
 

平成 2９年 北海道森づくり研究成果発表会 プログラム 
 

と き：平成 2９年 4月１９日（水）10:０0～17:00（受付 ９:３0～） 

ところ：北海道立道民活動センター かでる２・７（札幌市中央区北 2条西 7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 

 

【会場：１F かでるホール】 

 

開会・挨拶                                                   10:00～10:05 
 

口頭発表 一般発表                                          10:05～11:05 

 

○ 北海道森林管理局・北海道・団体等 
 

「優良広葉樹材の生産に向けた二次林の活用について」 

北海道森林管理局日高南部森林管理署 奥静内森林事務所 三瀬 友美子 

 

 

「アカエゾマツ人工林間伐モデル林の成長過程について」 
オホーツク総合振興局東部森林室 普及課 藤原  潤 

 

 

「効率的な森林整備の推進に向けて～UAV（ドローン）を活用した普及指導活動～」 

上川総合振興局北部森林室 普及課 濱坂  晃 

 

 

「北海道での林業ハッカソンの取り組み」 

北海道第一次産業ハッカソン 2016   

株式会社澄川工作所  齋藤 聖悟 

 

地域に適したアカエゾマツ人工林の施業体系や仕立て方を実証するため、平成８年（林齢２３年生時）

に津別町有林に試験地を設定し、５年ごとの定期調査を実施し２０年が経過しました。調査結果から

仕立て方の本数密度の違いによる成長経過、成長予想値との比較及び諸被害について検証を行ったの

で報告します。 

和寒町及び名寄市において、伐採跡地の解消や大面積の牧場跡地の森林再生等に向け、UAV（ドロー

ン）を活用した森林調査等を基に、効率的な森林整備の推進に向け取り組んだ普及指導活動について

報告します。 

大正時代に皆伐された跡地に、実生及び萌芽によって更新成立した広葉樹二次林について、広葉樹の

優良材を生産する林分への誘導、保続性の確保を図るため、施業の対象地、今後の方針等を検討した

ので報告します。 

北海道第一次産業ハッカソン 2016 では、伐採現場での課題を林業関係者・IT 技術者でアイデアを

出し合い、それらを解決するための試作品を作成しました。ハッカソンの取り組みと試作品を紹介し

ます。また九州や岐阜でも同様の取り組みがあり、それらの紹介も行います。 



 

口頭発表 森林整備部門・木材利用部門共同発表         11:05～11:45 

 

○ 道総研 林業試験場・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 

 

 

「成熟化するトドマツ人工林材の利用拡大に向けて」 

   ～人工林資源の将来予測と良質材生産に向けた施業～ 
林業試験場 森林資源部 経営グループ 滝谷 美香 

道南支場 津田 高明 

林業試験場 森林資源部 経営グループ 大野 泰之 

渡辺 一郎 

来田 和人 

 
 

   ～トドマツ人工林の材質と利用技術～ 
性能部 構造・環境グループ 藤原 拓哉 

利用部 資源・システムグループ 村上  了 

技術部 生産技術グループ 平林  靖 

 
 

口頭発表 木材利用部門                                   11:45～12:05 

13:10～14:30 
 

○ 道総研 林産試験場 

 

「トドマツ人工林材を用いた圧縮材フローリングの開発」 
技術部 製品開発グループ 澤田 哲則 

 

 

「薬剤処理防火木材の屋外耐候性の検討」 
利用部 資源・システムグループ 平 林  靖 

 

燃焼を抑制する薬剤を含浸した薬剤処理木材について，国内 3 地点において屋外暴露操作を行い，防

火性能の経時劣化を検討しました。5年を経過した薬剤処理木材の防火性能は，使用する薬剤の耐溶脱

性および塗装の有無が大きく影響することが分かりました。 

トドマツ人工林材の用途を広げるために、柔らかく、傷つきやすいという材質的な特徴を、圧縮加工に

より変化させ、広葉樹材と同等に硬く、傷つきにくい性能を付与して、フローリングとして利用できる

ものとしました。 

トドマツ人工林材は資源の成熟化に伴い，大径化の進行が予想されますが，大径人工林材の性状につい

ては未知な部分もあります。そこで利用適性に関する知見を得るために行った材質試験の結果を紹介し

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。 

大径化が進むトドマツ人工林について、50 年後までの全道の伐採可能量について推定しました。ま

た、施業による傷に起因する腐朽木発生の対策及びその効果について検討したので、これらの成果を

発表します。 



 

 

 

「地域活性化につなげる木製品づくりの検討」 
性能部 構造・環境グループ 北橋 善範 

 
 

「カラマツラミナにおけるヤニつぼ、ヤニ垂れの出現頻度」 
利用部 バイオマスグループ 折橋  健 

 
 

「シイタケ菌床栽培における早生樹「ヤナギ」の有用性」 
利用部 微生物グループ 原田 陽 

 
 

 

口頭発表 森林整備部門                                     14:30～16:00 

 

○  道総研 林業試験場 

 

「林業試験場の研究概要」 
副場長 原  秀穂 

 
 

「防風林が飼料用トウモロコシ収量に及ぼす効果」 
森林環境部 環境グループ 岩﨑 健太 

 

 

「多雪重粘土地において植栽樹木の成長を向上させるには 

 －植栽樹種と土壌改良手法－」 
緑化樹センター 緑化グループ 棚橋 生子 

森林環境部 環境グループ 真坂 一彦 

佐藤 弘和 

福地  稔 

道東支場 佐藤 孝弘 

林業試験場が取り組んでいる研究などについて紹介します。 

北海道当麻町をモデル地域として、授産施設における人的資源や地域材を活用した新たな木製品開発、

地域の木工拠点づくりに関する調査等、木質資源を利用した地域活性化について検討を行ったので報告

します。 

早生樹であるヤナギ（オノエヤナギ、エゾノキヌヤナギ）のおが粉を用いることが、シイタケ菌床栽培

に有効であることが明らかとなり、実用化に向けて詳細な条件検討を行ってきました。道東における地

域資源化、シイタケ生産施設での実証試験の取組みと合せて報告します。 

カラマツ材を建築分野において利用する場合、時としてヤニ垂れが発生し問題となりますが、その頻度

についてはよく分かっていません。そこで、カラマツラミナを対象にヤニつぼ、ヤニ垂れの出現頻度を

調査しましたので報告します。 

新ひだか町にあるカラマツ防風林に隣接する飼料用トウモロコシ圃場において、微気象観測と生育・収

量調査を行いました。防風林により日陰ができるわずかな領域では収量は減少しますが、圃場の大部分

では防風林による地温上昇が初期成長を早め、登熟を促進させることがわかりました。この結果を基に、

防風林がトウモロコシ収量に及ぼす影響を再現するモデルを構築し、飼料用トウモロコシ増収に向けた

防風林の管理方法を提示できるようになりました。 



 

 

 

「フリーGIS を用いた施業集約化支援ツールの紹介」 
道南支場 津田 高明 

鳥田 宏行 

 

 

「球果採取からみた採種園の種子生産量の評価」 
森林資源部 経営グループ 今  博計 

来田 和人 

石塚  航 

黒丸  亮 

 
 

閉会・挨拶                                                    16:00～16:05 

 

 

※ポスター会場（１階展示ホール）において、17:00 まで発表者が更に詳し

くご説明します。 

原木の生産コスト低下とロットの確保に有効とされる施業集約化について、コンピュータ上で手軽に

集約化の対象林分を抽出するプログラムを開発しました。本報告ではその概要や適用例について報告

します。 

遺伝的に優れた採種園産種子を確保するためには、数年に一度訪れる豊作年に、種子が飛散するまでの

短い期間に迅速かつ安全に採種することが課題です。複数の業者が、球果採取を行っていますが、その

実態についてはほとんど知られていません。本発表では、採種実績データ、作業員への聞き取り、球果

採取功程の調査結果をもとに、採種園の種子生産量を評価するとともに、採種園産種子の普及率向上の

課題について考察します。 

多雪な重粘土地における植栽樹木の調査から、成長の良い樹種と土壌改良の方法が明らかになったので

報告します。樹種では、ヤマハンノキ類、イヌエンジュの成長が良好であり、このうちコバノヤマハン

ノキを、盛土、耕転、未処理の 3処理区に植栽した結果、直径成長は他の 2 処理区より盛土区で大き

く、雪害個体数は盛土区で他の２処理区より少なくなり、多雪な重粘土地では盛土処理による生育向上

効果が大きいことが明らかになりました。 



 

【会場：１F 展示ホール】 

 

ポスター発表                                          10:00～17:00 

 
※ コアタイム  12:05～13:10 

16:05～17:00 
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。 

 

○ 森林総合研究所・北海道 
 

「トドマツ人工林の好適地を環境要因から推定する」 
北海道支所森林育成研究グループ 津山 幾太郎 

 
 

「地域政策推進事業「みんなですすめる木づかいプロジェクト」」 
渡島総合振興局産業振興部 林務課 西川 真衣 

佐藤  司 

 
 

○ 道総研 林業試験場 

 

「トドマツ根株腐朽被害地における次世代林造成技術の開発」 

森林資源部 保護グループ 徳田 佐和子 

小野寺 賢介 

 

 

「衛星と UAV によるカラマツヤツバキクイムシ被害の早期把握の試み」 

森林資源部 保護グループ 小野寺 賢介 

徳田 佐和子 

 
 

 

渡島管内はスギ（＝道南スギ）の北限地となっていますが、その多くが道外に出荷されている状況で

あり、地域での需要拡大を図ることが急務となっています。そのため、道南スギ等の地域材の新たな

利用方法を創出するため、地元の建築設計業者やデザイナー、製材業者、建築施工業者などの異業種

メンバーによる「木づかいプロジェクト」（平成 27 年度～）と地元大学生が連携し、イベント空間

の木質化を図る活動をしました。 

リモセンによる森林の広域調査において、カラマツ人工林の林況把握の精度が他の針葉樹人工林に比

べて低いことが課題の一つとなっています。道東地方を中心に広域で発生したカラマツの枯損被害に

おいても、単年の衛星画像や2年分の画像の差分データのみでの被害把握は困難でした。そこで、UA

Vによる多地点の現地データと複数年の衛星画像を組み合わせることで被害早期把握を試みました。 

根株腐朽被害が多発したトドマツ人工林皆伐跡地に健全な次世代林を造成する技術を開発することは

喫緊の課題です。本研究では、被害木伐根内における病原菌の生残期間、更新木への伝播経路、病原

菌同定を含めた大規模調査が可能となる手法等を明らかにしたので、それらを紹介します。 

国有林・民有林におけるトドマツ人工林の林分データ 1442地点と、環境要因（気候、地質、土壌、

地形）との関係解析を行い、トドマツの造林好適地となる環境条件を明らかにすると共に、道内にお

ける地位階級の分布を推定しました。 



 

「除間伐試験結果に基づく海岸林の密度管理方法の提案」 

森林資源部 環境グループ 真坂 一彦 

阿部 友幸 

 

 

「ブナの植栽密度が立木の成長に及ぼす影響－円形密度試験結果より－」 
道南支場 鳥田 宏行 

津田 高明 

 

 

「アカエゾマツ人工林の間伐シミュレーションソフトウェアの開発」 
森林資源部 経営グループ 竹内 史郎 

 

 

「森林管理と連携したエゾシカ管理」 

森林資源部 保護グループ 明石 信廣 

南野 一博 

雲野  明 

環境科学研究センター       

 

 

○ 道総研 林産試験場 

 

「長期間放置された未利用バイオマスの活用および管理方法についての検討」 
利用部 バイオマスグループ 山田  敦 

 

 

 

近年、急増する木質バイオマス燃料の需要に対応するため、林地や土場などに長期間放置された未利

用バイオマスの活用を目的に、原木の材質変化を明らかにするとともに適正な管理方法について検討

しました。 

道南支場に設置されたブナ円形密度試験において、植栽密度が成長に及ぼす影響を調査しました。本研

究では、その調査データにもとづいて、樹高、直径、生残率等と植栽密度との関係を解析したので、そ

の結果を報告します。 

北海道で造成されているクロマツ、グイマツ、そしてカシワ海岸林の密度管理方法について、密度管

理図および地位指数曲線からの施業体系図の作成を進めています。その際、除間伐効果に関する実証

研究に基づき、除間伐強度を考慮しました。もともと海岸林造成地は高密度植栽されており、過密化

する前の若齢のうちに強度に除伐する必要があります。今回提案する方法に従えば、多くの海岸林は

植栽後50年生までに1～3回程度の除間伐回数で済むことがわかりました。 

森林管理と連携したエゾシカ管理を実現するための、エゾシカによる森林への影響を把握する手法、

ライトセンサスからエゾシカの生息密度を推定する手法、エゾシカの捕獲場所を決定するためのカ

メラトラップ活用法等について、研究成果を紹介し、これらの手法を活用したエゾシカ対策を提案

します。 

アカエゾマツ人工林の多地点データを活用し、林齢80年生までの高齢林に対応した地位指数曲線の改

定、及び密度管理図、収量－密度図を作成し、施業指針の提示を可能にしました。またアカエゾマツ

人工林に対する枝打ちの効果も検証し、無節生産に対して有効であることを示しました。 



 

 
「道産 CLT の引きボルト接合部の強度性能」 

性能部 構造・環境グループ 戸田 正彦 

 
 

「道産針葉樹の活用に向けた病院用内装材の検討」 
性能部 構造・環境グループ 川等 恒治 

 

 
「浸透性の高い木材保存剤を用いた木質材料の製造技術の開発」 

性能部 保存グループ 宮内 輝久 

 
 

「道産 CLT の基準強度制定に向けた材料性能データの整備」 
技術部 生産技術グループ 大橋 義徳 

 
 
「屋内運動施設床における木質系フローリングの劣化・損傷状況の調査事例」 

技術部 製品開発グループ 高山 光子 

 
 

「アカエゾマツ人工林材に見られる割れについて」 
利用部 資源・システムグループ 村上 了 

 
 

「上川産ヤチダモ人工林材の材質と利用適性」 
利用部 資源・システムグループ 佐藤 真由美 

 

アカエゾマツ間伐材を道北及びオホーツク地域から入手し、割れの発生状況のほか、強度等の調査を

行ったので、その結果を報告します。 

道産カラマツおよび道産トドマツを用いた CLT を対象として、国交省告示の基準強度追加に向けて

様々な材料強度試験を行っています。これまでの道産 CLT の材料性能データ収集状況と基準強度制

定までの展開を報告します。 

道産針葉樹材（トドマツ・スギ）を病院の内装材として活用するため、消毒による木材への影響や殺

菌の効果などについて検討し、また病院の内装に木材を使った際の印象を、画像を用いて調査しまし

た。 

北海道産広葉樹材の持続的利用に向けて実施した、道有林上川南部管理区内のヤチダモ人工林から得

られた原木の基礎材質調査とその家具用材としての利用適性評価について報告します。 

木質系屋内運動施設床を安全に利用していくための適切な維持管理方法等を検討する一環として、利

用状況の異なる二つの施設床について、利用実態と木質系フローリングの劣化・損傷状況の調査を行

ったので紹介します。 

加圧注入による保存処理が困難なカラマツを基材とする高耐久性木質材料の製造技術を確立するた

め、浸透性の高い溶剤を用いた薬剤で処理したカラマツ単板を用いた LVL の試作を行い、防腐性能

と接着性能を評価しました。 

道産カラマツおよび道産トドマツの CLT パネルを対象として、国交省告示で想定されている引きボ

ルト接合部の強度試験を行い、樹種による違いや、加力方向が耐力に及ぼす影響について検討を行い

ました。 



 

 
「道産人工林材の最適集荷距離試算プログラムによるシミュレーションの紹介」 

利用部 資源・システムグループ 石川 佳生 

 
 
「マイタケ抽出エキスによる肉軟化処理」 

利用部 微生物グループ 檜山 亮 

 
 

 

写真展                                               10:00～17:00 

 

○ 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 5５回農林水産祭参加全国林業経営推奨行事入賞者」 

「平成 2８年度北海道産業貢献賞（森林づくり功労者）」 

「平成 28年度北海道社会貢献賞(森を守り緑に親しむ功労者)」 

「平成 28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３２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 

 

 

北海道には品質向上、特に軟化処理により消費拡大が期待されるエゾシカや廃用牛の肉が多量に存在

します。一方、きのこの用途拡大や消費拡大が生産者から求められています。本研究ではマイタケの

抽出液により、かたい食肉を軟らかくする検討を行いました。 

道内各市町村における道産人工林材（カラマツ・トドマツ）の最適な集荷範囲と輸送量、輸送費を試

算できるプログラムを開発したので、これによるシミュレーション事例を紹介します。 


