
■ 戦略研究，重点研究および経常研究

　Ⅰ．建築用材の失地回復と加工・流通システムの

　　高度化のための研究開発

 1) 地球温暖化と生産構造の変化に対応できる北海道

農林業の構築（戦略：H21 ～ 25）

　地球温暖化への対応・適応策として，農林業におい

ても生産構造の変化に対応した低コスト・省エネル

ギーなバイオマスの生産・利用方法が求められていま

す。そこで，林業分野において求められている，二酸

化炭素固定能の高い品種や，効率的な二酸化炭素の固

定と排出削減を図る木材生産・利用システムを開発し

ます。

2) 「新たな住まい」と森林資源循環による持続可能な

地域の形成（戦略：H22 ～ 26）

　これまでは産業分野間の繋がりが必ずしも強固では

なかった「森林」と「住まい」を結びつけ，住分野に

おいてこれまで培ってきた技術をベースに，様々な暮

らしのニーズに対応しつつ，さらなる技術的発展を図

るとともに，北海道の豊富な森林資源の管理技術なら

びに住分野での利用拡大を図る技術の開発とシステム

構築によって森林資源の循環利用を促進し，持続的か

つ活力ある地域産業の形成を目指します。

3) カラマツ大径材による建築用材生産技術の検討（重

点：H21 ～ 23）

　今後出材が増加すると見込まれているカラマツの大

径材は，品質や性能の確かな構造用の柱・梁に利用す

ることで，付加価値を向上させることが求められてい

ます。その実現に向けた体制を整えるため，効率的な

製材木取り補助システムと木材の高品質乾燥技術を開

発します。

4) 道内資源の使用量拡大を目指した建材開発と利用

法に関する研究（重点：H21 ～ 23）

　圧縮木材はスギ材を中心に床材等の用途で普及が進

んでいるものの，道内においては未だ生産拠点があり

ません。道産針葉樹材の新たな需要創出に向けた高付

加価値化が求められていることから，新しい木材圧縮

技術を開発するとともに，内装用建材等としての利用

に向けた検討を行います。

5) トドマツ原木の密度計測による水食い材判別技術

の検討（経常：H22 ～ 23）

　トドマツは心材部に「水食い」と称される高含水率

領域を含む部位がしばしば現れるため，乾燥材の生産

現場において水分むらや割れの発生，乾燥時間の長期

化などの問題を抱えています。乾燥効率を向上させる

ために，原木の段階で水食いの発生程度を予測し選別

する技術を検討します。

6) 木材の接着健全性評価技術の検討（経常：H23 ～

25）

　集成材などの積層接着材料の接着性能低下は，接着

層のはく離として発現します。長期優良住宅において

は，集成材の接着健全性についての定期的な点検や劣

化状況に応じた補修が必要ですが，劣化診断法は確立

されていません。そこで，使用中の建築物あるいはリ

フォームの現場において，積層接着材料のはく離を検

出する非破壊的手法を開発するとともに，補修の効果

を検証します。

　Ⅱ．付加価値が高く，安全・安心・快適な木材製

　　品・木質構造物づくりのための研究開発

1) 木製遊具における安全・安心と長寿命化に関する

研究（重点：H22 ～ 24）

　木製遊具で遊ぶ子供の安全性の確保，遊具へ道産材

の利用拡大，木育の推進を図るため，部材交換を容易

林産試験場の 23 年度試験研究を紹介します

  　　企業支援部　普及調整グループ　今井　良

　林産試験場では，平成 23年度に 39 課題（うち新規 14課題，平成 23年 4月末時点）の試験研究に取り組みます。

その内訳は，道の交付金で実施する戦略研究 2 課題，重点研究 5 課題および経常研究 11 課題に加え，国や法人

等の委託や補助金を利用した公募型研究 10 課題，民間企業等との一般共同研究・受託研究 10 課題，道総研に対

する企業等からの寄附金により実施する寄附金活用研究 1 課題となっています。各研究課題の概要は以下のとお

りです。
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にすることで長寿命化を図ったハイブリッド構造遊具

の開発，既存木製遊具の補修方法の開発，および補修

時期を判断するための遊具データベースの構築を行い

ます。

2) 公共建築物の内装木質化を促進する道産木質防火

材料の開発（重点：H23 ～ 25）

　公共建築物のような不特定多数が集まる大規模建築

物では，火災時における人命の安全性確保のため，内

装材料には建築基準法で規定された防火材料の使用が

要求されます。内装の木質化には木質防火材料が必要

になりますが，主要な道産木材であるトドマツ・カラ

マツは防火薬剤の注入性が悪いため，防火材料は製品

化されていません。そこで，道産トドマツ・カラマツ

材を用いて，高品質・低価格な木質防火材料の標準的

な仕様や生産技術を確立し，製品化に向けた生産体制

の構築を目指します。

3) 良質な木造共同住宅のためのローコスト高性能遮

音工法の開発（重点：H23 ～ 25）

　木造共同住宅の床及び壁の遮音性能は多くの入居者

の不満となっており，音環境の改善が求められていま

す。これまで木造共同住宅で実現できなかったローコ

ストな高遮音工法を開発し普及するため，高い評価が

得られていながら木造住宅にはほとんど普及していな

い緩衝系工法に着目して遮音性能向上効果を解明し，

性能予測手法の確立及び工法開発を行います。

4) 積雪寒冷地域における道産木材の耐候性の向上（経

常：H22 ～ 24）

　積雪寒冷地域における道産木材（トドマツ，カラマ

ツ）の耐候性向上に必要な塗装処理方法を明らかにし

ます。また，積雪寒冷地域の影響を考慮した促進劣化

試験方法を検討し，耐候性を短期間で評価可能な技術

を確立します。

5) 長期間の実使用環境下における構造用合板の耐久

性評価（H23 ～ 25）　

　木造住宅に使用された構造用合板とその接合部の長

期性能を把握するために，各種性能を調べるととも

に，性能低下に及ぼす影響因子を明確にすると同時

に，50 年以上の長期使用後の性能低下を推定する手

法についても検討します。

　Ⅲ．森林資源の総合利用の推進のための研究開発

1) バイオガス利用促進に向けたアンモニア揮散抑制

技術の開発（経常：H21 ～ 23）

　家畜糞尿を用いたバイオガスプラントでは，大量に

発生する消化液の貯留時と農地散布時のアンモニアガ

スの揮散が問題となっています。その抑制方法とし

て，吸着効果を有する木質熱処理物の効率的な利用技

術や揮散抑制・土壌改良効果の検討，利用に適した性

状を有する木質熱処理物製造技術の検討を行います。

2) 混練型 WPC の高木質化に向けた複合成形技術の検

討（経常：H22 ～ 23）

　木材とプラスチックを混練成形した材料（混練型

WPC）は，需要が急拡大している新素材ですが，木材

含有率が高くなると成形加工性，耐久性，寸法安定性

などが大きく低下するなどの課題があります。木材含

有率を高めても成形加工性や材料性能を損なわない成

形技術の検討を行い，道内の木質バイオマスを主原料

とした木材含有率の高い混練型 WPC の開発を目指しま

す。

3) 道産広葉樹資源の育成に向けた人工林材の材質調

査（経常：H22 ～ 24）

　広葉樹人工林材の材質，および施業と材質の関係を

明らかにすることにより，既存の広葉樹人工林資源の

有効利用と，持続的に木材利用が可能な広葉樹人工林

施業に向けた基礎資料を作成します。

4) 菌根性きのこ感染苗作出技術の開発（経常：H21

～ 27）

　本州のアカマツ林ではマツタケの林地栽培が行われ

ていますが，発生の実態が明らかになっていません。

道内でマツタケが採取される天然林では，林地栽培の

管理が困難なため，人工林での栽培技術の開発が必要

です。そこで，北海道産マツタケ感染苗作出技術を開

発し，道内人工林でのマツタケ感染苗の移植技術を検

討します。

5) 道産ニュータイプキノコの育成と素材利用に向け

た研究（経常：H23 ～ 25）

　食品加工業等が求める新規需要開拓に適した新たな

素材提案のために，食品機能性や食味性に優れた

「ニュータイプキノコ」を育成し，成分をマップに整

理します。このために野生菌株や迅速な育種手法を用

いて作出した交配菌株から栽培特性の優れた菌株を選

抜し，食味や機能性関連成分を評価するとともに基盤

的栽培技術を開発します。

6) パルプリジェクトを原料とするバイオエタノール

製造に向けた基礎的検討（経常：H23 ～ 25）

　紙パルプ工場で多量に発生している繊維くずである

パルプリジェクトは，薬品処理しやすく，工場でまと

めて集荷できることなどから，バイオエタノール原料

に適していると考えられます。本研究では，パルプリ
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ジェクトを原料としたバイオエタノール製造プロセス

の構築を目的とし，パルプリジェクトの適性評価，糖

化性の向上方法および製造プロセスの検討を行いま

す。

7) 樹皮を原料とするバイオリファイナリーの構築に

向けた基礎的検討（経常：H23 ～ 25）

　樹皮を原料に，樹皮成分を体系的に分離抽出して各

種化学製品へと変換していくバイオリファイナリーの

構築に向けて，その要素技術の蓄積を目的として，樹

皮有用成分の分離抽出および抽出成分の生化学的変換

に関する基礎的検討を行います。

■ 公募型研究

　公募型研究は，各省庁や所管独立行政法人等の委託

や補助金等，各財団の研究助成事業等，競争型研究資

金の公募に応募して採択された場合に実施される研究

です。事業によっては他の研究機関や企業とも連携し

ながら製品開発・技術開発を行います。

1) 動的応答特性を考慮した木材接合部の耐力評価

（H21 ～ 23）

2) フロンティア環境における間伐材利用技術の開発

（H21 ～ 23）

3) 安全・安心な乾燥材生産技術の開発（H21 ～ 23）

4) 近赤外分光法による木質材料の荷重状態の簡易非

破壊評価手法の確立（H22 ～ 23）

5) TOF-NIR デンシトメトリによる新奇木材材質計測

手法の確立（H22 ～ 23）

6) 広帯域分光法による革新的な木材多形質同時測定

装置の開発（H22 ～ 24）

7) 固相抽出法を駆使した木材保存剤の高精度かつ効

率的な定量分析方法の確立（H22 ～ 24）

8) 北海道産人工林材を活用した低コストで高性能な

単板集成材の開発と実用化（H22 ～ 24）

9) 木質熱処理物のイオン交換性およびその金属錯体

の微細構造（H23）

10) 強制腐朽処理接合部における残存耐力の定量評価

に関する研究（H23）

■ 一般共同研究

　一般共同研究は，林産試験場と民間企業等が共同で

製品開発や技術開発を行うための研究です。研究の成

果は，共同研究を行った企業が優先的に使用すること

ができます。また，研究成果により得られる特許等の

知的財産権は北海道立総合研究機構と企業との共有と

なります。

1) 食用きのこによる畜産廃棄物の実用的生物変換技

術の開発（H22 ～ 24）

2) 運動床における木質系床暖房に関する研究（H22

～ 23）

3) ブナシメジ栽培システム高度化のための品種の影

響評価（H23）

4) 床暖房用床材の性能評価（H23）

5) 北海道型木製防護柵の適用拡大に向けた工法開発

と設計情報の構築（H23）

■ 受託研究

　受託研究は，民間企業・団体等からの委託を受けて，

林産試験場が保有する技術蓄積をもとに，企業に代

わって製品開発や技術開発を行う研究です。共同研究

との違いは，民間企業には研究の分担が無く林産試験

場のみで実施すること，研究成果により得られる特許

等の知的財産権は北海道立総合研究機構に帰属するこ

となどがあります。

1) バイオマスエネルギー・化成品生産に向けたヤナ

ギ類優良品種開発におけるクローン間での成分比較

（H22 ～ 24）

2) 木製窓の耐候性向上処理方法の検討（H22 ～ 23）

3) 屋外暴露による木造住宅用接合金物の劣化評価に

関する研究（H22 ～ 24）

4) 木質材料からのアルデヒド類放散特性の解明と安

全性評価（H22 ～ 24）

5) 畜舎の木造化推進に向けた低コスト・高品質な構

造材開発の検討と木造畜舎の経済・環境評価（H22 ～

23）

■ 寄附金活用研究

　寄附金活用研究は，企業等による道総研への寄附金

を活用して行う研究です。寄附金の提供元の意向を尊

重した製品開発・技術開発が基本となりますが，受託

研究との違いとして研究課題の立案段階から全て道総

研で企画することなどがあります。

1) 嗜好品に適した道産キノコの選抜と加工技術の開

発（H22 ～ 24）
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