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Abstract  

In growing onions, it is a problem that the escalation of the cost of 

phosphate fertilizer put a great strain on farming and that excessive 

fertilizing of the chemically synthesized phosphates affects environment. 

In order to solve the problem, we examined the difference of the yield of 

onions by changing the phosphate fertilizers for eco-friendly organic 

fertilizers. As a result, we got more yield in the both cases of 20 and 30 kg 

CPP for Kitamomiji2,000 and Okhotsk222 than 5,500 kg, which is the 

standard yield Hokkaido. This shows that the eco-friendly organic 

fertilizers, which are different from the conventional ones, are more 

effective in growing onions. 

 

Ⅰ 目的 

私たちは高騰するリン酸肥料費による農家の経営の圧迫につ

いて、使用されているリン酸肥料の見直しを行い低コストかつ高

収量なタマネギ栽培が可能であるのかと考え、リン酸肥料の違い

によるタマネギの収量について研究することにした。 

また、環境への配慮も考え有機質肥料を使用することによる収

量への影響を調査することにした 

 

Ⅱ 方法 

①学校圃場で北もみじ２０００,オホーツク２２２の２品種を株

間10cm,畝間30cmで定植した。リン酸肥料は、混合堆肥複合肥料

(CPP)、重過リン酸石灰(TSP)、リン酸アンモニウムを成分量で

10kg,20kg,30kgと無施肥区を乱塊法により設定し、調査した。 

②地域への技術普及を図るため地元のタマネギ農家2軒の圃場で

CPPとTSPを10a当たり10kg施肥し、調査した。 
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Ⅲ 結果 

３種類の肥料の 10a 当たりの収量を比較すると北もみじ２０

００の CPP20kg 区、30kg 区、TSP30kg 区とオホーツク２２２の

TSP20kg区、30kg区が北海道の標準収量の5,500kgを超えた。肥

料費は 2,569 円増加したが、農業所得は慣行栽培より 111,376

円多くなるという結果が出た。 

 生産者圃場では北海道標準収量の5,500kgを超えたが慣行栽

培の収量を超えることはできなかった。 

 

Ⅳ 考察 

CPPとTSPが北海道の標準収量を超えたことから、従来使用さ

れていたリン酸アンモニウムよりも収量が多くなることがわか

り、リン酸肥料を変えても栽培に利用可能であることが考えられ

る。 

また、生産者圃場では学校圃場において一番収量が多かった

CPPとTSPを本校と同様に施肥し、比較することが必要だと考え

られる。 

有機質肥料である CPP を使用しても収量は減少しなかったた

め、有機質肥料は栽培に利用可能であると考えられる。 

 

Ⅴ 結論 

①オホーツク２２２と北もみじ２０００のCPP区とTSP区が共に

北海道標準収量の5,500kgを超えることが出来た。 

②リン酸肥料の種類を変えても農業所得は増加する可能性があ

り、栽培に十分利用可能であることが分かった。 
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表１ 北もみじ２０００（10a当たり）収量 
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北海道標準収量の5,500kg 
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材料および方法

背景・目的

現在岩見沢市のタマネギ農家はリン酸を過剰に施肥し
ている。リン酸の価格は年々上昇してきており価格面で
も生産者を苦しめている。そこで従来から使用している
リン酸肥料の見直しを行い、地力の回復とかつ高収量な
タマネギ栽培が可能か検証した。

課題

これまでの研究をもとに次の２つを課題とした。

①有機質を混合したリン酸肥料を使用しても標準収量

を超える栽培が可能であるのか。

②生産現場にリン酸減肥栽培に関する技術普及をする。

試験品種：２品種（北もみじ2000、オホーツク222）

使用肥料：混合堆肥複合肥料（CPP）

重過リン酸石灰（TSP）

試験区施肥：学校圃場

①CPP10kg ②CPP20kg

③CPP30kg ④TSP10kg（対照区）

生産者圃場

⑤CPP10kg ⑥TSP10kg

実践項目：

１ 学校圃場での施肥量が異なる試験区による収量・品

質への調査

２ 生産者圃場での試験栽培と慣行栽培の比較

結果

１ 学校圃場の10ａ当たりの収量を比較すると北もみじ
2000のリン酸20㎏区と30㎏区が北海道標準収量を
超えた。オホーツク222は北海道標準収量を超える
ことはできなかった。だが2品種とも20㎏区の収量
が一番多い結果となった。（表1）

２ 学校圃場で一番収量が多かった北もみじ2000の20㎏
区と生産者の慣行栽培を比較するとリン酸肥料23.6
㎏の削減、肥料費は2,569円増加したが農業所得は
111,376円となった。このことから経営的、環境的
にも負担の少ない結果となった。（表２～４）

３ 生産者圃場で施肥したリン酸肥料の収量は２軒の生
産者で北海道標準収量の5,500kgを超えたが、生産
者がもともと行っていた慣行栽培の収量を超えるこ
とはできなかった。このことから色々な改善点が見
つかった。（表５）

指定番号２５０１

平成29年度

環境と調和したタマネギ栽培に関する研究

帯広畜産大学との共同研究

②これからも生産者と協力して生産者圃場での研究
を継続して行う必要があることが分かった。

①有機質を混合した肥料によるタマネギ栽培
の実用性を見出すことができた。

北もみじ2000 オホーツク222

表１ 岩農圃場での収量
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表５ 生産者圃場での栽培試験
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糞が及ぼす不食過繁地 PartⅡ 

Study on the Dung Patches in the Pasture PartⅡ 
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Abstract : We wondered why thick grass couid not be eaten in the pasture 

by cows,and began to research on the reasons.We examined the 

differences of the amount of nitrate-state ni-torogen between in dung 

pathes and non-dung ones. As a result,we have found that the reasons are 

related not to the content of nitrate-state nitrogen but to the odors and the 

appearances of the dung patches. 

Ⅰ 目的 

私達は,なぜ糞がある場所の草は食べられないのか疑問を持

ち，平成28年度より調査を実施し，牧草の栄養分調査の違いに

ついて調査を行ってきた。今年度の調査目標は,①糞の臭いが与

える，採食量の調査②不食地と被食地の硝酸態窒素量の違いにつ

いての調査を実施した。 

Ⅱ 方法 

 不食過繁地調査区A・B・C・D・Eの5カ所と被食地1・2・

3区の計8カ所を設置，7月から9月までの週2回,不食過繁地

の草丈調査をした。次に,調査区のそれぞれの土壌と,それ以外の

被食地の土壌を採取し,土壌成分を調査した。また,調査区の牧草

成分とそれ以外の牧草成分を調査した。土壌および牧草の成分

調査に関しては, 作物体総合分析装置（吸光光度計）を使用し硝

酸態窒素量を調査した。まず，土壌成分の調査方法は①濾液1ml

をﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰを使用し，蒸留水10mlを試験管に入れる。②吸光

光度計で測定。牧草成分の調査では，薄めた牧草抽出液を同じ

く，吸光光度計で測定した。 

 

Ⅲ 結果 

標準的なイネ科牧草の硝酸態窒素量は，0.01～0.05％であるが，

放牧地の全体の窒素成分量が低く，土壌全般的に栄養成分が不足

している結果となりました。 

 その中でも，やはり不食地の牧草では，被食地と比較して，硝

酸態窒素は約2倍と多く含まれていることが，分かりました。（グ

ラフ1） 

 続いて，土壌成分ですが，土壌の質によっても，成分は大きく

異なりますが，岩見沢農業の放牧地のように重粘土の放牧地でも，  
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標準値でも5mg/100gに対して，岩見沢農業高校の放牧地では，そ

の1/10の窒素量（グラフ2）しかなく，土壌改良の必要性を感じ

ました。が，土壌の質によっても，成分は大きく異なるが,岩見沢

農業の放牧地のように重粘土の放牧地であっても，標準値で

5mg/100gに対して，岩見沢農業高校の放牧地では，その 1/10の

窒素量（グラフ2）しかなく，土壌改良の必要性を感じた。 

Ⅳ 考察 

糞のある場所は，硝酸態窒素が過剰になり，牧草は青々と繁茂

しているが，牛は苦みを感じ草を食べないと考えていたが，本校

放牧地の土壌及び，牧草の硝酸態窒素量は，極めて低く，一般の

牧草地と比較すると，普段牛が食べている牧草と比較しても，非

常に低いため，今回の実験においては，硝酸態窒素量と食草の関

係は，ないと考えられる。次に考えられることは，臭いの関係と

見た目の関係が食草に関連すると考えられる。 

Ⅴ 結論 

自然環境下での実験であるため，毎年の天候によって，データ

は大きく変わっていくと考えられる。その為に単年度データだけ

では，結論に結びつけるのではなく，複数年，データを蓄積して

いく必要があると考えている。 

牛の視覚・味覚・嗅覚について学び，牧草の味が悪いために,牛

が草を食べないのか,臭いがするから,食べないのか調査していく

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（グラフ1）          （グラフ2） 

 

Ⅵ 参考文献 

北海道農業入門 新規就農者向けﾃｷｽﾄ  

北海道農政部編 

畜産 実教出版 

酪農大百科 ﾃﾞｰﾘｨﾏﾝ社 

 

Ⅶ キーワード 

不食過繁地 放牧地 牧草 

 

 



１序論

北海道岩見沢農業高等学校 畜産科学科
東大世・髙坂泰地・小林涼・鈴木海・虎谷優花・成田千哉

指導教員 新堂龍二・齋藤克幸・山口靖司・佐々木章晴・稲井圭一

２方法

目的

放牧場において、牧草にもかかわらず、採食されてい
ない草があった。この牧草が採食されない原因を追求し、

放牧地の無駄を無くし、牧草の生産性を向上させる。

背景

放牧場では牛が毎日きれいに草を食んでいるが,所々に
採食されていない草があることに気がついた。この草は,
決して雑草とは違い,普段から牛が好んで食んでいる草の
種類と同じである。この草の周りを調査すると牛の糞が
あった。しかし、草は青々と茂り色も深緑の濃い草であ
り、糞の臭いも感じられない。なぜ、この草が採食され
ないのか疑問に感じ調査した。

目標
①糞の臭いが及ぼす採食量調査

②不食地と被食地の硝酸体窒素量の違いについての調査

仮説
牛は糞の臭いで不食過繁地

の草を食べない

（写真１：不食過繁地風景）

４まとめ

３結果

結論

指定番号２５０１

平成2９年度

不食過繁地調査区A･B･C･D･Eの5カ所と臭いの実験

を行うために糞のない調査区１･２･３の３カ所設置し
て比較する｡7月から9月までの週２回,不食過繁地の草
丈を調査し､調査結果から平均値を求め,放牧地にある,
糞の数を数え,放牧地全体の不食過繁地の面積を求めた。
次に,調査区とそれ以外の牧草と土壌を採取し成分調査
した。臭いの実験ではジョウロの中に三分の一程度の
糞を入れその後水を９割程入れ混ぜて液体を作る｡ 成
分調査は調査区Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅの５カ所とそれ以外の
５カ所の牧草と土壌を採取し、土壌･作物体総合分析装
置を使用して成分を調査した。

（写真2：不食過繁地調査） ↑

（写真3：土壌･作物体総分析装置）

酪農学園大学（循環農学類）との共同研究

放牧地における不食過繁地発生原因についての研究 ＰａｒｔⅡ

放牧前の草丈と比べどの区にもばらつきがあるが、
放牧前の平均を計ると被食地は平均28㎝、不食地は
平均32㎝となった。5週目では被食地の平均は14㎝、
不食地では平均31㎝と約２倍の草丈の差になった。
この結果から、やはり、糞のある場所では牧草は採
食されないことが分かった。

土壌も牧草も糞のある不食地の方が硝酸体窒素量が
多いという結果になった。
標準的なイネ科牧草の硝酸体窒素量は0.01~0.05％で
あるが、放牧地全体の硝酸体窒素量が欠乏している。
その中でも、不食地の牧草では、被食地と比較して、
硝酸体窒素は約２倍と多く含まれているが標準値と比
べ少ないため、実験において硝酸体窒素と牧草に関係
はないと考えられる。

これらの実験を通して、臭いと見た目の関係が牧草
に関連すると思われる。また、自然環境下での実験の
ため単年度データだけではなく複数年のデータを蓄積
していく必要がある。

課題
•糞自体そのものに含まれる成分を調べる。
•放牧地にどれだけの肥料を撒けば欠乏している部分を
補えるか調べ栄養の偏っていない牧草を生育させる。

調査区 1 2 3 a ｂ ｃ ｄ e 平均

1週目 23 36 28 29 36 15 22 28 27

2週目 17 26 19 36 21 24 28 37 26

3週目 16 19 10 33 20 17 28 32 22

4週目 16 20 17 25 30 19 30 28 23

5週目 13 14 16 27 23 19 27 29 21
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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

おける細菌叢，形態変化および有機酸に関する研究 

Adding hay particles increase eye formation in Emmental type cheese  

川本あすか 菅井理央 壽崎未由生 

KAWAMOTO Asuka SUGAI Rio SUZAKI Miyuu 

Abstract  

Propionic acid bacteria form cheese eyes in Emmental cheese.  

However, in recent years, eye formation has been poor in the cheese we 

produce in our factory.  A paper in Switzerland says that propionic acid 

bacteria live in hay and adding hay particles promote eye formation in the 

cheese.  We tried to prove this research.  In our research, we compared 

each kind of organic acids, bacteria, and each area of cheese eyes among 

the three samples which include 1 mg, 2 mg and 4 mg of hay particles. 

I 目的 

 近年，本校で製造されたエメンタールタイプチーズのチーズア

イが空かないことに悩まされていた。そこで本実験では，エメン

タールタイプチーズを用い，仮説として牧草粉末を添加するとチ

ーズアイが安定・形成するのではないか 2)とし，牧草の添加量を

変え，有機酸とプロピオン酸を含む各菌量，穴の面積を調査した。 

II 方法 

 有機酸はHPLC法で，紫外線-逆相吸着高速クロマトグラフィ

ー用いた。プロピオン酸菌量はqPCRでチーズ試料からDNAを

抽出し，定量的ポリメラーゼ連鎖反応により測定した。試験区1

は牧草4 mg，試験区2は牧草2 mg，試験区3は牧草1 mgとした。   

III 結果 

 有機酸では，チーズの内部の乳酸値が試験区 3で 9.86 %と低

く，試験区2・3は差が見られなかった。一方，プロピオン酸は

試験区3で4.87 %と高く，試験区 1・2は差が見られなかった。

各菌量では，試験区1のプロピオン酸菌量が高く，試験区2が低

い結果となった。 

IV 考察 

エメンタールタイプチーズの熟成においてプロピオン酸菌が，

乳酸を代謝しプロピオン酸と CO2を生成し，チーズアイが形成

する 1)。そこに牧草を添加することで，牧草がプロピオン酸菌の

生息地となり，チーズアイが安定し，より穴が開く。試験区 1

では，牧草を4 mgと試験区の中で最も多く入れたため，プロピ

オン酸菌の生息地が分散され穴の量は多いが，穴の大きさは小さ

かった。試験区2は，全体のチーズの面積に占める穴の面積の値

が最も高く，組織もきれいだった。試験区3では乳酸値が低く，

プロピオン酸値が高く，穴が小さく亀裂が入っている。これは，

高温熟成内温度が異常上昇したため，タンパク質分解の強い乳酸

菌が増殖した。その結果，チーズ内部の物性が悪くなり，不安定

なチーズアイや亀裂が生じた。 

所属 食品科学科 3年 SSH 

指導者 教諭 渡部哲哉 松本賢 小川浩由 久井野の子 
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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。また，試験区3は熟成温度上昇の影響で組織の形成が悪くな

ることがわかった。よって，試験区1は穴が小さく，試験区3は

チーズ内部の物性が悪かったことから，試験区2の組織やチーズ

アイの形成が良いと考えた。 

VI 参考文献 

1) SWISS CHEESE 

2) Mechanism and control of the eye formation in cheese 

3）現代チーズ学 

4）新説チーズ科学 

5）チーズを科学する 

VII キーワード エメンタールタイプチーズ チーズアイ 

牧草 有機酸 4 mg 2 mg 1 mg プロピオン酸菌 乳酸菌

HPLC法 qPCR 温度 

 

 

 

 

リンゴ酸 乳酸 プロピオン酸 酪酸

Inner-試験区1 2.64 13.79 4.44 15.67

Outer-試験区1 5.29 16.02 4.07 9.78

Inner-試験区2 5.55 14.00 3.75 12.48

Outer-試験区2 5.25 12.22 3.77 11.59

Inner-試験区3 4.59 9.86 4.87 15.38

Outer-試験区3 4.60 14.45 4.33 13.54

 

0

2

4

6

8

10
各試験区のプロピオン酸菌量 log(cfu/g) 

各試験区の有機酸量(mg/g) 

各試験区のチーズ全体に対する穴の面積(%) 

■: Inner  □: Outer 
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平成29年度

試験区1→4 mg(4月に製造）
試験区2→2 mg(5月に製造）
試験区3→1 mg(6月に製造）

序論

実験

エメンタールタイプチーズの各実験結果

結論

まとめ

目的
「牧草粉末を添加するとエメンタール

タイプチーズのチーズアイが安定・形成
するのではないか」という仮説を元に調
査・研究を行った

背景
本校で製造したエメンタールタイプチー

ズを用い，試験区を牧草添加量4 mg,2 mg,1 

mgとし，有機酸・プロピオン酸菌量・乳酸
菌量・チーズアイの面積を調査した

○有機酸(HPLC法)

遠心分離にかけた上清を利用し，紫外線検出-逆相
吸着高速液体クロマトグラフィー（通称:液クロ）に
よりリンゴ酸，乳酸，プロピオン酸，酪酸を測定

○プロピオン酸菌量(qPCR法)

遠心分離にかけた沈さからDNAを採取するために，自
動核酸抽出装置を用いて測定
そのDNAを定量的ポリメラーゼ連鎖反応を用いて測定

○チーズアイの面積測定(Image J)

各試験区の断面を撮影・直径を測定
Image Jを用い，穴の外側を点線で囲み，それらを数

値化しMicrosoft® Excelでデータ処理を行った

乳酸(mg/g) プロピオン酸(mg/g)

プロピオン酸菌量log(cfu/g) チーズアイの面積(%)

1＝試験区1 2＝試験区2 3＝試験区3

・牧草を添加したことで，チーズアイが形成された

・試験区3は，高温熟成内温度の異常上昇により，タンパ
ク質分解の強い乳酸菌が増殖しチーズ内部の物性が悪く
なり，不安定なチーズアイや亀裂が生じた

・試験区1は，プロピオン酸菌による異常発酵が起き，
チーズ内部に縦，横亀裂が生じた

・試験区2は，組織もきれいで全体に対してのチーズアイ
の面積が最も高くバランスが良い

今回の結果として，試験区2が良いと
判断した。今後は，よりチーズアイの
安定・形成化を目指し，まだ立証され
ていない牧草添加量3 mgを研究材料に
加え，比較実験を行いたい

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
における細菌叢，形態変化および有機酸に関する研究
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赤色光ＬＥＤを用いたオンシツコナジラミの 

忌避法の研究 

The research on the repelling method of 

 greenhouse whiteflies using red light LED. 

 

石脇菜摘 松永理花  

ISHIWAKI Natsumi  MATSUNAGA Rika    

 

Abstract : 

 We confirmed that color of yellow which attracts greenhouse 

whiteflies, is most effective. Moreover, we also confirmed the 

color which is ineffective for attracting greenhouse whiteflies. 

This year, we used red that was ineffective for attraction and 

experimented whether repellent effect would appear. Because 

greenhouse whiteflies can not be attracted to color of red is due 

to the idea that it recognizes the red color and has the property 

of avoiding them.  

 

Ⅰ 目的 

 総合的生物多様性管理(IBM)の観点を重視し, 化学的防

除法を用いないオンシツコナジラミの忌避法・防除法を模

索し,物理的防除法による新たな忌避法・防除法を構築す

る。 

 

Ⅱ 方法 

 昨年までの研究で,オンシツコナジラミは黄色に走行性

を示すことを立証した。その中でも国際照度委員会(CIE)

の規定するＬ*・a*・ｂ*色空間のうち b*の値が高い色彩

に最も走行性を示すことを確認した。また,走行性を示さ

ない色彩(赤・青・白・黒)も確認できた。 

 本年度は、オンシツコナジラミの走行性を利用した誘引

とは逆の発想にて,昨年度の研究で走行性を示さなかった

色彩を用いた忌避法の研究に観点を置き、赤色に特化した

研究を行った。 

 150㎡のビニールハウス内(アルストロメリア)に慣行

区,試験区を設置した。試験区には７Ｗの赤色光ＬＥＤを

0.75m間隔で３球,1.5m高で設置し 24時間連続照射した。

試験区・慣行区の面積は共に３㎡である。これは植物体の

アルストロメリアに寄生するオンシツコナジラミを赤色

光ＬＥＤ照射によって忌避効果を検証するものである。 

オンシツコナジラミの捕獲・カウントは黄色誘引プレー

トを用いた。植物体(アルストロメリア)生長点付近に 10 

所属 生活科学科 ３年 SSH班 

指導教員 生活科学科 教諭  管 直美  

指導実習助手 長屋 慎一 櫻井 健太 

指導助言者 酪農学園大学 教授 佐々木 均  

cm×10㎝サイズのプレートを１枚設置(粘着剤を塗布)

し,24hr毎に回収を行った。 

 ６月 30日から 10月６日までの 15週間、赤色光の効果

について検証を行った。 

 

Ⅲ 結果 

 誘引プレートを用いた捕獲調査では,慣行区では 45 匹、

試験区では 26匹の結果(15週間合計)であった。しかし,

調査後半の９月下旬に,慣行区と同様捕獲数が増加した。 

 

Ⅳ 考察 

 今回の研究では赤色光ＬＥＤ照射を 24時間連続照射と

したが,オンシツコナジラミの行動は、太陽光(光)と密接

な関係があり,夜間の行動は緩慢であることから,夜間の

照射がどの様な効果をもたらしたのかは不鮮明である。今

後は,昼夜に分け調査を行う必要性がある。 

 

Ⅴ 結論 

  赤色はオンシツコナジラミの忌避に一定の効果があ

ると考えられる。次年度以降は,植物体上部からの照射

だけではなく,オンシツコナジラミが寄生する植物体の

葉裏に直接照射できるよう下部からの照射も行う。また,

今回の研究では赤色光ＬＥＤの効果を黄色誘引プレー

トにて捕獲したオンシツコナジラミのカウントで行っ

たが,走行性を利用した捕獲ではなく,他の捕獲方法を

検討しなければならない。 

 

Ⅵ 参考文献 

  アフリカ昆虫学への招待(2007) 京都大学学術出版会 

 (佐々木均 日髙敏隆 大崎直太 ら) 

 昆虫生態学 朝倉出版(藤崎憲治 大串隆之 ら) 

 

Ⅶ キーワード 

 オンシツコナジラミ ＩＢＭ 物理的防除法  

 赤色光ＬＥＤ アルストロメリア 

 

     図１ オンシツコナジラミ捕獲数 
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赤色光LEDを用いたオンシツコナジラミの忌避法の研究

序論

方法

＜オンシツコナジラミとは＞ 結果

考察・結論

目的
総合的生物多様性管理(IBM)の観点に立ち、

化学的防除法を用いない忌避法・防除法を模
索し、新たな忌避法・防除法を構築する。

《オンシツコナジラミが赤色波長に反応し、植物
体への寄生行動に変化を示すかを検証する》

背景
★ 化学的防除法は害虫を全て駆除するという
概念が大きい。

★ 総合的生物多様性管理(IBM)の観点である、
必要数のみの駆除を行うことで、オンシツコ
ナジラミという種の保存にも心掛ける。

酪農学園大学との共同研究

・温帯域に生息する

・体長1～2ｍｍ

・黄色みがかった体に
ワックス様の4枚の翅

【 】
甘露と呼ばれる排泄物
を生み出し、スス病な
どの被害をもたらす

6月30日から10月6日まで15週間の調査を実施
した。誘引プレートを用い捕獲を行ったが、慣行
区45匹に対し、試験区は26匹となった。
しかし、調査後半に慣行区同様、試験区におい

て誘引数が増加した。

1 黄色誘引プレート（24時間設置）

粘着剤を塗布

2 試験区と慣行区を設置
(1)試験区

60㎝×250㎝ アルストロメリア栽培圃場
に赤色光LEDを設置(70㎝間隔×3球)
調査期間は24時間照射(赤色 約630nm)
植物体の上部より赤色光LEDを照射

(2)慣行区
試験区と同一品種

(アルストロメリア)内に
設置。

3 調査
(1) 試験区・慣行区共に黄色・赤色誘引プレー
トを地上高60～100㎝の位置に一枚ずつ設置。
24時間設置後回収。

(2) 10㎝×10㎝の面積で捕獲されたオンシツコ
ナジラミをカウント。

サイズ 10㎝×10㎝

試験区内でのオンシツコナジラミ密度抑制効果
が表れたことから、赤色光LEDの効果が立証でき
た。次年度は、上部からの照射に加え、下部から
の照射も行う。

Fig.1 Trialeurodes vaporariorum

Fig.2 誘引資材

Fig.3 試験区(赤色光LED照射)

Fig.4 慣行区・試験区誘引数

Greenhouse 
Whitefly
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融雪水導入による土壌熱採熱の高効率化のための基礎研究 

Fundamental researches of improve the efficiency during soil 

temperature utilization 

 

 

堂田 龍大 

DODA Ryudai 

Abstract : 

From last year's research, we found the possibility to penetrate 

snowmelt water through the sand layer to the soil heat absorbing tube 

and to improve the efficiency during soil temperature utilization. We 

made a simple device, to investigate the effect of water content and 

saturation of soil around the underground heat absorbing tube on thermal 

conductivity and experimented with this.  

 

Ⅰ 目的 

 これまで私たちは空気を熱交換流体として,深さ 2m 程度の浅

層土壌熱を地上へ取り出し利用するための研究を続けてきた。同

様に本校で取り組んでいる雪冷熱活用技術研究における雪山か

らの融雪水に着目,採熱地下配管部への導入により高効率化を図

ることを目的とし,採熱配管部周辺の土壌の状態が採熱に与える

影響を含水比,飽和度と熱伝導の特性から検討する。 

 

Ⅱ 方法 

① 土壌内温度の測定機器および測定の方法 

 熱源には熱湯を用い,データロガー付き温度計（おんどとり

TR-71 シリーズ）のセンサー部を長さ 50cm,直径 6mmの銅管に

封入し土壌内に差し入れることができるようにした。実験方法

は,80℃の熱湯を2リットル,直径10cm,深さ40cmに掘った穴に満

たし熱源とする。その熱源から5cm間隔でセンサーを配置し,そ

れぞれの地点における温度の経時変化を測定記録した。また含水

比wは炉乾燥法(JIS A 1203)により算出した。 

②予備実験 

 まず熱源による温度影響範囲を調べるために,熱源から5cm間

隔で 8 点にセンサーを設置し測定,熱源投入からすべての点の温

度が1℃以内の範囲に収束するまで5min間隔で記録した。 

③砂の熱伝導特性 

 予備実験の結果より温度影響範囲は 25cm 以内とし,熱源から

5cm 間隔で 6 点にセンサーを設置。試料は標準的な砂を用いて,

乾燥砂(w= 0.00％ Sr=0.00%),湿潤砂(w= 6.95％ Sr=28.86%),飽

和砂(w=23.30％ Sr=96.60%)の3つの含水状態を再現した。 

 

Ⅲ 結果 

①土壌内温度の測定機器 

 測定機器とその設置状況は図のとおりである。 

②予備実験 

 熱源より 25cm までは,熱源投入後に温度上昇がみられる

が,30cm,35cmでは,温度変動がほぼ見られなかった。 

③砂の熱伝導特性 

 10cm 点では熱源投入後,徐々に温度上昇が始まるが,温度上昇

のピークに達した時間は乾燥砂で195min,湿潤砂で40min,飽和砂

で 65min となっており,温度上昇幅は乾燥砂で 7.9℃,湿潤砂で

13.3℃,飽和砂で 7.2℃となった。また各点の温度が 1℃未満の温

度差に収束するまでに要した時間は乾燥砂で 1435min,湿潤砂で

940min,飽和砂で465minとなった。 

 

Ⅳ 考察 

 熱源が恒温ではないため定常状態を再現できないが,各点のピ

ーク時間と収束までに要する時間を比較することによってある

程度傾向を示す結果が得られたと考えられる。仮説として熱橋効

果により飽和度の上昇にともなって熱伝導性が高まっていくと

考えていたが,実験結果では飽和砂の熱伝導性が湿潤砂よりも低

かった。乾燥砂のピーク時間,収束時間が湿潤砂および飽和砂と

比較してきわめて長かったことから,飽和度の増加が土の熱伝導

率を高めることが確認できた。 

 

Ⅴ 結論 

 融雪水によって,採熱配管周囲を湿潤または飽和状態に保つこ

とで,熱交換効率が高まると予測できる。この点で重要なのは融

雪水が砂層を浸透中に温度が上昇,土壌温度と同等になったとし

ても,熱伝導性の上昇による高効率化が見込めることである。 

 

Ⅵ 参考文献 

1)土木学会論文集Vol.70「含水した砂質土の熱応答性に関する実
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方式」伊藤 實・易 佑林 
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融雪水導入による土壌熱採熱の高効率化のための基礎研究

序論

北海道岩見沢農業高等学校 農業土木工学科
堂田 龍大

指導教員 阿部善史・笠井祐二

方法

結果

考察・結論

指定番号２５０１

平成28年度

考 察
仮説として熱橋効果により飽和度Srの上昇にともなって熱伝導性が

高まっていくと考えていたが、乾燥砂のピーク時間,各点の収束時間が
湿潤砂および飽和砂と比較してきわめて長かったことから,
→含水比の増加が土の熱伝導性を高めることが確認できた。
また、砂と原位置での測定を比較することにより,

→シルト質細粒土も砂と同じような特徴を見ることができたが,砂に較べ
て熱伝導性が低い結果となった。

目 的
本校で長年取り組んでいる、「雪冷熱」および「地中熱」利用技術
を複合的に用い、夏季の土壌熱利用時の高効率化を図るため、
地下採熱配管部周辺の土壌の状態が採熱に与える影響を、飽和
度と熱伝導性の関係から検討する。

背 景
現在、さまざまな新エネルギー
技術の確立が求められているが、
生来的な欠点として「エネルギー
密度の低さ」があげられる。エネ
ルギー源として有効に活用する
ためには、さまざまなリソースを
複合的に用いることが必要とな
る。

吸気

吹出し
雪山

融雪水の浸透

地中熱利用システム採熱地下配管部

砂
層

G.L.

土壌内温度の測定機器および測定の方法
熱源には熱湯を用い,測定機器はデータロガー付き温度計（おん
どとりTR-71シリーズ）,センサー部を長さ50cm,直径6mmの銅管に
封入し土壌内に差し入れることができるようにした。
実験方法は,80℃の熱湯を2リットル,直径10cm, 40cmの深さに
掘った土壌中の穴に満たし熱源とする。その熱源から0cm,5cm・・・
と5cm間隔でセンサーを配置し,それぞれの地点における温度の経
時的変化を測定記録した。

熱源

5cm5cm

断熱材

センサー

ロガー

G.L.

予備実験
熱源による温度影響範囲の大きさを調べるために,熱源から0cm, 

5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm, 35cmの8点にセンサーを設

置し温度変化を測定した。測定は熱源投入からすべての点の温
度が1℃以内の範囲に収束するまで5min間隔で記録した。

砂の熱伝導特性
予備実験の結果より温度影響範囲は25cm以内とし,熱源から

0cm, 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cmの6点にセンサーを設置するこ
ととした。試料は標準的な砂を用いて,乾燥砂,湿潤砂,飽和砂の3
つの含水状態を再現し,各状態における各地点の温度変化を測定
した。また含水状態を再現するために室内実験とし,十分な深さと
直径を持つ容器に試料を充填し実験を行った。

原位置での測定
同様の方法で,本校内の地中

熱利用システム実験施設におけ
る土壌で実験を行った。原地盤
の土質はシルト質細粒土（礫混
じり）である。
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間隙比 e 0.65
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飽和砂
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予備実験
熱源より0cm, 5cm, 10cm,15cm, 

20cm, 25cm までは,熱源投入後に温
度上昇がみられるが,30cm, 35cmでは
,0minから各点の温度が収束する
1000minまで,温度変動が見られない。

砂の熱伝導特性
熱源から0cm点は

計測開始後すぐに温
度低下が始まってい
る。そして各点の温度
上昇のピークを見ると
時間の経過とともに
徐々に遠い点に向け
て熱が伝わっている
ことが分かる。

～土の状態の算定式

含水比 w=(ms/mw)*100(%)

ms:試料の乾燥質量(g)

mw:試料の湿潤質量(g)

土粒子の密度 ρs=2.7(g/cm3)

間隙比 e=1.0

飽和度 Sr=(w*ρs)/(e*ρw)

水の密度 ρw=1.000(g/cm3)

原位置での測定
5cm点のピークに達

した時間はw=46.00%で
250min,w=54.97%で
205minとなった。また

砂による予備実験と同
様,30cm点ではほとん

ど熱源の影響を受けて
いないことがわかる。
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結 論
融雪水を砂層を通して地下の採熱配管まで導き,配管周囲を湿

潤または飽和状態に保つことで熱伝導性の上昇による採熱の高
効率化を図ることができると考えられる。

乾燥砂 湿潤砂 飽和砂

含水比 (%) 0.00 6.95 23.30

飽和度 (%) 0.00 28.86 96.80

10cm点におけるピーク温度に達する時間 (min) 195 40 65

温度上昇 (℃) 7.9 13.3 7.2

1℃未満の温度差に収束する時間 (min) 1435 940 465
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トドマツにおける剥皮率の違いが 

樹勢に与える影響についての調査研究 

Surveys and Research on the Influence of Tree Vigor 

by the Different Ratio of Decorticating for Todo Fir 

 

一條 幸一・伊並 広志郎・河合 純佳・山内 龍輔 

ICHIJO Koichi・INAMI Koshiro 

KAWAI Sumika・YAMAUCHI Ryusuke 

 

Abstract : 

We compared some patterns of different ratio of decorticating in order 

to examine the effects on girdling for Todo fir.  As a result, Todo fir kept 

growing for more than one and a half years after decorting, if the 

decortication had within 80% ratio of decorticating in circumference of 

the tree.  Also, if the decortication had more than 95% ratio of 

decorticating, the tree vigor of Todo fir got weaker. 

 

Ⅰ 目的 

発表者らは，トドマツ人工林における巻き枯らし間伐の効果に

ついてこれまで若干の知見を得てきた。しかし，その効果を定量

評価するためには更なるケーススタディの積み重ねが不可欠と

なる。そこで，本研究では巻き枯らし間伐の手法である環状剥皮

の効果について調査を進めることとした。具体的には，トドマツ

を立枯れ木へ誘導できる剥皮の境界（剥皮の割合）を検証するこ

とを目的とした。 

 

Ⅱ 方法 

トドマツ人工林内にある樹木直径がおおよそ20cmのトドマツ

を対象として剥皮率（樹木円周に対する剥皮した割合）の異なる

パターンを複数用意し，その後のトドマツの状態変化を観察する

こととした。なお，樹木樹皮の剥皮は樹木の外樹皮，内樹皮およ

び形成層を，剥皮率に合わせナタを用いて剥いでいる。剥皮率の

パターンだが，2016年5月に実施した剥皮率20%，40％，60％，

80％および100％の5パターンに，2017年は剥皮率90％，95％，

100％を新たに加えた合計8パターンで比較した。 

また，合わせてトドマツにおける樹木直径の成長具合も評価す

ることとした。調査は剥皮率の異なる8パターンに，剥皮してい

ないパターンを加えた合計9パターンを対象とし，デンドロメー

タを用いて定期的に樹木直径を測定した。 

 

Ⅲ 結果 

2016 年に実施した剥皮率の異なるトドマツの状態をみると，

剥皮率20％，40％，60％および80％のパターンでは，1年半以 

 

所属 森林科学科3年 森林立地環境班 

指導教員 森林科学科 教諭 持田和寿 

実習担任教諭 吉田良徳 

指導助言者 北海道大学 教授 柿澤宏昭 

北海道立林業試験場 研究主任 小野寺賢介 

上経った今でも全く変化がなく樹勢の衰えもみられなかった。な

お，同じく 2016年に実施した剥皮率 100％のパターンは，2016

年10月（剥皮から約6ヶ月）に落葉して以来の樹勢の衰えはな

かった。一方，2017 年に加えた 3 パターンでは，剥皮から約 4

ヶ月後に剥皮率95％と100％で徐々に落葉がはじまった。そして，

約6ヶ月後には樹勢の衰えが進行し完全に落葉した。なお，剥皮

率90％のパターンは約6ヶ月経っても変化はみられなかった。 

また，デンドロメータによる樹木直径を測定した結果，剥皮し

ていないパターンは春から夏にかけて徐々に成長し，夏には盛ん

となって秋に緩やかになるといった傾向を示しており，その成長

とほぼ同様の傾向を示したのは，剥皮率20％，40％，60％，80％

および90％の5パターンであった（図(a)）。それ以外のパターン

をみると，2016年に実施した剥皮率100％は落葉した以降の成長

は一切なく，2017年に実施した剥皮率 95％と 100％のパターン

では徐々に落葉がはじまったあたりから成長がとまっているこ

とがわかった（図(b)）。 

 

Ⅳ 考察 

 トドマツを対象として剥皮率の違いが樹勢に与える影響をそ

れぞれのパターンで比較した結果，剥皮率95％と100％のパター

ンで葉に変化がみられた。このことから，剥皮した部分を境に樹

木の上部と下部が 95％以上遮断されることで養分や成長ホルモ

ンの循環が阻害されたと考えられる。その根拠として，剥皮率

95％以上のパターンでは葉に影響が確認できた後の樹木直径の

成長がみられなかった。 

 

Ⅴ 結論 

以上より，トドマツを対象とした場合，樹木円周の 80％程度

までの剥皮であれば1年半以上経っても状態変化はなく，現段階

では成長し続けることがわかった。また，トドマツの樹勢が弱ま

るのは樹木円周のおおよそ 95％以上剥皮したときであることが

検証できた。 

 

Ⅵ 参考文献 

 坂井理紀他「トドマツ人工林における巻き枯らし間伐の効果に

ついての調査・研究」 石田直樹他「トドマツ人工林における巻

き枯らし間伐の効果についての調査・研究（Ⅲ）」 他 
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図 剥皮率の違いによる樹木直径の成長量 
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○樹勢が弱まるのは樹木円周のおおよそ95％以上剥皮した
ときである。

○樹皮が最低でも円周の20％程度残っている場合、約18ヶ
月が経った状態でも樹木の樹勢は弱まらない。だが、今
後衰える可能性もあるため継続調査が必要である。

トドマツにおける剥皮率の違いが樹勢に与える影響についての調査研究

序論

北海道岩見沢農業高等学校 森林科学科
一條幸一・伊並広志郎・河合純佳・山内龍輔
指導教員 持田和寿・吉田良徳

材料および方法

目的
１ 樹木樹皮の剥皮率 １）の違いによるトドマツの樹勢状況を

把握し、環状剥皮 ２）の効果について把握する。

≪剥皮率の異なる1年目および2年目の樹木の樹勢状況を検証≫

２ 剥皮後のトドマツの成長具合を把握し、樹木における剥皮

の影響について理解する。

≪樹木直径を定期的に測定して成長量の違いを検証≫

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

結論

１）剥皮率：樹木円周に対する樹皮を剥がした割合。

２）環状剥皮：樹木の外樹皮、内樹皮および形成層を一周に渡り剥

がすこと。

３）巻き枯らし間伐：樹木を伐倒せずに立枯れ木として誘導して林

内の光環境を整える間伐。風倒被害を防ぐ等の効果もある。

背景
☆巻き枯らし間伐 ３）をトドマツに施すと立枯れ木に誘導でき

ることは証明された。だが、その効果を定量評価するために

は環状剥皮についての理解や効果を把握する必要がある。

≪トドマツの場合、環状剥皮することで確実に立枯れ
木に誘導できることや、剥皮しても樹勢が衰えてい
ないものは正常に成長することが検証できた。≫

調査・実験方法

１ 剥皮率の異なる樹木の樹勢状況調査
○本校所有の北海道月形演習林内にあるトドマツ人工林で、樹木直径

がおおよそ 20cmのトドマツを対象として剥皮率の異なるパターン

を複数用意し、そのあとの状態変化を観察することとした。

○2016年5月に実施した剥皮率20％、40％、60％、80％、100％の

5パターンは今年も経過観察することとした。

○2017年 5月に剥

皮率 90％、95％

および100％の 3

パターンを新たに

加え、 2016年に

実施した5 パター

ンと合わせて合計

8 パターンを対象

に比較を行なった。

２ 剥皮率の異なる樹木の成長量調査
○剥皮率の異なる 8パターンに、剥皮してい

ないパターンを加えた合計 9パターンを対

象とし、デンドロメータ４)を用いて定期的

に樹木直径（胸高 1.3m位置）を測定した。

なお、対象としたトドマツは54年生である。

剥皮率 20％ 剥皮率 40％ 剥皮率 60％ 剥皮率 80％ 剥皮率100％
【剥皮率の異なるトドマツの剥皮パターン(2016年)】

剥皮率 90％ 剥皮率 95％ 剥皮率100％

【剥皮率の異なるトドマツの剥皮パターン(2017年)】

４）デンドロメータ：樹木直径を 0.01cm単位まで測定できるもの

で、目盛のあるプラスチック製のテープにバネが付いており、

樹木直径の肥大に合わせて目盛が可動する仕組み。

デンドロメータ

１剥皮率の異なる樹木の樹勢状況調査
○2016年に実施した剥皮率20％、40％、60％および80％の 4パター
ンは約 18ヶ月が経過した時点で変化がみられなかった。なお、剥皮
率100％は2016年10月の段階で完全に落葉している。

【トドマツの約18ヶ月後の状態変化】

剥皮率40％ 剥皮率60％ 剥皮率80％ 剥皮率100％剥皮率20％

○2017年5月に実施した
３パターンを目視でみ
ると、約 4ヶ月後に剥
皮率95％と100％のみ
が徐々に落葉をはじめ
た（目視観察）。

○その後、剥皮してから
約 6ヶ月には、剥皮率
95％と100％のパター
ンは完全に落葉し、立
枯れ木として誘導され
た（目視観察）。しか
し、剥皮率90％は変化がみられなかった。

○剥皮した部分を境に樹木の上部と下部が95％以上遮断されることで
養分や成長ホルモンの循環が阻害されたと考えられる。
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（ c ）剥皮していない樹木と異なる傾向を示したパターン

２剥皮率の異なる樹木の成長量調査
○剥皮していないパターンと同様の傾向を示
したのは、剥皮率20％、40％、60％、80
％、90％の5パターンだった。

○剥皮率 95％ 、100％のパターンでは徐々
に落葉したあたりから成長が止まった。

○2016年に実施した剥皮率 100％は落葉し
た以降の成長は一切なかった。

○目視で樹勢の変化がみられない場合、成長
し続けることがわかった。
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結果および考察

(b)剥皮していないパターンと同様の傾向 (c)剥皮していないパターンと異なる傾向

【トドマツの約6ヶ月後の状態変化】
剥皮率90％ 剥皮率95％ 剥皮率100％


