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道総研は、平成２２年に２２の道立試験研究機関を統合

して誕生しました。道内産業の高度化や道民の暮らしの向

上等を図るとともに、未来に向けて夢のある北海道づくり

に貢献するため、農林水産、工業、環境・地質、建築に関

する約８００名の研究員が日々研究に取り組んでいます。

しかしながら、試験研究機関という組織は、皆様になじ

みが薄く、どのような研究をしているのか、皆様の生活に

どのような関わりがあるのか、なかなか理解していただけ

ない現状があります。

そこで、私たち道総研が取組んでいることを多くの方々にご理解いただく

ため、科学や研究に触れられるセミナーを始めることとしました。肩ひじを

張らずに、食事やコーヒーをとりながら、気軽にお話を聞いていただこうと、

お昼休みに「ランチタイムセミナー」という名前で開催することとしました。

講師は第一線で活躍する研究員、テーマは皆様に親しみのあるものとし、

理事長理事長理事長理事長あいさつあいさつあいさつあいさつ

講師は第一線で活躍する研究員、テーマは皆様に親しみのあるものとし、

はじめての方々にもわかりやすいようなお話をしてきました。

御好評をいただき多くの方々に出席いただけるようになり、おかげさまで、

この度、３０回目を迎え、参加者延べ数も２，０００人に達しようとしてい

ます。そこで、セミナーに参加できなかった方にもランチタイムセミナーを

知っていただこうと、これまでお話ししてきた内容を１冊にまとめることに

しました。動画もホームページに用意してあります。

気軽に読んでいただき、私たちの活動を知るきっかけとしていただければ

と思います。

地方独立行政法人北海道立総合研究機構

理事長 丹保 憲仁
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北海道のための総合的な研究機関で、農業、水産、林業、産業技術、環境・地質、
建築と、６つの研究本部で構成され、全道各地に２２の試験場を持っています。

道総研道総研道総研道総研とはとはとはとは？？？？

道総研道総研道総研道総研はどんなはどんなはどんなはどんな研究研究研究研究をしているのをしているのをしているのをしているの？？？？道総研道総研道総研道総研はどんなはどんなはどんなはどんな研究研究研究研究をしているのをしているのをしているのをしているの？？？？

道総研では、北海道の重要な施策
や道民の皆さんのニーズ、技術の現
状と将来方向などを踏まえ、重点的
に取り組む３つの分野を重点領域と
して定め、様々な研究を行っていま
す。

①①①①豊豊豊豊かなかなかなかな1111次産品次産品次産品次産品をををを活用活用活用活用したしたしたした食産業食産業食産業食産業のののの育成育成育成育成

②②②②道内企業道内企業道内企業道内企業のイノベーションののイノベーションののイノベーションののイノベーションの推進推進推進推進

③③③③北海道北海道北海道北海道のののの環境環境環境環境のののの維持維持維持維持・・・・向上向上向上向上へのへのへのへの取組取組取組取組

ねばってやわらかく甘みもある、
本州ブランド米に並ぶ極良食味
米『ゆめぴりか』を開発しまし
た。

日本海ニシン(石狩湾系ニシン)
のふ化放流や資源管理の技術を
開発し資源の確保を図っていま
す。

水産系廃棄物のホタテ貝殻
を利用して書き味・鮮明さ
に優れたチョークを開発、
全国の学校などで使われて
います。

ホタテ貝殻など道内資源を
用いた建材(石膏ボード)な
どとその施工方法開発し住
宅等で使用されています。

適正な保護管理のためヒグマや
エゾシカなど野生生物の生態や
行動、個体数管理等に関する研
究を行っています。

落ち葉、水生昆虫、魚類等の
食物連鎖を調査し、森→川→
海、海→川→森の生き物たち
のつながりを明らかにしまし
た。

２



道総研の研究活動を少しでも多くの方々に知っていただくため、研究員が講師と

なって、皆様の生活に関係する身近なものをテーマとしたセミナーを開催しておりま
す。

お昼休みのひと時、食事やコーヒーをとりながら科学に触れてみませんか？
お気軽にご参加ください！

ランチタイムセミナーランチタイムセミナーランチタイムセミナーランチタイムセミナー「「「「おひるのおひるのおひるのおひるの科学科学科学科学」」」」とは・・・とは・・・とは・・・とは・・・

開催時期：３月～１０月の毎月１回（月の後半）
各回の開催日、テーマ等は道総研のホームページ等でご確認ください。

時 間：１２：０５～１２：５５
場 所：道庁１階ロビー（北３条西６丁目）
参加費用：無料
事前申込：不要

ぜひごぜひごぜひごぜひご覧覧覧覧になってくださいになってくださいになってくださいになってください！！！！

ＨＰＨＰＨＰＨＰアドレスはこちらアドレスはこちらアドレスはこちらアドレスはこちら
((((道総研道総研道総研道総研HP) HP) HP) HP) httphttphttphttp://www.hro.or.jp/://www.hro.or.jp/://www.hro.or.jp/://www.hro.or.jp/

((((動画動画動画動画))))
http://www.youtube.com/playlist?list=PLEA9CB969B01DC846&feature=plpphttp://www.youtube.com/playlist?list=PLEA9CB969B01DC846&feature=plpphttp://www.youtube.com/playlist?list=PLEA9CB969B01DC846&feature=plpphttp://www.youtube.com/playlist?list=PLEA9CB969B01DC846&feature=plpp

道総研HP ﾗﾝﾁﾀｲﾑｾﾐﾅｰ 動画リンク

３



ランチタイムセミナーランチタイムセミナーランチタイムセミナーランチタイムセミナー開催実績開催実績開催実績開催実績

回 開催日 テーマ 講師(所属は開催日現在) 参加者数

１ H22.7.2 美容と健康は小豆から！ 中央農業試験場 加藤 淳 ６２

２ H22.8.10 食卓に並べよう！活きがよくなる魚貝の話 本部研究企画部 木村 稔 ４５

３ H22.9.10 温泉と火山のお熱い関係 本部研究企画部 高見 雅三 ６０

４ H22.10.12

シリーズ

北海道の生物多様性と私た
ちの暮らし

クマ出没の裏を読み解く
環境科学研究ｾﾝﾀｰ

林業試験場
間野 勉
今 博計

５０

エゾシカを食べて
生物多様性を守る

環境科学研究ｾﾝﾀｰ
林業試験場

宇野 裕之
明石 信廣

５０
５ H22.10.13

いてほしい魚、
いてほしくない魚

さけます･内水面
水産試験場

杉若 圭一
川村 洋司

８７
６ H22.10.14

木々がくれる恵み 林業試験場
脇田 陽一
真坂 一彦

６１７ H22.10.15

８ H22.11.30 リサイクル革命！チョークは海から創られる ものづくり支援ｾﾝﾀｰ 吉田 昌充 ６０

９ H23.1.17 あなたは生き残れるか？ 建築研究本部 南 慎一 ６０

１０ H23.2.25 “３Ｄ”時代の木使い 林産試験場 橋本 裕之 ６０

１１ H23.3.23 進化する北海道の清酒・ﾜｲﾝ 食品加工研究ｾﾝﾀｰ 富永 一哉 ７５

１２ H23.4.26 北海道発オンリーワン！チシマザクラの魅力 林業試験場 佐藤 孝夫 ７５

１３ H23.5.31 地震と津波の脅威
地質研究所

北方建築総合研究所
田近 淳

高橋 章弘
７０

１４ H23.6.28

シリーズ

「捉える」
環境科学研究ｾﾝﾀｰ
稚内水産試験場

小野 理
佐野 稔

６０

新しい地図が魅せる！
空からみた北海道の姿

１５ H23.6.29 「見分ける」
本部連携推進部

林業試験場
安積 大治
寺田 文子

５５

１６ H23.6.30 「備える」
地質研究所

北方建築総合研究所
大津 直
戸松 誠

６５

１７ H23.7.28 おいしいトリの話 畜産試験場 国重 享子 ６０

１８ H23.8.31 札幌まぼろし温泉物語 地質研究所 藤本 和徳 １２０

１９ H23.9.29 食卓革命!道産魚醤油の魅力 食品加工研究ｾﾝﾀｰ 吉川 修司 ６０

２０ H23.10.25 食の宝物アキサケ おいしさの科学
網走水産試験場

工業試験場
辻 浩司

宮﨑 俊之
８５

２１ H23.11.29 シリーズ

寒さを吹き飛ばせ！
暖かい暮らしの科学

快適な暖房環境をつくるために 北方建築総合研究所 月館 司 ５５

２２ H23.11.30
温水を利用した暖房ｼｽﾃﾑ

木から生まれたエネルギー
工業試験場
林産試験場

白土 博康
小林 裕昇

６０

２３ H24.3.23 地球温暖化は北海道の農作物にどう影響するか 中央農業試験場 中辻 敏朗 ５５

２４ H24.4.18 札幌地学探訪 地質研究所 垣原 康之 ９０

２５ H24.5.18 驚異の道産小麦「きたほなみ」の全て 北見農業試験場 吉村 康弘 １３０

２６ H24.6.20 北海道の住宅の歴史と発展 北方建築総合研究所 長谷川 雅浩 ７５

２７ H24.7.18 明日のあなたをサポートします 工業試験場 吉成 哲 ５５

２８ H24.8.22 サケの生態と資源 さけます・内水試 伊澤 敏穂 ７０

29 H24.9.20 フィールドを出て鳥を見よう！
林業試験場

環境科学研究ｾﾝﾀｰ
雲野 明

玉田 克巳
７０

30 H24.10.22 森林からのおくりもの 林産試験場 宜寿次 盛生 ８０

31 H24.10.23 森と川と海の生き物たちのつながり 林業試験場 長坂 晶子 ７０

４



ランチタイムセミナーランチタイムセミナーランチタイムセミナーランチタイムセミナー参加者参加者参加者参加者アンケートアンケートアンケートアンケート集計結果集計結果集計結果集計結果
（（（（第第第第１１１１回回回回～～～～第第第第31313131回回回回））））

20代未満

2

0%

20代

28

4%

30代

92

13%

40代

126

18%50代

147

21%

60代以上

308

44%

年齢年齢年齢年齢

会社員

183

26% 自営業

17

2%
公務員

165

24%専業

主婦

63

10%

無職

164

24%

その他

100

14%

職業職業職業職業

60代以上が約4割など、高い年
代の方の参加が目立っていま
す。

会社員・公務員・無職の方の参
加が多いですが、専業主婦の方
も多く参加いただいています。

複数回

247

40%
初めて

281

45%

無回答

90

15%

参加経験参加経験参加経験参加経験

大変良

い

365

56%

良い

277

43%

あまり良

くない

6

1%

良くない

0

0%

感想感想感想感想

初めて参加したという方が約5割
を占めています。

99%の方から大変良い、良いと
の評価をいただいております。

５



そのそのそのその他他他他のイベントのイベントのイベントのイベント

道総研では、ランチタイムセミナーの他にもイベントなどを開催し、より多くの
皆様に道総研をご理解していただこうと、様々な広報活動を行っています。
お子様向けのものから企業・研究機関向けのものまでございますので、ぜひご参
加ください！

サイエンスパーク

試験場公開デー

夏休みに、道と共催で様々な試験研究機関や企業、工
業高校等にもブース出展いただき、小学生向けの科学
体験イベントを開催しています。H24年は８月１日に
札幌駅前通地下歩行空間「チ・カ・ホ」全体を使い開
催、小学生など8,129名に参加いただきました。

道総研の研究活動を広く知っていただくため、年１回
夏休み時期を中心に試験場を公開しています。
H24年度開催箇所：１５試験場
開催時期：７月下旬～１０月上旬

詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは道総研道総研道総研道総研ホームページをごホームページをごホームページをごホームページをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください！！！！

ＨＰＨＰＨＰＨＰアドレスアドレスアドレスアドレス http://www.hro.or.jp/ http://www.hro.or.jp/ http://www.hro.or.jp/ http://www.hro.or.jp/ 

研究成果発表会

（試験場により異なります）

企業や地域産業の担い手等の利用者、行政・大学や試
験研究機関の研究者等を対象に、最新の道総研の研究
成果を発表し、利活用を推進しています。
開催時期：試験場により異なります

６

道総研HP イベント情報
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ランチタイムセミナーランチタイムセミナーランチタイムセミナーランチタイムセミナー概要概要概要概要    

（（（（第第第第１１１１回回回回～～～～第第第第３１３１３１３１回回回回））））    
 

※講師の所属はセミナー開催日現在のもの 
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美容美容美容美容とととと健康健康健康健康はははは小豆小豆小豆小豆からからからから！！！！    
 

                                                    ２０１０年７月２日 
                                    農業研究本部 中央農業試験場 加藤 淳 

 
豆類は日本人の食生活に古くから取り入れられており、大豆や

小豆、インゲン豆（菜豆）などは、様々な調理加工品となって食
卓に上ります。世界的に見ると、マメ科の植物は 18,000 種を超
え、このうち食用に供されるのは約 70 種です。この中には、小
豆やインゲン豆、エンドウのように炭水化物が主体の豆類と、大
豆や落花生のようにタンパク質と脂質が主体の豆類があります。 
  

小豆は国内生産量の 8 割以上、インゲン豆では 9 割以上が北
海道で栽培されています。また、大豆に関しては、国産大豆はほぼ全量が食に使われ
ており、その約半分は豆腐に加工されます。国内における大豆の生産量は 20 万トン
前後（自給率約 4％）ですが、食用の自給率としては 15～25％程度で、その 2 割前
後は北海道で栽培されています。 
 

豆類には、疲れを取り除くビタミン B1 や、美しい肌を保つため
にも必要なビタミン B2 と B6 も多く、ミネラルも豊富に含まれて
います。タンパク質を構成しているアミノ酸のうち、体内で生成で
きない必須アミノ酸のバランスも良好です。日本人の主食であるお
米には必須アミノ酸のうちリジンが少ないため、リジンの多い豆類
とお米を組み合わせて食べることにより、タンパク質の利用効率が
高くなります。 
 

また、欧米型の食生活が進むにつれ、食物繊維の摂取量は減少の一途をたどってい
ます。小豆やインゲン豆にはゴボウの約 3 倍の食物繊維が含まれており、便秘の解消
や大腸癌の予防に効果が期待されます。 
   

一方、糖尿病を始めとする生活習慣病や癌などの病気、さらには老化の要因と言わ
れる活性酸素。小豆には、この活性酸素を除去する成分、ポリフェノールが赤ワイン
の 2 倍近くも含まれています。小豆のポリフェノール含量およびその抗酸化活性につ
いては、輸入小豆よりも「エリモショウズ」や「しゅまり」をはじめとした北海道産
小豆で高く、その優位性が認められています。 
 

また、動物実験の結果から、ポリフェノールを主体とする抽出
物には、血糖値上昇抑制や血圧上昇抑制効果等のあることが明ら
かになりました。また、小豆煮汁加工飲料を用いた人体試験の結
果でも、中性脂肪値の低下傾向が確認されました（2007 年道立
中央農試調べ）。 
 
 小豆が私たちの食生活に欠くことのできない食材として、今日まで綿々と受け継がれ
てきたのは、その美味しさはもちろんのこと、健康を維持する上でも重要な役割を果
たしてきたことがあげられます。 
 
 小豆は日本の食文化の重要な担い手であると同時に、栄養性や健康機能性においても
優れた食材と言うことができます。 
 
 

第第第第 １１１１ 回回回回     

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
 

参考図書：「小豆でぐんぐん健康になる本」 加藤淳 
 ＢＡＢジャパン(2003 年) 
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食卓食卓食卓食卓にににに並並並並べようべようべようべよう！！！！活活活活きがよくなるきがよくなるきがよくなるきがよくなる魚貝魚貝魚貝魚貝のののの話話話話    
 

                                                    ２０１０年８月１０日 
                                  法人本部研究企画部 木村 稔 

 
消費者の水産物に対する国産志向や生鮮魚介類に対する産地や

品質への関心は、ますます高まってきています。 
しかし、北海道においては、大量水揚げ、大量流通される水産物

が多く、鮮度保持の手法に関しては、従来一部の地域や魚介類を除
いて積極的に実施されてきませんでした。 
 

今後、北海道産水産物の販売をより優位に進める上で、一時蓄養
（いちじちくよう）、活け締め（いけじめ）・脱血（だっけつ）、
神経処理といった手法を取り入れ、地元水産物の付加価値向上やブランド化の支援な
ど、消費者へ高鮮度な魚貝類を提供する取り組みが求められています。 
 

魚貝類は水分が多く腐りやすい特徴があることから、消費者のみなさんに活きの良
い魚貝類を食べていただくため、道総研では鮮度保持の技術開発を数多く行ってきま
した。 
  

高級魚のマツカワやヒラメについては、一時蓄養と活け
締め・脱血を組み合わせることで、通常水揚げしたものに
比べて、エネルギーの通貨と呼ばれるＡＴＰ(※１)の減少
が遅れ、そのことにより死後硬直が遅れ、肉色も良くなり、
鮮度保持に大変有効な手法であることがわかりました。 
 

サケについては、エラにある太い鰓弓（さいきゅう）を一本以上切る効率的な脱血
により、身色が明るく、卵や白子がきれいになり、特に卵は鮮やかなオレンジ色にな
ります。この卵から筋子を製造すると、発色剤なしでもきれいな仕上がりになります。 
  

また、ホタテガイについては、ストレスの少ない蓄養方
法を用いることで、エネルギーの貯金と呼ばれるアルギニ
ンリン酸(※２)が増加し、流通上の問題となっている硬化
の防止と刺身の歯ごたえを長く維持する技術を開発しまし
た。この蓄養技術は、貝柱への海水注入を組み合わせる「活
ホタテ貝柱」として、現在、実用化に向けて取り組んでい
るところです。 
 

道総研では、こうした成果を取りまとめ、各種の鮮度保持マニュアルを作成し漁業
者等を対象に普及活動を行っています。このような取組みを通じて、消費者の皆さん
の食卓に旬の時期のおいしい魚貝類をお届けしたいと思いますので、是非北海道の魚
貝類をたくさん食べてください。 
 
※１ 筋肉を動かすために必要な成分。筋肉の収縮時に消費され、呼吸により生産される。 
※２ 死後減少していくＡＴＰを補給する働きを持つ。 

 
 
 

第第第第 ２２２２ 回回回回     

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
 

参考ＨＰ:「ヒラメ活け締めマニュアル」（水産研究本部） 
http://www.fishexp.hro.or.jp/marineinfo/process/hirame_manual.pdf 

「ホタテガイ生鮮貝柱の品質保持について」 

http://www.fishexp.hro.or.jp/marineinfo/process/kouka/kouka.htm 
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温泉温泉温泉温泉とととと火山火山火山火山のおのおのおのお熱熱熱熱いいいい関係関係関係関係    
 

                                                  ２０１０年９月１０日 
法人本部研究企画部 高見 雅三 

 
温泉は、北海道の観光資源としても極めて重要ですが、道民の健

康福祉、医療介護、農水産業など地域経済・産業を支える貴重な地
場資源でもあります。 

 
道内には、有珠山や樽前山など、多くの活火山があり、ひとたび

噴火すると、私たちの生活に甚大な被害を及ぼすことがあります。
その一方で、火山の恵みとして温泉があります。 

 
2000 年の有珠山噴火は記憶に新しいと思いますが、洞爺湖温泉は明治 43 年の噴

火でできた温泉と言われています。道内には活火山が 29（H24 現在 31）あり、そ
の周辺には、登別温泉、阿寒湖温泉、ニセコ温泉、白金温泉などがあり、地表に温泉
徴候や自然湧出も多くみられます。 

一方、活火山とは無縁でかつ地表に温泉徴候がない石狩や十勝などの平野部におい
ても、近年、ボーリングによる温泉開発が行われています。 

 
温泉は、温泉法で、「地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気そ

の他のガス（炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。）で、別表
に掲げる温度又は物質を有するもの」と定義されています。 

すなわち、泉源における水温が 25℃以上、あるいは、1kg 中溶
存物質（ガス性のものを除く。） の総量が 1000mg 以上、あるい
は温泉法別表に掲げられている成分（18 成分）のいずれか 1 つ以
上があるものが温泉となります。 

 
また、温泉は、熱源の違いから火山性と非火山性に分類されます。前者は火山活動

による熱源、後者は地下深部からの熱伝導が熱源になります。 
さらに、温泉の貯まり方については、地下水ように地層の中に溜まっているタイプ

と、地層中の亀裂や断層に賦存するタイプに分類されます。 
 
北海道には、他都府県に比べて広大な土地がありますので温泉地数は第 1 位ですが、

湧出量は第 2 位、泉源数は第 3 位と必ずしも 1 位ではありません（環境省平成 21
年 3 月）。 

しかし、泉質に富むこと、入浴しながら大自然の景観を楽しめる温泉があること、
42℃以上の高温泉が約 70%を占めること、皮膚がつるつるする「美人の湯」と言わ
れるアルカリ性温泉（pH8 以上）が約 40%を占めること、pH10 のアルカリ性温泉
や pH1.2 の強酸性温泉など、様々な温度や泉質の温泉があることが挙げられます。 

 
一方、平成 16 年夏頃より、表示になく温泉に入浴剤を使用し

たり、井戸水や水道水を沸かしたものを温泉と称するなど温泉を
めぐる問題事例が発生したことにより、環境省では、平成 17 年
5 月 24 日より、加水、加温、循環装置（循環ろ過装置を含む）、
入浴剤又は消毒方法について掲示することを義務化したり、また、
平成 19 年 10 月 20 日より、衛生上の観点や温泉利用者の温泉
への信頼確保の観点から、温泉利用事業者に対して、温泉成分の
定期的な分析（10 年ごと）、その結果に基づく掲示内容の更新が義務づけられまし
た。 

 
温泉施設には温泉分析書や温泉分析書別表が掲げられていますし、また、加水、加

温などを表示したシールが貼付されていますので、いつ分析したのか、泉質や泉温、
浴用・飲用の禁忌症、適応症及び一般的注意事項、加温か加水かなどを知ることがで
きます。入浴する前にどのような成分があり、何に効能があるのか、浴用や飲用方法
の注意などを読んで頂き、正しい入浴・飲用をお奨めします。 

 

第第第第 ３３３３ 回回回回     
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道内には様々な泉質の温泉が多数ありますが、温泉含有量と医療効果の関係は現在
でも未知で、かつ効能にも個人差があります。 

浴槽から見える大自然の景観、自分の肌や健康状態にあったマイ温泉を探されては
いかがでしょうか？ 

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
 

参考図書:「温泉必携(改訂第9版)」 
(社)日本温泉協会･温泉研究会(2004年) 

「温泉科学の新展開」 
日本温泉科学会編 ナカニシヤ出版(2006年) 
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クマクマクマクマ出没出没出没出没のののの裏裏裏裏をををを読読読読みみみみ解解解解くくくく    
～～～～森森森森とクマととクマととクマととクマと人人人人とととと～～～～     

                                                   
２０１０年１０月１２日 

環境・地質研究本部 環境科学研究センター 間野 勉 
 

近年、本州各地でツキノワグマの大量出没と大量捕獲が社会問題と
なっていますが、北海道でもヒグマの出没に伴うあつれきは増加傾向
にあります。 

 
北海道は、1990 年にそれまでの絶滅容認から共存へとヒグマへの

政策を転換し、1966 年から実施してきた春グマ駆除制度を廃止しま
した。ところが、その後ヒグマ捕獲数は増加傾向にあり、1990 年代
初頭の年間約 200 頭から 2000 年代以降には約 400 頭水準とほぼ
倍増し、2005 年には、1974 年以来 31 年ぶりにヒグマの捕獲数が 500 頭を超え
ました。 

このような状況の原因はどこにあるのでしょうか。単純にヒグマの生息数が増加し
ているためなのでしょうか。 
  

ヒグマの利用する餌資源を考慮した春（1～4 月）、初夏（5～7 月）、晩夏・初
秋（8、9 月）、秋（10～12 月）の季節区分ごとに、捕獲の動向について調べまし
た。すると、捕獲の動向には季節による差がみられました。初夏と晩夏・初秋の捕獲
数には顕著な増加が見られたのに対し、春と秋の捕獲数には増減傾向は見られません
でした。 
 

そこで、捕獲数のほかヒグマが秋に利用するブナやミズナラ
の堅果（ドングリ）の豊凶について 1990 年代から調査が実施
されている渡島半島地域を対象に、詳細な分析を行いました。 

渡島半島地域でも北海道全域と同様の傾向が見られました
が、晩夏・初秋の捕獲数の年平均増加率は 16%に達し、また
初夏の捕獲数も年平均 8%で増加しました。これに対し、春と
秋の捕獲数には増減傾向は見られませんでしたが、ブナ、ミズ
ナラ堅果の凶作年に秋のヒグマ捕獲数が多くなりました。 
 

以上のことから、秋の捕獲数の変動には堅果類の豊凶が影響していると考えられま
した。一方、晩夏・初秋は、ヒグマによる農作物被害が一年で最も顕著な季節であり、
この時期の捕獲数は農業被害対策で駆除された個体数を反映しています。 

晩夏・初秋の時期の急速な捕獲数の増加は、農作物の食害を学習した個体が急増し
ていることを示しています。被害の防除対策を喫緊に充実させる必要があります。 
 
 

 
森林研究本部 林業試験場 今 博計 

 
北海道南西部の渡島半島地域は、様々なヒグマの事故や被害が生

じているため、具体的で効果的なヒグマ対策の確立が急がれていま
す。 

ヒグマ対策には、ヒグマの生息動向を把握し予測することが必要
です。この際、植物果実の豊凶が、その年の行動圏の大小や出産数
を規定している可能性が考えられます。 

 
渡島半島ではヒグマの捕獲数は年変動が激しく、較差は 5～6 倍

に達します。また、捕獲時期は 9～10 月に突出していて、秋季の食物資源の変動が
生息動向に影響している可能性が高いと考えられます。 

ヒグマは、秋季にオニグルミ、ヤマブドウ、サルナシなど様々な果実を利用します
が、現存量・栄養価・年変動などからブナ・ミズナラの種子が主食になっていると考

第第第第 ４４４４ 回回回回     
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えられます。 
  

林業試験場では、ブナとミズナラの豊凶のメカニズムを探るた
め、渡島半島のブナ 5 林分とミズナラ 11～61 個体を 1990 年
以降、花数や結実数を観測しつづけています。そこで、ヒグマの
秋季（10～11 月）の捕獲数と結実数との関係を調べてみました。 

その結果、結実数と捕獲数には負の関係が認められ、豊凶調査
データにより捕獲数を説明することができました。ブナとミズナ
ラがともに凶作の年に、ヒグマの出没頻度が高くなり、捕獲される傾向にある、とい
うことがわかりました。 
  

したがって、ブナ・ミズナラの豊凶予測をすることができれば、ヒグマ注意報の発
信が可能です。現在、NPO や市民と一緒に豊凶モニタリングをする体制の整備や予
測手法の開発に取り組んでいます。 

また、2005 年の大量出没の時から、道庁自然環境課が中心となり、大学演習林、
道総研（環境科学研究センター、林業試験場）らの調査結果を取りまとめ、9 月中旬
に注意報の発信も開始しています。 
 

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
 

参考図書:「北海道ﾈｰﾁｬｰﾏｶﾞｼﾞﾝ ﾓｰﾘｰ No.13 特集ﾋｸﾞﾏ考 陸の王者の博物誌」 
北海道新聞社(2005年) 

 
参考 HP:「ﾋｸﾞﾏとのあつれきを避けるために-ﾋｸﾞﾏのこと、もっとよく知ろう-」 

http://www.ies.hro.or.jp/center/Book/bear/higuma.htm 
（環境科学研究センター） 

http://www.fri.hro.or.jp/kanko/fukyu/pamph.htm 
                  （林業試験場） 
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エゾシカをエゾシカをエゾシカをエゾシカを食食食食べてべてべてべて生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性をををを守守守守るるるる    
 

                                                  ２０１０年１０月１３日 
環境・地質研究本部 環境科学研究センター 宇野 裕之 

 
エゾシカの生息数は、1980 年代に道東地域を中心に爆発的に増加

しました。1990 年代以降道北の日本海側、道央や道南地域にも分布
を広げ、これらの地域で農林業被害や交通事故などが増加し大きな社
会問題となっています。道東地域の 2009 年度の生息数は約 32 万頭、
北海道全体では約 50～60 万頭ではないかと推定されています。 
  

なぜ、エゾシカの数は増えたのでしょうか？その主な理由として、
1) 高い繁殖力、2) 生息環境の改変による餌資源の増加、3) 冬の温
暖化・豪雪年の減少による死亡率の低下、4) 捕獲圧の低下（狩猟者の減少）、など
が考えられています。人間による捕獲がない場合、エゾシカは年に約 20%の割合で
増えること、つまり 3～4 年すると元の生息数の約 2 倍に増えることが知られていま
す。 
 

人間とエゾシカとの軋轢を軽減するためにも、森林など生態系を保全していくため
にも、増えすぎたエゾシカの個体数（密度）を適正なレベルまで減少させること～個
体数管理が必要です。「エゾシカ保護管理計画」に基づいて、現在、この個体数管理
に取り組んでいます。 
 

また、エゾシカは大変優れた「自然資源」です。鹿革は、なめ
されてバックスキンやセーム皮になり、様々な製品に加工されま
す。鹿肉は、高タンパク・低脂肪のヘルシーな食材です。豊富な
ミネラル、特に鉄分が多く含まれており、鉄分が不足気味な日本
人には理想的な肉です。ヨーロッパでは宮廷料理にも使われ、旬
の食材（ジビエ）として人気があります。 
 

北海道は、安全・安心なエゾシカ肉を供給するため、衛生処理マニュアルを全国に
先駆けて作りました。また、（社）エゾシカ協会が安全・安心な食肉処理を行ってい
る施設を推奨する制度を設けています。 
  

 私たちは、エゾシカを「山の恵み」として、ありがたくかつおいしく頂くことが
重要です。「食べる」ことが森林を守ること、北海道の「生物多様性保全」につなが
ることを知っていただけたら幸いです。 

 
 
 

森林研究本部 林業試験場 明石 信廣 
 

シカが増えすぎると、森はどうなるのでしょうか。 
  

草食動物であるシカは、草本植物、木の葉や枝、樹皮などを食べま
すが、森林は緑におおわれていても、大きくなった樹木の葉は、シカ
には届きません。シカが増えすぎて、シカが届く範囲の葉をすべて食
べてしまうと、外から見れば緑の森ですが、シカにとっては、食べる
ものがありません。 
  

森林の大きな樹木も、いずれは枯れてしまい、森に穴の開いたところができます。
これを「ギャップ」と呼んでいます。ギャップでは、太陽の光が森の下のほうまで差
し込み、ここで光を浴びて次の世代の木が育ちます。小さな芽生えが大きくなるには、
ギャップが必要です。 
   

シカが増えすぎると、樹皮を食べて枯れる木が多くなります。小さな木は食べられ
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て成長できません。こうして
しまいます。 
  

小さな草本はシカが食べられる
ます。シカが非常に多い状態
多くが見られなくなっていますが
植物が生育しているのか記録
できません。 
 

シカの影響は、明らかにシカが
でなく、北海道の多くの森林
に広がってきています。あまりシカの
われていた広葉樹の森でも、
みると、明らかに植生が変わってしまったところがあります
私たちが普通の状態と思っている
を受けて成り立っていたのです
 

人工林、すなわち人が木を
ることができます。北海道の
ツや広葉樹は食べられやすいこと
ています。自然の森でも、これらの
 

エゾシカがかつてないほどに
森が少なくなってしまったりするかもしれません
き物にとっても大きな問題です
け継ぐために、人の手でシカの
  
 

さらに詳しく知りたい方
 

参考図書:「エゾシカの

「北海道の自然
               
「ｴｿﾞｼｶは森の
               

参考ＨＰ:「北海道環境生活部環境局
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/est/index.htm

「社団法人エゾシカ
http://www.yezodeer.com/
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こうして、ギャップが増えて、いずれは森林とはいえなくなって

べられる高さにしかないので、もっと大きな
状態が続いている洞爺湖中島では、かつて記録

られなくなっていますが、その多くが草本植物です。他の地域
記録されているところは少なく、変化があっても

らかにシカが増えすぎてしまった森林だけ
森林にも、多くの人が気付かないうち
あまりシカの影響を受けていないと思

、シカが入れないような柵を作って
わってしまったところがあります。

っている森も、少なからずシカの影響
っていたのです。 

を植えた場所では、どのくらいシカが木を
の調査結果から、トドマツやアカエゾマツに

べられやすいこと、日高や釧路、根室などで被害が多
これらの地域の広葉樹に特に影響が現れています

エゾシカがかつてないほどに増加し、このままでは、いくつかの植物
なくなってしまったりするかもしれません。森が変わることは

です。私たちは、北海道の森と生物多様性
でシカの数をコントロールすることが重要だと

方は・・・ 

エゾシカの保全と管理」梶光一・宮木雅美・宇野裕之編著
北海道大学出版会(2006

自然 №50 -森林に広がるエゾシカの影響
               北海道自然保護協会

の幸～人・森・ｼｶの共生」 大泰司紀之・
               北海道新聞社(2011

北海道環境生活部環境局エゾシカ対策室」 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/est/index.htm 

エゾシカ協会」 
http://www.yezodeer.com/ 

とはいえなくなって

きな影響を受けてい
記録された植物の
地域では、どんな

があっても知ることも

を食べたかを数え
トドマツやアカエゾマツに比べてカラマ

多いことが分かっ
れています。 

植物が絶滅したり、
わることは、他の多くの生

性を次の世代に受
だと考えています。 

宇野裕之編著 
2006年) 

影響-」明石信廣 
北海道自然保護協会(2012年) 

・平田剛士 
(2011 年) 
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いてほしいいてほしいいてほしいいてほしい魚魚魚魚、、、、いてほしくないいてほしくないいてほしくないいてほしくない魚魚魚魚    
～～～～淡水魚淡水魚淡水魚淡水魚のののの勢力図勢力図勢力図勢力図がががが変変変変わるわるわるわる？？？？～～～～     

 
                                                  ２０１０年１０月１４日 

水産研究本部 さけます・内水面水産試験場 杉若 圭一 
 

外来サケ科魚類であるブラウントラウトが北海道で最初に確認さ
れたのは 1980 年で、その後 30 年間で 70 以上の河川に分布を拡げ
ています。成長が早くて数年で 40cm 以上に達し、時には 90cm 以
上に成長することもあって釣りの対象として人気があります。しかし、
ブラウントラウトは魚食性が強く、在来生態系への影響が大きいこと
から、外来生物法では「要注意外来生物」、北海道の外来種リストで
は緊急に防除対策が必要とされる「カテゴリーA1」に指定されてい
ます。また、北海道内水面漁業調整規則によって放流が禁止されてい
ます。 
 

サケマス増殖事業に対する影響では、大きな河川では、食べられていた放流サケ稚
魚の数はそれほど多くはありませんでしたが、小さな川で、大きなブラウントラウト
が数多く生息している場合にサケ稚魚が食べられた例が確認されています。 
 

小さいブラウントラウトは昆虫類を主食としていますが、体長 15cm を超えると
魚を食べるようになり、25cm 以上に成長するとその性質が強くなってサクラマス幼
魚（ヤマベ）やウグイ、フクドジョウ、カジカ類などを捕食します。実は、魚食性に
関して言えばブラウントラウトだけが飛び抜けて強いのではなく、他のサケ科魚類も
同様に強い魚食性を持っています。ただし、北海道に生息するサケ科魚類で、ブラウ
ントラウトほど大きく成長し、長く川で生活し、しかも生息数が多い魚種はいません。
「大きく成長する」という特徴は、効率的に体を維持するために、餌を魚類に依存す
るということを意味します。 
 

また、「長い期間、川で生活する」「生息数が多い」という特
徴は、他の魚をたくさん食べるということを意味します。北海道
の河川生態系の最上位に君臨していたイトウに替わってブラウン
トラウトがその地位を占めようとしています。問題なのは、かつ
てのイトウの比ではないほどの数の多さであり、その数の多さに
よって在来生態系が崩れる恐れがあることです。さらには食害だ
けではなく、アメマスとの交雑も問題になりつつあります。 
 

ブラウントラウトが道内各地の河川に拡がって繁殖している現状を考えると、完全
な駆除は難しいかも知れません。しかし、在来生態系に及ぼす影響を最小限にとどめ
るために、河川毎のブラウントラウトの生息状況や影響を正確に評価し、優先的に駆
除する川や在来魚と共存させる川などといった「区分け」をして、生息数を抑制する
必要があります。 

 
 
 

水産研究本部 さけます・内水面水産試験場 川村 洋司 
 

イトウ（Hucho perryi）はサケ科イトウ属の巨大淡水魚で、魚食
性の強い河川生態系のライオン的存在です。昭和 40 年代に多くの河
川から姿を消し、現在では全道で大きな集団は 6 河川集団が存在する
のみで、北海道版のレッドデータブックではもっとも絶滅の危険性の
高い「絶滅危機種」に指定されました。 
 

イトウの寿命は１５年～２０年ほどで、成熟後は生涯産卵を繰り返
す「多回産卵魚」です。普段は中下流の湿原に生息し、産卵期は小支
流や本流上流に遡上産卵しますので、上流と下流を何度も行き来します。孵化して泳

第第第第 ６６６６ 回回回回     
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ぎ始めた稚魚は流れてくる昆虫などを食べて成長し、草や木の根などのカバーの下に
隠れて生活するため生息場所が限られます。イトウ資源の維持には河川の上下流の連
続性や礫床の存在、河畔林などとともに、長生きも重要な要素です。 

イトウ資源に影響を及ぼす最大要因は、再生産環境の悪化です。産卵場所である支
流や上流域がダムの設置や河川改修によって遡上不能になり、稚魚の生息に必要な河
岸の多様性が失われています。イトウ資源の回復のために、魚道の設置や河畔林再生
など再生産環境の修復をいっそう進める必要があります。 
 

イトウは重要な釣りの対象種ですが最近はキャッチアンド
リリースが主流です。リリースによって同じ魚が何度も釣られ、
釣りによる斃死も少ないと考えられることから、ゲームフィッ
シングの優等生的存在ですが、扱いが悪いと斃死することがあ
ります。釣り人はイトウと積極的に関わる唯一の存在で、イト
ウ保護を進める主体者としての意識を持つとともに、釣りに際
して殺さない工夫と努力が必要でしょう。 
 

外来魚であるニジマスは、イトウとは産卵期が一致することから産卵床の掘り返し
などが報告されています。また、イトウは、ブラウントラウトと食性が似ていること
からその影響が懸念されています。影響がはっきりしてからの対処では手遅れのこと
が多く、将来を見据えた注意深い観察が必要です。 
  

イトウは魚食性で、河川生態系の頂点に君臨し、アフリカ・サバンナの百獣の王「ラ
イオン」と同じ存在です。もしサバンナからライオンがいなくなったらと想像を逞し
くしてみてください。イトウの消えた湿原の侘びしさがわかるはずです。皆さんの意
識の中にイトウという魚を取り戻しましょう。 
 

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
 

参考図書:「SALMON情報№4」長谷川功 
 水産総合研究センター(2010年) 

「外来魚による生態系の撹乱、魚類生態学の基礎」中井克樹 
 恒星社厚生閣(2010年) 

「漁業生物図鑑 新 北のさかなたち」水島敏博､鳥澤雅(監修) 
 北海道新聞社(2003 年) 

「希少淡水魚の現在と未来」片野修､森誠一(監修) 
 信山社(2005 年) 
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                                                  ２０１０年１０月１5 日 

森林研究本部 林業試験場 脇田 陽一 
 

林業試験場緑化樹センターでは、新たな「北海道ブランド」とな
るような樹木の効率的な増殖技術の開発に関する研究を行っていま
す。これまでに約 30 樹種 100 系統の優良個体の組織培養による
増殖に成功しました。 
 

選抜・増殖した樹木として、「花粉のできないシラカンバ（国営
長野牧場に並木として植栽、第 62 回北海道植樹祭（帯広市）にて
植栽）」や「濃紅色のチシマザクラ（「国後陽紅」として 2007 年
に品種登録）」、「果実が大きく収穫性が高いアロニア（健康食品として注目を集め
る小果樹）」などがあります。 
 
 今回は、希少価値の高い樹木、特に絶滅危惧樹木の増殖・利用に関する成果に関して、
“ヤチヤナギ”という樹木に絞って説明します。 
 

寒冷な湿地に生えるヤマモモ科の低木ヤチヤナギは、株全体に芳香を有し、中世ヨ
ーロッパではビールの香り付けとして利用されてきました。その芳香にはストレスを
低減させる効果があることを、私たちは実験を通じて明らかにしました。 
  

個体数が減少するヤチヤナギは、輸入が困難な状況に
あります。国内では、本州に少なく、北海道には湿原を
中心にいくつかの場所に自生しています。近年、湿原の
減少に伴い、絶滅が危惧されています。こうした中、こ
のヤチヤナギを新たな「北海道ブランド」につながるも
のとして捉え、自生地を荒らさず、効率的に増殖が可能
な組織培養による増殖技術を開発し、本技術を民間等への移転により、化粧品など様
々な製品開発が行われています。 
   

絶滅危惧種の植物を製品原料として利用することについて違和感を覚える人もい
ると思いますが、新聞やテレビ等に取り上げられる絶滅危惧植物の多くは、きれいな
花を咲かせる山野草や高山植物ばかりです。樹木の場合は、人間の活動や開発によっ
て環境が壊され、人知れず減少していくものがほとんどです。 
 

絶滅危惧種とは言え，自生地を荒らさず効率的に増殖し，積極的に活用することに
より，その植物を広く道民，国民に認知してもらい，結果，自生地保全の大きな助け
になると考えます。 
 

 
 

森林研究本部 林業試験場 真坂 一彦 
 

在来植生を駆逐するとして要注意外来生物に指定されたニセア
カシアですが、在来種が駆逐されたという報告はこれまでにありま
せん。一方では、養蜂業における重要な蜜源として利用されてもい
ます。実際にニセアカシアとはどんな生物なのか、 
 ①林業試験場で調査した在来植生との関係 
 ②海外での取り扱い状況 
 ③ニセアカシアが排除されると私たちの食生活が脅かされる 

という３つの観点から見ていきましょう。 
  

在来植生との関係について、道央、道南、そして日高地方で植栽されたニセアカシ

第第第第 ７７７７ 回回回回     
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ア人工林と北海道にもとからある在来種のシラカンバ人工林において、下層植物の種
数や在来樹種がどれだけ生えているか（侵入状況）について調査しました。 

その結果、ニセアカシア人工林とシラカンバ人工林を比べると、下層植物の出現数
はほぼ同じで、外来草本はほとんど見られず、中には絶滅危惧種のフクジュソウが繁
茂しているところもありました。また、ニセアカシア人工林には多数の在来広葉樹が
生えており、林齢とともに大きくなっています。年数の経た林（高齢林といいます）
では、ニセアカシアよりもサイズが大きい個体も確認されました。 

つまり、この結果は、ニセアカシアが在来植物を駆逐しているという証拠が見出せ
なかったことを意味します。 
 

ニセアカシアの海外での取り扱いは、どうなっているでしょうか？ 
フランスやドイツなどで外来植物を研究している大学の研究

室を訪問し、それぞれの国においてニセアカシアの取り扱いにつ
いて聞いてみました。 

フランスでは薪炭材や蜜源として利用しているほか、ドイツで
は種数が少ない都市近郊林での重要な種であることがわかりまし
た。ニセアカシアが増えていることは間違いありませんが、それ
と有害かどうかは別の問題といえます。 
  

私たちの食生活との関わりですが、養蜂業者は採蜜だけを行っているわけではな
く、果樹野菜農家などに花粉交配（ポリネーション）用としてミツバチを貸し出して
います。ただし、ポリネーションに使われたミツバチは、花粉交配を行う果樹野菜の
蜜や花粉だけでは群（むれ）を維持することができません。 

そのため、野生植物からの採蜜・採花粉が必要になります。北海道では、ニセアカ
シアからの採蜜量が非常に多いです。このような樹木蜜源は、養蜂家のミツバチを養
い、そして建勢（群れを立て直すこと）したミツバチが果樹野菜の受粉に使われてい
ます。 

もし、ニセアカシアが排除されたらどうなるでしょうか？おそらく養蜂業は衰退
し、農業にも甚大な影響を与え、きっと私たちの食生活にも影響を与えることになる
かもしれません。 
 

外来種というだけで明瞭な理由もなく排除することは，私たち自身の生活を脅かす
ことになりかねません。もう少し冷静になってニセアカシアを見つめ直してはいかが
でしょうか？ 

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
 

参考ＨＰ:「㈱レクシア」 http://lexia.co.jp  
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リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル革命革命革命革命！！！！チョークはチョークはチョークはチョークは海海海海からからからから創創創創られるられるられるられる    
                                                   

２０１０年１１月３０日 
産業技術研究本部 ものづくり支援センター 吉田 昌充 

 
ホタテガイの生産は、日本が中国に次ぎ世界の約 25％を占めてい

ます。北海道の生産量は国内生産の約 8 割にあたる年間約 40 万トン、
道内漁業生産額の約 2 割を占める基幹水産物のひとつとなっていま
す。 

ホタテガイの多くはむき身の状態で出荷されることから、毎年約
20 万トンの貝殻が排出されています。ホタテ貝殻は、従前よりカキ
養殖資材、土壌改良材、飼料などにその一部は利用されていますが、
その多くは未利用であり、有効利用や用途開発が課題となっています。 
  

道総研ではこれまでにホタテ貝殻の有効利用についての研究や技術支援を行って
きましたが、今回はチョーク製造企業である日本理化学工業
㈱（美唄市）と共同開発したホタテ貝殻を原料に使ったチョ
ークの事例を紹介します。 
  

黒板に使用されるチョークには炭酸カルシウムが主成分
の石灰石粉末を粘結剤（のりのようなもの）で固めて作られ
たものがあります。チョークの特性として、折れにくさとと
もに、滑らかな書き味や描線の鮮明さが求められています。 
  

ホタテ貝殻は高純度・高白色度の炭酸カルシウムが主成分であり、石灰石の代替利
用が期待されています。工業試験場では、ホタテ貝殻の粉末が石灰石粉末と異なる特
徴的な形状の粒子であることに着目し、粒子形状や配合組成など各種製造条件の検討
を行った結果、従来技術では難しかったチョークの折損強度(折れにくさ)を保持した
まま、より滑らかな書き味や描線の鮮明さを向上させたチョークの開発に成功しまし
た。このチョークは平成 17 年 8 月より北海道から沖縄まで全国各地で販売され、広
く使用されています。 
 

開発したチョークは、北海道新技術・新製品開発賞奨励賞
(平成 18 年)や経済産業省ものづくり日本大賞地域貢献賞(平
成 19 年)を受賞し、北海道リサイクルブランドに認定された
ほか、グリーン購入法適応品となり、製法に関する特許も登
録しました。平成 22 年 10 月にはこの取組みが評価され、
リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰の農林
水産大臣賞を受賞しました。 

 
 
 

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
 
参考図書:「技術支援成果事例集2005」55ﾍﾟｰｼﾞ 工業試験場 

http://www.iri.hro.or.jp/jyoho/casebook/book/2005.pdf 
 
参考ＨＰ:「工業試験場 北工試だより（通巻117号）」 

http://www.iri.hro.or.jp/jyoho/irinews/07-30-03/30-03-07.pdf 
「工業試験場 北工試だより（通巻129号）」 

http://www.iri.hro.or.jp/jyoho/irinews/3303/pdf/hokkoushivol33no3_03.pdf 

第第第第 ８８８８ 回回回回     
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あなたはあなたはあなたはあなたは生生生生きききき残残残残れるかれるかれるかれるか？？？？    
～～～～阪神阪神阪神阪神・・・・淡路大震災淡路大震災淡路大震災淡路大震災にににに学学学学ぶぶぶぶ住住住住まいのまいのまいのまいの防災対策防災対策防災対策防災対策のススメのススメのススメのススメ～～～～    

 
                                                  ２０１１年１月１７日 

建築研究本部 企画調整部 南 慎一 

 
平成 7 年 1 月 17 日に発生した兵庫県南部地震（阪神・淡路大震

災）は、わが国ではじめて震度７の揺れを記録し、多くの家屋や建物
が倒壊して、死者行方不明者 6,437 名となる大災害となりました。
この大震災から得られた教訓をもとに、住まいの防災対策について紹
介します。 

 
教訓の一つは、死者の 88％が建物の倒壊によるものであるという

ことです。教訓の二つめは、昭和 56 年以前の建物に大きな被害が生
じているということです。教訓の三つ目は、建物の倒壊によって閉じ込められた人を
救助したのは、家族や近所の人の力が大きかったということです。 

これらのことから、災害から身を守るポイントとして 
第一に、建物で身を守る 
第二に、室内で身を守る 
第三に、自分の身を守る 
第四に、地域の力で身を守る 

ということについて説明します。 
  

まず、建物で身を守るとは、耐震性能を確保することです。今住んでいる家の耐震
性能を知るには、「誰でもできる耐震診断」（建築防災協会）という方法があります。
耐震診断や耐震改修については、道の総合振興局または市町村の建築の窓口にお問い
合せください。  

次に室内で身を守る方法です。建物に被害が無くても、タンスが倒れたり、食器が
割れて怪我をしたりすることがあります。対策としては、家具の数を減らすことと、
安全な配置にすることです。家具の配置の基本は、寝ているところに倒れないこと、
ドアの開閉を妨げないことです。それが出来ない場合、家具の固定対策を講じてくだ
さい。具体的な対策方法は、消防本部のホームページなどに紹介されています。 

 
次に、自分の身を守る方法です。阪神・淡路大震災の避難者

の意見を基にした非常持ち出し品リストがあります。これらは、
百円ショップや生活用品店などでも手に入るものがありますの
で、実際に品物を手に取って非常時に必要なものを考えるきっ
かけになります。 

 
最後に地域で身を守る方法です。地域社会の協力による「共助」を進めるには、町

なかウオッチングや災害図上訓練（ＤＩＧ）など住民参加型の防災学習が行われてい
ます。当研究所で実施している地震防災体験学習がありますので、皆さんの町内会で
このような防災学習を実施したいという方がいらっしゃいましたら北総研までご相談
ください。 

 
 

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
 

参考図書:「地震・津波防災体験学習のススメ『みんなではじめる防災対策』」 

                  北方建築総合研究所(2011 年) 

参考ＨＰ:「(財)日本建築防災協会」 http://www.kenchiku-bosai.or.jp 

「非常持ち出し品チェックリスト」（人と防災未来センター） 

    http://www.dri.ne.jp/oyakudachi/knowledge01.html  

第第第第 ９９９９ 回回回回     



 

        

～～～～あなたのあなたのあなたのあなたの
 

                                                  

 
３Ｄはテレビやゲーム、映画

でも３Ｄの製品を安価につくりたいというニーズが
す。道総研では、このようなニーズに
までにない新しい３Ｄ加工機
 

轆轤「ろくろ」・・・、この
ぼります。木地職人が木こりの
くるなど、林地残材を有効利用
象木材の回転軸に対して直角
ん。 
 

以前、丸のこをコンピュータ
装置の開発を行いましたが、
せんでした。 

その後、民間企業から、３
研究を受け「傘の取っ手、靴
い機械」の開発を行いました
発するのではなく、それまでの
データから加工物（木材）のろくろの
グラムの開発を行いました。

本装置により実際に加工してみると
なみに、このプログラムは、
  

今回のテーマ「あなたの脚
例に製造過程を示すと、 

①脚の正面・側面をカメラで
②輪郭抽出をし、形状を
③その形状を３D 化して
④加工の開始 

となります。実際に動かしてみると
ールを脱ぐように加工されていく
  

旭川市の機械メーカーによる
名：「３D ターニングマシン
者等への仕事づくり」への発展
ただきました。 

その結果、３D―CAD を
きることが確認できました。
めの仕事づくりなどに繋がることを
て更なる挑戦をしていきます

 
 

  
 
さらに詳しく知りたい方

 

参考ＨＰ:「CNC 木工旋盤

http://www.youtube.com/watch?v=DPW2BdeqLxk

「３Ｄターニングマシン

http://www.youtube.com/watch?v=JMuWeRUZy0Q

第第第第 １ ０１ ０１ ０１ ０ 回回回回     
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３３３３ＤＤＤＤ時代時代時代時代のののの木使木使木使木使いいいい    
あなたのあなたのあなたのあなたの脚脚脚脚もクラフトにもクラフトにもクラフトにもクラフトに！～！～！～！～     

                                                  ２０１１
森林研究本部 林産試験場

映画などでブームとなっていますが、木工
につくりたいというニーズが大きくなっていま

このようなニーズに応えることを目的として、これ
加工機を開発しました。 

この加工の歴史は古く、平安時代にさかの
こりの後をついて歩き、伐根などから器をつ

有効利用しています。これまでの木工轆轤による
直角に削ることから、軸を中心に円形の加工物

のこをコンピュータ制御し、木のたまごを作るろくろ
、複雑な形状を加工することはできま

３D 木工旋盤の開発経緯となった受託
靴べらみたいな複雑な形を加工する安

いました。ここでは、複雑な装置を新たに開
それまでの開発装置の延長として、３D 形状

のろくろの回転軸と丸のこの出入りを同時
。 
してみると「実に良い！」作品の製作に成功
、特許を取得しています。 

脚もクラフトに！」のとおり、脚の作り方

をカメラで撮影 
を測定・分析 

して、プログラムにデータを入力 

かしてみると、角材に埋もれていた脚が、そのベ
されていく様子がうかがえます。 

メーカーによる計測・実験の繰り返しを経て、ＣＮＣ
ターニングマシン」として誕生しました。また、本装置を

発展を考え、授産施設等（３施設）でモニター

を扱える人なら、複雑な形状の製品も簡単
。この技術が広く普及し、障がい者の方々

がることを願っています。今後、より複雑な
をしていきます。 

方は・・・ 

木工旋盤：動画」 

http://www.youtube.com/watch?v=DPW2BdeqLxk 

ターニングマシン：動画」（旭川機械工業㈱）

http://www.youtube.com/watch?v=JMuWeRUZy0Q 

２０１１年２月２５日 
林産試験場 橋本 裕之 

木工
きくなっていま

これ

にさかの
をつ
による加工では、対
加工物しかできませ

同時に制御するプロ

成功しました。ち

方を

そのベ

、ＣＮＣ木工旋盤は商品
を使った「障がい

でモニター使用してい

簡単、安全に製作で
々の賃金ＵＰのた
な３D 形状に向け

㈱） 
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進化進化進化進化するするするする北海道北海道北海道北海道のののの清酒清酒清酒清酒・ワイン・ワイン・ワイン・ワイン    
～～～～道産酒道産酒道産酒道産酒のののの新時代新時代新時代新時代をををを知知知知ろうろうろうろう！～！～！～！～     

 
                                                  ２０１１年３月２３日 

産業技術研究本部 食品加工研究センター 富永 一哉 
 

経済の高度成長期からバブルの時期にかけて極大を迎えた国内の
清酒消費量は、以後一貫して減少を示しています。 

1872 年に始まった北海道産の清酒づくりは、現在、蔵元 13 カ所
で行われています。 

道内清酒の消費量も年々減少していますが、近年の優良な酒造用道
産米「吟風」「初雫」「彗星」などの誕生や、特定名称酒製造の割合
を増やす取組などを通じて、多くのファンを魅了しています。 

 
ここ数年、全国新酒鑑評会などの様々な鑑評会や品評会において評価される道産清

酒が増え、北海道酒造組合等が提唱する「酒チェン」運動の効果などもあり、道内消
費量におけるシェアは復調の兆しがみられます。 

品質向上の取組はもとより、商品情報の発信力
の強化を通じ消費の拡大が期待されています。 

 
1865 年に道内初のワイン試験製造が行われて以来、多くのワイナリーが誕生しま

した。 
道内の原料ぶどうの収穫量は、全国でトップクラスとなり、特にワイン醸造用専用

品種の種類の多様性と優れた品質から、道外の生産者・消費者からも注目されていま
す。道産ワイン自体も、国産ワインコンクールのような国内外の品評会等で高い評価
を受けています。 

北海道でのワイン生産の可能性に魅かれ、新たな生産者が道外
から参入する例も増えているほか、従来からブドウ生産を行って
いた農業者が、自らワイン生産を目指す動きも広がっています。 

さらに、近年、ワインの消費拡大につながる、ワインツーリズ
ムなどの活動が盛んに行われ、観光・体験型の情報提供を通じた
幅広い事業展開が進められています。 

 
当センターでは、製造技術などに関する研究や技術支援を通じて、製造技術の向上

や生産現場における省力化などに貢献する取組を行っています。特に、清酒用の乾燥
酵母の事業化や、ワインのマロラクティック発酵(※１)に用いる低温発酵性乳酸菌の
開発などについては、業界の皆様から好評をいただいています。 

これからも、市場動向に関する情報提供も含めた幅広い支援を続けていきたいと考
えています。 

 
※１ ワインにおける発酵には、酵母が行うアルコール発酵の他に、「マロラクティック発

酵」と呼ばれるものがあります。発酵の主役は乳酸菌で、葡萄由来の有機酸であるリン
ゴ酸を乳酸と炭酸ガスに分解します。この発酵によりワインの酸味が和らぎ、発酵中に
生成されるいくつかの副産物により香味がより複雑になります。また、さらに微生物が
消費しやすいリンゴ酸がなくなるため、ワインの微生物安定性が増します。 

  
 

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
参考図書:「ワイン町長奮戦記」丸谷金保 読売新聞社(1972 年) 

「遊楽部ワイン物語」飯田清悦郎 講談社(1987 年) 
「北海道のワイン」山本博 ワイン王国(2006 年) 

参考ＨＰ:「『北海道ワインツーリズム』推進協議会」 
http://hokkaido-winetourism.org/  

「道産ワイン応援団」 http://dosanwine.jp/about/ 

「北海道酒造組合」  http://www.hokkaido-sake.or.jp/ 

第第第第 １ １１ １１ １１ １ 回回回回     
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北海道発北海道発北海道発北海道発オンリーワンオンリーワンオンリーワンオンリーワン！！！！    チシマザクラのチシマザクラのチシマザクラのチシマザクラの魅力魅力魅力魅力     
 

                                                  ２０１１年４月２６日 
森林研究本部 林業試験場 佐藤 孝夫 

 
北海道に自生するチシマザクラの特徴は、幹が立ち上がらず、根

元から分かれて横や斜め上に伸びること、花はエゾヤマザクラやソ

メイヨシノよりも小さく、香りがすること、そして、花の色や木の

形に変異が多いことです。 

  

チシマザクラの変異について少し詳しくみていくと、枝の伸び方

については、横に伸びるもの、斜め上に伸びるもの、横にも斜めに

も伸びるものがあり、これによって樹形の変異があらわれます。また、花については、

花びらが紅色や白色のもの、中央に赤い筋が入ったもの、まるいもの、細長いものな

ど色や形に変異がみられるほか、八重に咲くものや小手毬のように咲くもの、ブラシ

のように枝にびっしりと咲くものなど咲き方にも変異がみられます。 

 

このように、じつに個性的なチシマザクラは、根室管内では公

共施設の前庭や神社仏閣、学校などに広く植えられていますが、

札幌市や三笠市、幌加内町、和寒町の公園などにも植えられてお

り、道内各地の山にも自生しています。 

 

 この中で、もっとも有名なのは、根室市の清隆寺の境内に植えられている個体で、根

室管内に植えられているチシマザクラは、この木の種子から広まったと言われていま

す。また、もっとも大きなものは、別海町の野付小学校に植えられている個体で、高

さが６ｍ、枝の広がりが 15ｍにもなります。 

  

 チシマザクラは一般的には種子で増やしますが、林業試験場で

は組織培養によって効率的に増殖する技術を研究し、この方法

によって「国後陽紅（くなしりようこう）」という花びらが紅

色の品種を開発しました。 

  

 また、庭で育てられるのが一般的ですが、鉢植えでも花を咲かせることができま

す。そのため、マンションにお住まいの方がベランダで育てたり、花見に行けない方

にレンタルするなど、さまざまな活用方法が考えられます。今後は北海道から日本各

地へ、さらには国外にもチシマザクラを広めていきたいと考えています。 
 

 
  

 

第第第第 １ ２１ ２１ ２１ ２ 回回回回     
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地震地震地震地震とととと津波津波津波津波のののの脅威脅威脅威脅威     

～～～～東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災におけるにおけるにおけるにおける道総研道総研道総研道総研のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ～～～～    
 

                                                  ２０１１年５月３１日 
環境・地質研究本部 地質研究所 田近 淳 

 
大災害の発生とともに、地質研究所は緊急調査に向けて行動を開

始します。東北地方太平洋沖地震の発生を受けて、私たちは北海道
沿岸での津波の調査を実施しました。海岸や河川に残された痕跡か
ら高さを把握するとともに、津波の流動方向や津波堆積物の観察な
ど、地質学的特徴についても検討しました。 

調査結果は今後の防災対策に向けての資料となるとともに、地層
に記録された過去の津波（古津波）を復元するためにも貴重な情報
となります。現在は過去への鍵、過去は未来を考える鍵というわけ
です。 
 

地震の発生後、初動調査本部を立ち上げるとともに、情報収集と調査準備を行い、
津波注意報解除を待って調査を開始しました。調査は札幌管区気象台、北海道大学地
震火山研究観測センターと連携して実施しています。第 1 次は 3 班、順次補完のため
3 班が調査にあたりました。 
   

調査の結果、津波の高さは襟裳岬付近から十勝・釧路海岸で 3
～4m と高く、当所の調査で最も高い値（遡上高）は、釧路市音
別町キナシベツの 5.6m（潮位補正なし）でした。キナシベツで
は、海岸の砂丘の頂部まで津波が達するのが観測されました。 

漁船や水産施設の被害も大きく、大津漁港などでは多くの漁船
が打ち上げられるなどの被害が出ています。また函館などの市街
地では津波は周辺より高く、海岸地形の影響が考えられます。 
  

今回の巨大地震津波は、869 年貞観 11 年地震津波（貞観津波）の再来か、とい
われています。産業技術総合研究所などの研究によれば貞観津波の津波堆積物といわ
れるものが霧多布湿原などの泥炭層の中から見つかっています。この過去の津波堆積
物と今回の津波堆積物の厚さや分布を比較すると、今回の規模のほうが小さいという
ことがわかりました。この結果は過去の津波イベントの評価にも役立つものと考えて
います。 
 

東北地方太平洋沖地震は、海岸の低地をさかのぼる津波の身の凍るほどの恐ろしさ
を、私たちに刻みつけました。この教訓を北海道でも生かすために、地質研究所とし
ても今後様々な研究活動を展開したいと考えています。 
 

最後に、この震災で犠牲になられた方のご冥福をお祈り致しますとともに、被災し
た方々に心よりお見舞い申し上げます。 
 
 
 

                            建築研究本部 北方建築総合研究所 高橋 章弘 
  

平成 23 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分に発生した東日本大震災は、
宮城県三陸沖（宮城県牡鹿半島沖）を震源とする日本観測史上最大の
マグニチュードＭ９．０、震源域は岩手県沖から茨城県沖まで広範囲
な発生域となりました。この地震に伴い 10ｍを超える大津波が発生
し、死者および行方不明者が約２万人となるなど、東日本を中心とし
て未曾有の被害をもたらしました。 
 

この地震発生により、被災した宮城県から北海道に対して、震災建
築物応急危険度判定士の派遣支援の要請がありました。北海道からは二次にわたり２
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０名（４月１６日～１８日・１０名、４月１９日～２１日・１０名）が派遣されまし
た。建築研究本部では職員３名を派遣し、さらに派遣直前に実施するガイダンス（判
定時の技術的な視点や留意点等をレクチャー）の講師を担当するなど、積極的に震災
対応を行いました。 
 

派遣地となった宮城県多賀城市は、仙台市の北東約１５ｋｍに位置し、仙台市に隣
接する人口６万２千人ほどの都市です。震度５強による地震動や津波浸水により約１
万５千人が被災し、その中でも沿岸域は大津波により約２００人の犠牲がでました。 

 
判定活動では、市対策本部において判定地域の割り当て、調

査票の記載方法等の説明を受けた後、判定地域までバスで移動
し、応急危険度判定を実施しました。 

判定地域は新田・山王・南宮・桜木地区で、木造の戸建や集
合住宅が９割以上を占める住宅地域です。北海道班は７５９棟
の判定調査を行い、判定結果は危険８％、要注意２０％、調査
済（被災程度が小さく建物の使用は可能）７２％で、多賀城市
の判定棟数の約 5 割を担当しています。 
  

判定対象建物は、昭和５６年の建築基準法改正以降の建物がほとんどを占めていた
ことから、全壊に至る建物被害は殆ど見あたりませんでした。建物の被害状況は、外
壁の大きな損傷や構造的な被害を受けているものはそれほど多くはありませんが、屋
根瓦や外壁の落下、内壁の亀裂、浴室タイルの破損、ブロック塀の倒壊、電柱の傾斜
等が散見されました。 
  

今回の派遣は、気温が低く、強風や降雨があるなど悪天候の中での判定活動となっ
たため、各判定士にとって肉体的に厳しいものとなりました。しかし、被災した方々
に対して、被害内容の説明や技術的な対応方法等について十分な説明を行ったため、
判定活動に対して感謝の言葉をかけられることも多く、緊張感が持続され、充実した
判定活動となりました。 
  
 また、研究機関として、今後、いつでも協力が可能となるよう、恒常的な心構えと準
備等が必要なことを再認識させられる判定活動となりました。 

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
 

参考図書:「道総研がお伝えします 地震と津波の脅威に備えるために」 
地質研究所(2012 年) 

参考ＨＰ:「平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震による津波調査 
(第 1 報)」 
http://www.gsh.pref.hokkaido.jp/topics/topics20110323.html 

「同(第 2 報)」 
http://www.gsh.pref.hokkaido.jp/topics/topics20110412.html 

「同(第 3 報)」 
http://www.gsh.pref.hokkaido.jp/topics/topics20110414.html 

（地質研究所） 
「全国被災建築物応急危険度判定協議会」 

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/oq/ 
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新新新新しいしいしいしい地図地図地図地図がががが魅魅魅魅せるせるせるせる！！！！空空空空からみたからみたからみたからみた北海道北海道北海道北海道のののの姿姿姿姿     

～～～～「「「「捉捉捉捉えるえるえるえる」」」」～～～～    
 

                                                  ２０１１年５月３１日 
環境・地質研究本部 環境科学研究センター 小野 理 

 
航空機や人工衛星から撮影した画像を解析する「リモートセンシ

ング」。位置情報（どこで）を付けたさまざまなデータをコンピュ
ータ上で地図に表し解析する「ＧＩＳ（地理情報システム）」。今
回から第 16 回までのシリーズのキーワードとなる、この２つの技
術について、身近な画像と研究活用事例から概要を説明するととも
に、さまざまな人が各地で行う生きもの調査の結果を活用・集積し
た生きものマップづくりについて紹介します。 
   

空高くから大地を見下ろすと、街や森の広がり、川の流れなどを見ることができま
す。離れたところからカメラなどのセンサーを使って何かを測定する技術を総称して
「リモートセンシング」と言いますが、人工衛星や航空機にいろいろなセンサーを積
んで測定すると、さまざまなことが分かります。 
 

人工衛星からのリモートセンシングの特徴は、 
 ①広い範囲をとらえる 
 ②現地に行けないところを知る 
 ③人間の目に見えない情報を得る（赤外線など） 
 ④同じ地域を繰り返し観測できる 

の４点が挙げられます。 
  

研究活用事例としては、台風による風倒木の抽出や、ヒートアイランドの分析など
があり、リモートセンシングを上手に活用すれば、広い地域の環境や生きものの状況
を知ることができます。 
   

さて、環境の行政や研究を進める上で、「生きものの分布」
を図鑑などよりも細かく調べる必要がありました。生きもの
の種（しゅ）レベルなど、細かな判別はリモートセンシング
でも苦手です。実は、生きもの調査は数多く行われているの
に、「どこで」確認されたのか、位置情報の記録の仕方が不
統一で情報が散在し、全体の分布が分からないという問題が
ありました。 
  

そこで、「ＧＩＳ（地理情報システム）」を活用して、位置情報をメッシュコード
で統一・再整理するプロジェクトが始まったのです。その後、十数年かけて、道内の
動植物の分布データをコツコツとデータベースに入力した結果、合計２００万件近く
のデータが集まりました。 
  

収集したデータは、ウェブサイトでの情報提供などに活用しています。 
 ○北海道レッドデータブック（道内の希少な野生生物のサイト） 

○北海道外来種データベースブルーリスト２０１０（道内の外来生物のサイト） 
 ○BirdBase（バードベース：アジアの鳥類分布データベース） 
 ○GIS で見る北海道の環境と資源（環境地図のポータルサイト） 

など、環境科学研究センターの次のページからさまざまな情報をご覧いただくことが
できます。 
  http://www.ies.hro.or.jp/katsudo/kankyo_joho/WebGIS.html 
  

このように、道総研・環境科学研究センターではＧＩＳを活用して、多様な生きも
の調査の結果を集約し、基盤情報として、様々な研究や行政資料、情報提供に活用し
ています。 
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                            水産研究本部 稚内水産試験場 佐野 稔 
  

ミズダコは、北海道沿岸で年間に 1.5 万トン～2.0 万トン漁獲さ
れ、北海道内の魚屋やスーパーなどで売られている身近なたこです。
最も大きくなるタコ類の 1 種で、大きいものでは全長 3m、体重
50kg になります。 

一般的な食べ方として、刺身やすしネタ、珍味などがありますが、
たこしゃぶも大変美味しいのでお勧めです。 
 

さて、このミズダコですが北海道では稚内市周辺の宗谷海峡で最
も多く漁獲されます。どのように獲るのかというと、「たこいさり樽流し」という潮
の流れを利用した漁法です。 

 
近年この海域では、2 つの問題がありました。1 つは、豊漁年と不漁年の漁獲量の

差が大きくなっていることで、もう 1 つは漁船に使う燃油の単価が高騰して経営を圧
迫していることです。 

これらの問題を解決するために、宗谷海峡のミズダコ資源管理システムを開発しま
した。このシステムでは、漁業者に対してミズダコの資源情報をお知らせすると同時
に、最適な出漁日を判断できる潮流カレンダーを提供することで、ミズダコの資源管
理と漁家経営を両立することができます。この中で、GPS 情報を活用して漁業と水産
資源を捉えました。 
  

そもそも GPS とは地球上の現在位置を測定するためのシス
テムであり、緯度、経度、時刻の情報です。最近では GPS 受
信器がカーナビや携帯電話にもついていますので、私達の生活
にも入り込んできています。 

ほとんどの漁船には GPS が取り付けられており、漁船のカ
ーナビに相当する GPS プロッタがあります。 

 
それから得られる漁船の航跡の GPS データと漁協から提供していただいた水揚げ

データを、地理情報システム(GIS)により組み合わせて分布図を作製しました。 
その結果、宗谷海峡内におけるミズダコの詳細な分布を明らかにすることができ、

ミズダコが季節的に宗谷岬周辺海域から沖へと移動していることが明らかとなりまし
た。この知見はミズダコの資源管理に活用することができました。 
  

一方、漁船の最適な出漁日と時間帯を示した宗谷岬潮流カレンダーの作成にも、
GPS と GIS を活用しています。 

北海道大学では、宗谷海峡周辺に短波海洋レーダを設置して宗谷暖流の観測を行っ
ています。そのデータから、潮流の予測が可能になりました。 

そこで、漁船の航跡の GPS 情報から漁具（樽）を流すうえで最適な潮流速度を明
らかにしたことで、漁業者が最適な出漁日・時間帯を判断できる潮流カレンダーを作
ることが可能となりました。 

このカレンダーは好評で、稚内市のたこ漁家経営の安定に貢献しています。このカ
レンダーは、稚内水産試験場のホームページで公開していますので、一度ご覧くださ
い。 

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
 

参考ＨＰ:「ＧＩＳ・リモセン」（環境科学研究センター） 
http://www. ies .hro .or .jp/katsudo/gis/ index .htm l 

「ウェブＧＩＳ」（環境科学研究センター） 
http://www. ies .hro .or .jp/katsudo/kankyo_joho/WebGIS.html 

「 宗 谷 岬 沖 潮 流 カ レ ン ダ ー 」 （ 稚 内 水 産 試 験 場 ）  
http://www.f ishexp.hro .or .jp/exp/wakkana i/ index .html 
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新新新新しいしいしいしい地図地図地図地図がががが魅魅魅魅せるせるせるせる！！！！空空空空からみたからみたからみたからみた北海道北海道北海道北海道のののの姿姿姿姿     

～「～「～「～「見分見分見分見分けるけるけるける」～」～」～」～    
 

                                                  ２０１１年６月２９日 
本部 連携推進部 安積 大治 

 
お米のおいしさを左右する主な成分には、アミロースとタンパク質

があります。 
   

アミロースはでんぷんの仲間で、アミロースの含量が少ないお米
は、ごはんの粘りが強くなります。今話題の「ゆめぴりか」の美味し
さの理由の１つは、他の品種よりもアミロースが少し低いことにあり
ます。お米に含まれるアミロースの量は、品種や、お米が実るときの
気温によって変わります。 
   

一方、タンパク質が多いとご飯が固くぼそぼそとした食感になります。お米に含ま
れるタンパク質の量は、肥料の量や土壌の種類などによってかわることから、栽培方
法を改善することでタンパク質を下げて美味しいお米をつくることができます。「ゆ
めぴりか」や「ふっくりんこ」などのブランド米も、タンパク質によって出荷の基準
をきめています。 
   

美味しいお米をつくるためには、美味しい品種を美味しくつくるこ
とが重要です。タンパク質の高い田んぼがあったら、翌年以降の栽培
方法を改善することが必要ですが、産地全域のタンパク質の様子を調
べるのは大変手間がかかります。そこで、人工衛星を用いて、産地全
域を一度に調べる技術を開発しました。 
  

人工衛星によるお米のタンパク質の推定方法は、まず田植えのあと（５月下旬～６
月下旬頃）に人工衛星で観測を行い、その年の田んぼがどこにあるかを判別します。
つぎにお米が実る頃（８月下旬～９月中旬）にもう一度観測を行い、タンパク質の推
定を行います。 

指定では、おおむね 20～30 ヶ所程度の農家の田んぼのタンパク質を調査し、そ
れぞれの田んぼの人工衛星で観測した値と、実際に調査したお米のタンパク質との関
係について、３年間調べてみたところ、いずれの年も、人工衛星で観測した値（NDVI）
が大きいほど、お米のタンパク質が高くなる傾向がありました。 

この関係を用いることで、人工衛星の値からお米のタンパク質を計算する式をつく
ることが出来ます。この式を使うことで、実際にタンパク質を測定していない田んぼ
についても、人工衛星の値からお米のタンパク質を計算することができます。 
   

タンパクマップの利用場面としては、まわりに比べてタンパ
ク質の高い田んぼを見つけて、栽培方法の改善を行うことで、
効率的にタンパク質を改善することができます。 

また、タンパク質の高い地帯は、水はけが悪いなどの原因が
考えられることから、こうしたところでは基盤整備などの対策
を行う資料に役立てることができます。さらに解像度の高い人
工衛星を使うことで、１つの田んぼの中においても、昔の河川の跡などの地形の影響
や、栽培管理によってお米のタンパク質が変動する様子もわかります。 
  

人工衛星をつかったお米のタンパクマップの作成は、これまで北海道の水田の約８
割、10 万ヘクタールで取り組まれているほか、新潟や茨城、佐賀など複数の県で利
用実績があります。  
  

北海道のお米が美味しくなったのは、なんといっても農家の方々の努力によるもの
です。それを支える技術としては、品種改良によって美味しい新品種がつくられたこ
とが大きいですが、美味しい品種を美味しくつくるための技術の１つとして、宇宙か
らの目も利用されていたことを知っていただければと思います。 

第第第第 １ ５１ ５１ ５１ ５ 回回回回     
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                            森林研究本部 林業試験場 寺田 文子 
  

北米由来の外来種であるニセアカシアは、養蜂業にとって欠かせな
い蜜源である一方、その旺盛な繁殖力が問題視されることがあります。
ニセアカシアの管理には、その分布を把握することが重要となります
が、足を使ってニセアカシアを探し、その分布を地図に書き込むこと
は大変な労力と時間がかかります。 
 

そこで、ニセアカシアの分布域の把握と図示をより効率的に行うた
めに、葉が開く時期が他の樹種より遅いニセアカシアの樹種特性を活
かし、撮影時に高さに関する情報（高さ情報）を得ることができるデジタル空中写真
を利用する手法を開発しました。 
 

今回ご紹介する手法は、北海道美唄市を流れる美唄川の河畔にお
いてニセアカシアが多く分布している場所を対象に検証しました。 

「画像」と「高さ情報」を得るためのデジタル空中写真撮影は、
ニセアカシアが開葉する前でその他の広葉樹は葉が開いている時期
（以下「開葉前」と呼びます）とすべての樹種で葉が開いた後（以
下「開葉後」と呼びます）に行いました。この 2 回の撮影で取得し
た「画像」と「高さ情報」を使い、次の手順によってニセアカシア
分布域を抽出することができます。 
 

まず、撮影で得た高さ情報について、開葉前・後の違いを確認し
ます。ニセアカシアの開葉前のデジタル空中カメラによる撮影では、
既に葉が開いている広葉樹の区域は木の一番上（樹冠の上面）を高
さとして計測し、葉が開いていないニセアカシアの区域は樹冠や枝、
幹ではなく地面近くを高さとして計測します。 

一方、開葉後の撮影では、ニセアカシアと広葉樹はともに葉が開
いているため、両樹種ともに木の一番上を高さとして計測します。
このカメラが計測した高さの情報の差がポイントです。開葉前と開
葉後の高さ情報を比較すると、広葉樹ではほとんど変わらないので
すが、ニセアカシアでは明らかに異なります。 
 

この手法で求めたニセアカシアとその他の広葉樹を区別する精度（分類精度）は、
約 83％でした。この値は、対象地のおおよその状況を把握・推定することが可能と
なる精度で、苦労の多い現地調査の省力化に貢献できると考えます。 
 
 今回ご紹介しました「高さ情報」を利用する分布図作成手法は、ニセアカシアの管理
のみならず、森林資源の把握・管理にも応用が可能であると考えます。 
 

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
 

参考図書:「農業リモートセンシングハンドブック」 
秋山､石塚､内田､岡本､小川､斎藤編著 システム農学会(2007 年)

「北海道農業のためのﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ実利用ﾏﾆｭｱﾙ－改訂版－」 
   (財)北農会編 国土交通省北海道開発局(2007 年) 
 

参考ＨＰ:「衛星画像を利用した リモートセンシング活用事例」 
http://www.agri.hro.or.jp/center/syuppan/a_rimosen/index.htm 

（旭川地区農業改良普及センター）
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新新新新しいしいしいしい地図地図地図地図がががが魅魅魅魅せるせるせるせる！！！！空空空空からみたからみたからみたからみた北海道北海道北海道北海道のののの姿姿姿姿     

～「～「～「～「備備備備えるえるえるえる」～」～」～」～    
 

                                                  ２０１１年６月３０日 
環境・地質研究本部 地質研究所 大津 直 

 
2011 年 3 月 11 日に起こった東北地方太平洋沖地震は、未曾有

の津波災害を引き起こし、私たちに M9.0 の威力をまざまざと見せ
つけました。 

この地震は、海溝で発生する巨大地震でしたが、もう一つ忘れて
はいけない地震があります。都市直下で発生する内陸地震です。今
回は、この内陸地震に絞って話をさせていただきます。 
  

ではまず、その前の月の 2 月に、ニュージーランドのクライスト
チャーチをおそった地震について覚えておられる方おられますか？ 

日本からの留学生もこの震災に巻き込まれたこと、多くの死者・行方不明者がでた
ことが注目されました。しかし、この地震の規模は M6.1 であり、死者 180 名を出
すほどとは普通は想像もしない大きさです。事実、前年の 10 月にも近くで地震が発
生しておりますが、2 月よりも遙かに大きい（※１）地震（M7）でありながら死者
数はゼロでした。 

 
このように内陸地震による災害を考える際、地震の規模だけで

はなく、1)震源からの距離、2)軟弱地盤による揺れの増幅や液状
化・地震性地すべりなどの地盤の問題、そして 3)構造物の強度の
問題、が複合した結果、現れるものであることに留意する必要が
あります。 
   

地震の発生は、断層運動によるものと考えられており、繰り返し活動してきた痕跡
が地形に残されている場合があります。それが、活断層です。 

地質研究所では、1995 年以来、道内に分布する活断層の調査を行ってきました。
活断層の長さや１回の地震における断層のずれの量から、地震の規模が推定できます
し、活動時期や繰り返し間隔から、地震の発生確率が計算されます。すなわち、将来
どの程度切迫しているのかがわかるようになってきているのです。 
  

北海道は、活断層の研究成果や進展めざましい海溝型地震の研究成
果を背景に、従来 6 震源のみであった地震の想定の見直しに着手しま
した。この検討を進めるために、同じ道総研の北方建築総合研究所と
共同で研究を進めており、今後も継続して取り組んでいきます。 
  

現在、地質研究所では、防災・環境分野への利活用を促進するため、
地質図や活断層図などの各種図面を電子化しています。これらのデー
タの基盤整備に必要なのが GIS 技術です。 

当所では、GIS によるデータ整備や情報発信の様々な取り組みを行っております。
最近では、地下の情報を高度化するため、地盤ボーリングデータベースの整備に着手
しております。 

ボーリングの情報を多数集めることで、地下の地質がどのように分布しているのか
を推定することができます。これは、防災や環境対策を考える上での基盤的な情報と
なることが期待されています。 

 
地質研究所では、このように地質の情報の計画的な整備を行い、積極的な公開に努

めてまいります。 
  

※１ 地震が発するエネルギーで比較すると、マグニチュードが 0.2 増えると 2 倍、1 増え
ると約 32 倍、2 増えると 1000 倍になる。  

 
 

第第第第 １ ６１ ６１ ６１ ６ 回回回回     
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                             建築研究本部 北方建築総合研究所 戸松 誠 
 

GIS は様々な災害などに有効なものです。最初は津波災害に「備
える」例です。 

 
今までは、津波が発生した際に自分の住んでいる地域が安全なの

か、安全な地域まで避難するにはどのくらいかかるのかがわかりま
せんでした。GIS を使うと、最短の避難時間・避難経路が検索でき
るようになります。 

この結果、津波が発生した際にどの程度の時間で避難できるかが
わかるようになりました。この研究成果により佐呂間町の津波避難に関わる危険度マ
ップを作成しました。 

 
次は火山災害に「備える」例です。 
火山噴火の現象と建物被害の関係を明らかにすることにも、GIS は使えます。点の

データを面的な広がりを持つ地図に作り替えることができるので、この結果から自分
の家が地盤変動でどのくらい動いたのかわかるようになりました。 

この研究成果により、噴石・地盤変動が建物へ与えた影響を明らかにすることがで
きます。 

 
次 は 都 市 火 災 に 「 備 え る 」 例 で す 。  
GIS を使って、都市がどの程度火災に強いのかを明らかにでき

ます。 
建物の構造と大きさから、隣接する建物に延焼する範囲を簡単

に計算できるので、自分の家や地域の火災の危険性がわかるよう
になりました。 

この研究成果により、旭川市の防火地域・準防火地域の指定基準を作成しました。  
  

最 後 は 災 害 で は な く 、 犯 罪 に 「 備 え る 」 例 で す 。  
今までは、危ない思いをした場所を記入するだけで、どのくらい危険なのかわかり

ませんでした。GIS を使うと、地域の危険性をわかりやすく地図に表すことができ、
どこがどのくらい危険なのかがわかるようになります。 

この結果から、犯罪で危ない場所に対して重点的に対策を行うことができるように
なりました。この研究成果を使って、北総研では旭川市近文小学校の安全安心活動に
地域と協働で取り組んでいます。 
 
 

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
 
  参考図書:「道総研がお伝えします 地震と津波の脅威に備えるために」 

地質研究所(2012年) 
「北海道の地震と津波」笠原稔､鏡味洋史､笹谷努､谷岡勇市郎編著 
                                     北海道新聞社(2012 年) 
「震災に強い都市づくり・地区まちづくりの手引き」 

都市防災実務ハンドブック編集委員会 ぎょうせい(2005 年) 
 

参考ＨＰ:「北海道の活断層パンフレット」（地質研究所） 
http://www.gsh.hro.or.jp/download/fault_investigation/index.html 

「活断層の長期評価」（地震調査研究推進本部） 
http://www.jishin.go.jp/main/p_hyoka02_danso.htm 
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おいしいトリのおいしいトリのおいしいトリのおいしいトリの話話話話     

～「～「～「～「北海地鶏北海地鶏北海地鶏北海地鶏ⅡⅡⅡⅡ」」」」のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介～～～～    
 

                                                  ２０１１年７月２８日 
農業研究本部 畜産試験場 國重 享子 

 
鶏肉や鶏卵はとても身近な食材で、日本では 1 年間に一人あたり鶏

卵を 16.5kg、鶏肉を 11.0kg 消費しています。それでは、どのよう
な鶏が、どのように鶏肉や鶏卵を生産しているのでしょうか。 

 
鶏卵を生産する鶏は「採卵鶏」と呼ばれる鶏で、ふ化から 150 日

位で卵を産み始め、その後、1 年半くらい卵を産み続けます。1 羽の
鶏が年間 320～350 個位の卵を生産します。 

国内の鶏肉は、大きく分けて 3 種類あります。最も一般的な鶏肉を
生産する鶏は「ブロイラー」と呼ばれており、成長が早く、8 週間位で体重が約 3kg
になります。スーパーなどで「○○鶏」として売られている鶏肉は「銘柄鶏」といい、
鶏はブロイラーと同じですが、飼料や飼育方法を工夫した鶏肉のことです。 

 
もう一つは居酒屋などでみかけるようになった「地鶏」ですが、地鶏とはどのよう

な鶏なのでしょうか。 
地鶏は、日本農林規格で 

①在来種（昔から日本で飼育されている鶏 38 品種）の血液割合が 50％以上 
②80 日以上飼育する 
③飼育密度は１ｍ2 あたり 10 羽以下（28 日齢以降） 
④28 日齢以降は平飼い(※1)する 

ことが定められています。飼育期間が長く、飼料もブロイラーの 2 倍くらい必要です。
価格も高いため、国内消費に占める割合（羽数）は約１％ですが、名古屋コーチンや
比内地鶏など、全国で 40 以上の地鶏があります。 
  

畜産試験場でも、2006 年に北海道産地鶏として「北海地鶏Ⅱ」
を開発しました。北海地鶏Ⅱは、名古屋種の雄を父に、大型シャ
モの雄（祖父）とロードアイランドレッドの雌（祖母）を交配し
た雌鶏を母に用いた三元雑種（３つの品種を掛け合わせた雑種の
こと）の鶏です。 

地鶏特有の歯ごたえとうま味があり、飲食店などから高い評価を頂いており、消費
者の健康志向の高まりなどを受けて、生産拡大が期待されています。 
 

十勝管内新得町では、地域の特産品として北海地鶏Ⅱを「新得地鶏」という地域ブ
ランドとして販売しています。新得地鶏は、120 日間、1ｍ2 あたり３羽以下とゆっ
たりとした環境の中、敷料(※2)にそば殻を、飼料にそばを混ぜる
など、「そばの町新得」の特長を生かした飼育が行われています。 

また、町内や帯広の飲食店が連携し「新得地鶏フェア」を開催
するなど、地域での地鶏の輪が着実に広がっています。 

2011 年には居酒屋チェーンが町内での生産を開始し、東京、
横浜、札幌に直営店を開店しました。北海道の大地でのびのび育
った北海地鶏Ⅱを是非ご賞味ください。     
         
※１ 鶏舎内又は屋外において、鶏が床面又は地面を自由に運動できるようにして飼育する

飼育方法。 
※２ 平飼いする際に、鶏が快適に過ごせるようにおが粉（おがくず）など保温性・吸湿性

のある資材を鶏舎の床に敷き詰めます。この資材を敷料と言います。 

 
     

 

  

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
  参考ＨＰ:「十勝・新得フレッシュ地鶏事業協同組合 十勝・新得地鶏本舗」 

http://www.shintokuzidori.jp/ 

第第第第 １ ７１ ７１ ７１ ７ 回回回回     
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札幌札幌札幌札幌まぼろしまぼろしまぼろしまぼろし温泉物語温泉物語温泉物語温泉物語    
 

                                                  ２０１１年８月３１日 
環境・地質研究本部 地質研究所 藤本 和徳 

 
札幌市内の温泉のうち定山渓や小金湯などを除いた市街地に注目

すると、いずれもボーリングにより開発されたものです。地質研究所
の調査では、利用している井戸が 43、未利用や廃止された井戸が 26
です。利用している井戸のうち、最も早くに開発されたものは、1984
年に地質研究所が敷地内でのボーリングによって存在を明らかにした
深さ 550ｍにある 35℃の温泉水です。現在も庁舎横の車路の融雪の
ため、冬期間に必要に応じてポンプで汲み上げています。 
 

札幌市の市街地西部に接して北側には手稲山の斜面が広がり、その南東側には琴似
発寒川を挟んで、三角山、円山、藻岩山が連なっています。明治～昭和前期にかけて、
手稲山の北東山麓には 3 軒、円山の西側に 1 軒、南東側に 4 軒の温泉利用施設があ
りました。このうち、円山周辺の 5 軒について紹介いたします。 
   

円山温泉は中央区宮の森にありました。明治 30 年頃に発見され、大正時代の資料
には宿舎の名称が「遊仙館」とされており、昭和初期の資料には「木村屋」という休
憩所となっています。 

界川温泉は中央区双子山 3 丁目にありました。昭和 2 年 8 月に「延命園」という
名の旅館がオープンしました。この温泉水は、古くから付近の農民が浴用や飲用に利
用していたようです。 

 
札幌温泉は中央区界川 1 丁目にありました。付近の土地分譲を

行っていた札幌温泉土地(株)が「札幌温泉」という名称で、大正
15 年 5 月 9 日から営業を開始しました。土地分譲における人を
集めるための核としていたことが想像されます。この施設で利用
していた温泉水は定山渓温泉から引いていました。また、円山か
らの電車も自社で経営していました。  

 
藻岩温泉は、山鼻温泉あるいは松浦温泉とも呼ばれ、中央区南 13 条西 23 丁目に

ありました。松浦丑次郎氏が明治 25 年に自己敷地内に温泉を発見し、明治 31 年か
ら「風詠館」という名の旅館の営業を始めました。  

温泉旅館「不老閣」は中央区旭ヶ丘 2 丁目にありました。大正末期から昭和 15 年
頃まで営業していたようです。 
  

これら施設の温泉水は加温を必要とし、いくつかは加水も必要
としていた可能性があります。従って、温泉水そのものを集客の
宣伝文句には出来なかったでしょう。集客のための好条件として
は、都市札幌の近傍であること、また、当時は市街地を一望でき、
絶景を楽しむ適地であったことが考えられます。 
 

定山渓温泉では、大正 7 年に「佐藤温泉」が「元湯ホテル」に改名し、三階建ての
本格的旅館になり、定鉄（蒸気機関車）が営業開始しました。昭和 4 年には、定鉄の
電化により 3 往復が 16 往復に大幅増便され、時間も約 1/2 に短縮し、乗客が 3～4
倍に増加しました。定山渓温泉が身近となり、市民感覚としては高温で湯量が豊富な
温泉に興味が移行したと考えられ、その結果、市街地西部山麓の温泉がまぼろしにな
ったと考えています。         
     
     

 
 
 
 

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
  参考図書:「北海道立地質研究所報告第81号 

-札幌の市街地西部山麓にあった温泉-」藤本和徳(2010年) 
(ダウンロード版)http://www.gsh.pref.hokkaido.jp/publication/digital_report/

gsh_report/81pdf/gshr81_079_098.pdf 

第第第第 １ ８１ ８１ ８１ ８ 回回回回     
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食卓革命食卓革命食卓革命食卓革命！！！！道産魚醤油道産魚醤油道産魚醤油道産魚醤油のののの魅力魅力魅力魅力    
 

                                                  ２０１１年９月２９日 
産業技術研究本部 食品加工研究センター 吉川 修司 

 
魚醤油は魚介類に塩を加えて発酵させるうま味が豊富な調味料で、

アジア地域で盛んに作られています。しかし、従来の製法では魚臭さ
が強く、1 年以上の長い熟成期間がかかり、麹を使って発酵を促すと
色が濃くなるなどの課題がありました。 

 
一方、消費する側（主に業務用）では、醤油より色が薄く、うま味

が豊富な魚醤油を求めており、現実の品質との間に大きな差がありま
した。よって、道産魚醤油の販路拡大には、特有のうま味は維持・強
化しつつ、品質上の課題点（香り、うま味、色等）を改良した、新たな製造技術の開
発が重要となると考えました。 

 
そこで、食品加工研究センター（以下、食加研）は発酵技術を駆使しながら試行錯

誤を重ね、魚醤油の製造に耐塩性微生物スターター（スターターは種菌のこと；酵母
2 種類および乳酸菌 1 種類）を導入して、要求品質を全て満たす発酵魚醤油の製造技
術を開発して特許を取得しました。 
 

発酵魚醤油を評価するため、輸入魚醤油（ナンプラ）及び醤油
と比較しました。発酵魚醤油にはナンプラにはないエタノールが
含まれ、食材を調味する際に味ののりがよくなることが期待でき
ます。 

また、うま味の指標となる遊離アミノ酸量がナンプラの 1.7 倍
あり、醤油に比べて多種のアミノ酸が含まれていました。さらに、
麹を加えると色が濃くなるという課題を、酵母の作用で着色の原因となる還元糖を減
らすことで、うま味を損なわずに解決しました。 

 
発酵魚醤油の香りには、酵母が作り出す醤油の特徴的な香りである 2-フェニルエ

タノール（バラの香り）、HEMF（カラメル香）および 4-エチルグアヤコール（燻製
香）が含まれており、官能評価でも魚臭さも改善されただけでなく、醤油のような芳
香もプラスされた事を確認しました。 

さらに、加えた酵母が不快臭の原因となる野生酵母の生育を抑制することを証明し
ました。この技術はヤナギダコやウニを原料とした魚醤油づくりで実用化され、これ
らの魚醤油を使用した加工品も市販されています。 
  

魚醤油はその名から大豆を原料とした醤油と混同されがちで
すが、両者は風味が全く異なる調味料で、基本的に隠し味に向い
ています。 

従来の魚醤油は加熱する調理向きですが、道産魚醤油はほとん
どが加熱、非加熱両方の調理に向くのが特徴です。 
  

道内では魚醤油の製造に取り組んでいる企業は 40 社を超え、魚醤油を利用した加
工品も 50 品目を超えるまでになっています。 

平成 23 年度には、「北の魚醤油発信プロジェクト」というＰＲ活動も展開し、道
産魚醤油を用いたレシピ集もホームページ（http://www.kitano-gyosyoyu.com/）
で公開していますので、ぜひ道産魚醤油を使ってみてください。 

         
     
     

 
 
 

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
 
  参考図書:「食品工業 vol.46 №11 -北海道の魚醤ブーム-」㈱光琳(2003年) 

「ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽとｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ vol.10 -無駄なく使おう海の恵み-」 
(社)バイオインダストリー協会(2004年) 
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食食食食のののの宝物宝物宝物宝物アキサケアキサケアキサケアキサケ    おいしさのおいしさのおいしさのおいしさの科学科学科学科学    
 

                                                  ２０１１年１０月２５日 
水産研究本部 網走水産試験場 辻 浩司 

 
サケ類の国内消費量は、年間 1 人当たり約 4 ㎏あり、総量は 50 万トンに達し、

加工品では、塩蔵品（新巻）、調味加工品、乾製品（トバ）、くん製品、魚卵（スジ
コ、イクラ）等があり、魚介類の中でも非常になじみ深い魚です。 
 

サケの漁業生産は、水揚げされる場所と加工場が隣接すること
で、地域産業に大きく貢献しています。 

また、道内の生産者は、漁獲から選別（雌雄、大きさ、成熟度
合い）、産地市場まで、鮮度保持や衛生管理を行っており、道産
サケが安全な食材として、店頭に並んでいます。 

 
しかし、残念ながら道産サケの国内需要は、減少している現状にあります。道産サ

ケは、ワイルドサーモンとして海外での需要があり、北海道で水揚げされるサケの約
半分が中国で「切り身」に加工され、ヨーロッパで消費されています。 

一方、日本では、外国で養殖されたサケが、寿司ネタ（生食）としての人気が高く、
常に上位ランキング入りをしています。 

 
そこで、道産サケの国内での消費拡大を目的に、今回は「活け締め」についての取

り組みを紹介します。 
水産試験場では、平成 20 年から 3 年間にわたり、標津漁業協同組合、標津町及び

さけます・内水面水産試験場（道東支場）の協力のもと、工業試験場と共同で試験を
行ってきました。 
  

活け締めには、鮮度保持効果と脱血（血抜き）による生臭さの
低減や身色（明るさ）の向上が期待されますが、前述のようにサ
ケは、高鮮度で産地加工されることが多いため、いかに効率的に
生臭さの原因となる血を抜くことができるか検討してきました。 

結果、船上で鰓（えら）を切削する方法が最も脱血効率が高い
ことが分かりました。そして、脱血処理により、「トバ」の生臭
さや「スジコ」の赤色を向上させ、脂質の酸化を抑制する効果が
認められ、標津漁業協同組合では、「船上一本〆サケ」加工品の販売を開始しました。 
  

水産試験場としても、サケ生産者や加工業者の皆様とともに今後も PR 活動を進め 
ていきます。店頭で「活け締め」表示をみかけたら、食卓の一品に是非、生産者が手
間暇かけた、おいしい道産サケ（ワイルドサ－モン）は如何でしょう。 

 
         

     
    産業技術研究本部 工業試験場 宮﨑 俊之 

 
今年もアキサケのシーズンがやってきました。今回は、「色って

何？」という（解っているようで実は奥が深い）話題から、アキサ
ケの魅力、アキサケ身色計測装置の開発裏話、装置が持っている可
能性などについてご紹介します。 
 

北海道の代表的な海産物である「アキサケ」は、孵化放流事業の
成功により、毎年多くの水揚があります。アキサケは北太平洋を回
遊しながらオキアミなどの甲殻類を食べて成長し、身体の中に赤い
色素が蓄積することで、鮮やかな赤色になります。この赤い色素はアスタキサンチン
と呼ばれ、非常に高い抗酸化作用を持っていることが知られています。 

 
産卵のため北海道に回帰する時期になるとアキサケは絶食し、身色も徐々に白くな
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ります。アキサケの身色は「美味しさ」と関係がある事が解っており、赤いものほど
高値で取り引きされています。 
  

北海道のアキサケは多くが海外に出荷されており、「ヘルシーな自然食品」として
欧州などで食されています。この海外向け商品は主に中国で加工されており、北海道
から原料として、年間数万トン（H22 年度）が輸出されています。 

アキサケの輸出を増やし、ブランド価値を高めるには、原料の状態で内部の身色を、
正確に知る必要があります。 
  

輸出用の原料加工を行っている水産加工工場では、熟練者がアキサケの身色判別を
行っています。水揚時期や皮の色から内部の身色を推定しますが、熟練者でも正確に
見分けることが難しいのが現状です。 
 

そこで工業試験場では、北海道漁業協同組合連合会や北海道
大学大学院水産科学研究院の協力を得て、装置を押し当てるこ
とで正確にアキサケの身色を計測できる装置を開発しました。 

開発したアキサケ身色計測装置は、光ファイバー技術やマイ
クロコンピュータ技術を利用し、水産加工現場の方のノウハウ
を詰め込んだ、誰でも簡単に計測できる装置になっています。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
 
  参考ＨＰ:「WHY?標津の海産」（携帯電話 ・スマートフォン用 ）  
       http://www.sh ibetsusan .com（標津町） 

「北海道の秋鮭・いくら」 
http://www.gyoren.or.jp/ikura/index.html（北海道ぎょれん） 
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快適快適快適快適なななな暖房環境暖房環境暖房環境暖房環境をつくるためにをつくるためにをつくるためにをつくるために    
 

                                                  ２０１１年１１月２９日 
建築研究本部 北方建築総合研究所 月館 司 

 
暑さ、寒さなどの温熱感覚は、人体と周囲との間の熱のやり取り

や皮膚温度などによって生みだされます。人体から周囲へたくさん
放熱すると皮膚温度が下がって寒く感じ、逆に放熱量が少ない、あ
るいは、熱をもらうと皮膚温度が上がって暑く感じます。 

 
人体からの放熱のしくみには、対流、放射、蒸発、伝導がありま

す。これらは、気温、周囲の物体の表面温度、湿度、風速、床や椅
子などの熱の伝わりやすさなどの影響をうけます。 

気温が低いと対流により人体からまわりの空気にたくさん放熱します。同じ気温で
も、温度の低い大きな窓などがあると、放射によってより人体から多くの熱が奪われ
ます。また、扇風機などで風を起こすと、対流や汗の蒸発による放熱が促進されます。 

 
一方、床暖房をしている床に座ると、床から人体に伝導や放射

により熱が伝わり、ストーブのそばに居ると、放射で熱が伝わっ
てきます。暖房器は空気を暖めるだけではなく、直接人体を暖め
ることもあります。 

さらに、人体側でも発汗、血流量の調整、震えによる産熱など
体温調節機構が働き、人体内部の熱の発生量や放熱量の調整が行
われています。 

このように、暑さ寒さは単に気温だけで決まるのではなく、人体の発熱と周囲への
放熱のバランスによって決まってくるものです。  

 
また、平均的にみるとちょうどよい暖かさの環境であっても、部分的に暑いところ

や寒いところがあると快適と感じることができません。その主原因となるのが、上下
温度差、温度の低い気流や極端に温度の異なる壁の存在、温度の低い床です。 

これらは、建物の断熱・気密性能、暖房の方法などに依存します。 
 
さて、快適な暖房環境を作るためには、「温度むら」をなくすことが重要です。こ

こで言う「温度むら」とは、廊下やトイレが寒い、天井付近は暑いが足元が寒い、空
気温度は高いのになんとなく寒いなど、意図しない、あるいは、制御できない建物内
の温度差のことを指しています。 

「温度むら」は、建物の断熱・気密性能が悪く、暖房計画が不適切であるために生
じ、快適性を著しく損なうことになります。  

 
隣室や廊下の寒さも暖房環境に影響します。扉を開けると足も

とに冷気が侵入するほか、外壁や窓だけではなく温度の低い間仕
切り壁でも冷気流が発生するので、室内に大きな上下温度差が生
じることになります。 

また、壁面温度が低いと平均放射温度が低くなるので、そのぶ
ん空気温度を高くしないと暖かく感じません。 

さらに、寒い部屋があると、その部屋で結露が発生してしまいます。  
 
家全体を暖房すると、必要な暖房エネルギーは増加しますが、断熱性能が高くなれ

ばなるほど、エネルギーの増加は少なくて済みます。 
高断熱･高気密化したうえで家全体を適度に暖めることが、快適な暖房環境をつく

るポイントです。高断熱・高気密住宅で、はじめて快適性と省エネルギーの両立した
暖房が可能になります。 

 
 
 
 
 

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
  参考図書:「快適な温熱環境のメカニズム」 

(社)空気調和・衛生工学会(2006年) 

第第第第 ２ １２ １２ １２ １ 回回回回     
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パネルの設置(左)と熱画
像(右) 

プラスチックパネル 

                    

温水温水温水温水をををを利用利用利用利用したしたしたした暖房暖房暖房暖房システムシステムシステムシステム    
 

                                                  ２０１１年１１月３０日 
産業技術研究本部 工業試験場 白土 博康 

 
まず、近年の住宅の暖房エネルギー事情についてお話しします。各

GDP あたり最終エネルギー需要（部門別）は業務用、運輸用エネル
ギーはほぼ横ばい、産業用エネルギーは減少傾向にあるのに対し、家
庭用エネルギーの需要は 2.5 倍に増加して推移しています。 

 
特に札幌においては、戸建て住宅、集合住宅のエネルギー消費量の

用途別割合の中で暖房にかかるエネルギーがそれぞれ 65.1、40.4%
と本州などの他の地域と比較して高くなっています。 

 
温水暖房システムとは灯油ボイラーやヒートポンプなどの熱源器により暖めた水

をパネル状の放熱体（以下、パネル）に循環し、空気の自然対流と放射（パネル又は
パネルで加温された壁から人体に電磁波によって熱が伝わる現象）により暖房を行う
システムです。 

利点としては、パネルを窓下に置き、窓面で上昇気流を発生さ
せることにより、窓下のコールドドラフト（窓等で冷却された室
内空気が起こす下降気流、床面を這い足下に不快感を与える）を
防止できることです(写真と熱画像)。 

 

次に、このシステムでは一般に風を強制的に吹かせないため、
エアコンと比較して気流感や温度の変動を感じさせないメリット
があります。 

また、室内の空気温度が低くても放射により暖かい体感が得られます。空気温度が
低ければ、熱源器の灯油量や電気量が少なくなるため、低コストでエネルギー消費量
の削減にも繋がります。 

 
次に、道総研での研究によるパネルの商品化事例について紹介いたします。 
１つめは、ゴムチップ床暖房パネルです。空隙層を持つゴムチップを利用したパネ

ルでクッション性、遮音効果に優れ、温水の熱による製品の伸び、そりが少なく、材
料のゴムと木チップは廃材を利用したリサイクル製品です。 

 
２つめは、床下暖房パネルです。窓下にガラリ付きの床下放熱器を施工し、床下か

らの自然対流と放射によりドラフトを防止します。 
 
３つめは、天井放射パネルで、放射と吹きだし空気により冷暖房を行います。 
 
４つめは、プラスチックの柵状パネル（ラジエータ）です(写

真)。オールプラスチック製で、コストが安く、腐食しないメリッ
トがあります。プラスチックは熱伝導率が低いですが、材料の厚
みが薄いため、その伝熱抵抗は鋼製の 1.1 倍程度であり、鋼板パ
ネルに匹敵する冷暖房能力があります。 

 
現在道総研では、地中熱ヒートポンプと上記プラスチック製ラ

ジエータを利用し、冷房にも利用可能な高断熱住宅用放射冷暖房
システムについて、省エネルギー性を考慮した最適な運転方法の検証を行っています。 

今後も、これまでの研究を継続し、省エネルギー性や快適性に優れた冷暖房システ
ムの開発を行う所存です。 

 
 

  
 
             

第第第第 ２２２２ ２２２２ 回回回回     



 

木木木木からからからから生生生生まれたエネルギーまれたエネルギーまれたエネルギーまれたエネルギー

 
日本は森林資源が豊富であるため

する）を使う環境が元々あったと
林産試験場では、ペレットの

方法の改善や品質向上、ペレットストーブの
技術開発を進めてきました。
  

国産のペレットストーブが
まるのと同時期になります。
が 1982 年 8 月より販売を

その後、中東からの原油供給
が、2003 年に「岩手型ペレットストーブ
ーブ」が相次いで発売され、
エネルギーであるペレットに

 
北海道では、冬季暖房用エネルギーを

るため、家庭から排出される
ます。 

そこで家庭からのＣＯ２排出量削減
房用エネルギーをカーボンニュートラルなエネルギーである
質ペレットへ転換を図ることを
り「北海道型ペレットストーブ

「北海道型」は、既存の製品
計を進め、2007 年 12 月に

 
また、2008 年からは、（

ブへ自動でペレットを供給するシステムと
ットサイロの技術開発を行いました

外部に設置するペレットサイロは
製や FRP 製の小型サイロの
ました。これらの材質のものは
行う機械により最大の外形寸法
エーションに制約を受けることもありました

木造サイロは敷地や住宅の
外装仕上げとすることもできます
えの大きなアドバンテージであると

 
道内のペレット製造工場は

3,900t に達しています。また
から 2009 年までの 3 年間

今後もペレットストーブに
便利に使っていただくために
いきたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さらに詳しく知りたい方は・・・
  参考ＨＰ:「SRF床暖房

http://sunfloor.com/
「床 下 暖 房 床 下 放 熱 器

http://www.sunpot .co . jp/products5.php?cate2=5
「ク ー ル 暖 」 （

http://www.tsc
「ペレットクラブ

http://www.pelletclub.jp/index.html
「日本木質ペレット

http://www.mokushin.com/jpa/index2.html
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まれたエネルギーまれたエネルギーまれたエネルギーまれたエネルギー～～～～未来未来未来未来をををを担担担担うううう木質木質木質木質ペレットペレットペレットペレット
 

森林研究本部 林産試験場

あるため、木質ペレット（以下ペレットと
あったと言えます。 

ペレットの利用推進を図るため、ペレットの製造
ペレットストーブの開発および、それに伴う

。 

のペレットストーブが誕生したのは、国内でペレット製造が始
。その第 1 号は、徳島県のコロナ工業（株

を開始した、木質系ストーブ「ひまわり」
原油供給が安定するに伴いペレット利用も下火

ペレットストーブ」が、2005 年には「信州型
、原油価格の高騰および地球環境悪化の懸念

エネルギーであるペレットに再び注目が集まりました。 

エネルギーを化石燃料に依存してい
されるＣＯ２量が全国平均を上回ってい

排出量削減が重要であると考え、暖
エネルギーをカーボンニュートラルなエネルギーである木

ることを目的として、2005 年 10 月よ
ペレットストーブ」をサンポット（株）と共同で開発しました

製品にみられる課題の改善、新しい機能の
に販売が開始されました。 

、（株）イワクラと共同で、室内のストー
するシステムと外部に設置する木造ペレ
いました。  

するペレットサイロは、飼料用サイロなどの流用や鋼
サイロの試作がペレット製造企業で行われてき

のものは、製造に金型が必要な場合や塗装を
外形寸法が決まってしまうなど、形状のバリ
けることもありました。 

の形状に合わせて製作することが可能であり
げとすることもできます。これらは鋼製や FRP 製のサイロと

きなアドバンテージであると考えられます。 

は 2009 年度時点で 17 ヵ所と増え、同年度
また、「北海道型ペレットストーブ」は、

年間で、1,250 台の販売実績となりました。
もペレットストーブに関連する新しい技術開発を進め、利用者

っていただくために改良し、ペレットの需要が増えていくように

は・・・ 
床暖房パネル」（サンフロア工業㈱） 

http://sunfloor.com/ 
床 下 暖 房 床 下 放 熱 器 」（サ ン ポ ッ ト ㈱ ）  
http://www.sunpot .co . jp/products5.php?cate2=5

」 （ テ ス ク 資 材 販 売 ㈱ ）  
http://www.tsc-jp .com/sh iza i/coo l .htm l 
ペレットクラブ」 
http://www.pelletclub.jp/index.html 

ペレット協会」 
http://www.mokushin.com/jpa/index2.html 

ペレットペレットペレットペレット～～～～    

林産試験場 小林 裕昇 

ペレットと

製造
う

始
株）
」です。 
下火になりました

信州型ペレットスト
懸念から、循環型

しました。 
の提案を念頭に設

であり、住宅と同じ
のサイロと比べ、木造ゆ

同年度の生産量は約
、2007 年 12 月
。 

利用者の皆様にもっと
えていくように取り組んで

http://www.sunpot .co . jp/products5.php?cate2=5-2 



 

              

地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化はははは
 

                                                  

地球温暖化は世界の人々の
の平均気温は過去 100 年で
暑に代表されるように、1990
北海道も例外ではありません

 
道総研農業研究本部では、

影響について、近未来の 2030
れる課題への対応方向を検討

予 測 の 前 提 と な る 温 暖 化 気 候
（Yokowaza ら、2003）」
道内の月平均気温は現在よりも
である 5～9 月は平均 1.8℃
倍、農耕期間の日射量は現在

 
このような 2030 年代の

す。 
水稲は気温に敏感な作物です

いて水稲の収量を予測したところ
早まり、現在よりも安定した
全道平均で現在よりも 6％ほど

 
温暖化は米の美味しさにも

の仲間）含量が少ない米は粘
ース含量は穂が実る期間の気温
はその量が現在よりやや低下
れます。 

ただし、良いことばかりではありません
並みと仮定すれば、2030 年代
分かりました。当面は、北海道

 
2030 年代に向けて各種農作物

つに分けて概説します。 
品種開発においては、第一

い品種の開発が必要です。特
い気象条件を好む作物なので
にしていくかが重要です。 

また、この研究で用いた気候
増えると予測されています。
や害虫の多発が予想されるので
来にも増して必要です。その
の危険性は残るため、寒さに

 
栽培技術の対応方向としては

ら、種まきや収穫時期の変更
た、畑作では雨量の増加に備
改良などが求められそうです

 
 
 
 

 
 

さらに詳しく知りたい方は・・・
  参考HP:「農業技術情報広場

http://www.agri.hro.or.jp/center/kankoubutsu/shiryou/39/fulltxtind
ex.html 
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はははは北海道北海道北海道北海道のののの農作物農作物農作物農作物にどうにどうにどうにどう影響影響影響影響するかするかするかするか

                                                  ２０１２
農業研究本部 中央農業試験場

の強い関心事の一つとなっています。日本
で 1.1℃上昇しており、2010 年の夏の猛

1990 年以降、特に高温年が頻出しています
ではありません。 

、地球温暖化が道内の各種農作物に及ぼす
2030 年代を対象に予測を行い、今後想定さ
検討しました。 

温 暖 化 気 候 デ ー タ に は 、 「 気 候 変 化 メ ッ シ ュ デ ー タ
）」を利用しました。このデータによれば

よりも 1.3～2.9℃（年平均 2.0℃）上昇し、
℃上がると見積もられています。年間降水量

現在より 15％減少と予測されています。 

の気候が作物へ及ぼす影響について、水稲

です。気候登熟量示数という指標を用
したところ、温暖化で稲の穂が出る時期が

した気象条件で実ることができるため、
ほど増収すると見積もられました。 

しさにも影響します。アミロース（でんぷん
粘り気が強く、日本人好みの食感となります
気温が高いほど少なくなる傾向にあるので

低下し、北海道のお米がいっそう美味しくなることが

いことばかりではありません。詳しい解析の結果、気温
年代の冷害発生の危険度は現在とあまり変

北海道の宿命とも言える寒さに対する備えも

各種農作物に共通して必要な対応を、品種開発

第一に、高温でも収量や品質が低下しな
特に、小麦やてんさいはもともと涼し

なので、これらをいかに高温に耐えるよう
 
気候データでは、2030 年代には雨が
。高温・湿潤な環境では、一般に病気

されるので、各種病害虫に対する抵抗力が従
その一方で、水稲に代表されるように、2030
さに耐える性質も求められます。 

としては、温暖化で各種作物の生育の進み具合
変更、肥料のやり方の見直しなどが必要になるでしょう

備えて、これまで以上に畑の水はけを良くするための
められそうです。 

は・・・ 
農業技術情報広場」（中央農業試験場） 
http://www.agri.hro.or.jp/center/kankoubutsu/shiryou/39/fulltxtind

するかするかするかするか    

２０１２年３月２３日 
中央農業試験場 中辻 敏朗 

 
日本

猛
しています。

ぼす
さ

メ ッ シ ュ デ ー タ 日 本
このデータによれば、2030 年代の

、主要な農耕期間
年間降水量は現在の 1.2

 

水稲の例を紹介しま

となります。米のアミロ
にあるので、2030 年代に

しくなることが期待さ

気温の変動幅が現在
変わらないことが

えも必要です。 

品種開発と栽培技術の 2

2030 年代にも冷害

具合が変わることか
になるでしょう。ま

くするための土地

http://www.agri.hro.or.jp/center/kankoubutsu/shiryou/39/fulltxtind
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札幌地学探訪札幌地学探訪札幌地学探訪札幌地学探訪    
 

                                                  ２０１２年４月１８日 
環境・地質研究本部 地質研究所 垣原 康之 

 
日本の中でも有数な大都市でありながら、身近に数多くの地質学的

な見どころをもつ札幌の大地。今回はそのうちの代表的な５ヶ所を紹
介します。 

 
「豊平川扇状地」は、開拓期からの札幌の発展を支えてきました。 
住居に適した安定した地盤であるとともに、扇状地の先端部（扇端）

にあたる道庁周辺には、かつては多くの「メム（アイヌ語で湧き水）」
が「水」を供給していました。知事公館・北大植物園・北大構内など
の水路のような池はメムの名残です。 
 

建材として利用されている「札幌軟石」は、かつては南区石山
周辺でも採掘されており、その採掘場跡が藻南公園や石山緑地公
園にあります。ここで見られる地層は、約 4 万年前に支笏火山が
大噴火した時に降り積もり、溶結作用を受けて固まった火山灰で
す。札幌市内には、石としては軽くて加工を施しやすい、この「札
幌軟石」を利用した多くの建造物が現存しています。 
 

「簾舞（みすまい）周辺」は、800 万年～500 万年前頃、泥や砂が堆積する 400
～500m ほどの深い海でした。そこにはサッポロカイギュウや貝が生息していまし
た。2003 年に小金湯で発見されたサッポロカイギュウ化石は、札幌市の調査の結果、
世界最古の種であることがわかっています。また時代が下った 500 万～200 万年前
頃には、静穏な海の環境から一転して活発な火山活動が起こりました。美しい柱状節
理が発達する火山岩岩体を簾舞御料橋付近や八剣山山頂などで観察できます。 
 

「定山渓温泉」月見橋付近の豊平川河床には、多くの場所から
温泉が自然湧出しています。湯温は高いもので 80℃を超えてお
り、石英はん岩の割れ目から湧出しています。この石英はん岩は、
定山渓温泉の上流の「かっぱ淵」で直に観察することができます。 
 

豊平川支流白井川上流の「豊羽鉱山」は、レアメタルの１種、インジウムを産出す
る鉱山としては、世界最大と言われたこともありました。道内に最後まで残った金属
鉱山でしたが、残念ながら 2006 年に閉山しました。 
 

地質研究所では、今回紹介した場所で観察してきた、地下水・地盤・砕石資源・地
域地質・温泉資源・鉱床資源を研究対象として日々、調査や研究を行っています。こ
の他にも、火山・地震や活断層・斜面災害・沿岸地質・地質汚染なども研究対象とし
ており、その分野は多岐にわたり、我々の生活に密接に関わっているものです。 

今回紹介した場所以外にも北海道の大地には、活火山・鍾乳洞・湿原などの数多く
の地質学的な見どころがあります。みなさんが北海道の大地にいっそうの愛着を感じ
ていただければ幸いです。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
  参考図書:「札幌の自然を歩く[第3版]道央地域の地質案内」宮坂省吾ほか編著 

北海道大学出版会(2011年) 
「日本列島ジオサイト地質百選」「日本列島ジオサイト地質百選Ⅱ」

全国地質調査業協会連合会/NPO地質情報整備活用機構 共編 
参考ＨＰ:「北海道地質百選」（日本地質学会北海道支部） 

http://www.geosites-hokkaido.org/ 
「地質情報ポータルサイト」（NPO法人地質情報整備活用機構） 

http://www.web-gis.jp/ 
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驚異驚異驚異驚異のののの道産小麦道産小麦道産小麦道産小麦「「「「きたほなみきたほなみきたほなみきたほなみ」」」」ののののすべすべすべすべてててて    
 

                                                  ２０１２年５月１８日 
農業研究本部 北見農業試験場 吉村 康弘 

 
小麦は、パン、めん、菓子など幅広い用途で消費されていますが、

国内産小麦は、その栽培環境条件や小麦の特性から、蛋白質含有率が
中程度であり、うどんなどの「日本めん用」を中心に栽培・利用され
てきました。 

 
国内産小麦は 1970 年代に生産が激減し、日本めん用に適する小

麦としてオーストラリア産ＡＳＷ（オーストラリア・スタンダード・
ホワイト）が輸入されます。 

1970 年代後半から北海道を中心に国内産小麦の増産がはかられますが、当時の北
海道産小麦はうどんにも、パンにも向かない品質のため、「やっかい道小麦」とまで
呼ばれて取り扱いに苦慮しました。当時、国内産小麦はめんの色、食感などの加工適
性が十分ではないと加工業者から指摘され、ＡＳＷ並の品質が求められていました。 

 
北見農業試験場では、開発中の小麦についてうどんの試験を実

施したところ、極めて優れた食感の小麦を発見します。これがの
ちの「チホクコムギ」となり、デンプンの質やめんの食感につい
ての研究が急速に進展しました。めんの色は水に溶かした小麦粉
の色で評価できることがわかり、この方法によりめん色の優れる
小麦を選びました。 

 
北海道は国内小麦生産量の約６割を占める大産地です。北海道での小麦作付けの 9

割を占めていた「チホクコムギ」「ホクシン」はめんの食感が優れ評価が高かったの
ですが、めんの色などでは輸入小麦 ASW に劣っていました。 

「きたほなみ」は、めんの色と食感が優れ、実需者によるめんの官能評価はＡＳＷ
とほぼ同等でした。「きたほなみ」はこれまでの品種よりも収量が多く、小麦の病気
にも強くなっており、生産者にとっても作りやすい品種です。2011 年の作付面積は
10 万 ha 以上で、北海道産小麦の約９割、国内産小麦の約５割を占める大品種となり
ました。 

 
生産の本格化に伴って、「きたほなみ」はめんの色と食感が

優れ、味や風味も輸入小麦より優れるとの評価が高まっていま
す。優れた小麦粉品質を利用したうどんやめん類への活用に加
えて、生産量の多さや安定性を利用した新しい商品開発、小麦
粉の特性を生かした菓子などへの用途拡大が進んでいます。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
 
  参考図書:「最新農業技術 作物 Vol.2 -品種の個性を生かした加工・特産化- 

『製粉性・製麺性・穂発芽耐性に優れる多収ｺﾑｷﾞ品種きたほなみ』」
農山漁村文化協会編著【執筆 吉村康弘】(2010年） 

「作物栽培体系 3 麦類の栽培と利用 -小麦の栽培-『北海道のコムギ
栽培』」小柳敦史､渡邊好昭編著【執筆吉村康弘】 朝倉書店(2011 年)

 
参考ＨＰ:「うどんに最適な秋まき小麦品種『きたほなみ』」 

http://www.agri.hro.or.jp/kitami/sosiki/mugirui/k81.pdf 
「小麦新品種候補系統『北見81号』（きたほなみ）の概要」 

http://www.agri.hro.or.jp/center/kenkyuseika/gaiyosho/h18gaiyo/
f0/2006005.pdf              （北見農業試験場） 
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北海道北海道北海道北海道のののの住宅住宅住宅住宅のののの歴史歴史歴史歴史とととと発展発展発展発展    
～～～～こんなにこんなにこんなにこんなに変変変変わったわったわったわった北海道北海道北海道北海道のののの住住住住まいまいまいまい～～～～    

 
                                                  ２０１２年６月２０日 

建築研究本部 北方建築総合研究所 長谷川 雅浩 
 

北海道の住まいは開拓、発展の歴史とともに大きく変わってきまし
た。北海道を開拓した屯田兵の家屋や、他の移住者の住宅は、「夏を
旨とすべし」として造られてきた日本の住まいを元にしており、北海
道の厳しい冬の寒さをしのぐのには役不足だったといえます。 

その状態が長く続きましたが、昭和 28 年に「北海道防寒住宅建設
等促進法」が制定され、住宅が独自に発展する大きな転機を迎えまし
た。 
 

この法律では、防寒住宅の建設により北海道開発に寄与すること、火災の防止に努
めることを目的に試験研究、普及事業が進められることになりました。 

私の所属する北方建築総合研究所の前身、北海道立寒地建築研究所はこのことを背
景に設立されました。これにより道内に広く大量に存在する火山礫を利用したコンク
リートブロックを主要構造に使ったブロック住宅が開発されたのです。 

以前の住宅に比べ気密性が高く暖かい、また防火性にすぐれた住宅として公営住宅
や北海道住宅供給公社の建設により昭和 30 年代から 50 年代にかけて大量に供給さ
れてきました。 
 

北海道住宅供給公社が中心になって建設したブロック造の三
角屋根住宅は構造、外観だけでなく平面計画でもこれまでにない
プランを提供しました。居間中心型プランと呼ばれる間取りです。 

台所・食堂に連続する広い居間を住宅の中心に配置したプラン
は、イスとテーブルでの生活を可能にし、生活様式が床座からイ
ス座へと変わっていきました。 

その後、木造住宅でも暖かい住宅にするために断熱材(ロックウール、グラスウー
ル)を使用し始め、長尺鉄板を屋根に使用した複雑な屋根形状の住宅が増えて行きまし
た。このようにして北海道独自の形態、性能を持った住宅の発展が始まりました。 
 

次の大きな転機は昭和５３年に起こったオイルショックで
す。住宅の暖房熱源が石炭から石油にすっかり変わっていた時
期でしたが、灯油代が２０円／ℓから４０円／ℓに高騰し、大量
に燃料を消費して暖かさを確保することができなくなりまし
た。 

そのためより少ない燃料で暖かい住宅を目指し断熱性能の高
い省エネルギー住宅の開発、普及が進んだのです。さらに耐久性
の向上、気密化や計画換気が取り入れられるなど性能の向上は著しいものがありまし
た。 
 

平成に入ってからは暮らし方にも目を向けた基準を定めた「北方型住宅」を産学官
が協力して推進するようになりました。 

平成１７年からは北方型住宅では性能基準に加え建設の過程なども一緒に記録す
る住宅履歴を保存する仕組みもでき、次世代に残せる資産となる住宅づくりを進めて
います。 

このような制度は国内では北海道が先進的に取り組んでいるもので、他の都府県に
誇れるものとなっています。 
 
 
 
 
 
 

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
  参考図書:「北海道の住宅と住様式」足立富士夫編 

北海道大学図書刊行会(1982 年) 
参考ＨＰ:「北方型住宅」（北海道建設部建築指導課） 

http://www.kita-sumai.com/ 
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明日明日明日明日のあなたをサポートしますのあなたをサポートしますのあなたをサポートしますのあなたをサポートします    
～～～～あったらいいなあったらいいなあったらいいなあったらいいな    からだにやさしいからだにやさしいからだにやさしいからだにやさしい製品製品製品製品のののの科学科学科学科学～～～～    

 
                                                  ２０１２年７月１８日 

産業技術研究本部 工業試験場 吉成 哲 
 

皆さんが生活するなかで、こんなものがあったらいいなと思うこと
はありませんか。両手で留めていたボタンを片手でも簡単に留め外し
出来るようになったら夢のようだね！ 

 
そんなささいな声から、ユニバーサル衣料に最適なマグネット式留

め具「Ｇボタン・Ｇホック」の開発が始まりました。 
このように、全ての人が、年齢や障がいの有無等を意識することな

く、いつでも快適な生活を送ることができるデザインをユニバーサル
デザインといいます。 

 
今回は、３つの事例について開発経緯や人間工学的アプローチを紹介します。 

 
ロナルド・メイスが提唱したユニバーサルデザイン７原則のひとつに、「身体への

負担がかかりづらいこと」があげられています。体の不自由な方や指先の力が弱くな
った高齢者にとって更衣は大変な作業です。自分の好きな服を自分で着られることは、
自立した生活を送るためには欠かせませんが、留め具の扱いにくさが課題となってい
ました。 

 
そこで、スナップボタンやファスナーなど各種留め具の比較検討

を行い、ユーザー評価試験などを経て、マグネット式留め具を開発
しました。 

衣服のデザインを損なわないワイシャツボタンのような外観、負
担にならない軽さ、指先の力が弱い方でも強い磁力で服を留められ、
はずす時は横方向にスライドすることでファスナー感覚で一気には
ずせる、通常の樹脂ボタンやファスナーよりも速く留められる等の
特徴を持つ「Ｇボタン」、横に引っ張っても外れないズボン向け留
め具「Ｇホック」として製品化されています。 
 

次に、住宅の設備として自立した食生活を支える上で重要なキッチンの開発事例で
す。 

まずユーザー調査を行い、鍋等の重いものの移動が負担、調理時間が長いと負担、
調理台の高さが合わない等の問題点が抽出されました。立ち仕事の負担軽減のため、
椅子に座って調理することへの要望も増えてきています。 

 
これらを踏まえ、高齢者や車椅子利用者を含む多様なユーザーに対応した「ユニバ

ーサルキッチン」として、高さ調整機能を持つＶ字型ワークトップを採用しました。 
ワークトップ高さと負担の関係など人間工学手法による検証を行ったところ、わず

か数㎝の違いでも調理姿勢や身体負担に大きな影響があることが分かりました。キッ
チン導入の際には、ご自身に適合しているかの確認が重要です。 
 

続いて、除雪作業の負担を軽減する除雪具の開発事例です。 
雪かきは冬の日常生活を送る上で欠かせない重労働ですが、見方を

変えると運動不足解消になっているかもしれません。実際に除雪中の
運動強度を測定したところ、雪かきはテニスのダブルスや水泳と同等
となりました。体力のある若い人は良いですが、高齢者は無理しすぎ
ないよう注意が必要です。 

 
また、雪かきは前かがみになって雪をすくい上げますが、持ち上げ

る際の支点になるのは腰椎です。雪の重さは数 Kg でも、スコップの
柄が長いため腰椎にはその数倍の力がかかります。加えて上半身の重
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さも支えるわけですから、腰部にはとても大きな負荷がかかります。 
また、力むことは筋肉の長さを変えずに力を入れる運動となり、血圧や心拍数を上

昇させます。 
無理のないペースで適切な休憩を取ることが重要です。除雪作業は、雪を持つ方向

が左右どちらかに偏っていることから、片側の背筋等がより早く疲労しますので、ス
コップを持つ方向を時折変えることも効果的です。 

 
体に負担の少ない作業を心がける以外に、道具の工夫で負担自体を減らすことはで

きないでしょうか。そこで、なるべく体の近くで雪をすくうことと、体の傾きを少な
くすることの両立を目ざして下部をＳ字状に曲げた柄を持つスコップを開発しまし
た。 

雪を持ち上げる際の動作を人間工学的指標により解析し、腰部負担の軽減を確認で
きました。この除雪具は「ＵＤスコップ」として製品化されています。 
 

からだにやさしい製品の科学として事例を紹介いたしましたが、体に負担のかから
ない姿勢などを意識され安全な生活を送られることを願うとともに、ユニバーサルデ
ザインの概念が広く認知され、誰もが使いやすいものが当たり前になることが望まれ
ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
 
  参考図書:「雪国の生活と身体活動」須田力編著 北海道大学出版会(2006 年) 

 
参考ＨＰ:「株式会社ワールドワーク」 

http://g-button.jp/ 
「着る人に喜びを与えてくれるユニバーサルボタン」 

http://www.u-x3.jp/modules/tinyd11/index.php?id=19 
「簡単にボタンを留めることができるGホック」 

http://www.u-x3.jp/modules/tinyd11/index.php?id=22 
（NTTクラルティ株式会社） 

「ユニバーサルキッチン」（株式会社イチムラ） 
http://www.ichimura-seisakusho.co.jp/sintyaku/kitchin/kitchen-1.htm 
「金象印ポリカスコップBS握り付」（浅香工業株式会社） 

http://www.asaka-ind.co.jp/tools/livingware/ploughing_01.html 
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サケのサケのサケのサケの生態生態生態生態とととと資源資源資源資源    
～～～～そのそのそのその多様多様多様多様なななな魅力魅力魅力魅力～～～～    

 
                                                  ２０１２年８月２２日 

水産研究本部 さけます・内水面水産試験場 伊澤 敏穂 
 

紀元前 2000 年前の縄文時代から、石狩川河口付近でサケを捕獲す
る装置が使われていました。まだ、日本で米作りも行われていない時
代に、縄文人は石狩川の河口でサケを捕っていました。サケは縄文人
が冬を乗り切る大事な保存食だったと考えられます。 

 
江戸時代には、石狩川の河口域でサケ漁業が盛んになり、その後、

札幌方面の開発が進んだと考えられます。 
明治になると、サケの産卵場所の保全など地域毎に資源を守る努力

をしながら、定置漁業も始まりました。1890 年頃からは人工増殖に力を入れるよう
になりました。しかし、人工増殖事業は容易ではなく、この後 80 年以上サケの資源
は低迷します・・・。  

 
長い間低迷していたサケの来遊数は、1970 年代から見違える

ように増加しました。その理由は、野生のサケをよく観察したか
らです。 

つまり、野生のサケが川から海に下る（雪解け増水）時期に放
流したからです。もう一点は、「大きな魚の方が丈夫だろう」と
いう単純な発想から、餌をやって元気で大きな稚魚を放流したか
らです。さらにその後、北太平洋の環境も良かったことがわかりました。 

これらの結果、1970 年代以前は 500 万尾前後の来遊が、2000 年代には 4000
万尾以上となりました。 

 
サケは早いもので８月下旬に沿岸に戻り、９月には産卵のため生

まれた川に戻ります。川への遡上は９月から遅いものは１月まで見
られ、盛期は 10 月頃です。 

戻ってくるサケの年齢は、３歳魚から６歳魚で、４歳魚と５歳魚
が全体の 80 から 90％を占めます。  

 
産卵は雌が卵を生む産卵床を作り、雌雄がほぼ同時に産卵、放精

し、雌が産卵床を１週間ほど守った後、生涯終えます。砂利の中の
卵は約２ヶ月でふ化し、さらに２ヶ月経つと砂利から出て泳ぎ出します。 

その後、水生昆虫等を食べ数日から数週間で海に出ます。海に出て間もない頃は波
打ち際いるサケも少しずつ成長して、６月から７月の水温が 13 度を超える頃には沖
合に移動します。約１ｇの体重で海に出たサケは、母川に戻る３年後には、体重が約
4 キロ、4000 倍にまで成長して戻ります。驚くほど大きく成長して北の海の栄養を
持ち帰ってくれるのです。 

 
最後に、サケに関わる調査研究についてお話しします。サケがそれぞれの地域で、

どの位生き残るか、今、大きな問題になっています。サケが生まれた川や前浜に戻る
割合は、100 尾を放流すると、４尾程度です。地域によってこの割合は多少違います
が、同じ地域でも年によって、変動する傾向が大きくなってきました。 

このことを含めサケに関わる色々な課題について、私達は北海道のサケ資源の「安
定」と「持続性」をキーワードに、これまで以上に解明等に向けた調査研究に取り組
んでいます。 

  
さらに詳しく知りたい方は・・・ 
  参考図書:「サケ・マスの生態と進化」前川光司 文一総合出版(2004 年) 

「サケ学入門」阿部周一編著 北海道大学出版会(2009 年) 
「最新のサケ学」帰山雅秀 成山堂書店(2002 年) 
「日本サケ・マス増殖史」小林哲夫 北海道大学出版会(2009 年) 
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フィールドにフィールドにフィールドにフィールドに出出出出てててて鳥鳥鳥鳥をををを見見見見ようようようよう！！！！    
～～～～観察記録観察記録観察記録観察記録でででで希少鳥類希少鳥類希少鳥類希少鳥類をををを救救救救えますえますえますえます    クマゲラとシマアオジからクマゲラとシマアオジからクマゲラとシマアオジからクマゲラとシマアオジから～～～～    

 
                                                  ２０１２年９月２０日 

森林研究本部 林業試験場 雲野 明 
 
北海道レッドデータブック(2001)は、絶滅の危険度に応じて、8

つのランクで野生生物を区分しています。北海道で最も大きなキツツ
キであるクマゲラは、絶滅危急種に選定されています。しかし、北海
道でのクマゲラの正確な個体数やその増減はよくわかっていません。 
 

近年、研究者だけでなく一般の方々の情報を活用して野生生物保全
に関する基礎情報を得ようという試みが行われています。 森林で仕事
をする人に行ったアンケートから、クマゲラは都市部や広い湿原を除
いた全道に生息することがわかりました。 
 

クマゲラは見通しの利かない森林を広く飛び回っているので、生息地を訪れても見
つけにくい鳥です。見通しの利かない森林に生息するため、クマゲラの生息確認のほ
とんどは声で行われます。 
  

間接的ですが簡便な生息確認方法として、晩秋から冬の間に木をつついて採餌した
木を利用します。新しいものであれば、この冬の間にクマゲラが採餌していたという
ことがわかります。 クマゲラの採餌木としては、幹の低い場所に縦長に大きな穴をあ
けたもの、枯れたばかり木の樹皮をはいだもの、太い枯れ枝をつついたものなどがあ
ります。 

 
しかし、クマゲラより少し小さなオオアカゲラも同じような採

餌痕を残します。 
クマゲラとオオアカゲラの採餌木を識別する方法は、つついた

場所や木屑に残るくちばしの痕の幅を測定することです。 くちば
しの大きさはオオカゲラよりクマゲラのほうが大きいので、6mm
以上あればクマゲラのものです。 4～5mm の場合は、3 つ測定
して 5mm 以上が多ければクマゲラとなります。 

木の幹の低い位置に食痕があることが多く、くちばし痕が残り
やすいので、札幌近郊であれば太い木のあるカラマツ人工林が見つけやすいでしょう。  
 

「昔はよく見たけど、最近は見なくなった」という皆さんの声は数の減少を知る上
で大切で、こうした情報は研究者が研究を始めるきっかけとなり、観察記録があれば、
それは大切なデータとなります。  

多くの人がフィールドに出かけていき、自然を見て感じて、まずは興味をもつこと
が野生生物や生息環境の保全につながる第一歩と考えています。 

 
  

             
環境・地質研究本部 環境科学研究センター 玉田 克巳 

 
シマアオジは近年、急減しており、環境省のレッドリストにおいて

も最もランクの高い絶滅危惧 IA 類に指定されています。 
欧米では、さまざまな鳥類を対象に 1960 年代から全国規模の生

息状況調査が毎年実施されていますが、わが国では環境省による鳥類
繁殖地図調査が 1974-1978 年と 1998-2002 年に実施されただ
けで、約 20 年の間に起こった分布の変化が明らかになっている程度
です。 

 
しかし、この結果を見てもシマアオジの生息情報は、52 地点から 15 地点に減少

しています。道総研では経常研究などの調査で、2002 年ごろに生息情報のあった全
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道 12 地点において、2008-2011 年ごろに追跡調査をしたところ、6 地点で消滅し
た可能性が高く、減少傾向は、なお進行していることが明らかになっています。 
 

では、減少傾向はいつごろから始まったのか。 
これを調べるために、道内各地で 1970 年代から行われている

2,927 回の探鳥会情報を調べたところ、1990 年代前半から減少が始
まっていました。 

また、ウトナイ湖ネイチャーセンターで記録されている、レンジャ
ーや来館者による観察情報では、1990 年代後半から減少しているこ
とが明らかになりました。 

 
減少の原因については科学的根拠を示せる証拠がなく、「科学的には原因はわから

ない」というのが現状です。 
しかし、北海道でシマアオジが減少した地域の中には、減少が始まる 1990 年代

より前から保護区に指定されている地域がたくさんあり、これらの地域では大きな環
境の変化はありません。 

 
一方、IUCN（国際自然保護連合）のホームページでは越冬地での密猟が指摘され

ています。 
しかし、シマアオジの繁殖地は、北海道からスカンジナビア半島まで、ユーラシア

大陸の北側に広く分布しています。越冬地で密猟されているシマアオジと、北海道で
繁殖する個体群の因果関係は明らかでなく、北海道のシマアオジの減少の直接的な原
因については、もう少し慎重に調査研究を進める必要があります。 

 
北海道ではシマアオジのほかにも、アカモズ、エゾライチョウ、アカショウビン、

ヨタカ、マキノセンニュウ、ウズラなどの減少が心配されていますが、生息状況はは
っきりしていません。 

このようなことから、道民の皆様が自然に関心を持って、動植物の変化、自然の変
化をみつめることが、生息状況を把握するための重要な基礎資料になり、これらの鳥
を救うことにつながります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
 
  参考図書:「日本の希少鳥類を守る」山岸哲 京都大学学術出版会(2009年) 

「夏鳥たちの歌は、今」遠藤公男(編) 三省堂(1993年) 
「日本の生物多様性 -自然と人との共生-」 

環境省自然環境局生物多様性センター 平凡社(2010年) 
 

参考ＨＰ:「北海道レッドデータブック」（北海道） 
http://rdb.hokkaido-ies.go.jp/ 

「冬のクマゲラ採餌木とその見分け方」（林業試験場） 
http://www.fri.hro.or.jp/kanko/topics/pdf/4303.pdf 



 

                

森林森林森林森林

 
                                                  

森の中に入るとさまざまなキノコに
を分解したり樹木と共生したり
りと、まさにキノコは「木の
 

ところでキノコとは何なのでしょうか
五界説のひとつ「菌界」に属

これらの菌類のうち、胞子
（しじつたい）を形成する生物
コと呼んだりします。子実体
糸が隠れています。 

 
古来、私たち人類は「キノコ

コの種類数は 1 万種以上と
は容易ではありません。 

また、野生キノコは発生時期
「栽培しよう！」と考えたのも

 
キノコの栽培は、日本では

ームの栽培が、ともに 17 世紀頃始
皮付きの丸太に種駒を打ち

で栽培する菌床（きんしょう
シイタケは原木栽培から始

菌床栽培でつくられています
栽培技術や優秀な品種が

1970 年代以降ようやく栽培
 
道総研林産試験場では、森林資源

道に豊富にあるカラマツおが
品種開発を行いました。このような
からのおくりものであるキノコという
支えられています。 

 
根を通じて樹木と共生している

しいキノコです。菌根菌であるホンシメジは
同じく菌根菌であるマツタケの

あらためて森を訪ね、森林
 
 

  さらに詳しく知りたい方
 
  参考図書:「菌類のふしぎ

「きのこ博士入門
 

参考ＨＰ:「キッズ☆りんさんし
http://www.fpri.hro.or.jp/kids/seikatu/kinoko/kinoko

「きのこ－健康
http://nittokusin.heteml.jp/kinoko/index.html

「きのこの栽培方法
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyoujun_gijutsu/kinoko/gaiyou.pdf
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森林森林森林森林からのおくりものからのおくりものからのおくりものからのおくりもの    
～～～～きのこきのこきのこきのこ～～～～    

                                                  ２０１２
森林研究本部 林産試験場

 
るとさまざまなキノコに出会うことが出来ます。木材

したり、枯れ木や木の下の土から出てきた
の子」です。 

なのでしょうか？現在、生物界の分類法で
属する生物の総称を菌類と呼びます。 

胞子を散布するための器官である子実体
生物をキノコと呼んだり、あるいは子実体

子実体の下の木材や土壌にはキノコの本体とも

キノコ狩り」を行ってきましたが、キノ
と言われており、キノコの識別（同定）

発生時期や豊凶が天候に左右されるため、
えたのも自然の流れだったのでしょう。 

ではシイタケなどの自然栽培が、ヨーロッパではマッシュル
世紀頃始まったようです。 
ち込んで栽培する原木栽培、おが粉に栄養

きんしょう）栽培、わらを発酵させた堆肥栽培があります
始まったのですが、現在流通しているキノコはほとんどが

でつくられています。 
が開発されて、ブナシメジやマイタケ、

栽培できるようになりました。 

森林資源を有効に活用するため、北海
にあるカラマツおが粉に適したブナシメジやマイタケの

このような新しいキノコの開発は、森林
からのおくりものであるキノコという遺伝資源を収集することで

している菌根菌（きんこんきん）は、その生態
であるホンシメジは施設栽培が出来るようになりましたが

であるマツタケの施設栽培はまだ出来ません。 
森林を活用した栽培方法の研究を進めているところです

 方は・・・ 

のふしぎ」国立科学博物館編 東海大学出版会(2008
博士入門」根田仁 全国農村教育協会(2006

りんさんし～きのこ～」（林産試験場） 
www.fpri.hro.or.jp/kids/seikatu/kinoko/kinoko

健康とのかかわりを科学する」（日本特用林産振興会
http://nittokusin.heteml.jp/kinoko/index.html 

栽培方法の技術概要」（特許庁） 
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyoujun_gijutsu/kinoko/gaiyou.pdf

２０１２年１０月２２日 
林産試験場 宜寿次 盛生 

子実体そのものをキノ
とも言える大量の菌

ヨーロッパではマッシュル

栄養を混ぜビンや袋
があります。 

しているキノコはほとんどが

、エリンギなどは

生態から栽培が難
るようになりましたが、

ているところです。 

(2008 年) 
(2006 年) 

www.fpri.hro.or.jp/kids/seikatu/kinoko/kinoko-top.html 
日本特用林産振興会） 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/hyoujun_gijutsu/kinoko/gaiyou.pdf 
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森森森森とととと川川川川とととと海海海海のののの生生生生きききき物物物物たちのつながりたちのつながりたちのつながりたちのつながり    
～～～～森森森森からからからから海海海海へへへへ、、、、海海海海からからからから森森森森へのおくりものへのおくりものへのおくりものへのおくりもの～～～～    

 
                                                  ２０１２年１０月２３日 

森林研究本部 林業試験場 長坂 晶子 
 

北海道は周囲を海に囲まれた島国で、豊かな森や海は世界に誇れる

自然環境と言えます。ところが、森と海のつながりについては「何と

なく大事」と観念的に語られることが多く、具体的な生き物のつなが

りについてはよく知られていません。 

道総研では、10 年以上も前から、林業試・さけます内水試・中央

水試などの間で共同研究を行い、このテーマに取り組んできました。 

 

落葉広葉樹が繁る豊かな河畔林からは毎年大量の落ち葉が川に落ちます。落ち葉

は、水生昆虫や、ヨコエビなどの小さな生き物の格好の餌となります。そのヨコエビ

はヤマメの大事な餌となり、季節によってはヤマメの餌の７割を占める

ほどでした。 

川の中の落ち葉は大半が細かく分解されてから海へと流されますが、

全体の４．５％程度は葉っぱのまま海に到達します。落ち葉は河口域で

「落ち葉だまり」となり、そこには「海のヨコエビ」が大量に生息して

いました。このヨコエビも落ち葉を盛んに食べ、さらにクロガシラガレ

イ稚魚の重要な餌となっていたのです。 

 

サケ・マスの仲間は孵化後、降海して 2～4 年海で成長したのち、産卵のため生ま

れた川に帰ってきます。産卵を終えた親魚は、オス・メス共に全て死亡しますが、こ

の産卵後の死体（ホッチャレ）が、水生昆虫、クマ、キツネやワ

シなどの餌となり、さらには養分として陸上植物にまで利用され

ることが明らかにされつつあり、北海道でも森とサケの関わりに

ついて研究をより深めていく必要があります。 

 

これまでの研究では、河畔林－すなわち森の存在がサケ・マス類の稚魚の生息場所

を好適な環境に保つと言われてきました。加えて私たちの研究では、沿岸域に流出す

る落ち葉がクロガシラガレイの稚魚の保育場所となっていることが明らかになりまし

た。さらに、サケ・マスの親魚が戻ってくることで、河畔林をより豊かに、生産力の

高い場所にする栄養剤となっていることがわかってきました。 

 

流域全体の物質循環を維持するうえで河畔域は「鍵」となる地域といえ、上－下流

といったタテ方向の連続性や、河畔林帯や氾濫原(※1)の保全といったヨコ方向の連続

性への配慮は沿岸環境の保全にも効果的と考えられます。 

第第第第 ３ １３ １３ １３ １ 回回回回     
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今後は流域全体を見渡した河畔域保全・河畔生態系再生を目指すことが目標となる

でしょう。 

 

※１ 河川の流水が洪水時に河道から氾濫する範囲にある平野部分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

さらに詳しく知りたい方は・・・ 
 
  参考図書:「森川海のつながりと河口・沿岸域の生物生産」 

山下洋･田中克編 恒星社厚生閣(2008 年) 
「河川ﾚﾋﾞｭｰ№143－北海道の河畔林と生き物たちのかかわり－」 

長坂晶子 新公論社(2008 年) 
「faura(ﾌｧｳﾗ)№27－イトウを育む河畔林－」 ﾅﾁｭﾗﾘｰ(2010 年) 
「北海道の森林－サケが森を豊かにする－」 

北方森林学会編著 北海道新聞社(2011 年) 
 

参考ＨＰ:「森と川と海の生き物たちのつながり」（林業試験場） 
http://www.fri.hro.or.jp/kanko/fukyu/pdf/morikawaumi.pdf 
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５４



これまで３０回にわたりセミナーを開催してきましたが、チラシで振り返ってみると、幅広い分
野のテーマを取り上げてきたことが、ビジュアル的にもわかっていただけると思います。
これからも多くの皆さまに楽しんでいただけるようにがんばります！

５５
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