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Abstract  

We have done research about swoop study and spectrum for 

one year. Swoop study of insect pests is to count their number 

attaching to horiber yellow. We took pictures of spectrums of 

three kinds of onion’s leaves and collected basic data. 

 

Ⅰ 目的 

 岩見沢市ではタマネギの害虫であるネギハモグリバエ

やネギアザミウマが大量に発生し、深刻な問題となって

いる。これらの問題を解決できるように害虫の防除方法

を考え、タマネギ圃場で害虫の飛来する方向や時期、数 

を調査し生物農薬の活用方法を模索した。 

 

Ⅱ 方法 

本校タマネギ圃場でネギアザミウマの飛来調査のため、

ホリバーイエローを地上 80cmの位置に 19ヶ所設置し、

７月から１週間おきに交換して害虫の発生予察を行った。   

小型分光器を用い平常時のタマネギの反射スペクトル 
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データを収集した。スペクトルの測定方法は小型分光器

を地上 20cm、角度 20°に設定し、植物のスペクトル、

入射光スペクトルとして植物に白い紙を当てたもの、バ

ックグラウンド測定用に小型分光器のスリットを塞いだ

場合のものをそれぞれ、５枚ずつ撮影した。 

 

Ⅲ 結果 

①飛来調査 ネギアザミウマの発生時期は７月下旬から８

月まで北方向からの飛来が多いことが分かった。 

②赤い波長の領域、つまり 600-700㎚付近に種類ごとの違

いがあった。さらに、赤外領域にも強度の違いが表れる。

種類の違いは、こうした波長領域に現れることが分かった。 

 

３品種のタマネギの葉のスペクトルデータ 

 

Ⅳ 考察 

①７月 19日から８月 16日の間は子と孫世代が発生 

していると思われる。 

②950㎚付近スペクトル強度の大きさの変化は、水の吸 

収によるもので、品種ごとの変化の量が違うことから、 

品種によって葉に含まれる水分量が違う可能性がある。 

 

Ⅴ 結論 

①飛来する時期や方角を知ることができ、最適な防除方 

法を見つけることができた。 

②気温の上昇がネギアザミウマの飛来数増加と食害程 

度を増加させていることが分かった。 
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環境に配慮した持続可能なタマネギ防除法の研究

～地域農業の発展を目指して～

序論

北海道岩見沢農業高等学校 農業科学科
石崎直也・折坂拳聖・川畑祐太・黒瀬大地・佐藤柊斗・達崎恭佳・畠研人・深澤勇海
指導教員 大西千尋

結果

まとめ・次年度への課題

調査１ ネギハモグリバエ・ネギアザミウマの飛来調査

ネギアザミウマの発生時期は７月下旬から８月下旬まで
に全体の８割が飛来していることがわかった。(図１)

調査２ ３品種のタマネギの反射スペクトルデータを測定

950nm付近スペクトル強度の大きさの変化は水の吸収
によるもので、品種によって葉に含まれる水分量が違う
可能性がある。(図２)

調査３ 岩見沢のネギハモグリバエの生態の調査

天敵生物のハモグリミドリヒメコバチを利用した害虫防
除の可能性を見出すことができた。生産者７軒に聞き取
り調査を行うと病害虫防除において使用される農薬代は
10aあたり22,011円で、化学合成農薬を生物農薬に変え
ると368円削減できることがわかった。生物農薬にする
ことで農薬散布数を24回から22回へと減らすことがで
きた。(図３・図４)

指定番号２５０１

平成29年度

帯広畜産大学と滋賀医科大学の共同研究

①ネギアザミウマの発生時期を特定する。
②スペクトルの調査回数を増やし、データを蓄積、３品種での比較を行う。
③ネギハモグリバエの生態を調査し生物農薬の効果的な利用法の研究を行う。

供試品種：

北もみじ2000（道内の作付面積のうち54.5％を占めている・中晩生品種）
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※TSP～重過リン酸石灰 CPP～混合堆肥複合肥料

試験区施肥：乱塊法を用いる

調査・実験項目：

調査１ ネギハモグリバエ・ネギアザミウマの飛来調査

○地上80㎝の高さにホリバーイエローを設置し７月から９月ま
で１週間おきに交換。

⇒双眼実体顕微鏡を用いてネギハモグリバエ・ネギアザミウマ
の飛来調査。

調査２ ３品種のタマネギの反射スペクトルデータを測定。

○小型分光器を地上から高さ20ｃｍ、角度20°に設定し、植物
スペクトル、入射光のスペクトル、バックグラウンドを５つ
ずつ撮影。

⇒それぞれのスペクトルデータの平均をとりグラフを作成。

調査３ 岩見沢のネギハモグリバエの生態の調査

○ネギハモグリバエの遺伝子解析による同定。

⇒生物農薬の効果的な利用法を考案する。

背景・目的
岩見沢市ではタマネギの害虫であるネギハモグリバエやネ

ギアザミウマが大量発生し品質低下や減収など、深刻な問題と
なっている。これらの問題を解決するため害虫の飛来する方向
や時期などについて調査した。

仮説
仮説１ 害虫の飛来数や飛来方向を把握することで防除のタイ

ミングがわかる。
仮説２ スペクトルにより目視ではわかりにくい害虫による早

期被害がわかる。
仮説３ 化学合成農薬を生物農薬に変えることで環境への配慮

とコスト削減に繋がる。

材料および方法
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Abstract : Depending on the reflected light spectrum, it is possible to 

estimate nitrate nitrogen content and grassland productivity of 

grass. 

  

Ⅰ 目的 

現在，草地生産性や収穫物である牧草体の品質を把握するため

には，多くの労力と時間が必要である。特に草地は不均一な場で

あり，場所による草地生産性や牧草体品質の差が著しい。そのた

め，現地において簡易な方法で草地生産性や牧草体品質が判定で

きることが望まれている。 

草地生産性や牧草体品質の把握には，衛星画像やドローンによ

る画像を利用したリモートセンシング技術が急速に発展してき

ている。しかしながら，これらの機器は高価であり，また迅速性

に欠ける側面がある。このため，野外で容易に携帯できる端末に

よる草地生産性や牧草体品質の測定法が望まれると考えられる。 

近年，野外で容易に携帯できる反射光スペクトル測定機器を試

作されてきた。そこでこの機器を活用して，草地生産性や牧草体

品質を迅速・簡易に測定できないかについて検討することとした。 

 

Ⅱ 方法 

北海道岩見沢農業高校並木農場に存在する採草地 0.8ha に 9

カ所の試験区を設置した。試験区 1 区画の面積は 2500cm2 とし

た。試験区は5月に設置し，9月まで3回観測および調査を行っ

た。調査項目は，草丈，各草種の冠部被度，乾物草量，反射光ス

ペクトルであった。草丈と冠部被度から E-SDR2を算出した。牧

草を採取し，110℃で乾燥後粉砕し，硝酸体窒素含量およびカリ

ウム含量（K）を測定した。土壌も採取し，風乾細土後，硝酸体

窒素含量，交換性カリウム含量，交換性アルミニウム含量，腐植

酸含量を測定した。硝酸態窒素含量，腐植酸含量，アルミニウム 
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含量は富士平工業製SFP-2で吸光光度法にて測定した。カリウム

含量は炎光光度法で測定した。 

  

Ⅲ 結果 

Table 1に草地土壌，牧草体，植生，草地生産性の9試験区の

平均値を示した。土壌の硝酸態窒素含量は，一般的な草地土壌の

2－10mg/100g 乾土に比べて著しく低い値となった。牧草体の硝

酸態窒素も平均0.00003％であり，著しく低い値となった。また

草地生産性も，空知地方における北海道農政部目標値である

500DMkg/10aを下回った。 

Fig.1にE-SDR2と乾物草量との関係を示した。これらの間には

正の相関関係が見られた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 考察 

土壌の硝酸態窒素濃度が低いことが，草地生産性の低さと牧草

体硝酸態窒素含量の低さにつながっていると考えられた。また

E-SDR2と乾物草量との間には正の相関関係が見られたことから，

反射光スペクトルと E-SDR2の関連を解析することによって乾物

草量を推定できる可能性が考えられた。 

 

Ⅴ 結論 

反射光スペクトルによって乾物草量と牧草体の硝酸態窒素含

量が推定できる可能性があった。ただし，牧草と土壌の硝酸態窒

素含量との間には相関関係が見られなかったため，土壌の状態を

反射光スペクトルで推定することは難しいと考えられた。 
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Table 1　草地土壌・牧草体・植生・草地生産性の実態

硝酸態窒素 交換性K 交換性Al 腐植酸 硝酸態窒素K 草丈

mg/100g乾土 mg/100g乾土 mg/100g乾土 ％ ％ % cm 

5月　施肥時 0.18 40.2 1.67 0.63 0.00003 0.12 12.0

8月　二番草 0.19 33.5 1.61 0.53 0.00003 0.12 31.9 78.9

草地生産性

草量

kgDM/10a 

42.5

197.4

土壌 牧草体 植生

E-SDR2

34.0



現在，草地生産性や収穫物である牧草体の品質を把握するためには，多くの労
力と時間が必要である。特に草地は不均一な場であり，場所による草地生産性や
牧草体品質の差が著しい。そのため，現地において簡易な方法で草地生産性や
牧草体品質が判定できることが望まれている。
草地生産性や牧草体品質の把握には，衛星画像やドローンによる画像を利用し
たリモートセンシング技術が急速に発展してきている。しかしながら，これらの機
器からのデータを有効に活用するためには，未だ地上におけるスペクトルの計測
精度や各種条件下でのスペクトル計測量が全く足りていない。さらに，これらの機
器は未だ高価である。このため，野外で容易に携帯できる端末による草地生産性
や牧草体品質の測定法の確率が望まれると考えられる。近年，野外で容易に携
帯できる安価な反射光スペクトル測定機器が開発された。
そこでこの機器を活用して，草地生産性や牧草体品質を迅速・簡易に測定する
方法を研究することとした。

緒 言

北海道岩見沢農業高校並木農場に存在する採草地0.8haに9カ所の試験
区を設置した。試験区1区画の面積は2500cm2 とした。試験区は5月中旬と
8月下旬に観測および調査を行った。調査項目は，草丈，各草種の冠部被
度，乾物草量，反射光スペクトルであった。草丈と冠部被度（100％－裸地
％）から拡張積算優先度(E-SDR2)を算出した。また，草丈と乾物草量から
草冠密度を算出した。牧草を採取し，110℃で乾燥後粉砕し，NO3-N含量お
よびK含量を測定した。土壌も採取し，風乾細土後，NO3-N含量，交換性K

含量，交換性Al含量，腐植酸含量を測定した。これらは富士平工業製SFP-

2で吸光光度法および炎光光度法で測定した。
反射光スペクトルは，地上1mから380－1050nmの波長を撮影した。これ
らのデータを以下の区分によって波長帯に分類し，各波長帯の平均値を算
出した。
・green 495－570nm ※NDVI（Normalized Difference 

・red      620－750nm Vegetation Index）
・IR 900－1000nm ※GNDVI（Green Normalized Difference

Vegetation Index）
これらのデータから，NDVIとGNDVIを算出した。
・NDVI=(IR-red)/(IR+red)

・GNDVI=(IR-green)/(IR+green)

得られたNDVIおよびGNDVIの値と，植生，乾物草量，牧草体成分との関
係を解析した。

Fig.1 反射光スペクトルの測定 Fig.2 植生調査

材料と方法の概要

Fig.3に反射光スペクトルの一例を示した。IR域は可視光域よりも高い傾
向を示した。また，可視光域の中でもgreen域は比較的高い傾向を示した。

NDVIと乾物草量には正の相関関係がみられたが（Fig.4），NDVIによる
乾物草量の推定にはバラツキが見られた。

E-SDR2と乾物草量との間には正の相関関係が見られたことから（Fig.5）,
NDVIとE-SDR2の関連を検討した（Fig.6）。二次曲線の関係が見られ，ND

VIは草丈と冠部被度をよく反映していると考えられた。乾物草量を決定する
のは，草丈，冠部被度，草冠密度であると考えられるため，これらとNDVI，
E-SDR2との相関を検討した。

NDVIと草冠密度との間には，有意な相関関係は見られなかった。このこ
とから，NDVIによって草冠密度を反映することは難しく，このことがNDVIに
よる乾物草量の推定のバラツキにつながっている可能性が考えられた。

GNDVIと牧草硝酸体窒素含量との
間には二次関数の関係が見られた。
このことから，牧草体成分を反射光ス
ペクトルで推定することは可能である
と考えられた。

・NDVIによって乾物草量は推定できると考えられたが，NDVIは草冠密度を
検出できないため，推定値にバラツキが生じた。
・NDVIによってE-SDR2，草丈，冠部被度を推定できると考えられた。
・GNDVIによって，牧草硝酸体窒素含量を推定できると考えられた。
以上のことから，携帯型端末による反射光スペクトルの測定によって，乾物
草量，植生，牧草成分の推定は可能であると考えられた。

結果と考察

反射光スペクトルによる草地の植生構造および乾物草量と
牧草体成分の推定

○阿部 安寿志1 佐藤 正義1 池本 旬1 市川 遥香1 酒井 岳琉1 髙原 涼1

道端 成美1 伊藤 美憂1 近藤 幸汰1 佐々木 海人1 田中 優翔1 萩原 奎太1

村田 陸1 佐々木 章晴1 内田 勝1 成瀬 延康2

(1北海道岩見沢農業高等学校，2滋賀医科大学）
Key words: Reflected light spectrum, Vegetation, Dry matter weight, Pasture body component

スマホで草量と成分が分かる？

携帯型反射光
スペクトル測定器

** 95％有意
NS 有意差なし

E-SDR2 NDVI

草丈 R=0.95** R=0.80**

冠部被度 R=0.98** R=0.78**

草冠密度 R=0.80** R=0.51NS

結論
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牧草添加によるエメンタールタイプチーズの

チーズアイ形成における有機酸濃度に関する

研究 

Adding hay particles increase eye formation in 

Emmental type cheese 
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Abstract  

 We researched how different amounts of herbage had influence on 

making holes in Emmental type cheese. We conducted experiments using 

three test plots with different amounts of herbage added. The aim of this 

study is to establish the way that the holes on this type of cheese can be 

made stably. 

 

I 目的 

 本実験では，本校で製造されたエメンタールタイプチーズを用

いて“原料に牧草を添加するとチーズアイが安定形成される”を

仮説とし，牧草の添加量を変えて，有機酸濃度を調査した。 

 

II 方法 

 牧草添加量1 mgを試験区1，牧草2 mgを試験区2，牧草1 mg

を試験区3とし，有機酸をHPLC法で，遠心上清について紫外線

検出-逆相吸着高速液体クロマトグラフィーにより測定した。  

 

III 結果 

試験区1はリンゴ酸，乳酸，プロピオン酸，酪酸どれらも他の

試験区と同等量を示した。試験区2はプロピオン酸3.75 mg，酪

酸12.48 mgと少なかった。試験区3は乳酸が9.86 mgと少なく，

プロピオン酸4.87 mgと多い結果となった。乳酸量が多いとプロ

ピオン酸量が少なくなる反比例の関係が見られた。 

 

IV 考察 

５）スイスの論文により，牧草の添加量が多いとチーズアイが

小さく全体に散らばる，少ないとチーズアイが大きくなり中心に

集中して穴が開くことがわかっている。実際に穴の面積を測定し

たところ，試験区 2 はチーズアイの面積が大きく.穴の数も平均

的に広がっている。しかし，全試験区でチーズアイが確認された

ことから，チーズアイ形成には牧草添加があった方が良いことが

分かった。 

 

所属 食品科学科 2年 SSH 

指導者 教諭 渡部哲哉 小川浩由 松本賢 久井野の子 

実習担任教諭 山崎昭宏 中川陽介 手塚圭 

指導助言者 酪農学園大学 教授 山口昭弘 

 

V 結論 

 牧草を添加することでチーズアイが形成されることがわかっ

た。試験区2が最もチーズアイの量，大きさが良かった。また，

熟成期間の温度管理がチーズアイ形成に関わっているとわかっ

たため，来年は徹底した温度管理に努めたい。 

 

VI 参考文献 

1）現代チーズ学 

2）世界チーズ大図鑑 

3）チーズを科学する 

4）チーズ図鑑 

5）Mechanism and control of the eye formation in cheese 

 

VII キーワード エメンタールタイプチーズ 牧草添加 牧草

1 mg 牧草2 mg 牧草4 mg チーズアイ形成 有機酸 HPLC 

 

グラフ1 有機酸濃度の比較（mg / g） 

 

試験区1    試験区2     試験区3 

 

表1 有機酸濃度の比較（mg / g） 

試験区1 

 リンゴ酸 乳酸 プロピオン酸 酪酸 

Inner 2.64 13.79 4.44 15.67 
Outer 5.29 16.02 4.07 9.87 

試験区2 

 リンゴ酸 乳酸 プロピオン酸 酪酸 

Inner 5.55 14.00 3.75 12.48 
Outer 5.25 12.22 3.77 11.59 

試験区3 

 リンゴ酸 乳酸 プロピオン酸 酪酸 

Inner 4.59 9.86 4.87 15.38 
Outer 4.60 14.45 4.33 13.54 
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背景

酪農学園大学との共同研究
（応用微生物学研究室）

KONDOヴィンヤード

平成29年度

上記の条件を試験区とし，熟成84日目を
サンプリングし実験を行った

原料乳90Lに対して

試験区 1→牧草4 mg

試験区 2→牧草2 mg

試験区 3→牧草1 mg

HPLC法→有機酸濃度

紫外線検出-逆相吸着高速液体クロマトグラフィー

カラムに検体を通し，分子量の大きさに保持時間の変化
があることを利用して有機酸を抽出後，スタンダードの時
間と照らし合わせ有機酸を特定する方法.

乳酸リンゴ酸

試験区1 試験区2 試験区3 コントロール

酪酸

・ワインウォッシュをしたことで酪酸臭が抑えられ，
風味が向上した

・3MSSHの実験からプロピオン酸菌が乳酸を代
謝し，プロピオン酸を生成するため，データに反
比例の関係が見られた

・チーズアイの形成には高温熟成期間の温度・湿度
が関わっている

・現時点の見解では，牧草2 mgが最も良い

試験区3の高温熟成期間の適温を超える熟成
ではタンパク質分解が異常に進み，組織に悪
影響が出たので，来年は徹底した温度管理に
努めたい

試験区2 試験区3

序論

実験

結果

結論

まとめ

目的

プロピオン酸

m
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本実験では，本校で製造されたエメンタールタイ
プチーズを用いて“牧草を添加することでチーズア
イが安定・形成される”を仮説とし，牧草の添加量
を変えて，有機酸濃度を調査した

岩見沢産ワイン(KONDOヴィンヤード)・食塩水懸
濁液を使用し洗浄した(以後ウォッシュ)熟成させた

異なる条件の牧草を添加したエメンタールタイプ
チーズを用い，有機酸測定調査，検討を行った

牧草添加によるエメンタールタイプチーズのチーズアイ形成における
有機酸濃度に関する研究
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アルストロメリアの生育調査 

Study on growths of Alstroemeria. 

 

佐藤 津夢希   平 ゆうか 

SATOU Tsumugi   TAIRA Yuuka 

髙道 小粋    山本 歩果 

TAKAMICHI Koiki   YAMAMOTO Ayuka 

 

Abstract  

We investigated growth situation to grasp which kind of 

Alstroemeria we cultivated in greenhouse of our school shows 

the healthiest growth. 

To accomplish this, we clarified the difference in growth rate 

by comparing 4 kinds. 

 

Ⅰ 目的 

切り花生産で安定した経営を続けるためには,改植時に

生産性と市場性の高い品種を導入することが重要であ

る。本校温室で栽培しているアルストロメリアの契約期

間が 2018年に終了し更新となることから,現在栽培して

いる品種の中で,岩見沢の環境に適し生産性の高い品種を

選抜するために,栽培する主要 4品種の成長速度を明らか

にし,品種特性を調査する。 

  

Ⅱ 栽培方法 

 アルストロメリアの品種,白系（アバランジェ）,紫系

（リノ）,桃色系（アリナ）,橙色系（オレンジクイー

ン）とし,入手先は福花園種苗で 2013年定植苗を調査し

た。施設はパイプハウス（間口 6m×奥行き 25m）冬期は

二重被覆,夏期はシルバータフペル（遮光率 40％）で遮

光,栽培密度はベッド幅 100cm,2条植え,株間 40cm,条間

40cm,灌水チューブ,フラワーネット（20cm×20cm）を使

用した。 

調査方法は,採花期前後における切り花特性を調査する

ため草姿全体の調査項目の中から切花長を選択し,アルス

トロメリアの基部から花の先端までの長さを調査した。

地上から 5cmの草丈に達したもの 1品種 8点,合計 32点

を調査株とし,7月から 10月まで調査,定規およびメジャ

ーを用い計測した数値をまとめ平均値を出した。 

 また,成長速度と気温の関係を知るため,気温の記録も

行った。 

 

 

所属 生活科学科 2 年 SSH 班 

指導教員 生活科学科 教諭 管  直美 

実習担任教諭 長屋 慎一 櫻井 健太 

 

Ⅲ 結果 

 草丈は品種に関わらず生育に違いが見られなかった。

アバランジェ,リノ,アリナの草丈の成長速度は大きな変

化が見られなかった。オレンジクイーンの草丈の成長は

他の 3品種よりも高く,総草丈も最も高くなった。本校の

有望品種は,オレンジクイーンであった。 

 

Ⅳ 考察 

切花長と気温の関係を見ると,アルストロメリアは低温

性で冷涼な気候を好むことから,最高気温が 10℃を下回

る 9月頃から草丈が伸びたと考えられる（表 1）。 

 周年栽培用の品種ではあるが光条件による影響が出た

のではないかと考察した。元々アルストロメリアは,短日

条件で根茎の分岐と茎数が増加する。これに低温条件が

加わると草丈・茎径・花数は増加することからこれらの

条件がそろい成長速度を速めたと推測する。 

 

Ⅴ 結論 

 調査を通じて,4品種の中から成長が順調な適応性のあ

る品種を把握することができた。比較的冷涼な気候であ

る北海道では適応性の高い切り花であることを確認する

ことができた。生育が低下する夏季の調査であったため,

成長が変化を感じることが難しい調査となってしまっ

た。気温が下がる秋季から春季にかけて再度,調査を実施

してデータの精度を上げる必要がある。 

 

Ⅵ 参考文献 

草花（農文教）,草花（実教）,北海道フラワーガイド, 

北海道花・野菜センター発行の園芸作物調査基準, 

札幌地方卸売市場発行の取扱状況データ 

 

Ⅶ キーワード 

福花園種苗  情熱フラワー 

 

 

（表 1 ）切花長の推移・気温の推移 
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佐藤津夢希 平ゆうか 髙道小粋 山本歩果
指導教員 管 直美 長屋慎一 櫻井健太指定番号２５０１

平成29年度

アルストロメリアの生育調査

序論

方法

結果

考察・結論

現在栽培している品種の中で岩見沢の環境に
適し生産性の高い品種を選抜、栽培する主要4品
種の成長速度を明らかにするため品種特性およ
び生育調査を行う。

 切り花生産で安定した経営を続けるためには，
改植時に生産性と市場性の高い品種を導入す
ることが重要である。

 本校温室で栽培しているアルストロメリアの契
約期間が今年度で終了し更新となるため、品
種の選択が必要となる。

 7月から10月まで14週間の調査を実施した。草丈
は品種に関わらず生育に違いが見られなかった。
白系、紫系、桃色系の草丈の成長は大きな変化
が見られなかったが、オレンジ系の草丈の成長は
他の3品種よりも高く、総草丈も最も高くなった。

 アルストロメリアは低温性で冷涼な気候を好むこ

とから、最高気温が10℃を下回る9月頃から草丈

が伸びたと考えられる。

 本校の有望品種は、オレンジクイーンであること

が明らかとなった。

 今回の調査は生育が低下する夏季に行ったため、

成長の変化を感じることが難しかった。気温が下

がり、生長期で調査しやすい秋季から春季にか

けて、調査を実施してデータの精度を上げる研究

に取り組む必要がある。

目的

背景

 本校ハウスで栽培している白系（アバランジェ）、
紫系（リノ）、桃色系（アリナ）、オレンジ系（オレン
ジクイーン）の4品種の切花長を測定。

図1 調査したアルストロメリア4品種

 地上より5cmの草丈に達した株
の基部から花の先端を定規およ
びメジャーを使用し測定

 8点/品種、計32点を調査

 7月から10月に調査 図2 5cmの株

 成長と気温の関係を調べるために気温を記録し
た。

図3 調査の様子

図4 品種別切花長の推移

 草丈と気温の関係を見ると、最低気温が10℃を下
回る9月以降から、どの品種も草丈の成長が良く
なった。

図5 品種別切花長の推移と気温の推移
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雪冷熱と土壌熱を複合利用するために必要な基礎研究 

Fundamental researches of the compound use of snow  

and soil in cold energy 

阿部将太 池田海雄 奥田智也 金澤拓海 佐藤翔 高塚響  

寺崎颯太 七島航希 野村軍太 矢本大貴 吉川輝  

 ABE Shouta  IKEDA Kaiyu  OKUDA Tomoya  

KANAZAWA Takumi  SATOH Syou   

TAKATUKA Hibiki  TERASAKI Souta  NANASHIMA 

Kazuki  NOMURA Gunta  YAMOTO Daiki  

YOSHIKAWA Hikaru 

Abstract : 

We studied snow coldness and zeal and the use of the underground heat 

for many years. I control consumption of the fossil fuel by using these and 

can consider environment. I performed an angle of the surface of the snow 

to deposit and the relations of the temperature change, surveying and the 

volume calculation of the snowy mountains this year. 

Ⅰ 目的 

石油枯渇まであと50年。従来型エネルギーのカウントダウン

は始まっている。 

温室効果ガスの排出は生態系や私たちの生活に深刻な影響を及

ぼす。自然エネルギーなどの開発が急務である。しかし,再生可

能エネルギーは火力発電と比べるとエネルギー密度が低く同じ

だけエネルギーを得るためには 40 倍もの土地を必要とする。そ

のため,より多くの人たちにこのエネルギーを使ってもらう必要

がある。しかし,初期コストと運用の煩雑さから開発と普及は進

まない。熱エネルギーの効率化と使いやすさが求められる。 

Ⅱ 方法 

ⅰ雪面の角度変化による熱伝導の温度変化の計測 

空気が雪に触れ,流下することで熱を低下させる。雪面の角度変

化による熱伝導の温度変化の計測を行った。具体的な方法である

が,実験装置は籠を切り取ったものを使用した。送風機の風速の

初速は 4.7ｍ/ｓであった。送風機の角度は 30°固定という条件

での実験を行った。雪面の角度は 30°,45°,60°度の三つで測

定をおこなった。センサーの固定箇所は17cm,27cm,45cm,65cm

にセットしてある。 

ⅱ測量による計測 

校内に堆積した雪山の融雪量を計測するために測量で学習し

た基礎知識を基に光波測量と定点撮影による計測を行った。上面

積(Ｓ１)と底面積(Ｓ２)を求めるが,雪山自体の形が整っていない

ため、正確に求めるには難しい,それぞれの面積を求めるときの

縦・横の数値の平均をとり,長方形として計算し,高さはそれぞれ

４つの角の高度差を求め,その平均させた値を高さｈとして計算。 

 

 

所属 農業土木工学科２年 SSH班 

指導教員 農業土木工学科 教諭 伊藤直人 阿部善史 

指導実習助手 笠井祐二 

指導助言者 室蘭工業大学 助教 大石義彦 

そこから角錐台の体積公式に代入して雪山のおおよその体積

を求めた。また、籾殻は時間と共に厚さが変化するため薄い場所

では融雪が促進される。そこで今年度はドローンを使った ICT

測量を実施した。ドローンＳ900で赤外線熱画像と近赤外線画像

を撮り,可視画像と比較することとした。 

ⅲきれいな雪を残すための研究 

雪は約 15ｃｍの籾殻など多くの空気を含む被覆材によって夏

まで保存可能。しかし、融雪によって籾殻が表面に凝縮。除去し、

きれいな状態で利用するには多くの労力がいる今年度は反省を

活かし,フレコンにいれる籾殻を1/3程度として実験をおこなっ

た。 

Ⅲ 結果 

ⅰ雪面の角度変化による熱伝導の温度変化の計測 

送風機とほぼ平行である 30°の雪面の温度はすべての箇所に

おいて減少し続けた。一方,雪面と平行ではない45°60°の雪面

では,27ｃｍまでは温度の降下が見られた。 

ⅱ測量による計測 

雪山の形状変化を定点撮影によって視覚的に観察することが

出来た。この期間では526立方メートル減少した。 

被覆材の薄い場所の温度がわかるため再被覆する箇所の特定

に成功した。そして、最後まできれいな雪を保存することに成功

した。 

Ⅳ 考察 

ⅰ雪面の角度変化による熱伝導の温度変化 

45°と 60°では、27ｃｍまでは温度の降下が見られたがそ

れ以降の箇所は風が届かないため,室温に影響され,上昇したと

考察する。このことから熱を最大に下げるためには30度程度が

適当であるといえる。 

ⅱ測量による計測 

今年度は籾殻のバラ積みとフレコン積みの箇所の形状変化に

違いがみられた。これは籾殻がフレコンに比べてすき間がない

ためミクロの部分まで追従できるために融雪量が少なかったと

考察する。 

Ⅴ 結論 

 自然エネルギーを農業に利用できることは分かったが様々

な問題が発生する。自然の摂理に反することは多くの課題が出る

ことであると考える。 

Ⅵ 参考文献 

Ⅶ キーワード 土壌熱 雪冷熱 融雪水  

  

 

 

 

 

 

図 雪面角度30°における温度変化 



雪冷熱と土壌熱を複合利用するために必要な基礎研究
Fundamental researches of the compound use of snow and soil in cold energy

序論

方法

結果
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阿部将太 池田海雄 奥田智也 金澤拓海 佐藤 翔 高塚 響
寺崎颯太 七島航希 野村軍太 矢本大貴 吉川 輝
指導者 農業土木工学科 教諭 阿部善史 伊藤直人 指導実習助手 笠井祐二
指導助言者 室蘭工業大学 助教 大石義彦

石油枯渇まであと50年。従来型エネルギー

のカウントダウンは始まっている。
温室効果ガスの排出は生態系や私たちの生

活に深刻な影響を及ぼすため自然エネルギー
などの開発・利用が急務である。しかし,再
生可能エネルギーは火力発電と比べるとエネ
ルギー密度が低く同じだけエネルギーを得る
ためには40倍もの土地を必要とする。そのた
め、より多くの人たちにこのエネルギーを理
解してもらい、使用してもらう必要がある。

図１ 電源別発電電力量の実績 図２ 定点写真撮影の様子

利雪技術の高効率化のための研究
これまでの利雪技術には高効率化の研究が

不足していた。今年度は室蘭工業大学流体工
学研究室大石助教を訪問。雪面角度を変化さ
せることで、雪に触れた空気が流下し温度を
どのように変化させるのか、熱伝導の温度変
化計測を行った。
図３ 雪面の角度による温度変化の実験

送風機とほぼ平行である30°の雪面上温度
は全箇所において減少し続け、雪面と平行で
はない45°・60°の雪面では、27ｃｍまでの
温度降下が見られた。

図５ 雪面角度45°における温度変化

図６ 雪面角度60°における温度変化

図４ 雪面角度30°における温度変化
雪面角度30°のグラフ右端見られる急激な温度変化は

センサーが雪面に触れた。又は融雪水に触れたことが原
因と考えられる。

雪面流下の効果を最大限利用するには、雪
面と出来る限り並行に風を送ることが最も熱
伝導効果が高いことが今回の実験で解った。
今後の実験では、雪面と並行に風を送るだけ
ではなく、雪面に直接風を当てると、どのよ
うな変化を及ぼすかのかも実験課題とし調査
していきたいと考えている。雪冷熱の夏場の
利用には大きな可能性と課題がある。
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Abstract :Last year, we surveyed which elements in the green space have psychological 

influences at seven locations around Iwamizawa agricultural high school. However, in the 

process of summarizing the results, I learned that there are elements that need to be considered 

other than the three aspects, visited the source of Associate Professor Iwasaki of Chiba University, 

and deepened learning. This fiscal year, we continued research on the psychological effects 

brought by the green space using the green spaces data of the four Tokyo measured at that time. 

Ⅰ 目的   

昨年，岩見沢農業高校周辺７ヵ所で緑地空間のどの要素が心理学的影響

を与えているのかを調査した。しかし結果をまとめる過程で,3観点以外に

考慮する必要がある要素があることを知り，千葉大学の岩崎准教授の元を

訪ね，学びを深めた。今年度はその際計測した東京４ヵ所の緑地空間デー

タを用いて,緑地空間がもたらす心理学的効果についての研究を継続した。  

Ⅱ 方法   

被験者 4人は各測定地の印象と好きな場所であるかを記録。次いで SD

法評価を行なうと共に,3 観点データは景色を観る前と後を計測。3 観点

のうち自律神経系の働き①血圧（最高／最低）・②脈拍を「測定器」で,

内分泌系の働きを「携帯式唾液アミラーゼモニター」で③ストレス度と

して測定。測定順番は到着日12月7日に「明治神宮」から「新宿御苑」、

帰着日12月9日に「目黒天空庭園」から「豊島区役所。」測定地到着後,

椅子に腰かけミネラルウオーターで口を潤おした５分後に３観点データ

を採取。 

Ⅲ 結果  

（１）個々の好きな場所・測定地の印象について  被験者全員が好き

な場所としたのが「明治神宮」と「豊島区役所。」明治神宮の印象は「樹

木に囲まれていて静かで落ち着いた。」豊島区役所の印象は「川音で落ち

着きを感じ,景色も良かった。」 （２）SD 法による評価平均について  

人間の抱くイメージをものづくりに取り入れるために,各測定地を SD 法

（表 2）で評価。これにより各測定地の特徴が明確となり,どの要素が被

験者に大きく影響を与えているのかが分かる。明治神宮は「自然な（5.0）,

落ち着く・綺麗な（4.8）」という評価で,「たくさんの木があって落ち着

いた」という感想。次いで新宿御苑は「自然な（4.8）,綺麗な（4.5）,

明るい（4.3）」という評価で,「池があったことから,明るく綺麗」とい

う感想。目黒天空庭園は「自然な・好き（4.8）,明るい（4.0）,快い・

面白い・綺麗な（3.8）」という評価で「色々な草花や樹木が植栽され,居

心地がよい」という感想。豊島区役所は「快い・好き（4.3）,落ち着く・

面白い・自然な（4.0）」で多くの要素が高評価。「屋上の小川湧き出しの

水音が落ち着く,高所からの景色が良かったという感想。（３）心理学的

効果（3観点）について  4カ所の緑地空間（明治神宮・新宿御苑・目

黒天空庭園・豊島区役所）で,景色を観る前と観た後で上記の3観点につ 

いて測定。今年度は血圧平均値を「血圧正常値一覧表」を用いて3段 

所属 環境造園科 ３年園芸交流班、指導教員 環境造園科教諭 幡野 洋    

実習担任教諭 菅原 孝幸、 農務従事員 田岡 智和  

指導助言者 千葉大学大学院 園芸学研究科 准教授 岩崎 寛 博士 

階に分類。至適血圧（最高血圧 120／最低血圧 80未満）を◎,正常値

（130／85未満）を○,正常高値（140／90未満）を△として,各緑地空

間の前後数値変化について考えた。その結果「明治神宮◎から△（4

位）」,「新宿御苑○から△（3位）」,「目黒天空庭園○から◎（2位）」,

「豊島区役所△から◎（1 位）」となった。次に脈拍正常値（60～100

回）を基準として前後数値変化によって評価すると,明治神宮が正常値

内で 12の上昇。新宿御苑は正常値から 36.2の上昇で 100以上の頻脈と

なり（4位）、目黒天空庭園は正常値内で 0.5の上昇で変化なし。豊島区

役所は正常値内で唯一 22.2 の下降（１位）。最後にアミラーゼモニター

によるストレス度は,数値が大きくなるほどストレスを感じていると判

断する。31以上で「ややある」,46以上「ある」,61以上「だいぶある」

とし,明治神宮は正常値内で0.6上昇の8.3で変化なし（3位）,新宿御苑

は正常値内で7.2上昇の17（4位）。それに対し目黒天空庭園はやや高い

正常値内19.5から10下降で9.5（2位）,豊島区役所は正常値境界の29.8

から21.3下降の8.5（1位）。 

 

 

 

Ⅳ 考察   

結果（2）では 4 カ所全てで,「自然な・落ち着く・綺麗な」という要

素評価が高かった。一方で明治神宮では「活発な」の対義的要素の「大

人しい（2.0）」,豊島区役所では「田舎的な」の対義的要素の「都会的な

（1.8）」という評価で,この2カ所の空間特徴や雰囲気をよく現している

と思えた。更に「なじみがある・ない」の要素で4カ所全てにおいて「な

じみがない（1.0～1.3）」という評価となった理由は,北海道に住む私達

の生活背景が大きく影響したと考えた。結果（3）では,景色を観た後に

至適血圧（△から◎）となり,脈拍・ストレス度合いも大きく減少してい

る豊島区役所が一番良い効果があった場所と考えられる。そして同じ観

点で順位付けを試みると,2位目黒天空庭園,3位明治神宮,4位新宿御苑と

なった。しかしながら新宿御苑の順位理由には,移動初日の最後に訪れた

場所で,閉園時間が迫っていたことや他の計測地に比べ気温が低かった

（13.8℃）等も影響したと考えられる。最後にこれらの結果を総合的に

考えると,明治神宮や新宿御苑のような充実した「自然環境」だけが心理

学的効果を高める場所なのではなく、ビルの壁面や屋上に作られた「人

工的自然環境」も心理学的効果を高められる場所であると考えられる。 

Ⅴ 結論   

昨年の経験を活かし調査方法の改善や多角的な結果考察が出来るよう

になってきたが,まだ具体的要素を絞り込むことは出来ていない。今後も

様々な緑地空間や特徴ある場所で調査・研究を続け、単にデザイン的に

美しい庭ではなく、その庭を利用する人の目的や必要に応じた要素を取

り込んだ庭造りが出来るように研究を続けていきたい。 
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緑地空間がもたらす心理学的効果についての研究 
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（１）個々の好きな場所、測定場所の印象例について

被験者全員が好きな場所としたのが「明治神宮」と「豊島区役所」
であった。明治神宮の印象は「樹木に囲まれていて、静かで落ち着
いた。」豊島区役所の印象は「川音で落ち着きを感じ、景色も良
かった。」となった。
（２）SD法による評価平均について
SD法（表１）で評価。これにより各測定地の特徴が明確となり、ど
の要素が被験者に大きく影響を与えているのかが分かる。
明治神宮は「自然な（5.0）、落ち着く、綺麗な（4.8）」という評価で「た

くさんの木があって落ち着いた」という感想。次いで新宿御苑は「自
然な（4.8）、綺麗な（4.5）、明るい（4.3）」という評価で池があったこと
から明るく綺麗という感想。目黒天空庭園は「自然な・好き（4.8），
明るい（4.0）」という評価で「色々な草花や樹木が植栽され，居心地
がよい」という感想。豊島区役所は、「快い・好き（4.3），落ち着く・面
白い・自然な（4.0）」で多くの要素が高評価。屋上の小川湧き出しの
水音が落ち着く，高所からの景色が良かったという感想。
（３）心理学的効果（3観点）について
4カ所の緑地空間で、景色を観る前と観た後でそれぞれ「①血圧
（最高／最低）」、「②脈拍」、「③ストレス度」の3観点について測定
した（表２） 。始めに血糖値を3段階に分類。至適血圧（最高血圧
120／最低血圧80未満）を◎、正常値（130／85未満）を○、正常高
値（140／90未満）を△とし。「明治神宮◎→△（4位）」、「新宿御苑
○→△（3位）」、「目黒天空庭園○→◎（2位）」、「豊島区役所
△→◎（1位）」という結果となった。

次に脈拍正常値（６０～１００回）を基準として考えると、明治神宮
と目黒天空庭園はあまり変化がなく、新宿御苑は正常値から36.2
の上昇で100以上の頻脈となり、豊島区役所は正常値内で唯一
22.2の下降の66.3.。

最後にアミラーゼモニター数値が大きくなるほどストレスを感じて
いると判断し、新宿御苑は7.2上昇して17だったのに対し、豊島区
役所は正常値限度の29.8から21.3下降の8.5。

緑地空間がもたらす心理学的効果についての研究

序論
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京都造形芸術大学 千葉大学大学院 東京農業大学 西日本短期大学との共同研究

方法

目的

平成28年度、私達は岩見沢農業高等学校周辺７ヶ所で「血圧」・

「脈拍」・「ストレス度」の３観点について計測を行い、各緑地空間のど
のような要素が3観点に影響を与えているのかを見つけることを試み
た。しかし調査をまとめていく中で3観点以外に季節や天候、被験者

の背景（個々の思い出や経験、印象等）、計測順路等を考慮したうえ
で考察が必要であることを知り、千葉大学の岩崎准教授の元を訪ね
「緑地空間がもたらす効果」を評価する方法について学びを深めた。
今年度はその際計測した東京４か所の緑地空間のデータを用いて、
緑地空間がもたらす心理学的効果についての研究を継続した。

結果
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被験者は測定値4カ所の印象と好きな場所であるかどうかを記録
する。次にSD法による評価を行った後、３観点データを採取。これ

は自律神経の働きを「血圧・脈拍測定器」で、内分泌系の働きを「携
帯式アミラーゼモニター」を用いて「ストレス度」として測定。測定地
到着後、椅子に腰かけ、ミネラルウォーターで口を潤した５分後に３
観点データを採取する。

SD法の４人の平均 ※表１

明治神宮 新宿御苑 目黒天空 豊島区役所

快い 4.3 3.8 3.8 4.3 不快

面白い 4.0 3.5 3.8 4.0 退屈

好き 4.5 3.5 4.8 4.3 嫌い

刺激的な 3.0 2.5 2.5 2.5 刺激ない

開放的な 3.5 3.3 3.3 2.5 涼しげな

活発な 2.0 3 3.0 3.3 大人しい

明るい 2.8 4.3 4.0 3.5 暗い

自然な 5.0 4.8 4.8 4.0 人工的な

田舎的な 3.3 3.8 3.0 1.8 都会的な

落ち着く 4.8 5 3.3 4.0 イライラ

繊細な 4.5 3.3 3.0 3.0 粗野な

綺麗な 4.8 4.5 3.8 2.8 汚い

単純な 3.0 3 3.5 2.8 複雑な

なじみがある 1.0 1 1.3 1.3 なじみがない

5 1

測定場所の平均データ ※表２

前

測定場所 最高 最低 脈拍 唾液

1 明治神宮 118 76 79 7.7

2 新宿御苑 122 81.8 77.8 9.8

3 目黒天空庭園 122 79 81.8 19.5

4 豊島区役所 119 90.3 88.5 29.8

後

測定場所 最高 最低 脈拍 唾液

1 明治神宮 125 87.8 91 8.3

2 新宿御苑 115 86 114 17

3 目黒天空庭園 115 74.3 82.3 9.5

4 豊島区役所 120 80.3 66.3 8.5

考察：SD法による評価平均では4カ所全てで、「自然な・落ち着く・綺

麗な」という要素評価が高かった。また明治神宮では「大人しい
（2.0）」、豊島区役所では「都会的な（1.8）」で、この2カ所の空間特
徴や雰囲気をよく現していると思えた。更に4か所全てで、「なじみ
がない（1.0～1.3）」という評価となった理由は、北海道に住む私達
の生活背景が大きく影響したと考えた。

心理学的効果では、景色を観た後に至適血圧となり、脈拍・ストレ
ス度合いも大きく減少している豊島区役所が一番良い効果があっ
た場所と考えられる。そして同じ視点で順位付けを試みると、2位目
黒天空庭園、3位明治神宮、4位新宿御苑となった。新宿御苑の順

位理由には、移動初日の最後に訪れた場所で、閉園時間が迫って
いたことや他の計測地に比べ気温が低かった（13.8℃）等も影響し
たと考えられる。

最後にこれらの結果を総合的に考えると、明治神宮や新宿御苑の
ような充実した「自然環境」だけが心理的効果を高める場所なので
はなく、ビルの壁面や屋上に作られた「人工的自然環境」も心理学
的効果を高められる場所であると考えられる。

結論：昨年の経験を活かし、調査方法の改善や多角的な結果考察
が出来るようになってきたが、まだ具体的要素を絞り込むことは出
来ていない。今後も様々な緑地空間や特徴ある場所で調査を続け、
単にデザイン的に美しい庭ではなく、その庭を利用する人の目的や
必要に応じた要素を取り込んだ庭造りが出来るように研究を続けて
いきたい。
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Abstract : 

Thinning by girdling the planted Todo fir forest has resulted in a lot of 

snags in the forest.  Accordingly, we researched the effects on many 

xylophagy insects, on living trees.  In this survey, it did not affect the 

living trees although we observed Polygraphus proximus.  Also, no 

snags have fallen down for four years after starting thinning by girdling. 

 

Ⅰ 目的 

坂井らの研究によって，トドマツ人工林における巻き枯らし間

伐は光環境を改善する効果が十分にあると検証された。しかし，

巻き枯らし間伐を施したことで立枯れ木の密度が林内に高まっ

た場合，立枯れ木の倒伏による被害や，立枯れ木を触媒とする害

虫が多く発生して生立木に被害を及ぼす可能性は否定できない。 

そこで，本研究では石田ら，一條らの研究を継続し，巻き枯ら

し間伐を実施してから 3 年後の立枯れ木が生立木に与える影響

として食材性昆虫の発生について検討を加えた。また，巻き枯ら

し間伐から4年目を迎えた立枯れ木の倒伏状況を調査した。 

 

Ⅱ 方法 

 いま，巻き枯らし間伐を実施してから3年が経過した。巻き枯

らし間伐を施した40本のトドマツはすべて立枯れ木として誘導

されている。そこで，巻き枯らし間伐を施した林分（以降，間伐

実施地）と，そうでない林分（以降，間伐未実施地）を対象とし，

5月～8月を調査期間と定めて食材性昆虫の同定および数量調査

を実施した。なお，食材性昆虫の採取については，間伐実施地お

よび間伐未実施地のそれぞれNo.1とNo.2の2ヶ所ずつ昆虫誘引

器（黒色衝突式トラップ）を地上約2mの位置に固定して一定期

間放置した。また，立枯れ木の倒伏状況については目視で調査す

ることとした。 

 

Ⅲ 結果 

 食材性昆虫を同定した結果，それぞれの調査地では，昨年まで

と同様にトドマツ等のモミ属に発生する食材性昆虫のトドマツ

ノキクイムシ1種が確認された。また，2017年におけるトドマ 
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ツノキクイムシの数量調査の結果，調査地や調査期間の違いにか

かわらず，一様に 1 匹ずつと少なかった（図(a)，図(b)）。なお，

巻き枯らし間伐から 3 年が経過した段階でも昨年までと同様に

トドマツノキクイムシによる健全な生立木への被害状況は確認

できなかった。つぎに，立枯れ木の倒伏状況だが，巻き枯らし間

伐を実施した40本を調査した結果，1本も倒伏していなかった。 

 

Ⅳ 考察 

調査期間の違いを比較したところ，トドマツノキクイムシは5

月中旬から下旬にかけて活動が盛んなことがわかる（図(a)）。ま

た，5月中旬から下旬における経年変化をみると，発生量は年々

減少傾向にあり，2017 年には巻き枯らし間伐の実施の有無に関

係なく同じ値を示している（図(a)）。ここで，トドマツの腐朽レ

ベルを考えてみると，腐朽レベル4段階のうち2016年にレベル

1から 2に移行をはじめ，2017年は巻き枯らし間伐を施した 40

本中32本が腐朽レベル2に到達していた。ゆえに，新しい立枯

れ木や衰弱木を好むトドマツノキクイムシの発生量が減少した

と考えられる。しかし，立枯れ木の腐朽レベルが進んでいるとい

うことは倒伏する恐れが増加するため，今後は倒伏に対する継続

調査はもとより，調査の確立が必要となる。 

 

Ⅴ 結論 

以上より，立枯れ木の腐朽が進んだことによってトドマツノキ

クイムシの発生はあまり確認されなかった。また，巻き枯らし間

伐から3年が経過し，トドマツノキクイムシの発生量が大幅に減

少した現段階でも生立木への被害がないということは，立枯れ木

による害虫被害のリスクは低いと考えられる。しかし，さらに立

枯れ木の腐朽が進むことによって倒伏の影響や危険性を考慮し

ていく必要があるため，今後も継続した調査は不可欠である。 
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図 トドマツノキクイムシの発生量の経年変化 

間伐実施地　　　             間伐未実施地

(注)値はNo.1とNo.2の2ヶ所で採取したトドマツノキクイムシの合計である。
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結果

１ 樹木害虫の採取および調査
樹木害虫の同定の結果、それぞれの調査地で

食材性昆虫であるトドマツノキクイムシ１種を

確認することができた。これは例年と同様の結

果である。

間伐実施地　　　             間伐未実施地
(注)値はNo.1とNo.2の2ヶ所で採取したトドマツノキクイムシの合計である。
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トドマツ人工林における立枯れ木が与える影響についての調査

序論

北海道岩見沢農業高等学校 森林科学科
菅原康佑・瀬尾紘史・冨澤克磨・増田朱莉・宮田陸・吉田太陽
指導教員 持田和寿・吉田良徳

材料および方法

目的
巻き枯らし間伐 １）を実施した樹木が立枯れ木に誘導され

た後、立枯れ木の影響によって樹木害虫が発生し林内にある

他の生立木へ被害を与えるのか、立枯れ木の倒伏は生立木へ

影響を与えるのか？

≪樹木害虫の発生状況や立枯れ木の倒伏状況を検証する≫

結果および考察

結論

北海道大学（森林科学科）、北海道立林業試験場との共同研究指定番号２５０１

平成2９年度

〇2017年におけるトドマツノキクイムシの数量調査の結果、調査地

や調査期間の違いにかかわらず、一様に１匹ずつと少なかった。

背景
☆森林・林業の再生に向けて多くの取組を実施しているものの未

だ間伐遅れによって放置される人工林が多いため、簡易的に行

える巻き枯らし間伐について検証している。

☆巻き枯らし間伐を施したことで林内にある立枯れ木の密度が高

まった場合、立枯れ木の倒伏の恐れや、立枯れ木を触媒として

樹木害虫が発生するなど、生立木に被害を及ぼす可能性は否定

できない。

１)巻き枯らし間伐：樹木を立枯れ木として誘導し林内の光環

境を整える。風倒被害を防ぐことはもとより、立枯れ木を

利用する森林の生物種の拡大が望める間伐法。

調査・実験方法

１ 樹木害虫の採取および調査
＜調査期間および樹木害虫の採取方法＞

○巻き枯らし間伐を施した林分 (以降、間

伐実施地) と、施していない林分 (以降、

間伐未実施地) を対象とし、昆虫の活動

が盛んな5月から8月の間に2回実施した。

○それぞれの調査地に 2ヶ所ずつ合計 4基

の昆虫誘引器を地上約2mの位置に固定し期間中放置した。昆虫誘引

器には昆虫が腐敗しないようプロピレングリコールを500ml入れた。

N

樹冠投影図

樹　　齢 51 年

調査面積 0.25 ha

樹木本数 263 本 (1052本/ha)

平均直径 24 cm（10cm－42cm）

平均樹高 21 m（標準木5本より算出）

形 状 比 88

トドマツ人工林（光が林床に届かず薄暗い林分）

対象としたトドマツ人工林の概要（2014年現在）

○巻き枯らし間伐から３年が経過し、立枯れ木の腐朽が進んだこと
によって新しい衰弱木や立枯れ木を求めるトドマツノキクイムシ
の発生量が大幅に減少した。

○トドマツノキクイムシによる生立木への被害状況はなく、巻き枯
らし間伐を施してから 3年が経過した現段階では立枯れ木による
樹木害虫のリスクは低いことがわかった。

○倒伏した立枯れ木は１本も確認できなかったが、立枯れ木の腐朽
が進んでいるため継続して倒伏状況やその危険性を把握していく
必要がある。

トドマツノキクイムシ

試験フィールド
本校所有の月形演習林内のトドマツ人工林を対象

とした。なお、樹冠投影図にある●が2014年7月に

巻き枯らし間伐施したトドマツ40本である。

○採取した昆虫はエタノールに浸し、調査

するまで保管した。その後、樹木害虫の

同定および数量調査を実施した。

〇調査結果については2015年と2016年の

樹木害虫の発生量と比較検討した。

昆虫誘引器の設置の様子

≪食材性昆虫の発生は確認されたものの、生立木へ
被害を及ぼすほどの影響はないことが検証できた≫

考察
○トドマツノキクイムシの発生量について経年変化

をみるとは年々減少傾向にあった。理由としては

2017年に巻き枯らし間伐を施した 40本中 32本

が腐朽レベル2 に到達していたため、新しい立枯

れ木や衰弱木を好むトドマツノキクイムシの発生

量が減少したと考えられる。なお、巻き枯らし間伐から３年が経過しても、立

枯れ木への穿孔跡は確認できたが生立木への穿孔の形跡はみられなかった。

○立枯れ木の倒伏調査では倒伏した立枯れ木はみられなかったが、立枯れ木の腐

朽が進んでいることがわかった。

トドマツノキクイムシによる穿孔跡

２ 立枯れ木の倒伏調査
〇2014年に巻き枯らし間伐を 40本のトドマツに施してから４年目を
迎えた現在、誘導された立枯れ木の倒伏状況や腐朽状況について目
視で観察した。

トドマツノキクイムシの発生量の経年変化

２ 立枯れ木の倒伏調査
〇現在の立枯れ木を目視で観察した結果、立枯れ木が葉を落としてい
たり、小枝を落としはじめている等の状況から腐朽が進んでいるこ
とがわかった。巻き枯らし間伐を実施した 40本のうち32本の立枯
れ木が腐朽レベル2２）に移行していた。しかし、倒伏していた立枯
れ木は１本も確認できなかった。

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

枯葉・小枝 あり なし なし なし

大枝 あり あり なし なし

樹皮 変化なし 剥がれ始める ほぼない ほぼない

材の特徴 新鮮 腐朽がやや進行 幹上部・根元部の腐朽 幹全体が腐朽

腐朽レベル

２）腐朽レベル：樹木が腐朽し朽ちるまでの状態を腐朽レベル１か

ら４までの４段階で表したもの

昆虫の選別の様子

1回目の調査期間：2017年 5月11日～ 5月28日(18日間)

2回目の調査期間：2017年 7月12日～ 8月2日(22日間)

穿孔の形跡


