
 

平成 2８年 北海道森づくり研究成果発表会 プログラム 
 

と き：平成 2８年 4 月２１日（木）10:０0～16:30（受付 ９:３0～） 

ところ：北海道大学学術交流会館（札幌市北区北８条西５丁目） 

主 催：北海道水産林務部 

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 森林研究本部 
 

 

 

【開会・挨拶】（会場：２Ｆ講堂）                              10:00～10:05 

 

【口頭発表 一般発表】（会場：２Ｆ講堂）                10:05～11:50 

 

○ 北海道・北海道森林管理局・市町村・企業等 
 

「トドマツ人工造林の徹底したコスト削減 ～下刈２回刈を１回刈へ～」 
留萌南部森林管理署 森 陽介 

 

 

「林地未利用材等の安定供給に向けた取組」 

日高振興局森林室 普及課 大槻  亨 

 

 

「木質チップ燃料の品質を確保する」 

美深町 建設水道課 野村 具弘 

 

 

「モバイルカリングによるエゾシカ捕獲の取組みについて」 
日高振興局森林室 森林整備課 櫻井 涼子 

 

 

 

 

 

 

美深町では、町内温泉施設へ供給する木質チップ燃料の品質確保に向けた取組を進めています。今回、

道総研林産試験場及び北海道と連携し、供給体制における木質チップ燃料の品質を明らかにするとと

もに、適切な検収方法を検討したので報告します。 

道内各地で木質バイオマス利用施設へ原料の安定供給に向けた体制づくりが進められています。日高

管内においても地域関係者が連携して林地未利用材等の搬出・集荷に向けた取組を進めていますので、

その内容について報告します。 

トドマツの造林において一般的に植栽後 2・3 年目に実行する下刈の 2 回刈を 1 回省略した結果、管

内の一般的な植生条件下では植栽木の生長への影響が小さいと判断されましたので、その内容を発表

します。 

道有林日高管理区内において、エゾシカの森林被害を軽減させるために、平成２７年度にモバイルカ

リングという捕獲手法を実施しました。初年度の取組内容の報告と、今後の課題点などについての考

察を発表します。 



 

「稚咲内砂丘林で実施したエゾシカ囲いワナ事業の結果と課題 

～ＩＣＴを活用した取組～」 
宗谷森林管理署 海老原 良太 

田 中  淳 

 

 

「林業分野での IT の利活用について」 

株式会社澄川工作所  齋藤 聖悟 

ブレイクスルー 北原 健太郎 

フリーランス  麦島 正司郎 

 

 

「リモートセンシング技術を用いた台風 23 号による風倒被害の早期把握」 

後志総合振興局森林室 森林整備課 五十嵐 学 

 

 

 

【口頭発表 森林整備部門】（会場：２Ｆ講堂）                13:00～15:50 

 

○  道総研 林業試験場 

 

「林業試験場の研究概要」 
副場長 原  秀穂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 10 月 8 日から 9 日にかけて台風 23 号から変わった低気圧に伴う暴風の影響で、道有林

後志管理区で風倒被害が発生し、被害状況の確認を行いました。その際、衛星画像解析による被害推

定図がヘリコプター撮影時に有効に活用でき、また、ドローン撮影が初動調査にきわめて有効でした

ので、その経過を報告します。 

「林業の課題を IT で解決できないか？」を合言葉に集まったボランティアの IT 技術者集団が、実際

に現場の方に話を聞いたところ色々なアイディアが生まれました。ここではそのアイディアの一部と

試作したスマートフォンアプリを紹介します。 

昨年度、宗谷署ではエゾシカの越冬地となっている稚咲内砂丘林において ICT を活用した捕獲事業を

実施しました。道北の厳しい気象条件や ICT を活用するための電源等、実施にあたっての課題につい

て発表します。 

林業試験場が取り組んでいる研究の方向性、研究者の各発表（口頭・ポスター）の意義などについて紹

介します。 



 

「木材生産と公益的機能の両立を目指した保残伐施業の実証実験」 
森林資源部 保護グループ 明石 信廣 

雲野  明 

大野 泰之 

道北支場 対馬 俊之 

森林資源部 経営グループ 渡辺 一郎 

森林環境部 機能グループ 長坂  有 

長坂 晶子 

森林総合研究所 尾崎 研一 

山浦 悠一 

 

 

「クリーンラーチ採種園の整備推進の取り組み」 
森林資源部 経営グループ 今  博計 

 

 

「トドマツ人工林に天然更新している稚樹は皆伐したら育つか？」 
道東支場 中川 昌彦 

 

 

「風倒害リスクを考慮した人工林管理」 
森林環境部 環境グループ 阿部 友幸 

 

 

「津波の勢いを和らげる海岸防災林の働きと整備方法」 
森林環境部 佐藤  創 

 

 

海岸防災林の波力減衰効果について数値シミュレーションにより明らかにし、さらに、効果を高め、津

波被害に遭いにくい林帯の整備方法について開発を行いました。本発表では、白糠町・大樹町の海岸防

災林のレベル２津波に対する波力減衰効果を示し、間伐、林帯幅拡張などが効果に及ぼす影響について

示します。 

生物・非生物起源の自然攪乱による森林被害のうち風倒害の占める割合は飛び抜けて大きいため、この

防除・低減は重要です。風倒害対策は林業経営と十分融和すべきことですが、難しい問題でもあります。

そこで、風倒害防除を林業経営と融和させる一方法を提案します。森林の風倒害の受けやすさ（限界風

速）、その森林立地における限界風速の生起確率を定量化することにより、風況に応じた最も有利な森

林施業方法を提示します。 

平成 25 年 5 月に「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」の一部が改正され、成長が特に

優れた種苗の母樹を「特定母樹」に指定し、母樹の増殖を促進する取り組みが始まりました。これまで

国有林と道有林が担ってきた採種園の造成を、民間事業者も行えるようになったというもので、これに

より優良種苗の普及が一層進むことが期待されます。本発表では、北海道水産林務部森林整備課、北海

道育種場と一緒に行っているクリーンラーチ採種園の整備推進の取り組みについて紹介します。 

これまでトドマツ林を皆伐すると林内に天然更新しているトドマツの稚幼樹は葉が赤茶色になって枯

れると言われてきました。しかし、実際に皆伐を実施したところ、葉は赤茶色に変色し落葉したものの、

皆伐後に開葉した葉は変色せず、皆伐２年後からは旺盛な成長が始まっています。この結果から、考察

されることについて報告します。 

生物多様性保全等のために皆伐時に一部の樹木を残す保残伐施業の実証実験を、道有林空知管理区にお

いて 2013 年度から開始しました。今回は伐採前の状況、木材生産コストへの影響、伐採直後におけ

る保残の効果等を報告します。 



 

【口頭発表 木材利用部門】（会場：１Ｆ小講堂）             1３:00～16:20 
 

○ 道総研 林産試験場 

 

「林産試験場の研究概要」 

林産試験場長 菊地 伸一 

 
 

「道総研戦略研究「エネルギー」における木質バイオマス利用の取り組み」 
利用部 バイオマスグループ 折橋  健 

 
 

「マイタケ「大雪華の舞 1 号」の健康機能性」 
利用部 微生物グループ 佐藤 真由美 

 
 

「大樹町産材を使った公営住宅の取り組み」 
大樹町 建設課 奥  純一 

利用部 資源・システムグループ 石川 佳生 

 
 

「木質面材料と温熱環境」 
性能部 構造・環境グループ 朝倉 靖弘 

 
 

「塗装木材の耐候性向上に関する取り組み」 
性能部 保存グループ 伊佐治 信一 

 
 

 

 

 

 

内外装用途での利用が進められている単板積層材に各種透明塗料を塗布した際の耐候性能を調べまし

たので報告します。あわせて、未処理の木材や熱処理木材に対して、高い耐候性能を付与するための塗

装仕様を検討しましたので報告します。 

大樹町の公営住宅に地域材を利用するための町有林の資源量・径級等を考慮した部材提案や実現可能な

流通・加工ルートの確立などの取り組みと、町産材に利用による地域経済への波及効果について紹介し

ます。 

当場で開発したマイタケ「大雪華の舞 1 号」は栽培コスト低減が期待できるだけでなく、高い健康機

能性があることがわかりました。本発表では、動物及びヒトによる機能性評価試験で実証された「大雪

華の舞 1 号」の健康機能性について紹介します。

省エネルギー化の流れから、建物の断熱、結露防止設計は現在必須の案件です。一方、建築物で使用増

加が見込まれる木質面材料は、断熱、結露防止設計に必要な諸性能値の蓄積や検討が十分とは言えない

状況です。本発表では、これらの背景を概説し、現在得られている最新の知見を紹介します。 

道総研戦略研究「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」では、林産試験場、

林業試験場が木質バイオマスのエネルギー利用促進に向けた研究を実施しています。本発表では、その

取り組み状況について紹介します。 

林産試験場が取り組んでいる研究などについて紹介します。 



 

「道産 CLT の実用化に向けた研究動向」 
技術部 生産技術グループ 大橋 義德 

 
 

「道産針葉樹を用いたペット共生型木質系床材の開発」 
技術部 製品開発グループ 松本 久美子 

 
 

 

【閉会・挨拶】（会場：１Ｆ小講堂）                            16:20～16:30 

 

—————————————————————————————————— 

 

【ポスター発表】（会場：１Ｆホール）                  10:00～15:30 

 
※ コアタイム  ■森林整備部門 11:50～13:00 

14:25～15:00 

■木材利用部門 14:10～15:00 
会場で口頭・ポスター発表者がポスターの内容をご説明します。 

 

○北海道・美深町 
 

「道有林と美深町有林の共同施業試験について」 

上川総合振興局北部森林室 森林整備課 安達  洋 

美深町 建設水道課 野村 具弘 

 

 

「森林現況の把握に向けた UAV の活用方法について」 
上川総合振興局 北部森林室普及課 濱坂  晃 

 
 

 

 

 

 

上川総合振興局北部森林室では、木質バイオマス原料を安定的に供給する体制づくりの一環として、

事業の集約化と効率的な森林施業に努めることを目的に、道有林と美深町有林で間伐事業を共同で行

うモデル的な取組を実施しましたので報告します。 

道産針葉樹材を用いて人にとっては足触りが良く、かつ、人とペットが滑りにくいという安全性を持つ

床材を開発しました。本発表では床材の性能等の他、犬による、すべりの抑制効果についての検証を紹

介します。 

道産 CLT の実用化に向けて、接着性能・材料性能・構造性能に関する様々な研究を行っており、CLT

建築物の建設を実現するとともに、工法としての一般化に不可欠な基準強度制定も進めています。本発

表では道産 CLT に関する研究動向と実用化への展開を概説します。

森林の管理経営を行っていく上で、森林現況の最新情報を把握することが重要です。このことから

UAV（ドローン）を活用し、低コストで森林現況を把握する方法を検証したので紹介します。 



 

○ 道総研 林業試験場 

 

「トドマツの優良種苗の開発 －第二世代精英樹候補木の選抜－」 
森林資源部 経営グループ 石塚  航 

今  博計 

来田 和人 

黒丸  亮 

森林総合研究所 林木育種センター 矢野 慶介 

田村  明 

 

 

「単木に着目したカラマツ人工林の管理方法の提案」 
森林資源部 経営グループ 大野 泰之 

森林環境部 環境グループ 福地  稔 

 

 

「経済性を指標とする林地団地化範囲の最適化プログラムを作成しました」 

森林資源部 経営グループ 津田 高明 

渡辺 一郎 

 

 

「北海道版森林作業道適正整備支援ソフト ver1.0 の開発」 

道北支場 蓮井  聡 

対馬 俊之 

 

 

 

 

 

 

林業試験場では、林業用の主要樹種であるトドマツ・カラマツの第二世代精英樹選抜に取り組んでおり、

これまでに、成長に優れ、材質の劣らない優良木を道内各地にて選抜してきました。本発表ではとくに、

根釧地域において 45 本のトドマツ優良木を選抜した取り組みを紹介するとともに、道内におけるトド

マツ精英樹選抜事業の展開状況を俯瞰し、将来、第二世代精英樹の種苗による造林に期待される選抜の

効果を試算します。 

森林作業道を適正に整備するための技術や知見の現場定着を目的とし、森林作業道を適正に整備する

ための情報を簡単に得られるソフトウエアを開発しました。これにより、主に緩傾斜地の現場条件に

応じた路網の規格検討、森林作業道の適正密度等を簡単に試算できるようになりました。 

森林施業を行う際に、近隣の林分と一括して行うことは林業の低コスト化に有効な手段とされていま

す。しかし、どの範囲で林分をまとめるのが低コスト化に有効なのか、その方法は今まで出ていませ

んでした。本研究では、路網と小班に関するGISデータを基に、最適化手法を用いて施業経費を最小

化するプログラムを構築しましたので紹介します。 

カラマツ人工林における長伐期施業の導入手法の一つとして、立木（単木）に着目した施業方法が注

目されおり、この施業の目的の一つに大径木の効率的な育成が挙げられています。この施業の推進を

支援するため、本課題では、立木ごとの樹高や樹冠長などの情報から将来の胸高直径を立木ごとに推

定するための手法を構築しました。また、任意の育成目標径級への達成可能性を立木ごとに判断する

ためのツールを作成しました。 



 

「保残伐施業におけるフォワーダ集材作業」 

道北支場 対馬 俊之 

森林資源部 経営グループ 渡辺 一郎 

 

 

「森里川海の物質の環・地域住民の環の再生を考える 

－北海道東部・風蓮川流域における事例より－」 
森林環境部 機能グループ 長坂 晶子 

 

 

「シラカンバ防風林におけるゴマダラカミキリによる穿孔被害」 

森林環境部 環境グループ 真坂 一彦 

 

 
「農作物への防風林の効果は古い研究テーマか？ 

—いま改めて求められる防風林研究—」 
森林環境部 環境グループ 岩﨑 健太 

 

 
「集材路において締め固められた土壌の物理性は回復するのか？」 

森林環境部 環境グループ 佐藤 弘和 

 

 

 

硬い表層土壌では、土砂流出発生が懸念されます。トドマツ人工林内に作設された集材路において、

間伐前後の表層土壌の硬さを調べました。間伐直後では、車両走行により轍の表層から深さ 0.2ｍま

でが締め固まっていました。間伐後 5～6 年経過すると、間伐直後に比べて、轍の土は軟らかくなっ

ていました。車両走行により締め固められた集材路の土壌硬度は、少なくとも 5～6 年で間伐前の状

態まで回復していました。 

北海道における短幹集材システムの普及定着をめざし、国産のグラップル付きフォワーダ（F801）

と従来のグラップルなしフォワーダを用いて、保残伐施業実験区での集材作業の生産性とコストを比

較検討しました。 

美唄市内に広がるシラカンバ防風林の衰退林分において発生しているゴマダラカミキリによる穿孔

状況を報告します。ゴマダラカミキリ成虫の脱出孔数は衰退が著しい林分で多い傾向があり、また

個体単位では樹冠の衰退度が大きいほど脱出孔数が多い傾向が見られました。シラカンバの枯死は、

ふつう立枯れが多いですが、衰退林分では根元から折れて倒れている様子が観察されたことから、

穿孔により腐朽が進行していると推察されます。 

防風林は生育初期の地温上昇を通して飼料用トウモロコシの生育を早めていました。現在、この観測

結果を基にモデルを構築し、様々な林帯や気象条件における防風林のトウモロコシへの効果をシミュ

レーションしようと取り組んでいます。この農作物への効果のシミュレーションや防風林の更新手法

など、農地に隣接する防風林の管理を考える上で解明が必要な研究課題とそれに対する取り組みの現

状を発表します。 

道東・風蓮川流域は、水質改善のための水辺林造成などに取り組む先進地ですが、上下流（農・水 

産）の合意形成のしくみをどう構築するかが課題となっています。本発表では、聞き取り調査により

流域住民の自然認識と環境保全への意識との関係を検討し、合意形成にあたっての課題抽出を行った

ので報告します。 



 

「企業の森づくりについて －企業の考え方と実施事例－」 

緑化樹センター 緑化グループ 棚橋 生子 

 

 

「北海道ブランドとなる”たらの芽”生産用タラノキの選抜とクローン増殖技術の開発」 

緑化樹センター 緑化グループ 錦織 正智 

 

 

○ 道総研 林産試験場 

 

「燃料用木材チップの水分測定法」 
利用部 バイオマスグループ 西宮 耕栄 

山田  敦 

 
 
「木質セシウム・ストロンチウム吸着材の性質」 

利用部 バイオマスグループ 本間 千晶 

 
 

「道産トドマツ CLT の開発と性能評価 その１ 接着性能について」 
技術部 生産技術グループ 宮﨑 淳子 

 
 
「道産トドマツ CLT の開発と性能評価 その２ 材料性能」 

技術部 生産技術グループ 高梨 隆也 

 
 

 

 

トドマツ CLT の接着性能を直交集成板の日本農林規格の減圧加圧剝離試験により評価し、基準をク

リアする良好な接着性能が得られることを確認しました。本発表ではこの結果に加え、接着層付近の

破壊に着目したトドマツ CLT の接着性能の特徴を紹介します。 

道総研の戦略研究「農村集落における生活環境の創出と産業振興に向けた対策手法の構築」において

取り組んでいる”たらの芽”生産用タラノキの選抜とクローン増殖技術の開発について紹介します。

・北海道内で行われている企業の森づくりの概要 

・企業の森づくりに関する企業の考え 

・企業の森づくり実例 

道産トドマツを用いたＣＬＴについて、曲げ試験、せん断試験、座屈試験を行い、材料性能を評価し

ました。その結果、曲げ性能およびせん断性能がＪＡＳの基準値を上回り、トドマツＣＬＴが十分な

強度を有することが確かめられましたので報告します。 

道産木材を原料とした木質吸着材について、セシウム、ストロンチウムの吸着性能に着目した製造（熱

処理）条件、吸着に及ぼす他元素の影響などについて検討しましたので結果を報告します。 

燃料用木材チップの品質確保のためには、木材チップに含まれている水分を適正に測定する必要があ

ります。本発表では、チップ工場などの生産現場に適した簡便な水分測定法を検討したので紹介しま

す。 



 

「道産トドマツ CLT の開発と性能評価 その３ 接合性能」 
性能部 構造・環境グループ 戸田 正彦 

 
 
「道産トドマツ CLT の開発と性能評価 その４ 開口パネル性能」 

性能部 構造・環境グループ 藤原 拓哉 

 
 

「道産トドマツ CLT の開発と性能評価 その５ 供給コストの試算」 
利用部 資源・システムグループ 古俣 寛隆 

 
 
「技術支援制度を活用した大臣認定取得の取組 

－道南スギによる難燃・準不燃材料認定を実例として－」 
性能部 保存グループ 平舘 亮一 

 
「ウダイカンバ人工林材の材質試験」 

利用部 資源・システムグループ 大崎 久司 

 
 
「カラマツ材のねじれ予測について」 

技術部 製品開発グループ 山崎 亨史 

 
 
「カラマツ心持ち平角材の蒸気・高周波複合乾燥技術について」 

技術部 生産技術グループ 土橋 英亮 

 
 

コアドライなどカラマツ心持ち材は乾燥による変形（ねじれ）が大きい材があるため、製品歩留まり

が低くなります。材表面の繊維傾斜を測定することでねじれを予測でき、ねじれの大きいものを選別

できましたので、結果を紹介します。 

CLT 製造事業の可能性を検討するため、パネルの製造原価、ラミナ調達価格、利益率等が推計可能な

CLT コストシミュレーターを作成しました。これを用いて、CLT の供給コストや不確実性について

検証しましたので紹介します。 

通常の蒸気式乾燥装置に比べて、乾燥時間の短縮と水分傾斜の低減が期待できる蒸気･高周波加熱式乾

燥装置を用いたカラマツ心持ち平角材の乾燥試験を行いました。本発表では、乾燥日数・高周波出力・

電源量等の乾燥条件と仕上がり含水率・水分傾斜等の関係を紹介します。 

広葉樹資源の育成と利用に向けて、ウダイカンバ人工林材の材質試験を行いました。利用にあたって

重視される、材密度や曲げ・圧縮強さなどに着目し、これらの相関や変動などについて検討しました

ので報告します。 

株式会社ハルキは、道南スギによる難燃・準不燃材料について、技術支援制度を活用し林産試験場で

実施した研究成果を元に国土交通省認定の性能評価試験に合格しました。本発表は、林産試験場が行

なった技術支援の取り組みについて紹介します。 

CLT の工法の一つに開口部分をくりぬいた大判の CLT を用いる大型パネル工法があります。トドマ

ツ CLT の設計データを整備するため、大型パネルとしての利用を想定した L 形パネルの水平加力試

験を行いましたので、結果を報告します。 

道産トドマツ CLT を用いた構造物の設計資料の整備を目的として実施した接合部試験の結果をもと

に、ビス接合部の基本性能およびカラマツ CLT との性能比較について紹介します。 



 

「胞子欠損性タモギタケの育成とその特性について」 
利用部 微生物グループ 米山 彰造 

 
 
「道産樹種を用いたマツタケ感染苗の作出技術の開発」 

利用部 微生物グループ 東  智則 

 
 
「ヤナギを用いたシイタケ廃菌床を原料としたバイオエタノール製造の検討」 

利用部 微生物グループ 檜山  亮 

 
 

 

【写真展】（会場：1Ｆホール）                10:00～1５:３０ 

 

○ 北海道（水産林務部 森林環境局 森林活用課） 

活躍する森林所有者の紹介 
「第 54 回農林水産祭参加全国林業経営推奨行事入賞者」 

「平成 27 年度北海道産業貢献賞（森林づくり功労者）」 

「平成 27 年度ほっかいどう地球温暖化防止貢献の森林づくりコンクール受賞者」 

「地域で活躍する北海道指導林家・北海道青年林業士」 

「地域で活躍する林業グループ」 

 

○ 北海道林業普及指導職員協議会 

第３１回林業普及写真展 

林業普及指導職員による日頃の普及指導活動の紹介 

 

 

主に堆肥化利用されているシイタケ廃菌床の高付加価値の高い利用法として、廃菌床からのバイオエ

タノール製造を検討しました。簡素な前処理、少ない酵素使用量で高濃度のエタノールを得ることが

できましたので詳細を報告します。 

マツタケの林地栽培を目指して、マツタケ感染苗の作出を試みました。トドマツ、アカエゾマツの実

生苗にマツタケ菌を接種し半開放条件下で育成する、あるいは、シロ周縁部にトドマツ苗を植栽する

といった方法でマツタケ感染苗を作出することができましたので詳細を紹介します。 

タモギタケは成長が旺盛なため胞子発散量が多く、生産施設で施設汚染や生産従事者のアレルギー症

状等が問題となっています。そこで、太陽光と同様な紫外線処理により胞子発散量を大幅に低減した

タモギタケ新品種を育成しましたので、その特性について紹介します。 


