は、JSPS 科学研究費補助金 21510201 の助成を受けたものです。

Forestry Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

林帯による津波の勢いを弱める力やそのための整備・管理方法の解明を行っています

海岸防災林の津波軽減技術の開発
課題名（研究期間）

海岸防災林の津波減衰機能を発揮させる林帯整備・管理方法の開発（2013 ～ 2015 年度）

白糠町の海岸防災林で L2 津波
（想定される最大クラスの津波）に
対する津波軽減効果を調べました。

津波の勢いを表す流体力指標（流れの深さと速さから計算される）は、現状林帯
でも低下が見られましたが、林帯を拡張した場合にはさらに低下することがわかり
ました（上段）。
コンピュータシミュレーションによって、林帯がない場合に比べて、現状の林帯

間伐が津波抵抗性に対する効果を明らかに
するために、カシワの直径成長に対する間伐

（林帯幅 100m）がある場合には津波の高さが低下することがわかりました（下段）。

の効果を調べました。

■現状の海岸防災林（白糠町）の津波減衰効果をシミュレーションによって調べたところ、林帯がなかった場合に
成果の概要

比べて内陸側林縁で 3 割ほど流体力指標が低下しました。
■樹木の津波に対する抵抗力を「限界流速」によりある程度説明することができました。

成果の活用

成果の公表

連携機関

■道による津波の減災対策としての海岸防災林の整備事業に役立つような、林帯の減災効果、減災のための密度
管理・盛土・土壌改良・林帯拡張方法などを提示します。

■鳥田宏行・佐藤

創・真坂一彦・阿部友幸・野口宏典・坂本知己・木村公樹（2014）簡易モデルを用いた津波

に対する立木の抵抗性の評価．日本森林学会誌

96：206-211

（独）森林総合研究所、埼玉大学

特記事項
担当グループ

森林環境部

備考

Forestry Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

「森－ミツバチ－食のつながり」を解明します

蜜源林造成のすすめ
外来種ニセアカシアの管理技術の開発（2008 ～ 2010 年度）
森が支える養蜂業の実態評価と蜜源森林の管理の在り方に関する研究（2010 ～ 2011 年度）
「森林－養蜂業－農業のつながり」の実態についての基礎的研究（2011 ～ 2012 年度）

課題名（研究期間）

ソバ
ニセアカシア

クローバー

平均生産量
270.0 ㌧/年

アザミ

4月
5月
6月
7月
8月
ポリネーション 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下
仁木
イチゴ
サクランボ
余市
イチゴ
サクランボ
リンゴ
共和
メロン
イチゴ
スイカ

木本類

トチノキ

樹木蜜源が約７０％
を占める

キハダ
シナノキ
北海道における単花蜜の生産量（2007 年～ 2010 年）
は、百花蜜やその他の単花蜜を含めると、年平均生産量
が 365.8 トンになります。

出現種数

道央

日高

（種） シラカンバ林
25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

蜜源
ニセアカシア
シナノキ
トチノキ
イタドリ

利用農家数
50
20
9
10

250
13
220

4月
5月
6月
7月
8月
上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

道南

北海道後志地方における花粉交配と採蜜スケジュールの

ニセアカシア林

例では、主要な作物における花粉交配が終了すると、すぐ
にニセアカシアの採蜜が始まります。

0
0 + 1

小さい

2

3

4

5

0 + 1

2

3

4

大きい

5

シラカンバ林とニセアカシア林の林内に出現した林床植生
の種数には違いが認められませんでした。

優占高茎植物などの被度
※被度：植物が地表面を覆っている度合い．0，なし；＋，5% 以下；１，6% ～ 10%；２，11% ～ 25%；３，26% ～ 50%；４，51% ～ 75%；５，76% ～ 100%

■北海道では、樹木が主要蜜源としてハチミツ生産量の 7 割を占めていることが明らかになりました。
■冬季～春季にかけて花粉交配に従事するミツバチの群は衰退しますが、その後、ニセアカシアによって建勢が
成果の概要

図られることが明らかになりました。
■もっとも重要な蜜源樹種であるニセアカシアは侵略的外来種とされていますが、在来植生を駆逐して分布を
広げるという科学的根拠は見つかりませんでした。
■普及用パンフレット「森－ミツバチ－食のつながり

成果の活用

♬蜜源林造成のすすめ♪」、「外来種ニセアカシアの取扱い

とその考え方」などにより、成果の普及を図っています。
■環境省の「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」選定において情報を提供しています。
■真坂一彦・佐藤孝弘・棚橋生子（2013）養蜂業による樹木蜜源の利用実態－北海道における多様性と地域性－．
日本森林学会誌

成果の公表

95：15-22.

■真坂一彦（2013）外来種ニセアカシアを取りまく言説とその科学的根拠．日本森林学会誌

95： 331-340

■ Masaka K.,Yamada K., Sato H., Torita H., and Kon H.（2013）Understory plant richness and native
tree invasion in exotic Robinia pseudoacacia stands in Hokkaido, Japan. Forest Science 59：589-

連携機関

598
北海道養蜂協会、社団法人日本養蜂協会、北海道農政部畜産振興課・環境生活部自然環境課、札幌建設管理部岩見沢
出張所、北海道開発局旭川開発建設部治水課

特記事項

■ 2013 年に、（社）日本養蜂協会より感謝状を贈呈されました。

担当グループ

森林環境部 環境グループ

備考

Forestry Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

知的障がいを持つ人たちのための森林体験活動のあり方の提案を試みました

知的障がい者のための森林体験活動
課題名（研究期間）

余暇活動の「市民権的見解」に基づく知的障害者のための森林活動の方策検討（2010 ～ 2012 年度）

森林での活動
知障者を取り巻く状況の変化

望ましい森林活動のあり方

①障がい者数の増加と重度化

○運営に求められる事柄

②地域生活・社会参加、QOL の向上

○コミュニケーション評価

③「心の障壁」の撤廃

○新たなプログラム開発

余暇活動と位置づけ

運営面

コミュニケーション

新たなプログラム開発

（健常者との比較）

重度者の参加を容易にする条件

電波探知で宝探し

神経衰弱

■散策型の活動

■連帯性を高める会話が多い

■グループで行動

■言葉の多い人、少ない人の存在

■移動が少ない

■抽象的思考に係る発言が少ない

●宝物（ぬいぐるみ）
に装着
●５ｍで受信
●音楽で告知

重度者への配慮 絵柄を２種類に‥

■歩く・拾うなどの基本動作

●公平性向上
●関心の喚起

探索対象物(宝物)

受信機
（FMラジオ）

送信機

５m

（成果）知的障者に望ましい

研究協力機関への

刊行物・研修講演等

知的障がい者の

森林活動のあり方を提示

成果の直接的還元

により社会に発信

余暇活動の充実

♪

音楽

５m

■森林活動時の知的障がい者のコミュニケーションを、健常者との比較、言語表出能力との関係性から分析・評価し、
その特性を明らかにしました。
成果の概要

■知的障がい者施設での活動実践から、施設利用者の障害状況等、施設が抱える状況の差異と活動提供時に求め
られる配慮事項を明らかにしました。
■障害の重い人たちの森林活動への参加拡充のための教材・機器の試作提供に取り組みました。

成果の活用

■連携障害者施設、特別支援教育等への成果提供を通じ、知的障害者の森林活動の量的・質的向上への活用が図ら
れています。

■佐藤孝弘・棚橋生子（2012）知的障害者のための森林活動の実践と活動支援のための機器開発．電子情報通信
学会技術研究報告（IECE Technical Report）111（424）
成果の公表

■佐藤孝弘・菅野正人・棚橋生子（2013）簡易 FOX 送信機の作成と知的障害者の森林活動への利用 －電波探知
を取り入れた森林での探索型活動の実践－．電子情報通信学会技術研究報告（IECE Technical Repor）112
（426） など

連携機関
特記事項
担当グループ

森林環境部 機能グループ

備考

■この研究は、JSPS 科学研究費補助金 23530806 の助成を受けたものです。

Forestry Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

海の栄養、森に還る

サケ・マス遡上の森林に対する貢献度を定量評価する
課題名（研究期間）

北海道産サケ野生集団の評価と流域生態系の動植物に及ぼす影響の解明（2009 ～ 2011 年度）

【土壌への養分供給効果をはかる】

【樹木の成長への効果をはかる】

土 壌 への 供 給 量

80

窒素

60

NO3-N
NH 4-N

40
20
0
10

リン
PO4-P

5

(g/m 2) 0
ホッチャレ設置
ホッチャレ設置

設置せず
設置せず

●ホッチャレを林床に設置し、 ●ホッチャレを設置した場所では、設置し
土壌への養分供給量を調べ

なかった場所に較べ、
数 100 倍の窒素（特

ました。

にアンモニア態窒素 NH4）
、リンが添加
されました。

●ヤナギとハルニレの苗木にホッチャレを与えて
成長の推移を調べました。

●ホッチャレを置いたところでは、樹高で 1.5 倍、
重量で 4 倍成長が向上するという結果が得られ

●ホッチャレがハエや甲虫類などに消費さ

ました。

れ、骨だけになった跡には、アンモニア菌
とよばれる様々な種類のキノコが発生する
ワカフサタケの一種

ことが明らかになりました。

※ホッチャレ：

産卵後のサケ死体のこと

■道内のサケ遡上河川の河畔林内には、動物や出水に伴う水位上昇等により、遡上量の概ね１割（10％）が陸上
に運搬されていることがわかりました。
成果の概要

■ホッチャレが陸上に運搬されると、昆虫などによる分解過程で多量の窒素、リンなどの養分供給が起こり、菌類
（キノコ）にも影響を及ぼすことがわかりました。
■河畔性樹種のハルニレやオノエヤナギでは、樹高約 20cm の稚樹に対し、約 8g のホッチャレ添加で成長に
寄与することがわかりました。

成果の活用

■森－川－海のつながりに関する普及啓発のための講演会、環境教育、博物館でのパネル展示や、ホッチャレをテーマ
とした観察会などで活用されています。

■長坂晶子（2011）サケが森を豊かにする．「北海道の森林」（北海道新聞社発行）：286-292
成果の公表

■長坂晶子（2012）森－川－海のつながりと河畔林の役割．北海道の自然

50：43-52（北海道自然保護協会）

■長坂 有（2013）サケ由来の栄養が河畔林内の菌類（キノコ）に及ぼす影響．北方森林研究 61：109-112.

連携機関

道総研（さけます・内水面水産試験場、環境科学研究センター、地質研究所）、北海道大学北方生物圏フィールド
科学センター

特記事項
担当グループ

森林環境部 機能グループ

備考

Forestry Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

生物多様性保全と木材生産の両立のための新たな施業技術をめざして

トドマツ人工林における保残伐施業の実証実験
課題名（研究期間）

人工林において生物多様性と木材生産は両立できるか？ ―保残伐実験による検証と普及方法の提案―（2013 ～ 2015 年度）
人工林の保残伐がもたらす生態系サービスを大規模実証実験で明らかにする（2013 ～ 2017 年度）

皆伐

単木少量保残

単木中量保残

広葉樹を約10本/ha保残

広葉樹を約50本/ha保残

群状保残

小面積皆伐

中央の約0.36haを保残

広葉樹天然林

単木大量保残

広葉樹を約100本/ha保残

伐採なし

１箇所約1haを伐採

「保残伐施業」とは、生物多様性保全などのために、

単木中量保残

群状保残

伐採時に一部の樹木を保残する施業方法です。欧米など
では、森林認証制度や森林計画制度に組み込まれて広く
実施されるようになっています。
芦別市、深川市、赤平市にまたがる道有林において、
保残伐施業の大規模実験を開始しました。

■欧米などで広く実施されている「保残伐施業」について、日本で初めての大規模実験を 2013 年から開始しま
成果の概要

した。
■複数の保残方法について、生物多様性保全の効果、水土保全機能への影響、木材生産における保残伐施業の
コストなどを同時に評価し、コストと効果の関係を明らかにすることをめざしています。

成果の活用

■生物多様性保全と木材生産の両立を目指す新たな施業技術として、行政施策と合わせて活用されることをめざして
います。

成果の公表

■明石信廣（2014）トドマツ人工林における保残伐施業の大規模実験．森林科学 71：48-49

連携機関

北海道水産林務部森林環境局道有林課、空知総合振興局森林室、
（独）森林総合研究所北海道支所、北海道大学農学部

特記事項
担当グループ

森林資源部 保護グループ
■この研究は、三井物産環境基金および JSPS 科学研究費補助金 25252030 の助成を受けて実施しています。

備考

■実証実験は、北海道、（独）森林総合研究所北海道支所、北海道大学農学部森林科学科および北海道立総合研究
機構の協定に基づき実施しています。

Forestry Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

これまで邪魔者扱いされていた枯れ木・・・実は大切な財産でした！

トドマツ人工林における立枯れ木管理方法の開発
課題名（研究期間）

森林の生物多様性保全のための立枯れ木管理方法の開発（2010 ～ 2012 年度）

【甲虫 100 種】

【多様な生物】

哺乳類、鳥類のほか、100 種類

立枯れ木はキツツキ類など様々な生物

以上の甲虫がトドマツ立枯れ木を

の住み処、餌場となる重要な資源です。

利用することを確認しました。

【寿命は 10 年】
針葉樹の立枯れ木は発生から 10 年程度で半分が倒伏してしまうこと
が分かりました。

1

残存率

0.8

トドマツ

0.6

トウヒ属

0.4
0.2
0
0

10

20

30

枯死後年数

■トドマツ立枯れ木を利用している甲虫 100 種をリストアップしました。
成果の概要

■立枯れ木の発生（樹木の枯死）から倒伏までの期間を明らかにしました。
■トドマツ人工林における巻き枯らし間伐の効果を明らかにしました。
■トドマツ人工林施業体系に立枯れ木管理を組み込んだ計画を作成しました。

■本成果は、林業試験場ウェブサイトにて冊子「森林における立枯れ木の管理」として公開しています。どなたでも
成果の活用

自由にダウンロードし、利用することができます。
http://www.hro.or.jp/list/forest/research/fri/01sigen/pdf/tachigare.pdf
■岩見沢農業高校スーパーサイエンススクール（2014）で活用されました。

成果の公表

連携機関

■小野寺賢介・山本

牧（2014）トドマツ人工林における巻き枯らし間伐．山つくり

473：２- ３

■平成 26 年北海道森づくり研究成果発表会（森林整備部門）で発表しました。

空知総合振興局森林室、NPO 法人もりねっと北海道、いしかり森林ボランティア「くまげら」

特記事項
担当グループ

森林資源部 保護グループ

備考

Forestry Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

これまで把握できなかった腐朽被害が、林齢や林分環境から予測できる！

トドマツ人工林における根株腐朽被害の予測と回避
課題名（研究期間）

トドマツ人工林資源の持続的・安定的利用を目指した新たな施業指針の確立（2011 ～ 2013 年度）

【根株腐朽の 3 割は損傷由来】

【被害の傾向】
高齢になるほど被害が増え、林齢が 60 年を越えると無被害林分

13,288 本を調べた結果、損傷の影響が大きいことが明らかに
なりました。病原菌の感染口となる根際の損傷をなくすだけで、

はありません。

トドマツ根株腐朽被害の 3 割を減らすことができます。

【モデルで被害予測】
根株腐朽被害の発生状況を林齢や林分環境

林分間の差が大きいが、外観からわかりづらい

条件から予測するモデルを作成しました。
予測モデルを使えば、より具体的な伐期の
設定や収穫予測を行うことができます。

■全道民有林のトドマツ人工林について根株腐朽被害の発生状況を明らかにしました。
■被害予測式をつくり、腐朽材積と経済的損失の試算を可能にしました。
成果の概要

■根株腐朽は林齢が上がるほど多く発生し、自然発生、損傷由来の両方で、
「丘陵地（山地と平地の中間にある地形）」
でもっとも発生しやすいとの予測結果が得られました。
■損傷由来の腐朽は、斜面の中・下部よりも尾根で発生しやすいことがわかりました。
■行政施策に反映され、2013 年から地域森林計画におけるトドマツ標準伐期齢が 50 年から 40 年に変更され

成果の活用

ました。
■林業試験場が作成した「トドマツ人工林施業指針の手引」（2014 年度末に発行予定）にも、活用されています。
■ Tokuda S., Ota Y., Hattori T., Shoda-Kagaya E. and Sotome, K.（2011）The distribution of closely
related large genets of Heterobasidion parviporum in a Todo fir（Abies sachalinensis ）stand in

成果の公表

Hokkaido, Japan. Forest Pathology 41
■徳田佐和子・小野寺賢介（2014）トドマツ人工林における根株腐朽被害の現状と課題．山林

1566 号：58-

65
■ほか論文 1 本、普及誌 3 本、著書およびテキスト 2 本
連携機関
特記事項
担当グループ

北海道水産林務部、（独）森林総合研究所
■「トドマツ人工林における根株腐朽の発生状況把握と被害軽減技術の開発」について、第 59 回森林技術賞
（2014）を受賞しました。
森林資源部 保護グループ

備考

Forestry Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

地域ごとの獣害の発生状況と対策を１冊に！

地域特性に応じた獣害対策の手引き
課題名（研究期間）

地域特性に応じた森林獣害対策の確立（2008 ～ 2010 年度）

【野ネズミ被害】
外側の円は人工林面積の大きさ、内側の円は被害区域面積（1980 ～ 2009 年）
の合計の大きさを示します。
釧路、根室、オホーツク地方で人工林面積に対して被害が多く発生していること、
道南ではスギ、道北ではトドマツの被害が多いことがわかります。

【エゾシカ被害】
円の大きさは、広葉樹幼齢林の被害調査箇所数（2009 年）を示します。
被害は全道的に発生していましたが、特に本数被害率の高い場所は日高、釧路、
根室地方に集中していました。
■野ネズミ、野ウサギ、エゾシカによる森林被害の特徴や防除方法を取りまとめました。
成果の概要

■森林計画区ごとに、野ネズミ捕獲数やエゾシカ食害に関する資料をもとに、獣害発生状況の地域特性を解説しま
した。

成果の活用

■「地域特性に応じた獣害対策の手引き」を林業試験場ウェブサイトで公開しており、普及指導などの現場で活用
されています。
■明石信廣（2008）民有林におけるエゾヤチネズミ発生予想と実際の捕獲数．森林保護
■明石信廣（2009）エゾヤチネズミの発生予察と被害防除．山つくり

312：28-29

440：8-9

■明石信廣（2009）エゾシカによる森林被害―エゾシカ保護管理計画策定以降の対策の歩みと今後の課題―．
林業と薬剤
成果の公表

188：1-8

■中田圭亮・明石信廣・雲野
■明石信廣・雲野

明（2009）野ネズミ発生予察の変遷と今後．森林保護

明・南野一博・福地

な獣害防除を―． 森林保護

315：17-21

稔（2010）グイマツ雑種 F1 と獣害―グイマツ雑種 F1 植栽地でも適切

318：22-25

■ Unno A. and Nakata K.（2010）Characteristics of tree damage by the grey red-backed vole
（Myodes rufocanus bedfordiae ）in a deciduous forest in Hokkaido, Japan. Jounal of Forest

連携機関

Research 15： 259-264
根室振興局森林室、釧路総合振興局森林室、北海道水産林務部林務局森林計画課・森林整備課、道総研（環境科学
研究センター）

特記事項
担当グループ

森林資源部 保護グループ

備考

■野ネズミの発生状況に関する最新情報は、林業試験場のウェブサイトに随時掲載しています。

Forestry Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

森林管理者の協力により、効率的なエゾシカ捕獲を！

「モバイルカリング」によるエゾシカ捕獲
課題名（研究期間）

森林施業と組み合わせたエゾシカの効率的捕獲方法の確立（2011 ～ 2013 年度）

【林道除雪によるアクセス確保】
冬期のエゾシカ捕獲には、林道除雪によるアクセス確保が必要
です。伐採等の事業のために除雪された林道を使うことで費用が
軽減できます。

【給餌による誘引】
給餌により林道沿いにエゾシカを誘引し、捕獲機会を増やします。
午前中に給餌することで、エゾシカが日中に出没するように誘導
します。

【伐採による捕獲適地の創出】
混み合った樹木は狙撃の障害となります。伐採により捕獲適地
が創出されるとともに、エゾシカの餌が乏しい地域では、残された
枝条が餌となってエゾシカが誘引される可能性があります。

【林道上からの発砲】
林道を閉鎖することで、通常は禁止されている林道上からの
発砲が可能となります。エゾシカを発見してから発砲までの
時間が短縮されることで、捕獲の効率が高まります。

成果の概要

成果の活用

■森林管理者の協力のもと、閉鎖した林道において、給餌によるエゾシカの誘引と林道上からの発砲を組み合わせて
効率的にシカを捕獲する「モバイルカリング」の技術を開発しました。

■北海道内の国有林、道有林をはじめ、全国各地におけるシカ捕獲にこの手法が導入されています。
■明石信廣・上野真由美・稲富佳洋・宇野裕之・吉田剛司・伊吾田宏正・濱田

革・谷口佳昭・鈴木

モバイルカリング（Ｉ）森林管理と連携した効率的エゾシカ捕獲の試み．北方林業
成果の公表

匡（2013）

65：12-15

■ほか普及誌２件
■林業試験場ウェブサイトにて「モバイルカリングの手引き」を公開しています。
http://www.hro.or.jp/list/forest/research/fri/01sigen/pdf/mc2014.pdf

連携機関

道総研（環境科学研究センター）、酪農学園大学、釧路総合振興局森林室、占冠村、北海道水産林務部森林環境局
道有林課・林務局森林整備課、上川南部森林管理署、浜中町、株式会社野生動物保護管理事務所

特記事項
担当グループ

森林資源部 保護グループ
■この研究は、林野庁森林環境保全総合対策事業「野生鳥獣による森林生態系への被害対策技術開発事業」の補助
を受けて、株式会社野生動物保護管理事務所が実施主体となって実施された技術開発事業の一部として実施しま

備考

した。
■ 2011 年度および 2012 年度の成果をとりまとめたマニュアルを、林業試験場および釧路総合振興局森林室
のウェブサイトにそれぞれ掲載しています。

Forestry Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

高級素材ウダイカンバを有効に活用する！

ウダイカンバの衰退・死亡確率を予測する技術の開発
課題名（研究期間）

年輪解析によるウダイカンバ衰退パターンの抽出と衰退の発生に及ぼす食葉性昆虫の影響（2011 ～ 2013 年度）

近年、ウダイカンバ二次林では大型の蛾の幼虫であるクスサンが大発生し、激しい食害を受けています。食害後のウダイカンバ
の状況を把握するため、個体ごとの食害程度とその後の衰退（枝枯れ）・死亡状況を経年的に調査しました。

葉を食べるクスサン（蛾）の幼虫

食害直後のウダイカンバ二次林

立枯れの発生

激しい食害を複数年にわたり受けたウダイカンバほど、枝枯れ（衰退）が起こりやすくなります。そして、衰退の進行した個体
では、その後の死亡率が急激に増加することが分かりました。そのため、衰退の進行したウダイカンバは早期に伐採し、利用して
いくことが資源の有効活用に繋がります。

成果の概要

成果の活用

■激しい食害を受けたウダイカンバを対象に、健全なウダイカンバが衰退・死亡にいたる過程を明らかにしました。
■ウダイカンバの衰退・死亡確率を予測するための技術を開発しました。

■道有林などで実施された現地検討会において活用され、この成果をもとに森林整備が実施されています。

■大野泰之・山田健四・八坂通泰・石濱宣夫・滝谷美香・津田高明・中川昌彦・蓮井

聡・松木佐和子（2012）

３年連続してクスサンの大発生した広葉樹二次林におけるウダイカンバの枯死状況．北方森林研究
成果の公表

60：

67-68
■第 59 回日本生態学会（2012 年 3 月：京都府）で発表しました。
■第 60 回日本生態学会（2013 年 3 月：静岡県）で発表しました。
■日本木材学会北海道支部第 44 回研究会で発表しました（2013 年 5 月：旭川市）

連携機関

岩手大学農学部、北海道大学北方生物圏フィールド科学研究センター

特記事項
担当グループ

森林資源部 経営グループ

備考

■この研究の一部は、JSPS 科学研究費補助金 23580214 の助成を受けたものです。
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構
Hokkaido Research Organization

森林研究本部

林業試験場

地球温暖化による害虫の異常発生を検出する

森林害虫データベースの作成
課題名（研究期間）

北海道の外来・在来樹木昆虫の地球温暖化に伴う拡大予測に関する基礎研究（2008 ～ 2010 年度）
分子データに基づくハバチ類幼虫の同定（2013 ～ 2016 年度）

【森林害虫データベース】

【マイマイガのパンフレット】

■生物学的基礎情報、被害様式や過去の被害推移、ならびに分布域または被害発生地域などから成る森林・樹木昆虫
成果の概要

のデータベースを構築しました。
■外来種の被害対策を確立するため、被害・分布・生態データを蓄積するとともに、主要害虫の被害対策のため
のマニュアルやパンフレットを作成しました。

成果の活用

■マニュアルやデータベースが広く活用されています。
■道内外の行政機関からの相談や報道機関の取材に対応しています。

■林業試験場ウェブページ「樹木を食べる昆虫、北海道」
成果の公表

http://www.hro.or.jp/zukan/konchu/00top.html
■ほか学会誌 7 件、紀要など 6 件、普及誌や書籍 8 件

連携機関

（独）国立科学博物館、
（独）森林総合研究所北海道支所、東京薬科大学生命科学部、岩手大学農学部、北海道立衛生
研究所

特記事項
担当グループ

森林資源部

備考

■この研究の一部は、JSPS 科学研究費補助金 20580165、25440223 の助成を受けたものです。
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

樹木の香りを商品開発に生かし、共同開発したヤチヤナギ入りチーズが北海道知事賞を受賞しました！

樹木の香りを活用した商品の開発
課題名（研究期間）

芳香成分を有する樹木の機能性評価および効率的な苗木生産技術の開発（2009 ～ 2013 年度）
旬の森の香りを活かした世界的競争力を有するチーズ製品の開発（2011 年度）

【組織培養】
組織培養技術で大量増殖が可能
になりました。

【ヤマモモ科ヤチヤナギ】
名前に“ヤナギ”と付いてますが、
ヤ マ モ モ 科 の 植 物 で、 湿 原 域 に 生 息

【製品化】

しており、生息数に限りがあります。

ヤチヤナギの香りを利用した

香り成分にリラクゼーション効果

ナイトクリームなどの化粧品

があるといわれています。

や、ヤチヤナギを使ったチーズ

利 用 に お い て は、 自 生 地 を 荒 ら さ

を開発しました。

ないような安定供給技術が必要です。

■芳香を有する機能性候補樹木について、効率的に芳香成分を抽出する技術を確立し、その機能性を評価しました。
成果の概要

■優良な個体を選抜するとともに、組織培養によって稀少なヤチヤナギなどの有用樹木について大量増殖が可能と
なりました。
■ヤチヤナギの芳香成分を利用した化粧品やチーズを作りました。
■ヤチヤナギの機能性を活用した化粧品は、株式会社レクシアから販売されています。

成果の活用

■ 2013 年６月より、ヤチヤナギを使ったチーズ「ヤチヤナギ」は、新得町にある農事組合法人「共働学舎新得農場」
から販売されています。
■脇田陽一・佐藤孝弘・棚橋生子・石井弘之・佐藤孝夫（2011）ヤチヤナギの増殖技術開発及びリラクゼーション
効果の検証．北方森林研究 60：85-87
■ Nakata M., Myoda T., Wakita Y., Sato T., Takahashi I., Toeda K., Fujimori T. and Nishizawa M.（2013）Volatile

成果の公表

components of essential oil from field grown plants via shoot tip culture of Myrica gale L. var. tomentosa C.
and their anti-oxidation and microbial activity． Journal of Oleo Science 62：755-762
■脇田陽一・佐藤孝弘・棚橋生子（2013）ヤチヤナギの香りでリラックス！？
増殖とリラクゼーション効果－．光珠内季報

連携機関

特記事項
担当グループ
備考

－ヤチヤナギの組織培養による

167 号

株式会社レクシア、東京農業大学、農事組合法人共働学舎新得農場、札幌市公園緑化協会
■ヤチヤナギを使ったチーズが北海道加工食品コンクールにおいて、最高位である「北海道知事賞」を受賞しました。
■同チーズは、平成 25 年度優良ふるさと食品中央コンクールにおいて「食品産業センター会長賞」を受賞しました。
緑化樹センター 緑化グループ
■この研究では、「JST 地域イノベーション創出総合支援事業

重点地域研究開発プログラム「シーズ発掘試験」

A（発掘型）」（2009）および「道産研究シーズ活用型地域産業活性化事業」（2011）を活用しました。
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

道産桜の新たな利用価値を見出し、製品化に成功！

道産桜の新たな利用方法の開発
課題名（研究期間）

道産桜における芳香成分等の新たな利用方法の開発（2011 ～ 2014 年度）

精油（アロマオイル）

精油を取るために捨て
られてしまっていた水
の部分（ハイドロゾル）
を利用

桜の葉を煮沸して蒸留

選抜した個体は組織培養によって増殖

■道産桜 4 種（エゾヤマザクラ、カスミザクラ、チシマザクラ、ミヤマザクラ）およびオオシマザクラ、ソメイ
ヨシノについて、葉からの芳香ハイドロゾルをより効率的に抽出することが可能となりました。
成果の概要

■香りに関して、エゾヤマザクラおよびチシマザクラは、カスミザクラに比べてより強く、よりおいしそうに感じ
られ、より好まれる香りであることが明らかになりました。
■「花の香りが良いチシマザクラ」、
「八重咲きのチシマザクラ 2 種」、
「異なる色の花を咲き分けるチシマザクラ」、
「生食可能で大きな果実を有するエゾヤマザクラ」を選抜し、組織培養による増殖が可能となりました。

成果の活用

■チシマザクラの香りを活用した和菓子および洋菓子を、美唄市にある菓子店等が生産・販売しました。
■チシマザクラの香りを活用した飲料及およびチーズについても、道内の業者によって生産・販売されました。
■全国花のまちづくり（札幌市）、北方機能性植物研究会（江別市）、石狩川上流未来への森づくりプロジェクト（上
川町）、札幌平岡樹芸センター講演会（札幌市）、北海道森づくりフェスタ（札幌市）、森林健康体験会（旭川市）、

成果の公表

食べる・たいせつフェスティバル（札幌市、帯広市、苫小牧市）、霧多布湿原センターくらしのしっぽ市（浜中
町）、中小企業同友会とかち講演会（帯広市）、道総研十勝セミナー（帯広市）、後志女性大会（蘭越町）、美唄・
江別新エネルギー研究会（美唄市）
、江差町歴まち商店街報告会（江差町）
、松前町桜報告会（松前町）等において、
展示、講演、研修等により研究成果を報告しています。

連携機関

東京農業大学、北海道大学、農事組合法人共働学舎新得農場、（独）土木研究所寒地土木研究所

特記事項
担当グループ

緑化樹センタ－ 緑化グル－プ

備考

Forestry Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

北海道から全国へシーベリー苗木の供給を目指します！

シーベリーの挿し木増殖技術の開発
課題名（研究期間）

多目的樹木ヒッポファエのクローン苗木生産システムの構築（2012 ～ 2013 年度）

【挿し木】

【組織培養】

【シーベリー（ヒッポファエ）】
グミ科ヒッポファエ属の落葉樹木。北海道に
は自生していませんが、果実はジャムや果実
酒などの食用、化粧品・香料などの用途があり、
道内での栽培が進められています。
また、乾燥・塩分・寒さに強い樹種特性から、
緑化にも使える多目的樹木として注目されてい
ます。

【育苗】
【定植】
クローン苗木の大量生産を実現しました。

成果の概要

■組織培養によるクローン増殖の基本技術を確立しました。
■挿し木によるクローン増殖の基本技術を確立しました。

成果の活用

■クローン増殖技術は、民間企業へ移転し、苗木生産に活用されています。

成果の公表

■平成 25 年度共同研究報告書「多目的樹木ヒッポファエのクローン苗木生産システムの構築」（非公開）

連携機関

株式会社遠藤組、赤平オーキッド株式会社

特記事項
担当グループ

緑化樹センタ－ 緑化グル－プ

備考
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構
Hokkaido Research Organization

森林研究本部

林業試験場

石炭露天掘り跡地の緑化に適した樹木と地拵え方法を明らかにしました

石炭露天掘り跡地の緑化技術
課題名（研究期間）

石炭露天掘り跡地における樹林化技術の確立（2008 ～ 2012 年度）

平坦で過湿なズリ堆積地に山を造って植栽
したバンクスマツ。山の中腹より上は、過湿
露天掘り跡地に植栽して 6 年目の樹木。左が生育の良好なイヌエンジュ。
右は生育不良で枯損被害も発生しやすいミズナラ。

被害を受けずに生育が良好。カラマツやシラ
カンバも、同じ結果を得ています。

多数のエゾシカ足跡に囲まれているイヌエンジュ
植栽木。エゾシカの食害は少なく、順調に生育して
います。

■石炭露天掘り跡地の緑化に適した樹種、不適な樹種を明らかにしました。
成果の概要

■樹木の生育に適した地拵え方法を開発しました。
■エゾシカの食害を受けにくく、露天掘り跡地で成長の良い樹種を明らかにしました。

成果の活用

■報告書、緑化技術要約は、北海道経済産業局、北海道治山課ほか関係３機関に配布して成果の普及を図っています。
■荒廃地緑化技術指導に応用されています。

■林業試験場・空知炭礦株式会社（2013）平成 20 ～ 24 年度共同研究報告書「石炭露天掘り跡地における樹林
成果の公表

化技術の確立」
■清水

一・横山光廣（2013）石炭露天掘り跡地における樹林化技術（要約）．

連携機関

空知炭礦株式会社

特記事項

■試験地を北海道電力株式会社奈井江発電所社員、北海道産業保安監督部ほかの視察研修に活用しています。

担当グループ

緑化樹センタ－ 緑化グル－プ

備考

Forestry Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

世界に類のない樹木腐朽診断の原理を見いだし、その診断装置を開発しました

樹木内部欠陥非破壊診断装置の開発
課題名（研究期間）

共振測定装置（RMD）を用いた樹木非破壊腐朽診断の実用化のための基礎的研究（2010 ～ 2011 年度）
共振測定装置による立木の内部欠陥診断技術の高度化と装置の利便性の向上（2012 ～ 2013 年度）
共振測定装置による樹木内部欠陥診断の汎用性の向上（2014 年度） ほか

本共振測定装置の画面

↑

共振

振
動
の
強
さ

周波数 (Hz)

【本装置を用いた共振測定の様子】

→

【本装置の画面の模式図】

■電子装置によって幹を規則的に振動させることにより、複数の共振測定が可能となる新原理の非破壊診断装置の
成果の概要

プロトタイプを開発しました。
■その装置により樹木の腐朽診断が可能なことが示されました。

成果の活用

■札幌市の街路や公園、民間企業等の敷地内の樹木において、本装置を用いた測定データが腐朽木診断および維持
管理に活用されました。

■「緑化樹情報連絡会議」（2013、2014 年）で紹介しました。
成果の公表

■「樹木医学会技術研修会」（2014 年）で講演しました。
■「樹木の腐朽診断装置現地検討会」（2014 年：札幌市、三笠市）を開催しました。

連携機関

広島大学、有限会社生物振動研究所、道総研（工業試験場）、札幌市

特記事項

■特許第 5531251 号「振動を用いた樹木の特性測定装置並びに特性測定方法」（2014 年 5 月登録）

担当グループ

緑化樹センター 緑化グループ

備考

■本研究の一部は、JSPS 科学研究費補助金 19380021 の助成を受けたものです。

Forestry Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

パソコンで人工林の間伐など森林施業がシミュレーションできます！

人工林収穫予測ソフトの開発
課題名（研究期間）

トドマツ人工林資源の持続的・安定的利用を目指した新たな施業指針の確立（2011 ～ 2013 年度）
道南スギ人工林収穫予測ソフトの開発（2012 ～ 2013 年度） ほか

【直径別立木本数の予測】
様々な立地条件、植栽密度、間伐方法
における立木の太さごとの本数や樹高、
林分材積などが予測できます。

【直径・材長別丸太本数の予測】
様々な採材方法における丸太の太さ
や長さごとの本数が予測できます。

【人工林収穫予測ソフトの入力画面】
立地条件、植栽密度、間伐方法を入力する画面です。
マイクロソフト社のエクセルで作成しています。

【道内主要人工林を対象に開発】
カラマツ、トドマツ、道南スギで開発しています。

■カラマツ人工林収穫予測ソフトを開発しました。
成果の概要

■トドマツ人工林収穫予測ソフトを開発しました。
■道南スギ人工林収穫予測ソフトを開発しました。

■普及指導員の研修用教材として活用されており、道内の林業関係者に広く活用されています。
成果の活用

■道庁版カーボンオフセット事業で使用されています。
■道庁で実施されたトドマツの標準伐期齢変更に利用されました。

■開発したソフトは、林業試験場ウェブサイトで公開しています。
成果の公表

■八坂通泰・滝谷美香・山田健四（2011）システム収穫表「北海道版カラマツ人工林収穫予測ソフト」の開発．
北海道林業試験場研究報告

48：65-74

■滝谷美香（2014）トドマツ人工林の地位指数曲線の改訂．北海道林業試験場研究報告
連携機関

51：7-11

北海道水産林務部林務局森林計画課、北海道水産林務部森林環境局森林活用課

特記事項
担当グループ

森林資源部 経営グループ、道南支場

備考

Forestry Research Institute
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林業試験場

収量 1.6 倍も夢ではないカラマツ林業モデルを提案しました！

炭素固定能の高い木材生産システムの開発
課題名（研究期間）

地球温暖化と生産構造の変化に対応可能な北海道農林業の構築（2009 ～ 2013 年度）

【成長の早い品種の導入】

【植栽密度の低減・伐期の短縮】

【林地残材の活用】

グイマツ♀×カラマツ♂、カラマツ

植栽密度と伐期が収量に与える影響

林地残材の発生量を調べた結果、カラ

♀×カラマツ♂の家系の中から、炭素

を 評 価 し た 結 果、 植 栽 密 度 1,500 ～

マツではこれまで利用されていた丸太の

固定能が最大 20％高い家系を選抜し、

2,000 本 /ha、 伐 期 30 ～ 40 年 に

量と比較すると 20％の林地残材が発生

さし木による増殖方法を改善しました。

お い て 従 来 よ り も 収 量 が 15 ％ 向 上

することがわかりました。

することがわかりました。

【重量ベースの収量 1.6 倍が可能な木材生産システム】
本研究では炭素固定能やエネルギー利用を想定し収量は、重量ベースで評価しました。重量ベースの増収効果は、品種改良
20％、育林方法改善 15％、林地残材活用 20％となり、これらの効果を掛け合わせると従来よりも最大で 1.6 倍になると考えら
れます。
■炭素固定能の高い品種を開発し、増殖方法を改善しました。
■植栽密度と伐期が収量、採算性に与える影響を明らかにしました。
成果の概要

■林地残材の発生量について明らかにしました。
■品種改良、植栽密度・伐期改善、林地残材の活用により重量ベース 1.6 倍の増収効果が見込める炭素固定能の
高い木材生産システムを提案しました。
■道庁作成のグイマツ雑種 F1「さし木増殖の手引き」のパンフレットに成果が活用されています。

成果の活用

■道庁で実施したグイマツ雑種 F1 の標準伐期齢変更に成果が活用されました。
■道庁の木質バイオマス関連事業において、林地残材の経済的集荷可能量についてデータを提供しました。
■酒井明香・八坂通泰・渡辺一郎（2010）林地残材の現地チップ化システムの経済性・エネルギー収支（EPR）の検討．
日本森林学会北海道支部会論文集

59：91-94

■八坂通泰（2010）地球温暖化時代のカラマツ人工林施業．山林
成果の公表

1514 号：48-51

■酒井明香（2010）皆伐跡地で林地残材を効率的に集める．光珠内季報

160 号

（全国林業改良普及協会発行）
■八坂通泰（2013）グイマツ雑種 F1 の低密度植栽．「低コスト造林・育林技術最前線」
25-37.
■八坂通泰（2013）カラマツ人工林の植栽密度と伐期の再考．北方林業

連携機関

65：31-34

■普及用パンフレット「森林バイオマスを活用するために」を作成しました。
道総研（中央農業試験場、十勝農業試験場、根釧農業試験場、林産試験場、工業試験場）、北大低温科学研究所、
株式会社イワクラ、雪印種苗株式会社

特記事項
担当グループ

森林資源部 経営グループ、道南支場

備考

Forestry Research Institute
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森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

北海道のカラマツ・トドマツ資源の供給能力を「見える化」します

カラマツ・トドマツ資源の地域別供給可能量の検討
課題名（研究期間）

「新たな住まい」と森林資源循環による持続可能な地域の形成（2010 ～ 2014 年度）

将来の資源量と生産される丸太材積を地域ごとに予測。

※上記の試算例は、いずれも民有林を対象とした数値です。

■北海道の主要造林木であるカラマツ・トドマツについて、地域別の資源量や成長量、伐採時期の現状を反映した
成果の概要

資源予測モデルを構築しました。
■伐採シナリオを設定し、資源予測モデルをもとに資源予測を行った結果、各地域での伐採可能量および丸太材積
の変化を明らかにできました。

成果の活用

■「平成 24 年度北海道森林づくり基本計画」に反映されました。
■北海道庁からの資源予測に関する技術相談に対応しています。
■津田高明・大野泰之・酒井明香・八坂通泰・滝谷美香（2013）カラマツ及びトドマツ人工林における持続
可能な伐採量の推定 - 北海道全域を対象として -．北方森林研究

成果の公表

61：15-18

■津田高明（2013）北海道におけるトドマツ・カラマツ人工林の資源動態と径級別の生産可能量．平成 24 年度
北の国・森林づくり技術交流発表会発表集
■津田高明（2014）北海道におけるカラマツ、トドマツ人工林の長期資源予測について．山つくり

469：6-7

■ほか紀要など 2 件
連携機関

北海道水産林務部 ､ 北海道森林管理局

特記事項
担当グループ

森林資源部 経営グループ

備考

Forestry Research Institute
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再生可能エネルギーをマチで活用する計画を支援します

森林バイオマスの利用可能量の試算・集荷方法の検討
課題名（研究期間）

地球温暖化と生産構造の変化に対応できる北海道農林業の構築（2009 ～ 2013 年度）
地域・産業特性に応じたエネルギーの分散型利用モデルの構築（2014 ～ 2018 年度）

【森林バイオマスとは】
未利用のまま山に残された、長さや太さ
の半端な木材のこと。再生可能エネルギー
として期待されています。

土場での造材したときの
森林バイオマス量

集める

全木集材や全幹集材が、そのまま、土場
にバイオマスを集めることにつながりま
す。土場で造材すると、伐採量に対し16
～28%くらいがバイオマスとして土場に
たまります。
こちらは枝付き→全木集材

（＊末口6cmまでパルプに利用した場合）。

枝を払うと→全幹集材

（土場）

集める（皆伐跡地）

＊詳細はhttp://www.fri.hro.or.jp/kanko/kiho/pdf/kiho167-3.pdf

（材積491m3/ha)

皆伐

苗木を植える準備（地ごしらえ）の際に集められた森林バイオマスを、堆肥（→４ページ）とともに発酵させ、
土壌改良材として販売している例があります。通常、地こしらえを行った後は、置き幅や林の縁に森林バイオマ
スが残されたままです（写真左列中）。写真右列は、カラマツ51年生の主伐の山（材積491m3/ha)の伐採跡地
から出た森林バイオマスを集めてチップにしたようすです。ここでチップが土場渡し1,000円／m3で販売され
たと仮定し、条刈り（すじがり）地ごしらえを行った時（写真左列）と収支を比較してみました。すると、枝条
の集荷費やチップ化費を含めても、森林バイオマスを販売した方が１haあたり4万円のプラスとなりました。
さらに、地ごしらえの経費がかからず、集めた後には、苗木をそのまま植栽できました。

オマス
森林バイ
に集め
を効率的
るコツ
て加工す
は？ 場で造材すると、集め伐
条刈り地ごしらえのみを実施

チップを販売
収入：675千円/ha

集荷費

地ごしらえ費

(土場渡し1,000円/m3)

243千円/ha

支出：

堆肥と発酵させて
土壌改良材として
農地へ

→

地表からバイオマスを移動

→

→

地表からバイオマスを移動

→

121千円/ha

チップ化費

392千円/ha

→

苗木の植え付け

1haあたり費用・収入(千円）

3

苗木の植え付け

haあたり
4万円の
プラス！

800

土置き幅に残された枝条 ます。皆現地でチップ化
（675m /ha)チップ層積
省け
る手間が
を有効活
オマス植え付ける
跡のバイ
しらえ
ご
地
地表の状況は
、
ば
用できれ
ほとんど変わらない
。
らせます
経費を減

→

（答え）

９

10

地ごしらえを兼ねた森林バイオマスの集荷・チップ化を実施

支出：

支出：

700
600
500
400
300
200

まるまる
減らせます
地ごしら
え費
121

100

チップ
化費
392

集荷
費
243

チップ
販売
収入
675

0

条刈り地ごしらえのみ 森林バイオマス集荷・チップ化を実施

・

費用

・

費用

収入

＊今回は、地表面をすじ状に刈る条刈り地ごしらえをした例ですが、地表面をすべて刈る全刈り地ごしらえだともっと差がつくこと
が予想されます。なお、試算に重機運搬費は入っていません。

【利用可能量】
オホーツクや十勝の市町村で多くなりました。

【普及する】Q ＆ A パンフレット

■再生可能エネルギーの一つとして期待を集めている森林バイオマスについて、北海道の木材需要や機械作業の
成果の概要

現状を反映した上で、179 市町村ごとの供給可能量を試算しました。
■森林バイオマスの効率的な集め方を、現地調査を通して実証的に検討しました。労働生産性や経済性に関するデータ
を蓄積し、初心者向けと実践者向けのパンフレットを作成して公開しています。

成果の活用

成果の公表

連携機関

■バイオマスタウン構想や新エネルギービジョンの計画立案のベースとして、市町村に広く活用されています。
■森林組合など林業事業体が森林バイオマスを集め、販売する際のコスト等の参考値としても使われています。

■酒井明香（2013）北海道の林地残材集荷可能量を試算する＜速報＞．光珠内季報

167 号

■ほか学会誌５件、紀要など６件、普及誌や書籍６件

北海道水産林務部、北海道森林管理局、株式会社イワクラ、南富良野森林組合ほか

特記事項
担当グループ

森林資源部 経営グループ、林産試験場利用部 バイオマスグループ

備考

Forestry Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構
Hokkaido Research Organization

森林研究本部

林業試験場

カラマツの天然更新施業を成功させるために必要な施業を提案しました

カラマツの天然更新施業を成功させるためには？
課題名（研究期間）

人工林における針葉樹天然更新技術の提案（2010 ～ 2013 年度）

【カラマツ天然更新施業が成功した例】

【カラマツの天然更新地が広葉樹林化した例】

伐採期を迎えたカラマツが

過去に道内でカラマツが天然

皆伐された後、次世代のカラ

更新したと報告された箇所の現

マツ資源を天然更新で確保で

況を調査したところ、カラマツ

きれば、経費の大幅な削減に

林が成林したのは半数で、多く

つながることが期待されま

が広葉樹林化、あるいは広葉樹

す。

との混交林化していることが明

更新技術は 30 年前に確立

らかになりました。

したとされています。

【広葉樹との成長の違い】

【エゾヤチネズミの食害】
幼齢のカラマツ天然更新地で

カラマツ天然更新地では、カラマツよりも広葉樹のほうが成長

は、カラマツはエゾヤチネズミ

が早くなっていました。

の食害でほぼ全滅したのに対し、
広葉樹は被害を受けませんでし
た。

■広葉樹はカラマツよりも成長が早く、エゾヤチネズミの被害を受けにくいことから、カラマツの天然更新地は
成果の概要

広葉樹林化しやすいことを明らかにしました。
■これらの結果から、カラマツの天然更新施業を成功させるために、カラマツ林の皆伐時に保残するカラマツ母樹林
内の広葉樹も収穫することや、カラマツの天然更新地でも人工林同様に野鼠の防除作業を行うことを提案しました。

■平成 26 年北海道森づくり研究成果発表会（森林整備部門）で発表しました。
成果の活用

■平成 25 年度北の国・森林づくり技術交流発表会で発表しました。
■ 2014 年 5 月 22 日の民有林新聞において紹介されました。
■国有林や道有林などの現場で森林技術として活用されることが期待されます。
■中川昌彦（2014）カラマツの天然更新施業を成功させるためには？ 平成 25 年度北の国・森林づくり技術交流

成果の公表

発表会発表集：144-148.
■中川昌彦（2014）過去に報告された道内のカラマツ天然更新地の現況．北林試研報

51：13-30

■ほか論文 1 本、普及誌２本
連携機関

三菱マテリアル不動産株式会社、九州大学、北海道森林管理局、北海道水産林務部

特記事項
担当グループ

道東支場、森林資源部 経営グループ

備考

Forestry Research Institute
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どこで発生・なぜ植えない、再造林未済地は森林になるのか？

再造林未済地の発生把握と森林化の可能性を予測する
課題名（研究期間）

造林未済地の把握技術および天然更新を利用した森林化技術の開発（2010 ～ 2012 年度）

【再造林しない理由の分析】

【衛星画像で発生箇所が抽出可能】

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

造林費用
補助金
後継者
木材価格
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衛星画像（左）と再造林放棄地の抽出例（右）
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（筑波大学・森林総合研究所）

【伐採前から伐採後の状態を予測】
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■衛星画像の解析、森林調査簿データの分析、森林所有者へのアンケート調査等により、再造林未済地がどこで
成果の概要

何故発生するのかを把握する技術を開発しました。
■伐採跡地のうち天然更新により森林再生が可能な場所と不可能な場所を予測する手法を開発するとともに、未済地
や適地を表示するシステムを開発しました。

成果の活用

■成果の一部は、道庁が作成した「天然更新完了基準書」に盛り込まれ、北海道が行う計画照査や森林経営計画の
認定審査、伐採等の届出に係る更新状況の確認、天然更新の技術指導等の業務に活用されています。

■普及資料「 造林未済地の解消をめざして」※林業試験場ウェブサイトで下記のアドレスにアクセス
成果の公表

http://www.hro.or.jp/list/forest/research/fri/kanko/fukyu/pamph.htm
■ほか学会誌 3 件、普及誌 2 件、ワークショップ・講演会・シンポジウム 3 件

連携機関

（独）森林総合研究所、北海道大学、筑波大学、酪農学園大学、NPO 法人 EnVision
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備考

この研究は、農林水産技術会議の「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」の助成を受けました。
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