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普及・技術支援等の概要
法人化に伴う組織変更でこれまで企画部門と普及部門を担ってきた企画指導部は，企業等への積極支援を第
一義に，企業支援部に改編され，研究成果の普及や企業等に対する技術支援に取り組みました。
○重点的な普及を図った成果
北海道型木製ガードレール，内装用準不燃タモ材，道産 I 形梁，CNC 木工旋盤，ヤナギバイオエタノール，
色彩浮造り合板など。
○木製ガードレール設置見学会
林産試験場の敷地内に北海道型木製ガードレールを設置するにあたり，見学会を実施しました。参加数は
関係者を含め約 70 名でした。
○展示会等への出展などによる普及
北洋銀行ものづくりテクノフェア，ジャパンホームショー，ビジネスエキスポ，住宅リフォームフェアほか。
○外部団体等への協力・連携
外部機関等が木材利用の普及などを図るために行う施設整備やイベント開催において，その目的に合わせ
たコーディネートや展示物の作成などの協力を行っています。22 年度については，札幌市の円山動物園に
おける木質バイオマス展示への協力や，全国木材産業振興大会展示における林産試験場開発製品の展示物作
成などを行いました。
また，上川地域水平連携協議会や NPO 健康セーフティーネットなどの団体において賛同できる活動に対し，
積極的な協力を行いました。
○テクニカルノート「木材乾燥」の改訂（監修）
テクニカルノート木材乾燥（基礎編改訂版 1985，実務編改訂版）の後継書として，内容の吟味，原稿の
作成など，監修することにより，改訂新版として北海道林産技術普及協会から発行されました。

「研究・普及サイクルのシステムづくり」事業
本事業は多様化・高度化する地域の技術ニーズに的確かつ迅速に対応し，木材産業の自立的経営と健全な発
展を目的として道の組織時代に開始された事業です。当場では，道内各地域への研究成果の技術移転，および
要望に沿った研究展開において，最も実効力があり重要な取り組みと位置付け，普及指導の根幹に据えて実施
しています。
具体的には，林産試験場が各地域に出向き，その地域の「フロントランナー企業」を中心に巡回訪問して直
接的に当場の研究成果や保有技術を紹介するとともに，各企業が抱える課題や研究要望を聞き取っています。
平成 22 年度は，昨年度に引き続き対象圏域を限らずに企業巡回訪問を行い，述べ 26 日間，延べ 63 の団体
等に対し成果普及や技術課題・研究要望調査を行いました。
企業巡回訪問のほか，住宅部材として製材の乾燥精度に対する要求が厳しい状況や，各企業の乾燥技術者が
研修を受ける機会が少ない状況を鑑み，林産試験場が各地に出向いて乾燥技術を講習する「木材乾燥技術セミ
ナー」を，本事業の一環として実施しました（詳細は，後述の「行事等による成果普及」を参照）。また，経営者・
現場担当者を交えた学習会や意見交換会を行っています。
事業実施に際しては，道（総合）振興局林務課，森づくりセンターと，企業情報や地域課題・解決策等を共
有し，連携を図っています。
このようなかたちで継続的な技術支援や共同研究等への発展を図ることで，地域課題の解決に向けた総合的
なフォローアップを実施しています。
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○講習会等の行事開催による普及
・木材乾燥技術セミナー
・「間伐の効用をあらためて考える」（林業試験場主催）

研究成果発表会
研究成果発表会として，広く研究成果を発表する場として行う「北海道森づくり研究成果発表会（木材利用
部門）」と，行政施策等への反映を図るため行政機関等を対象に行う「林業・林産試験場研究成果発表会」と
の二本立てで開催しました。
また，「北海道森づくり研究成果発表会（森林整備部門）
」（平成 23 年 4 月 14 日（木）札幌市）でも，林業
関係者を対象に当場の研究成果を展示発表しました。
○平成 23 年北海道森づくり研究成果発表会（木材利用部門）
平成 22 年度の研究成果を中心に広く発表する場として，次のとおり開催しました。
この発表会は，平成 5 年度から林産試験場が行ってきた ｢ 林産試験場研究成果発表会 ｣ を平成 16 年度から
上記名称に変更し，全道の各振興局林務課や森林室，森林管理局，市町村，企業，団体等からの発表を募り，
木材をはじめ森林資源の利用技術について広く情報交換・交流する場として開催しています。
日

時：平成 23 年 4 月 21 日（木）10:10 ～ 16:20

場

所：旭川市民文化会館

小ホール，展示室（旭川市 7 条通 9 丁目）

参加者数：271 名
① 口頭発表
＜木材利用の活動報告＞座長：水産林務部森林環境局森林活用課総括普及指導員兼主幹
森の見える家づくりについて

今田

空知総合振興局森林室

トドマツ無垢構造材「夢来」

秀樹

服部

聡

上川地域水平連携協議会

上島

信彦

公共施設への地域材利用促進に向けた取組

釧路総合振興局森林室

河村

哲夫

十勝産カラマツの住宅利用に向けた取組

十勝総合振興局森林室

法島

直人

技術部生産技術グループ

大橋

義徳

( 株 ) サトウ

松永

秀司

澤田

哲則

＜道産建築用材の需要拡大＞座長：技術部長

斎藤

直人

道産カラマツを用いた 2 × 4 用製材の開発

道産針葉樹を用いた圧縮木質内装材の生産技術ならびに表面加工技術の開発
技術部製品開発グループ
＜安全・安心・快適な高付加価値製品の開発＞座長：性能部長
公共建築物等の内装に使用する防火木材について
安心安全な木製ハイブリッド遊具の開発
＜森林資源の総合利用＞座長：利用部長

菊地

前田

典昭

性能部耐久・構造グループ
性能部居住環境グループ

河原﨑 政行
小林

裕昇

伸一

きのこ生産地で発生する副産物を活用する

利用部微生物グループ

木材を農業用培土として利用する

原田

陽

利用部バイオマスグループ

関

一人

性能部耐久・構造グループ

東

智則

性能部耐久・構造グループ

野田

康信

能部居住環境グループ

朝倉

靖弘

② 展示発表
腐朽菌の DNA 情報を利用して木質構造物を守る
道産材 3 層パネルの構造用途開発
床下換気によるシックスクール対策
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新しい木材グレーディング装置開発の試み

利用部マテリアルグループ

藤本

高明

住宅に道産木製品を使ったときの経済効果は？

利用部マテリアルグループ

古俣

寛隆

米山

彰造

アンチエイジング製品に利用できる道産キノコの開発について
利用部微生物グループ
木質ペレットの品質管理マニュアルをつくりました

利用部バイオマスグループ

山田

敦

カラマツ材を効率的に利用することで経営収支はどのように変化するのか
利用部バイオマスグループ

石川

佳生

伊藤

洋一

もっとたくさんカラマツの柱を使えるようにするために～製材・乾燥技術について～
技術部生産技術グループ
ナラ突き板を用いた木質材料の変色およびその防止について

技術部生産技術グループ

平林

靖

わん曲集成材を用いた新製品開発

技術部生産技術グループ

松本

和茂

高性能な純国産Ｉ形梁の開発

技術部生産技術グループ

大橋

義徳

性能部耐久・構造グループ

戸田

正彦

技術部生産技術グループ

大橋

義徳

トドマツ水食い材の選別技術

技術部製品開発グループ

近藤

佳秀

CNC 木工旋盤の商品化「3D ターニングマシン」

技術部製品開発グループ

橋本

裕之

国産単板積層材を用いた新しい厚板壁構造の開発

色彩浮造り合板の技術移転

技術部製品開発グループ

松本

久美子

( 有 ) 杏和建具・( 有 ) Ｙ・ＩＭＡＧＩＮＥ
CCA 処理木材から CCA 成分の除去方法の検討
未搬出間伐材（切捨間伐）を活用した木製排水管

企業支援部普及調整グループ

山崎

亨史

オホーツク総合振興局西部森林室

渡辺

和美

下川町森林組合

武田

茂樹

道南スギの利用促進への取組

渡島総合振興局西部森林室

地域材を利用したカラマツ住宅の促進

坂下

日高振興局森林室平取事務所
日高振興局森林室平取事務所

渡

國井

勉
一男

清嗣郎

（森林整備部門での林産試験場の展示発表）
技術部

流木の処理・活用に向けて
北海道に「マツタケ山」をつくろう

利用部微生物グループ

斎藤

直人

宜寿次

盛生

○平成 22 年度林業・林産試験場研究成果発表会
林業試験場及び林産試験場の研究成果の積極的な活用を図るため，行政機関等が取り組む施策・事業の効果
的，効率的な推進に寄与しうる知見等を紹介する場としての行政向けプレゼンを，次のとおり開催しました。
日

時：平成 22 年 8 月 30 日（月）13:30 ～ 16:00

場

所：第 2 水産ビル

8BC 会議室（札幌市中央区北 3 条西 7 丁目 1 番地）

参加者数：66 名
＜口頭発表によるプレゼン＞
北海道型木製ガードレール（ビスタガード）の活用に向けて
企業支援部普及調整グループ

今井

良

檜山

亮

資源作物としてのヤナギの利用可能性－バイオエタノール化を中心とした検討－
利用部バイオマスグループ
海岸林造成地の不成績要因とその改善法
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大径材に対応したカラマツ細り表

森林研究本部企画調整部企画課企画グループ

山田

健四

カラマツの施業と材質－間伐率のちがいで材質に差がでるのか？－
利用部バイオマスグループ

安久津

久

北海道版カラマツ収穫予測ソフトのバージョンアップ－素材生産，二酸化炭素固定予測機能の追加
と材質予測の可能性－

林業試験場森林資源部経営グループ

八坂

通泰

行事等による成果普及
研究成果発表会のほかに，各種行事の開催や参加により研究成果の普及に取り組みました。
行事等の開催による普及
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行事等への参加による普及
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木材利用の理解を図る普及（イベント協力等）
林産試験場で開発した製品や技術を知ってもらうと同時に，木材のやさしさ，あたたかさ，木材を使った創
作の楽しさなどを理解してもらう機会として，以下の展示会やイベント等に参加・協力しました。また，総合
振興局・振興局や振興局森林室ほか各種団体が主催したイベント等に林産試験場の開発製品，パネル等を貸し
出しました。
出展協力した展示会・イベントの概要
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このほか，NHK ラジオ「おはようもぎたてラジオ便『北海道森物語』」に出演し，道民に対して木材利用増
進に向けた森林・林産研究の必要性等について理解を求めました。
放送のタイトル等は次のとおりです。
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「おはようもぎたてラジオ便」
：NHK ラジオ第１，月～金の 7:50 前後に約 5 分間放送。『北海道森物語』は第 2・
第 4 火曜日の放送。林産試験場は第 4 火曜日に出演しています。

木のグランドフェア
平成 4 年度から ( 社 ) 北海道林産技術普及協会との共催により林産試験場内で行っていたイベントは，平成
6 年度から「木のグランドフェア」と改称されました。木のグランドフェアは，一般道民の木製品に対する理
解の向上と木材の利用拡大を目的に，「木と暮らしの情報館」とログハウス「木路歩来（ころぽっくる）」を活
用した地域貢献事業として実施しています。
平成 22 年度の「第 19 回木のグランドフェア」は，以下の内容で 7 月 24 日 ( 土 ) から 10 月 15 日 ( 金 ) ま
で開催し，期間中の入場者は約 6,000 人でした。
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研究業績等の発表
林産試験場の研究業績等は，研究発表会ならびに林産試験場報や林産試だより，その他の刊行物で公表され
ています。
1）研究発表会
学会およびその他の発表会等で発表したものは次のとおりです（外部機関が筆頭のものは含まず）
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2）刊行物等で発表した研究業績等（平成 22 年 4 月～ 23 年 3 月掲載）
林産試験場報は 540 号を発行しました。
林産試験場報およびその他の刊行物へ投稿したものは次のとおりです（一部外部機関が筆頭のものを含む）
。
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↢‛ഠൻࠍฃߌߚ࿖↥㊎⪲᮸ߩᱷሽᒝᐲ ㇺᄢቇ㧕◭ἑޓ૫ਯ㧘㧔ᨋ↥⹜㛎
ᕈ⢻ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔ߘߩ㧕↢‛ഠൻ᧚ߩ ႐㧕ޓḩ▸㧘㊁↰ޓᐽା㧘㧔ንጊ
⋵ㄘᨋ᳓↥✚วᛛⴚࡦ࠲ᧁ᧚⎇
❗ᒝᐲ․ᕈ
ⓥᚲ㧕ᩙፒޓብ㧘㧔੩ㇺᄢቇ㧕ศ
㧘ዊ᧻ޓᐘᐔ㧘㧔ᄢಽᄢቇ㧕
ᱜᢥ
↪ᷣߺဳᨒ↪ว᧼ࠍᵴ↪ߒߚౣ↢ว᧼ ฎ↰⋥ޓਯ㧘ᯅᧄޓਯ㧘ᐔᨋ
ߩ㐿⊒
㕏㧘㧔ർᶏᄢቇ㧕ᐔޓථ㇢
Ꮞ㗡⸒⺖ޟ㗴ࠍ⸳ቯߔࠆߣ߁ߎߣޠ
ᵻޓቯ⟤
ᢪ⮮ੱ⋥ޓ㧘ᷡ㊁ޓᣂ৻㧘ฎୀޓኡ
ᶏጯᵹᧁߦ߅ߌࠆႮಽߩᶐㅘᕈߣṁ
㓉㧘⍹Ꮉޓ૫↢
ਛ᎒ޓෘ㧘ᯅ⧷ޓ੫㧘㧔ᓟᔒ✚ว
⫳᳇ᑼᧁ᧚ੇ῎ⵝ⟎▤ℂࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒ ᝄ⥝ዪ㧕ᴡේޓᤋ㧘㧔㧔ᩣ㧕࠺࠶ࠢ
ࠪࠬ࠹ࡓ㧕ධޓ৻㧘ㆇޓඳሶ
ࡈࠚࡁ࡞᮸⢽ធ⌕ߦࠃࠆධᵗ᧚න᧼
ߩធ⌕ᕈ㧔╙ႎ㧕ࡔ࠳ࡦߩᚑಽ߇
ች㦮ޓᷕሶ㧘ฎ↰⋥ޓਯ
ࡈࠚࡁ࡞᮸⢽ធ⌕ߩ⎬ൻߦ߷ߔᓇ
㗀
นⷞశᔕ╵ဳశ⸅ᇦߣᵴᕈߩ↪ߦࠃ
ࠆౝⵝႣ᧚ߩࠕ࡞࠺ࡅ࠼㘃㒰ᕈ⢻ દᴦޓା৻
ߩะ
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╙࿁ᣣᧄᧁ᧚ቇળᄢળ⎇ⓥ⊒ⷐ
ᣦ㓸㧘ᐔᚑᐕ㧘02#/㧘

╙࿁ᣣᧄᧁ᧚ቇળᄢળ⎇ⓥ⊒ⷐ
ᣦ㓸㧘ᐔᚑᐕ㧘02#/㧘

╙࿁ᣣᧄᧁ᧚ቇળᄢળ⎇ⓥ⊒ⷐ
ᣦ㓸㧘ᐔᚑᐕ㧘02#/㧘

╙࿁ᣣᧄᧁ᧚ቇળᄢળ⎇ⓥ⊒ⷐ
ᣦ㓸㧘ᐔᚑᐕ㧘12#/㧘

╙࿁ᣣᧄᧁ᧚ቇળᄢળ⎇ⓥ⊒ⷐ
ᣦ㓸㧘ᐔᚑᐕ㧘1㧘

╙࿁ᣣᧄᧁ᧚ቇળᄢળ⎇ⓥ⊒ⷐ
ᣦ㓸㧘ᐔᚑᐕ㧘22#/㧘

╙࿁ᣣᧄᧁ᧚ቇળᄢળ⎇ⓥ⊒ⷐ
ᣦ㓸㧘ᐔᚑᐕ㧘22#/㧘

╙࿁ᣣᧄᧁ᧚ቇળᄢળ⎇ⓥ⊒ⷐ
ᣦ㓸㧘ᐔᚑᐕ㧘22#/㧘

╙࿁ᣣᧄᧁ᧚ቇળᄢળ⎇ⓥ⊒ⷐ
ᣦ㓸㧘ᐔᚑᐕ㧘22#/㧘

╙࿁ᣣᧄᧁ᧚ቇળᄢળ⎇ⓥ⊒ⷐ
ᣦ㓸㧘ᐔᚑᐕ㧘32#/㧘

╙࿁ᣣᧄᧁ᧚ቇળᄢળ⎇ⓥ⊒ⷐ
ᣦ㓸㧘ᐔᚑᐕ㧘32#/㧘

╙࿁ᣣᧄᧁ᧚ቇળᄢળ⎇ⓥ⊒ⷐ
ᣦ㓸㧘ᐔᚑᐕ㧘4㧘

╙࿁ᣣᧄ.%#ቇળ⎇ⓥ⊒ળ⻠Ṷⷐ
ᣦ㓸㧘ᐔᚑᐕ㧘㧘

ᣣᧄᑪ▽ቇળᎺᡰㇱ⎇ⓥႎ๔ᦠ㧘
╙ภ㧘㧘

ᧁ᧚ቇળ㧘㧘㧘

ᧁ᧚Ꮏᬺ㧘㧘㧘
ᨋ↥⹜㛎႐ႎ㧘㧘㧘
ᨋ↥⹜㛎႐ႎ㧘㧘㧘
ᨋ↥⹜㛎႐ႎ㧘㧘㧘

ᨋ↥⹜㛎႐ႎ㧘㧘㧘
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3）林産試だよりで発表した研究業績等
林産試だよりは，12 回発行しました。タイトル等は次のとおりです。
⊒ⴕᐕ

࠲ࠗ࠻࡞
ℂ㐳ࠃࠅߏߐߟ㧙ർᶏߩ↥ᬺᛛⴚߣ↢ᵴᢥൻߩ⥄┙⊛ዷ㐿ߦߌߡ
㧙
ᨋ↥⹜㛎႐ߪޟ✚⎇৻ߩޠຬߦߥࠅ߹ߔ㧙ᣇ⁛┙ⴕᴺੱർᶏ┙✚ว
ᐕ ⎇ⓥᯏ᭴ᨋ⎇ⓥᧄㇱᨋ↥⹜㛎႐ߦߟߡ㧙
ภ ࠠࡁࠦ↢↥ᯏ⢻ᕈ⺞ᩏ㨪࡛ࡠ࠶ࡄត⸰ߘߩ㨪
ޟ0*-߅ߪࠃ߁߽߉ߚߡࠫࠝଢ㧙ർᶏ‛⺆㧙ޠᨋ↥⹜ ާ⦡ᓀᶋㅧࠅว
᧼ߩ㐿⊒ި
ⴕߩ⓹ާᐔᚑᐕᐲർᶏߩᧁ᧚㑐ㅪᣉ╷ߦߟߡި
ᣂߒ⊒ߦߚߞߡ
․㓸ޡᐔᚑᐕ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળޢᐔᚑᐕ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળߦߟߡ
․㓸ޡᐔᚑᐕ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળޢၞߩ㑐ଥ᭴▽ߦะߌߚᧁ᧚↪ផㅴߩข
⚵
․㓸ޡᐔᚑᐕ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળޢᨋ⸽㧔5)'%㧕ࠍᵴ↪ߒߚޟ᧚ᶖޠ
ߩข⚵
․㓸ޡᐔᚑᐕ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળ࠻࠶ࡍ⾰ᧁޢ㔛ⷐᄢ߳ะߌߚ᥉ᜰዉᵴ
േ
․㓸ޡᐔᚑᐕ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળޢᩮቶ▤ౝߢߩᨋᱷ᧚╬ߩᧁ⾰ࡃࠗࠝࡑࠬ
↪ࠍ⠨߃ࠆ
ᐕ ․㓸ޡᐔᚑᐕ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળޢർᶏဳᧁࠟ࠼࡞ߩታ↪ൻ
ภ ․㓸ޡᐔᚑᐕ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળࠍ࠷ࡑ࠼࠻ޢ᭴ㅧ᧚ߣߒߡ↪ߔࠆ႐วߦធ
วㇱ⸳⸘ߢ᳇ࠍઃߌࠆߎߣ
․㓸ޡᐔᚑᐕ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળޢᄢⷙᮨᑪ▽‛ߦ↪ߔࠆ↥ࠞࡑ࠷Ḱ⠴
Ἣ㓸ᚑ᧚ߦߟߡ
․㓸ޡᐔᚑᐕ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળޢ↥࠷ࡃࠗࡈࠜㇱ᧚ߩ࠻࠲࡞ଏ⛎ࠪ
ࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒ߣࡕ࠺࡞ᑪ⸳
․㓸ޡᐔᚑᐕ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળࠍ࠻࠶ࡏࡠޢᵴ↪ߒߚว᧼ߩ▵ᛮߌ㒐ᱛ
․㓸ޡᐔᚑᐕ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળ⊒ޢᾲ㊂ߩ㜞ᧁ⾰ࡍ࠶࠻ࠍߟߊࠆ
․㓸ޡᐔᚑᐕ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળޢᶏጯߩ⦟ᅢߥ᥊ⷰߣⅣႺࠍోߔࠆߚߩ
ᵹᧁಣℂߩࠅᣇ
ⴕߩ⓹ާᐔᚑᐕᐲർᶏᧁ᧚㔛⛎ㅢߒߦߟߡި
ᐔᚑᐕᐲᨋ↥⹜㛎႐ߩ⹜㛎⎇ⓥ⚫
․㓸ޡᐔᚑ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળࡄ࠻Τᧁޢㅧቛߩવ⛔⊛ߥធวㇱߩᕈ⢻㧙
ో࿖࠺࠲ࡌࠬൻߩขࠅ⚵ߺ㧙
․㓸ޡᐔᚑ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળࡄ࠻Τޢว᧼ߩ⠴ਭᕈะߩߚߩሽಣℂ
ᛛⴚߣߘߩធ⌕ᕈ⢻
․㓸ޡᐔᚑ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળࡄ࠻Τޢደᄖߢ⊒↢ߔࠆ⣣⩶ߩ⒳㘃ࠍ&0#ߢ
⺞ߴࠆ
․㓸ޡᐔᚑ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળࡄ࠻Τޢᣉ⸳↪᷷᳓ᐥᥦᚱࠪࠬ࠹ࡓߩ⁁ߣ
ዷ㐿
ᐕ ․㓸ޡᐔᚑ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળࡄ࠻Τޢേജᑼ㊉ᛮ߈ⵝ⟎
ภ ․㓸ޡᐔᚑ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળࡄ࠻Τੱ࠷ࡑࠞޢᎿᨋ᧚ߩᒝᐲࠍ੍᷹ߔࠆ
․㓸ޡᐔᚑ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળࡄ࠻Τ࠷ࡑࠞޢᄢᓘ᧚ߩᩇ߳ߩ↪
․㓸ޡᐔᚑ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળࡄ࠻Τޢᾲಣℂߒߚᧁ᧚ߢࠕࡦࡕ࠾ࠕߩើᢔ
ࠍᛥ߃ࠆ
․㓸ޡᐔᚑ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળࡄ࠻Τ࡞ࡁ࠲ࠛࠄ߆ࠡ࠽ࡗޢΆᢱࠍࠆߣ
ߒߚࠄߤߩߊࠄࠛࡀ࡞ࠡ߇ᔅⷐ߆㧫
․㓸ޡᐔᚑ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળࡄ࠻Τޢቛߦ߅ߌࠆࡍ࠶࠻ᥦᚱߩଢᕈ
ะߦะߌߚ⎇ⓥ
․㓸ޡᐔᚑ⎇ⓥᚑᨐ⊒ળࡄ࠻Τޢ↥߈ߩߎߩోᔃ߳ߩขࠅ⚵
ߺ
ⴕߩ⓹ާᧁޟ⢒㆐ੱ㧔ࡑࠗࠬ࠲㧕㐷ߚߒ߹ࠅߊߟࠍޠ㧍ި
․㓸ᧁࠨ࠶ࠪࡈࠜࡓޟደᄖߩ㛍㖸ߣߘߩㆤᢿޠ㛍㖸ߦኻߔࠆੱ㑆
ߩᔕߩ⇣ᢥൻ㑆Ყセ

᳁ฬ
ਤޓᙗੳ
ᢪ⮮ੱ⋥ޓ
☨ጊޓᓆㅧ
᧻ᧄޓਭ⟤ሶ
᳓↥ᨋോㇱᨋോዪᨋᬺᧁ᧚⺖
ᵻޓቯ⟤
ዊጊౝޓม
㧔ࠝࡎ࠷ࠢ✚วᝄ⥝ዪ㧕
ዊᩉޓᒄ
㧔ࠝࡎ࠷ࠢ✚วᝄ⥝ዪ㧕
ဈᧄ৻ޓᐢ
㧔⢙ᝄ✚วᝄ⥝ዪ㧕
ᣂ⼱ޓᐘᱜ
㧔ᩮቶᝄ⥝ዪ㧕ᑝ↰ੱ⋥ޓ
⦟ޓ
㊁↰ޓᐽା
ᴡේ㦮ޓⴕ
㧔021ർᶏቛߩળ㧕ፉ
ାᒾ㧘ᄢᯅ⟵ޓᓾ
ᐔᨋޓ㕏
ጊ↰ޓᢕ
ᷡ㊁ޓᣂ৻
᳓↥ᨋോㇱᨋോዪᨋᬺᧁ᧚⺖
⦟ޓ
ᚭ↰ޓᱜᒾ
ች㦮ޓᷕሶ㧘ᐔᨋޓ㕏
᧲ޓᥓೣ
Ỉ↰ືޓೣ
ㄭ⮮ޓ૫⑲
⮮⟤↱⌀ޓ
ർᯅޓༀ▸
ᧄ㑆ޓජ᥏
ฎୀޓኡ㓉
ዊᨋޓ
↱↰৻⨃ޓ
᳓↥ᨋോㇱᨋോዪᨋᬺᧁ᧚⺖
㧔ർᶏቇᄢቇ㧕⮮ືޓり
㧔ᢥ⽿ޓ㋈ᧁޓ᮸㧕

․㓸ᧁࠨ࠶ࠪࡈࠜࡓޟደᄖߩ㛍㖸ߣߘߩㆤᢿޠ㖸ߩၮ␆⍮⼂ߣ 㧔ർᣇᑪ▽✚ว⎇ⓥᚲ㧕ᑝ↰
ቛߩㆤ㖸
⺈৻㧔ᢥ⽿ޓ㋈ᧁޓ᮸㧕
ᐕ
․㓸ᧁࠨ࠶ࠪࡈࠜࡓޟደᄖߩ㛍㖸ߣߘߩㆤᢿޠർᶏߩቛߩㆤ
ภ
㖸ᕈ⢻ߩታᘒ
․㓸ᧁࠨ࠶ࠪࡈࠜࡓޟደᄖߩ㛍㖸ߣߘߩㆤᢿޠᗧ឵ળ㧔ᛮ
☴㧕
ᧁࠟ࠼࡞⟎⸳ߩޠ࠼ࠟ࠲ࠬࡆޟ
ⴕߩ⓹ާᑪ▽‛ᧁ᧚↪ଦㅴᴺ߇Ꮣߐࠇ߹ߒߚި

ᐔ㑆ޓᤘశ㧔ᢥ⽿ޓ㋈ᧁޓ
᮸㧕
㋈ᧁޓ᮸
ጊፒޓ੧ผ
᳓↥ᨋോㇱᨋോዪᨋᬺᧁ᧚⺖
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ᐕ
ภ

ᐕ
ภ

ᐕ
ภ

ᐕ
ภ

ᐕ
ภ

ᐕ
ภ

ᐕ
ภ

ᐕ
ภ

ࠕ࠴࡞ൻᧁ᧚ߩታ↪ൻ߳ߩขࠅ⚵ߺ
ࡉ࠽ࠪࡔࠫߩޠࡉࡑޟ㐿⊒ߣᎿ႐↢↥
ޟ0*-߅ߪࠃ߁߽߉ߚߡࠫࠝଢ㧙ർᶏ‛⺆㧙ޠᨋ↥⹜ ާࡗ࠽ࠡ߆ࠄࡃ
ࠗࠝࠛ࠲ࡁ࡞ࠍߟߊࠆި
3㧒#వߩᛛⴚ⋧⺣߆ࠄ㧔ߘߩ㧕ާ㘩ຠ㑐ଥߦ↪ߔࠆᧁຠߩᳪᨴߦߟ
ߡި
3㧒#వߩᛛⴚ⋧⺣߆ࠄ㧔ߘߩ㧕ާᶏጯߦṫ⌕ߒߚᵹᧁߩ↪ߦߟߡި
ⴕߩ⓹ާޟർᶏࡕ࠺࡞ߦޠขࠅ⚵ߺ߹ߔ㧍ި
ߩ⁜↥ࠞࡑ࠷㓸ᚑ᧚߳ߩḰ⠴Ἣᕈ⢻ߩઃਈ
ᧁ⾰+ᒻߩ㔛ⷐᄢߣᕈ⢻ะߦะߌߚ৻ㅪߩ⎇ⓥ㐿⊒
ޟ0*-߅ߪࠃ߁߽߉ߚߡࠫࠝଢ㧙ർᶏ‛⺆㧙ޠᨋ↥⹜ ާౝߩᧁㆆ
ౕߩ߹ߣ߆ߒި
3㧒#వߩᛛⴚ⋧⺣߆ࠄާ'╬⚖ߣ⋡ⷞ╬⚖ި
⡯႐⚫ާડᬺᡰេㇱ᥉⺞ᢛࠣ࡞ࡊި
ⴕߩ⓹ާ↥ᧁຠࡑࠤ࠹ࠖࡦࠣᚢ⇛ߩ᭴▽ߦขࠅ⚵ࠎߢ߹ߔ㧍ި
ធวㇱ߇ቛߩ᭴ㅧ᭽ᑼࠍᄌ߃ࠆ㧫
ࡑ࠷࠲ࠤߩޠࡠࠪޟ㧙ർᶏߩࠪࡠࠍᧄᎺࠕࠞࡑ࠷ᨋߩࠪࡠߣᲧߴߡߺ߹ߒ
ߚ㧙
3㧒#వߩᛛⴚ⋧⺣߆ࠄާ♖ᴤߩਥⷐᚑಽߣ᮸ᧁߩ♖ᴤߩ↪ߦߟߡި
⡯႐⚫ާડᬺᡰេㇱᛛⴚᡰេࠣ࡞ࡊި
⡯႐⚫ާᕈ⢻ㇱ⠴ਭ᭴ㅧࠣ࡞ࡊި
⡯႐⚫ާᕈ⢻ㇱዬⅣႺࠣ࡞ࡊި
ⴕߩ⓹ާᨋᧂ↪᧚ߩᄢⷙᮨࠛࡀ࡞ࠡ↪ߦะߌߚቯଏ⛎ߩ᭴
▽ߦขࠅ⚵ࠎߢ߹ߔ㧍ި
ࠧࡓ࠴࠶ࡊࡄࡀ࡞᷷᳓ᐥᥦᚱࠪࠬ࠹ࡓߩᯏ⢻ᕈะ
╙࿁ർᶏߎߤ߽ᧁᎿຠࠦࡦࠢ࡞ߩ⚫
3㧒#వߩᛛⴚ⋧⺣߆ࠄާኅౕ߆ࠄᢔߐࠇࠆើ⊒ᕈᯏൻว‛㧔81%㧕ߦߟ
ߡި
⡯႐⚫ާᛛⴚㇱ↢↥ᛛⴚࠣ࡞ࡊި
⡯႐⚫ާᛛⴚㇱຠ㐿⊒ࠣ࡞ࡊި
ⴕߩ⓹ާᧁ᧚ᧁ᧚ຠߩ⾏ᤃേะߦߟߡި
ᧁౝ⓹ߢࠛࠦࡈࠜࡓ
ർᶏߩ㊎⪲᮸߆ࠄౝⵝ᧚ࠍߟߊࠆ㨪ߩᧁޟ᷷߆ߺࠆ߃ߺޠൻࡊࡠࠫࠚࠢ࠻
㨪
ޟ᳃ߠߊࠅࡀ࠶࠻ࡢࠢߩ㓸ޠෳട⸥
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ホームページ
ホームページ（http://www.fpri.hro.or.jp/）で，最新の研究成果や普及・技術支援情報を発信しました。
新規に或いは内容を更新して掲載した主な情報は次のとおりです。22 年度の更新回数は 71 回。
○刊行物データベース（林産試だより 2010 年 4 月号～ 2011 年 3 月号，平成 21 年度年報，場報 540 号）
○技術支援制度のご案内（依頼試験・分析・鑑定・設計，設備使用，研究要望）
○マニュアル・特集（2011 木製サッシフォーラム，木の温かみを定量化しそれを実現する表面加工マニュアル）
○その他（要覧（和・英），活用事例紹介，研究課題）
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研究に関する主な報道状況
報道機関の取材に積極的に応じ，研究成果の PR に努めました。主な報道は次のとおりです。
○ヤナギからバイオ燃料を抽出する研究について

5 月 28 日付

北海道新聞

○きのこを原料にした富化技術について

7 月号

メディアあさひかわ

○道産カラマツの建築用ムク製材生産技術の開発

6 月 30 日付

林材新聞

○新品種ブナシメジ「マーブレ２１９」について

11 月 14 日付

北海道新聞

○カラマツ大径木を建築用材へ

1 月 1 日付

北海道林材新聞

○道産Ｉ形梁の効率的な生産へ

1 月 1 日付

北海道林材新聞

○住宅事情の展望と研究への取り組み

1 月 1 日付

北海道林材新聞

○カラマツを立木段階で強度性能を予測する検討

1 月 7 日付

日刊木材新聞

○森林資源の段階的利用 ( 北海道の森林 22)

3 月 2 日付

北海道新聞

視察・見学
視察・見学者数および視察・見学者に対して行った講義は，次のとおりです。
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「木と暮らしの情報館」入場者：10,117 名

見学・視察時の講義
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技術相談
技術相談は総数で 828 件でした。部門別には次のとおりです。
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技術指導
技術指導は年間 90 件，延べ 166 人でした。項目別には次のとおりです。
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依頼試験
平成 22 年度は，木材工業関連企業等からの依頼を受けて，接合部の強度試験，VOC 及びホルムアルデヒド
放散量測定試験，サッシの性能試験，木材の強度試験など 79 項目 152 件の試験及び分析 ･ 鑑定を行いました。
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設備使用
木材工業関連企業等による林産試験場の機械設備などの使用件数は 49 件，延べ 172 時間（52 日）でした。
主な使用機械としては気密・水密試験装置，耐火試験炉，燃焼発熱性試験装置，分光光度計などが挙げられます。
㗄⋡
᧚ᯏ᪾
ว᧼ㅧᯏ᪾
ᧁ᧚ടᎿᯏ᪾
☳⎈ᚑဳᯏ᪾
ੇ῎ⵝ⟎
ߘߩઁᯏ᪾
⹜╬⓹ޓ㛎ⵝ⟎
ޓ㒐⠴Ἣ⹜㛎ⵝ⟎
ઁߩߘޓ᷹ቯᯏེ╬
ઁߩߘޓടᎿེ᪾╬
⸘

ઙᢙ












ᣣᢙ












ᤨ㑆ᢙ












技術研修
技術研修の受講者は 5 名でした。その内容は次のとおりです。
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場外委員会活動等
公共性が高く専門的知識が求められる各種委員会からの委員委嘱等については積極的に応じました。委嘱状
況は次のとおりです。
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⩵ޓિ৻

ᢪ⮮ੱ⋥ޓ

੩ㇺᄢቇ↢ሽ⎇ⓥᚲ
੩ㇺᄢቇ↢ሽ⎇ⓥᚲ
ᣣᧄᧁ᧚㒐⣣Ꮏᬺ⚵ว
㧔␠㧕ᣣᧄᧁቇળ
㧔␠㧕ᣣᧄᧁቇળ

ޓḩ▸

㧔␠㧕ᣣᧄᧁቇળ
㧔␠㧕ᣣᧄᧁ᧚ሽදળ
㧔␠㧕ᣣᧄᧁ᧚ሽදળ
ർᶏᨋᧁ⢒⒳දળ
㧔␠㧕ᣣᧄᧁ᧚ടᎿᛛⴚදળ
᧲ᶏᄢቇ
⸠ሶᐭ↸

ਭᵤޓਭ
ਛ᎒ޓෘ
Ỉ↰ືޓೣ
ጊ↰ޓᢕ

㧔ᩣ㧕0'4%㧔ᧅᏻᏒᆔ⸤ᬺฃ⸤⠪㧕

⡯ฬ
㘈
ෳਈ
⹏⼏ຬ
,#5ቯᎿ႐್ቯክ⼏ᆔຬ
࿖↥᧚⾗᧚╬ଏ⛎ㅪ៤ᡰេᬺડ↹ᆔຬળᆔຬ
ၞ᧚↪ᑪ▽‛ߩㅌൻᕈ⢻⹜㛎⎇ⓥ㐿⊒ᆔຬળᆔຬ
⹏⼏ຬ
৻⥸⽷࿅ᴺੱᣩᎹ↢ᵴᢥൻ↥ᬺᝄ⥝දળክᩏᆔຬળᆔຬ
ᣂߚߥࡃࠗࠝࡑࠬ⾗Ḯߦ㑐ࠊࠆ⺞ᩏᬌ⸛ᆔຬળᆔຬ
⎇ⓥᚑᨐᦨㆡዷ㐿ᡰេᬺኾ㐷ᆔຬળᆔຬ
࠻ࠨࡆ࠹ࠖࠪࠬ࠹ࡓ⹜ⴕᬺᬌ⸛ᆔຬળᆔຬ
ዬഠൻ↢‛㘺⢒↢ᵴᨋࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦࡈࠖ࡞
࠼ో࿖࿖㓙ห↪ኾ㐷ᆔຬળᆔຬ
੩ㇺᄢቇ↢ሽ⎇ⓥᚲ㐿ဳ⎇ⓥផㅴㇱㆇ༡ળ⼏ᆔຬ
⸻ᢿࡔࡦ࠹࠽ࡦࠬᆔຬળᆔຬ
⺞ᩏ⎇ⓥㇱ㐷ᧁ᧚Ꮏቇ․ᆔຬળᧁᯅ⎇ⓥዊᆔຬળᆔຬ
⺞ᩏ⎇ⓥㇱ㐷ᧁ᧚Ꮏቇ․ᆔຬળਛᶏᵗ↪ዊᆔຬળᆔຬ
⺞ᩏ⎇ⓥㇱ㐷ᧁ᧚Ꮏቇ․ᆔຬળᧁߦ߅ߌࠆᧁ᧚ߩ↪ᄢ
ߦ㑐ߔࠆᮮᢿ⊛⎇ⓥળ
⠴ਭᕈ⺞ᩏᆔຬળᆔຬ
ว᧼߮㧸㨂㧸ߩഠൻߣ‛ᕈߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥળᆔຬ
⹏⼏ຬ
⹏⼏ຬ
㕖Ᏹൕ⻠Ꮷ
⸠ሶᐭ↸ࠢࡦࠛࡀ࡞ࠡ⾗Ḯᵴ↪ታ⸽⺞ᩏᆔຬળᆔຬ
ᧅᏻߦㆡߒߚࡃࠗࠝࡑࠬࠛࡀ࡞ࠡߩ↪ᒻᘒߩ⺞ᩏᬌ⸛ᆔ
ຬળᆔຬ
ർᶏࡈ࠼ࡑࠗࠬ࠲ᬌቯㆇ༡ᆔຬળᆔຬ
↥ᧁຠࡑࠤ࠹ࠖࡦࠣᚢ⇛ળ⼏ᆔຬ
ᧁ⢒ㆆౕ╬᥉ࠪࠬ࠹ࡓᬌ⸛ળ⼏ᆔຬ
⊕᮹ᄖ᮸⊹߆ࠄᣂⷙ㜞ᯏ⢻ᕈ‛⾰ߩޠࡦࡘ࠴ࡌޟㅧ㐿⊒ផ
ㅴᆔຬળᆔຬ

ቱኼᰴ↢⋓ޓ
⍹ᴡޓᐔ
ዊᨋޓ

ᧅᏻᎿળ⼏ᚲ
ർᶏ✛ߩ↥ᬺౣ↢ද⼏ળ
ർᶏ

⮮⟤↱⌀ޓ

㧔⽷㧕ർᶏ⑼ቇᛛⴚ✚วᝄ⥝ࡦ࠲

㆙⮮ޓዷ

㧔⽷㧕ർᶏ⑼ቇᛛⴚ✚วᝄ⥝ࡦ࠲

⊕᮹ᄖ᮸⊹߆ࠄᣂⷙ㜞ᯏ⢻ᕈ‛⾰ߩޠࡦࡘ࠴ࡌޟㅧ㐿⊒ផ
ㅴᆔຬળᆔຬ

ㄭ⮮ޓ૫⑲

㧔⽷㧕ർᶏ⑼ቇᛛⴚ✚วᝄ⥝ࡦ࠲

⊕᮹ᄖ᮸⊹߆ࠄᣂⷙ㜞ᯏ⢻ᕈ‛⾰ߩޠࡦࡘ࠴ࡌޟㅧ㐿⊒ផ
ㅴᆔຬળᆔຬ

ฎୀޓኡ㓉

㧔⽷㧕ർᶏ⑼ቇᛛⴚ✚วᝄ⥝ࡦ࠲

⊕᮹ᄖ᮸⊹߆ࠄᣂⷙ㜞ᯏ⢻ᕈ‛⾰ߩޠࡦࡘ࠴ࡌޟㅧ㐿⊒ផ
ㅴᆔຬળᆔຬ

ᧄ㑆ޓජ᥏

㧔␠㧕ᧂ〯⑼ቇᛛⴚදળ

㊁↰ޓᐽା

੩ㇺᄢቇ↢ሽ⎇ⓥᚲ
021ᴺੱᚽߩᧁ
৻⥸␠࿅ᴺੱᧁࠍ↢߆ߔᑪ▽ផㅴද⼏ળ

ฎୀޓኡ㓉

ᦺୖޓ㕏ᒄ

ᚭ↰ޓᱜᒾ
ᄢᯅ⟵ޓᓾ
ේ↰ޓ㓁
ችޓ⠹ᩕ

〔林産試験場年報

ᣣᧄว᧼Ꮏᬺ⚵วㅪวળ
ᧁ᭴ㅧᝄ⥝㧔ᩣ㧕
ᧁ᭴ㅧᝄ⥝㧔ᩣ㧕
㧔␠㧕ᣣᧄᧁ᧚ሽදળ
ᧁ᭴ㅧᝄ⥝㧔ᩣ㧕
㧔⽷㧕ᣣᧄቛᧁ᧚ᛛⴚࡦ࠲
ᣣᧄ߈ߩߎቇળ
㧔␠㧕ㄘᨋ᳓↥ᛛⴚᖱႎදળ

ㄘᨋ᳓↥⋭ഥᬺ⾗࠻࠽ࡆࡦࠦࠬࡑࠝࠗࡃޟḮൻᎿ⒟ߩ
ᬌ⸛ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ޠᆔຬ
ᧁ⾰᧚ᢱታ㛎ో࿖࿖㓙ห↪ኾ㐷ᆔຬળᆔຬ
ᧁ᧚ຠ㧼㧯㧾ේ᩺╷ቯᆔຬળᆔຬ
࠻ࠨࡆ࠹ࠖࠪࠬ࠹ࡓ⏕┙ᬌ⸽ᬺᆔຬળᆔຬ
ᐔᚑ㧞㧞ᐕᐲᨋ㊁ᐡഥᬺޟቛಽ㊁߳ߩၞ᧚ଏ⛎ࠪࠚࠕ
ᄢ✚วኻ╷ᬺޠផㅴߩߚߩ࠹ࠢࡁࡠࠫࠗࡁࡌ࡚ࠪ
ࡦផㅴ㧼㨀ᆔຬ
ၞ᧚↪ቛ⋭ࠛࡀᬌ⸽᥉╬ᆔຬળᆔຬ
ࡊࡠ࠻࠲ࠗࡊ⸳⸘╬ᆔຬળᆔຬ
ว᧼߮㧸㨂㧸ߩഠൻߣ‛ᕈߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥળᆔຬ
࠺࠲㓸ᢛᬺᒝᐲㇱળᆔຬ
᭴ㅧ↪ᧁ᧚ߩᒝᐲ⹜㛎ᴺᬌ⸛ᆔຬળᆔຬ
⹏⼏ຬ
ᣂߚߥㄘᨋ᳓↥╷ࠍផㅴߔࠆታ↪ᛛⴚ㐿⊒ᬺߩ৻ᰴክᩏክ
ᩏᆔຬ
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