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芦別市の伐採地における昆虫の多様性調査
Investigation of insect diversity on a clear-cut stand 
in Ashibetsu, Hokkaido

北海道で広葉樹林に多いセンチコガネ
 that is abundant in broad-

leaved forest in Hokkaido

チーム長（生物多様性担当） Team Leader ( Biodiversity )

森林管理と生物多様性の関係や、外来種が生物多様性に与える影響を研究しています。

The team studies on relationships between forest management and biodiversity, and inf luences of alien species for biodiversity.

Phelotrupes laevistriatus

そこにあるけれども利用されてこなかった材の活用
To utilize of unused timber

木の持つ特性を生活に取り入れる
To adopt a characteristic of timber to daily life

チーム長（林業振興担当） Team Leader ( Forestry Development )

地域社会の発展に向けて林業を活用できるように、林業やそれを取り巻く社会・経済構造を調べ、どの様な方策が可能であるか
検討します。

The team studies how forestry contribute to developing social welfare.

地掻きによる土壌表層の削剥（右側）
Reduction of soil surface by scarification (Right side)

林業機械走行による土壌圧密
Soil compaction by forestry machine traffic

チーム長（北方林生態環境担当） Team Leader ( Forest ecology and  environment )

北海道における森林の持続的管理に資するために、土壌を含めた森林生態環境の評価に関する研究を行っています

The  team  studies  concerning  the  assessment  of  forest  ecology  and  environment  including  soil  to  contribute  to  the  sustainable  
management  of  forest  in  Hokkaido.



日本で多様性が高い有用植物のキイチゴ類
Diverse and useful raspberries (the genus           ) 

絶滅危惧種ハナノキの日本最大の自生地
The largest population of an endangered tree

チーム長（生態遺伝担当） Team Leader ( Ecological Genetics )

森林生物多様性の保全と利用に資するため、遺伝解析を通じ、日本列島の森林樹木種の多様性の成り立ちやその歴史的変遷、希
少樹種の保全に関する研究を行っています。 

The team studies the origin and the historical development of forest tree species, and the conservation of endangered trees based on 
genetic analysis, to contribute to conservation and use of forest biodiversity. 

木材収穫の生産性調査 
Investigation of productivity of wood harvesting 

木質チップの生産性調査
Measuring of productivity of wood chip

チーム長（林業機械担当） Team Leader ( Forest Machinery )

林業の機械化、効率化を目指した研究開発や、木質バイオマスのチップ化についての研究をしています。 

The team studies on mechanization and improvement of productivity for forestry, and productivity of a wood chipper. 

ニレ心材部からの樹液流出
Slime flux from elm  heart wood 

サクラ類のこぶ病に対する光誘導抵抗性
Light induced resistance to bacterial galls of cherry trees

チーム長（樹木病態生態担当） Team Leader ( Tree Pathophysiology )

病理学と生理学の手法を駆使して、樹木類における微生物病原による病気の発生とストレス応答機構の研究を行っています。得ら
れた知見を活用することで、病害や環境ストレスに強い樹木の育成と管理が可能になります。

The team studies on mechanism of disease occurrence by microbial pathogen and stress response in trees with pathological and 
physiological methods. By using the obtained knowledge, development and management of trees that are resistant to disease and 
environmental stress can be achieved. 

Acer pycnanthum Rubus



寒地環境保全研究グループ Cold Region Environment Conservation Group

寒冷地の森林における水や二酸化炭素などの物質移動量（フラックス）を調べ、地球温暖化などの環境変動、台風などによる自然
攪乱や人為攪乱による森林の変化が森林－大気間の相互作用や森林流域の水収支に与える影響について研究しています。

The group studies the interaction between the forest and the atmosphere, the inf luence of global warming, and disturbance on water 
and carbon budgets by the continuous observation of f lux and hydrological survey in the cold region.

フラックス観測タワー（札幌森林気象試験地）
Flux observation tower at Sapporo forest 
meteorology reseach site

量水堰（定山渓森林理水試験地）
Gauging weir at Jozankei experimental watershed 

全天写真による林床の光環境の測定
Hemispherical image to estimate sunlight conditions 
for young trees on the forest floor 

コナラの酵素タンパク質における遺伝子多型の検出（上）
とカラマツのDNA塩基配列の解析 
Detection of allozyme polymorphism in oak (upper) , and 
the DNA sequence of a microsatellite for larch (lower) 

森林育成研究グループ Forest Dynamics and Diversity Group 

樹木の成長や繁殖、種子や稚幼樹について、生態や遺伝の立場からその仕組みを調べたり、遺伝子・種・群落の多様性を調べるこ
とで、増殖・保育などの造林技術の向上を図り、森林を持続的に育成・保全・利用していくための研究を行っています。 

The group studies the growth, breeding system, and population dynamics of trees in view of ecology and genetics. Results of 
biodiversity measures are applied to conservation and sustainable forest management in boreal and cool-temperate forests.  

植物土壌系研究グループ Soil-Plant Ecosystem Group 

森林資源を適切に利用するため、また、地球温暖化や酸性雨などの環境変動が森林生態系に及ぼす影響を予測するために、光、
水、温度などの環境条件に対する樹木の反応の研究や、森林土壌の諸特性と土壌に出入りする物質の研究を行っています。 

The group studies the ecophysiology of tree species, the characteristics of forest soils, and the nutrient cycling in soil in order to 
manage the forest resources and to estimate the environmental impact on soil-plant ecosystems. 

カラマツ葉の二酸化炭素吸収能力の測定
Measurement of photosynthetic rate for larch 

土壌炭素蓄積量の調査 
Investigation of soil carbon stock 



北海道の原生林に生息するカミキリムシ
（エゾハイイロハナカミキリ） 
Saproxylic beetle in primary forests in Hokkaido
(Rhagium heyrovskyi)

自動撮影カメラで撮影されたＧＰＳ首輪を
装着したエゾシカ 
        deer with GPS collar taken by trail camera

森林生物研究グループ Woodland Bioecology Group

森林管理と生物多様性の関係や、外来種が生物多様性に与える影響を研究しています。

The team studies on relationships between forest management and biodiversity, and inf luences of alien species for biodiversity. 

北方林管理研究グループ Northern Forest Management Group 

冷涼な地域に広がる北方林の管理、経営に関する開発、研究を行っています。
 （１）空間情報を活用したきめ細かな森林管理技術の開発
 （２）森林環境の保全、林業・木材産業の発展に関わる社会経済的諸問題の調査研究 
The group aims to contribute toward the management of cool temperate forest. 
(1) Development of forest management technology using spatial information
(2) Researches on social and economical problems relating to the conservation of forest environment and the development of forestry 
and forest industry 

航空機Lidarデータを用いた羊ヶ丘実験林における
台風被害とその後の推移
Typhoon disturbance and transition of the Hitsujigaoka 
experimental forest using Airborne Lidar Data

フェラーバンチャを用いた冬の造材作業 
Logging in winter using a feller buncher 

Sika



広　報　活　動

■一般公開 ■森林講座

■研究成果発表会 ■シンンポジウム

■標本館
開館日：平日（月～金）のみ　　　開館時間：９時～１６時（１２時〜１３時を除く）
休館日：土、日、祝・祭日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）

羊ヶ丘ジオラマ

材鑑標本

■刊行物
北海道支所年報（年１回発行・電子版のみ）
北の森だより（年２回発行） 
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