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事業の概要
近年、
森林の多面的な機能の持続的な発揮に対する期待がますます高まってきています。
これらに応えるためには
森林整備の過程から生産される木材を、
従来からの用途である紙や製材、
合板等に加工するほか、
熱分解や化学加工
により新たな機能を付加したり、
バイオマスエネルギーとして利用するなど、
多様な利用を進めていく必要がありま
す。
このような要請に対応して、
木材関連産業を支援する試験研究と技術の普及の方針を明らかにするために、
林産
試験場では平成 15 年 3月に「林産試験場中長期ビジョン」を改訂しました。
このビジョンでは、次の3つの基本目標を掲げており、平成15年度からはこれに沿った試験研究を進めて行くこ
ととしています。
Ⅰ 木質材料の需要拡大を図る技術開発
Ⅱ 木質資源の有効利用を図る技術開発
Ⅲ 木材産業等の体質強化を図る技術開発
また、今後3～5年間に行おうとする研究について、より具体的な方向性を示した「中長期ビジョン推進計画」を
平成16年3月に策定し、産業界等からのニーズに迅速に対応した研究を進めています。
なお、
普及活動を更に充実させるため、
地域ごとの特徴的な課題について積極的なニーズ把握と研究の実施、
成果
の移転と改善点の把握という、研究・普及のサイクルを確実にしていく取り組みも進めています。

試験研究成果の概要
平成 15 年度は、新規課題 32、継続課題 21 の計 53 課題の試験研究に取り組みました。これらの内、木材業界、行
政からの強い要望に関する重点研究は8課題、民間企業との共同研究は15課題、民間企業からの受託研究は6課題お
よび国から補助を受けた研究は3課題でした。
以下に課題の一覧を示します。
項

目

研究 期間 、担 当科

掲載
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I 木質 材料 ・木 質構 造 物の 性能 向上 技術 の開 発
1 木質 材料 ・木 質構 造物 の性 能向 上技 術の 開発
1 道 産エ ンジ ニア ード ウッ ドの 新た な利 用技 術の
開発
2 鋼 板添 え板 接合 工法 の開 発
3 高 度の 難燃 性能 を有 する 木質 系防 火材 料の 開発
4 木 造軸 組工 法に よる 寒地 仕様 準耐 火構 造外 壁の
開発
5 イ ンサ イジ ング に替 わる 難注 入性 道産 材へ の薬
液含 浸技 術の 開発
2 多様 な分 野に おけ る木 材利 用技 術の 開発
1 カ ラマ ツ堆 肥舎 の管 理基 準の 検討
2 木 質系 舗装 資材 と太 陽エ ネル ギー の高 度利 用に
よる 消融 雪支 援シ ステ ムの 開発
3 意 匠性 を付 与し た木 製オ ーバ ード アの 開発
4 ユ ニバ ーサ ルデ ザイ ンに 配慮 した バイ オト イレ
のデ ザイ ン開 発

工藤 主研 ･加工 科･構造 性能
科･接 着塗 装科
14～15 構造 性能 科
重点 領域 特別 研究 14～15 防火 性能 科・ 接着 塗装 科
重点 領域 特別 研究 14～15

受託 研究
民間 共同 研究

5 道 産材 を用 いた 公共 学校 施設 用家 具の 開発

8
9

14～16 防火 性能 科・ 構造 性能 科

10

13～15 化学 加工 科

11

重点 領域 特別 研究 15～16
民間 共同 研究

7

田口 主研 ・構 造性 能科 ・製 材
乾燥 科

15～16 性能 開発 科・ 機械 科
15

加工 科・ 防火 性能 科

12
13
14

14～15 デザ イン 科
15

デザ イン 科・ 経営 科・ 加工
科・ 機械 科

15

3 木質 材料 への 新た な機 能性 付与 技術 の開 発
1 電 子写 真印 刷技 術を 用い た木 材の 粉体 塗装 に関
する 研究
2 圧 密化 木材 を用 いた 床暖 房用 フロ ーリ ング およ
び床 仕様 の検 討
3 木 質系 ・合 成高 分子 系廃 棄物 の高 度利 用に 関す
る研 究
4 熱 処理 によ る木 質複 合化 材料 製造 技術 の開 発
5 導 電性 物質 を利 用し た発 熱合 板の 開発 と木 質系
暖房 用製 品へ の応 用
4 木質 材料 の性 能評 価と マニ ュア ルの 充実
1 間 伐材 等を 利用 した 土木 構造 物の 仕様 基準 の開
発
2 シ ック ハウ ス対 策と して の特 定の 木質 建材 に関
する 化学 物質 の放 散特 性の 解明
3 分 子生 物学 的手 法を 用い た腐 朽判 定技 術の 開発
4 防 腐処 理木 材に 含ま れる 薬剤 成分 の分 析手 法の
確立
5 木 材か らの 香り が作 業能 率に 与え る影 響

民間 共同 研究
民間 共同 研究
民間 共同 研究

14～15 接着 塗装 科
15

性能 開発 科・ 構造 性能 科・ 加
工科 ・田 口主 研

15～16 化学 加工 科・ 成形 科

15～17 化学 加工 科・ 合板 科・ 成形 科
合板 科・ デザ イン 科・ 技術
外部 資金 活用 研究 15～17
係・ 田口 主研 ・高 谷技 術 部長
森泉 主研 ・耐 朽性 能科 ・構 造
性能 科・ 加工 科・ 植杉 ＳＰ
梅原 主研 ・性 能開 発科 ・合 板
外部 資金 活用 研究 14～16
科・ 接着 塗装 科
14～17 耐朽 性能 科・ 品種 開発 科
重点 領域 特別 研究 13～15

受託 研究
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16

15

17
18

19
20
21

耐朽 性能 科

22

15～16 性能 開発 科・ 合板 科

23
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6 ハ イブ リッ ドカ ラマ ツの 利用 およ び用 途適 性評
価
7 ト ドマ ツ育 種種 苗の 普及 率向 上を 目指 した 材質
検定
8 二 酸化 炭素 固定 能の 高い カラ マツ 類の 品種 開発
9 木 炭・ 珪藻 土系 複合 成形 物の 窒素 酸化 物分 解能
測定 方法 に関 する 研究
10 多孔 性調 湿 材料 のガ ス吸 脱着 特性 の検 討
11 カラ マツ 間伐 材 を有 効活 用した 乾燥 複合 構 造材
の性 能評 価
II 木質 資源 の有 効利 用を 図る 技術 開発

民間 共同 研究

14～15 材質 科・ 製材 乾燥 科

24

15～16 材質 科

25

重点 領域 特別 研究 15～17 材質 科

26

民間 共同 研究

15

化学 加工 科・ 成形 科

受託 研究

15

化学 加工 科

受託 研究

15

加工 科

27

1 森林 バイ オマ スの 物理 ・化 学・ 微生 物学 的利 用技 術の 開発
1 木 質系 バイ オマ スの サー マル リサ イク ルに 関す
る研 究
2 木 質炭 化物 を用 いた ＶＯ Ｃ低 減方 法の 開発
3 イ チゴ 高設 ・長 期ど り栽 培シ ステ ムの 実用 化
4 流 木等 木質 廃棄 物の 改質 技術 の開 発
5 モ バイ ルコ ンポ スタ ーの 開発

物性 利用 科・ 機械 科・ 成形
科・ 防火 性能 科
受託 研究
15
物性 利用 科・ 梅原 主研
重点 領域 特別 研究 13～15 成分 利用 科
成分 利用 科・ 再生 利用 科・ 機
14～16
械科 ・成 形科・植 杉Ｓ Ｐ
成分 利用 科・ 再生 利用 科・ 化
重点 領域 特別 研究 15～16 学加 工科 ・機 械科・成 形科 ・
生産 技術 科・ 植杉 ＳＰ
15～17

28
29
30
31
32

2 木質 廃棄 物の リサ イク ル技 術の 開発
1 木 質系 廃棄 物中 に含 まれ る塗 料お よび 接着 剤の
溶脱 と生 分解 性の 解明
2 家 屋解 体に よっ て発 生す るＣ ＣＡ 処理 木材 の分
別方 法の 検討
3 釘 付き 廃木 材の 加工 に関 する 要素 技術 の開 発
4 万 能型 釘抜 き装 置の 開発
III 木 材産 業等 の体 質強 化を 図る 技術 開発

14～17 接着 塗装 科・耐朽 性能 科

33

重点 領域 特別 研究 15～16 再生 利用 科・耐朽 性能 科

34

民間 共同 研究
民間 共同 研究

35
36

14～15 機械 科
14～15 機械 科

1 多様 化す るニ ーズ に対 応し た木 質材 料等 の新 製品 の開 発
1 新 たな 指針 に対 応し た低 ＶＯ Ｃ家 具の 製造 技術
の確 立
2 接 着剤 を使 用し ない 接合 方法 を用 いた 木質 系パ
ネル の検 討

中小 企業 庁補 助事
業

3 外 付け 木製 ルー バーの開 発

民間 共同 研究

4 針 葉樹 人工 林材 を用 いた建築 用材 企業 化促 進

15

梅原 主研 ・合 板科・性 能開 発
科・ 接着 塗装 科・ 成形 科

37

15

性能 開発 科・構造 性能 科

38

機械 科・ 金森 主研・加 工科 ・
接着 塗装 科・防火 性能 科
経営 科・ 製材 乾燥 科・ 合板
15～16
科・ 普及 課
15～16

39
40

2 製造 技術 の改善 ・ 開発
1 製 材業 にお ける 生産 ・販 売管 理シ ステ ムの 実用
化
2 ト ドマ ツ平 角材の高 温乾 燥試 験
3 蒸 気式 乾燥 装置 に取 り付 ける 整流 板の 開発
4 非 ホル ムア ルデ ヒド 系接 着剤 を使 用し た合 板の
製造 技術 とそ の性 能
5 針 葉樹 合板 の接 着不 良に 関わ る単 板性 質の 影響
6 小 径間 伐材 と建 築解 体材 を原 料と した ＳＰ Ｂお
よび 構造 用Ｍ ＤＦの検 討
7 製 材業 の在 庫お よび リー ドタ イム (納期 )の 現状
分析 と改 善策の検 討
3 きの この 栽培 技術 と新 品種 の開 発

15
民間 共同 研究

受託 研究
民間 共同 研究

1 未 利用 副産 物を 活用 した きの こ栽 培技 術の 開発
2 食 用菌 の生 理的 機能の利 用に 関す る研 究
民間 共同 研究
3 菌 床栽 培に おけ るシ イタ ケの 機能 性付 与技 術の
開発
4 き のこ 道産 品種 の食 味性 向上 技術の検 討
5 針 葉樹 おが 粉の 利用 に適 した 道産 品種 の育 成
6 食 品機 能性 の高 いタ モギ タケ の開 発
民間 共同 研究
7 ナ ラタ ケ属 きの この 原木 栽培
民間 共同 研究
主任 研究 員は 主研 、主 任林 業専 門技 術員 はSPと略 記し まし た。
企業 等の 要望 によ り、 一部 公表 でき ない 成果 があ りま す。
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製材 乾燥 科・ 経営 科

41

15～16 製材 乾燥 科
15
製材 乾燥 科

42

15～16 合板 科

43

15

合板 科

15～17 成形 科・経営 科

44

15～16 経営 科・ 製材 乾燥 科

45

11～15 品種 開発 科・生産 技術 科
11～15 品種 開発 科

46

14～16 品種 開発 科
13～15
14～16
15～16
15～16

生産 技術 科
生産 技術 科・ 森Ｓ Ｐ
生産 技術 科・ 森Ｓ Ｐ
生産 技術 科・ 森Ｓ Ｐ

47
48
49

