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林産試験場では，研究成果の普及や企業等に対する技術支援に取り組んでいます。
○重点的に普及を図った成果
屋外遊具の性能やメンテナンス軽減のための木製ハイブリッド遊具，塗膜面を長持ちさせる塗装技術，エ
クステリア製品のライフサイクルコストや経済波及効果を全道 10 か所でフォーラム形式で普及を行ったほか，
研究課題「IT による人工林からの内装材生産技術」
「住宅土台用カラマツ単板集成材」
「コアドライ ® 乾燥技術」
「嗜好品に適した新しい道産キノコ」さらに「早生樹「ヤナギ」を活用したシイタケ栽培技術」などについて
成果の普及を図りました。
○展示会等への出展などによる普及
東京で開催されたジャパンホームショーのほか，道銀ビジネス EXPO などに出展しました。
○外部団体等への協力・連携
外部機関が木材利用の普及などのために行うイベントに対し，後援や当場が所有する展示物の貸し出しなど
の協力を行っています。25 年度は，愛媛県総合科学博物館の南極展に当場所有の南極そりを貸し出したほか，
コープさっぽろ，中標津町の行事などに協力しました。
また，「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の施行により公共建築物の木質化を推進す
る道内自治体等に対し，木材利用に関する技術的なサポートを行いました。
「研究・普及サイクルのシステムづくり」事業
本事業は，林産試験場が道内各地に出向き，研究成果を普及するとともに技術的課題などを聞き取り研究に
反映させていく取り組みで，平成 15 年度から行っています。企業等への支援において，効果的かつ重要な取
り組みとして実施しています。
具体的には，林産試験場が各地域の「フロントランナー企業」を中心に巡回訪問し，各企業の経営者や技術
担当者と面会し情報交換を行っています。特に場長が同行してトップセールスも兼ねた訪問を，25 年度は 10
の団体等に行いました。
また，木材利用の基本である木材乾燥技術について，全道の担当者の技術力を底上げするため，林産試験場
が各地に出向いて講習する「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
事等の開催による成果普及」を参照）。
事業実施に際しては，各振興局の林務課や森林室と企業情報・地域課題等を共有するなど連携を図っていま
す。
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研究成果発表会
『平成 26 年北海道森づくり研究成果発表会（木材利用部門）』
林産試験場では，その年度の業績を広く公表する場として，平成 4 年度（平成 5 年 3 月）から研究成果発表
会を開催しています。平成 16 年度からは，北海道および林業試験場との共催のかたちで「北海道森づくり研
究成果発表会」に発展させて開催し，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を交換しています。
主に平成 25 年度の研究成果を公知させるため，標記発表会を次のとおり開催しました。
日

時：平成 26 年 4 月 17 日（木）10:20 ～ 16:05

場

所：旭川市大雪クリスタルホール

大会議室，レセプション室（旭川市神楽 3 条 7 丁目）

参加者数：254 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

小野寺英美）

・木質資源の安定供給体制整備に向けた広域的な取組
上川総合振興局

南部森林室

普及課

牧野

忍

・留萌材の販路拡大のための取組について
留萌振興局

森林室

普及課

安元

岳玄

◆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

小野寺英美）

・アカエゾマツ人工林材でピアノ響板を作る－楽器用材としての利用可能性と資源量－
森林研究本部

企画調整部

真田

◆森林資源の総合利用（座長：利用部長

森

康弘
満範）

・栽培上有利な突然変異体の育種とＤＮＡによる検出技術の開発
利用部

微生物Ｇ

米山

―胞子欠損性株の育種―

彰造

・樹皮成分の新たな用途の創出に向けた検討
◆道産建築用材の需要拡大（座長：技術部長

利用部
由田

バイオマスＧ 折橋

健

茂一）

・アカエゾマツ人工林間伐材の製材品質に関する調査

利用部

マテリアルＧ 佐藤

真由美

・道産カラマツを用いたプレミアム集成材の開発

技術部

生産技術Ｇ

和茂

◆安全・安心・快適な高付加価値製品の開発（座長：性能部長

前田

典昭）

松本

・道産カラマツおよびトドマツを用いた防火木材の開発
法人本部

連携推進部

連携推進Ｇ

・道産シラカンバによる内装材の開発

河原﨑

政行

性能部

居住環境Ｇ

秋津

裕志

・木質系屋内運動床の現地調査事例報告 技術部

製品開発Ｇ

澤田

哲則

② 展示発表
・十勝管内における地域材の利用促進に向けた取組について
十勝総合振興局

森林室

普及課

中辻

仁志

・集成材の接着耐久性と補修

性能部

耐久・構造Ｇ 藤原

・MDF の腐朽促進方法の検討

利用部

微生物Ｇ

東

・道産針葉樹の樹皮を用いた合板製造の効率化 性能部
・道産シラカンバによる内装材の開発

拓哉

智則

居住環境Ｇ

－どのような性能か？－

宮﨑

性能部

淳子

居住環境Ｇ

鈴木

昌樹

・北海道産白樺を用いた吸音パネル“eco シラパネル”の開発 - 吸音パネルの接着性能と曲げ性能 技術部

生産技術Ｇ

滝澤ベニヤ ( 株 )
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・ペット共生型住宅のための木質系床材の開発 技術部
・国産材を用いた CLT の強度性能

技術部

製品開発Ｇ

生産技術Ｇ

（性能部

大橋

耐久・構造Ｇ 戸田

・国産小径材を用いた接着重ね梁のクリープ特性

松本

久美子

義徳
正彦）

技術部

生産技術Ｇ

大橋

義徳

・枠組壁工法住宅における道産材利用の新たな取り組み 技術部

生産技術Ｇ

大橋

義徳

中嶌

厚）

（技術部

生産技術Ｇ

・枠組壁工法住宅の部位別の自給率に応じた地域経済波及効果と温室効果ガス排出量の推計
利用部

マテリアルＧ 古俣

寛隆

・製材工場で木質バイオマスをエネルギー利用した場合の各種シミュレーションの結果
利用部

バイオマスＧ 石川

・木材のレーザ切断に関する検討

佳生
技術部

生産技術Ｇ

八鍬

明弘

・木質熱処理物のセシウム，ストロンチウムイオン処理による錯体の形成
利用部

マテリアルＧ 本間

千晶

・いろいろな原料でペレット燃料をつくる

利用部

バイオマスＧ 山田

敦

・林地残材からの燃料製造用粉砕機の開発

技術部

製品開発Ｇ

亨史

山崎

・早生樹「ヤナギ」を活用したシイタケ栽培の可能性

利用部

微生物Ｇ

原田

陽

・トドマツおが粉の活用に有効なブナシメジ新品種

利用部

微生物Ｇ

原田

陽

（技術部長
・タモギタケ白色菌株の素材開発

森林研究本部

企画調整部

由田

茂一）

企画課

宜寿次

盛生

文中（

）内は発表者

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，各種
団体が主催したイベント等に展示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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木のグランドフェア
平成 4 年度から ( 一社 ) 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を，6
年度から「木のグランドフェア」と改称しました。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
向上と木育の推進及び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。
25 年度の「第 22 回木のグランドフェア」は，以下の内容で 7 月 27 日 ( 土 ) から 10 月 6 日 ( 日 ) まで開催し，
期間中の入場者は約 3,500 人でした。
木のグランドフェアの内容
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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）学会等での研究発表
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みません）
。
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ྂ⏣ࠉ┤அ㸪ᖹᯘࠉ㟹㸪྿㔝ࠉಙ
ᷓᒣࠉு㸪ᐅᑑḟࠉ┒⏕㸪ཎ⏣ࠉ㝧㸪ᢡᶫࠉ
ࢩࢱࢣᗫ⳦ᗋࡢ㓝⣲⢾
㛵ࠉ୍ே㸪ᢡᶫࠉ
࣐࢝ࣛࢶ㢮ࡢᯞᶞ⓶⤌⧊࠾ࡅࡿḟ௦ㅰ≀ࡢ㞟✚
ڦ᪥ᮏ࢚ࢿࣝࢠ࣮Ꮫࠉ➨ᅇࣂ࣐࢜ࢫ⛉Ꮫ㆟㸦㸪㧗▱┴㸧
ᮍ⏝ᮦࢆ⏝࠸ࡓⓎ㟁࠾ࡼࡧࢥࢪ࢙ࢿ࣮ࣞࢩࣙࣥࡢ*+*ฟ㔞 ྂಛࠉᐶ㝯㸪▼Ἑࠉ࿘ᖹ㸪▼ᕝࠉె⏕㸪ᒣ⏣ࠉᩔ
ڦᖹᡂᖺᗘࡢᅜ࣭᳃ᯘ࡙ࡃࡾᢏ⾡ὶⓎ⾲㸦㸪ᮐᖠᕷ㸧
ᯇᮏࠉஂ⨾Ꮚ㸪ᕝ➼ࠉᜏ㸪ࠉⰋ㸪㸦ᾏ㐨
ᾏ㐨⏘㔪ⴥᶞᮦෆᮦࡢዲࡲࡋࡉࡢホ౯
㸧బࠎᮌࠉ୕බᏊ㸪ᕝ➃ࠉᗣᘯ
ڦᾏ㐨ࡢ㣗┬࢚ࢿࢆ୰ᚰࡋࡓ᪂ᢏ⾡ㄝ᫂㸦㸪ᮐᖠᕷ㸧
࢟ࣀࢥ࡛ᶵ⬟ᛶᡂศࡢȚ࣑ࣀ㓗㓟ࢆቑࡸࡋࡓ⣲ᮦࢆຠ⋡ⓗ
ཎ⏣ࠉ㝧
సࡿ
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ڦᖹᡂᖺᗘࠉ⏘ᴗᢏ⾡㐃ᦠ᥎㐍㆟ࠉᾏ㐨ᆅᇦ㒊ࠉྜྠศ⛉㸦㸪ᮐᖠᕷ㸧
ᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫࡢᡂศศ㞳ᢏ⾡㛵ࡍࡿ◊✲⤂
ᢡᶫࠉ
బ⸨ࠉ┿⏤⨾
ࢺࢻ࣐ࢶᶞⴥᡂศࡢ㣗ᚋ⾑⢾ୖ᪼ᢚไస⏝
ࢁࡋࡃڦᆅᇦࣂ࣐࢜ࢫᆅ⏘ᆅᾘࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸦㸪㔲㊰ᕷ㸧
᪩⏕ᶞࠕࣖࢼࢠࠖࢆά⏝ࡋࡓࢩࢱࢣ᱂ᇵ
ཎ⏣ࠉ㝧
➨ڦᅇ᪥ᮏ/&$Ꮫ◊✲Ⓨ⾲㸦㸪ᮾி㒔㸧
ྂಛࠉᐶ㝯㸪▼Ἑࠉ࿘ᖹ㸪▼ᕝࠉె⏕㸪ᒣ⏣ࠉᩔ㸪
ᯘᆅṧᮦࡢ㞟ࠊ㍺㏦㛵ࡍࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᾘ㈝㔞
㸦㐨⥲◊ᯘᴗヨ㦂ሙ㸧㓇ࠉ᫂㤶
➨ڦᅇ⏕Ꮡᅪ࣑ࢵࢩࣙࣥࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦㸪Ᏹᕷ㸧
ᶞᮌࡢᮌ㒊ࡢᵓ㐀ᨵ㉁ࡼࡿᮦᩱ㛤Ⓨࠉ㸫ຊᏛⓗᛶ㉁ࡢ␗࡞ࡿ
▼ࠉ⏤⣖Ꮚ㸪㸦ி㒔㸧㜿㒊ࠉ㈼ኴ㑻
ᮌ㒊ࡽຊᏛⓗᛶ⬟ࡢᆒ୍࡞ᮦᩱ㸫
▼㈨※௦᭰ᮦᩱ〇ྥࡅࡓᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫࡢᛴ㏿⇕ศゎ᮲
ᮏ㛫ࠉ༓ᬗ㸪㸦ி㒔㸧⏿ࠉಇ㸪Ώ㎶ࠉ㝯ྖ
௳ࡢ᭱㐺
➨ڦᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛ㸦㸪ᯇᒣᕷ㸧
ᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫⓎ㟁ࡢᆅᇦ⤒῭Ἴཬຠᯝ
ྂಛࠉᐶ㝯㸪▼Ἑࠉ࿘ᖹ
ᶞ⓶⢊ᮎࢆῧຍࡋࡓࣇ࢙ࣀ࣮ࣝᶞ⬡ࡢ᥋╔ᛶ⬟ࠉ㸫⇕ᅽ ᗘ
ᐑ㷂ࠉ῟Ꮚ
᥋╔ᙉࡉࡘ࠸࡚㸫
㐨⏘ᗈⴥᶞ㈨※ࡢ⫱ᡂྥࡅࡓࢩࣛ࢝ࣥࣂேᕤᯘᮦࡢᮦ㉁ࠉ㸫 ᓮࠉஂྖ㸪Ᏻஂὠࠉஂ㸪㸦㐨⥲◊ᯘᴗヨ㦂ሙ㸧▼
ᡂ㛗㔞ࠊ༢ᯈୖࡢࣆࢫࣇࣞࢵࢡࡘ࠸࡚㸫
℈ࠉᐉኵ
ᒇእ࠾ࡅࡿ༢ᯈ✚ᒙᮦࡢ⪏ஂᛶ㸦㸧ࠉ㸫ᒇእᭀ㟢ᖺ㛫࠾ ᖹᯘࠉ㟹㸪ྂ⏣ࠉ┤அ㸪ᐑෆࠉ㍤ஂ㸪㸦ᅜ/9/༠
ࡅࡿ/9/ࡢ⪏ೃᛶ㸫
㸧ᡂ⏣ࠉᩄᇶ㸪ᮤࠉඖ⩚
ᒇእ࠾ࡅࡿ༢ᯈ✚ᒙᮦࡢ⪏ஂᛶ㸦㸧ࠉ㸫ᒇእᭀ㟢ᖺ㛫࠾ ྂ⏣ࠉ┤அ㸪ᖹᯘࠉ㟹㸪ᐑෆࠉ㍤ஂ㸪㸦ᅜ/9/༠
ࡅࡿᙉᗘᛶ⬟ࡢኚ㸫
㸧ᡂ⏣ࠉᩄᇶ㸪ᮤࠉඖ⩚
ᶫࠉ⩏ᚫ㸪ᯇᮏࠉⱱ㸪ᡞ⏣ࠉṇᙪ㸪ᮧୖࠉ㸪
㸦᳃ᯘ⥲ྜ◊✲ᡤ㸧ᐑṊࠉᩔ㸪ἑࠉ㱟ஓ㸪㸦ᗈᓥ
ᅜ⏘ᮦࢆ⏝࠸ࡓ&/7ࡢຊᏛ≉ᛶࠉ㸫ࡑࡢࠉ㠃እ᭤ࡆᛶ⬟㸫
⥲◊㸧⸨⏣ࠉᙪ㸪㸦᪥ᮏ&/7༠㸧Ꮞ▼ࠉ๛ᚿ㸪
୰ᓥࠉὒ㸪ṇᮌࠉ⚈Ꮚ
ᾏ㐨⏘࣐࢝ࣛࢶࡢᯞᡴࡕᴗࡼࡿཎᮌࡢ⠇Ⓨ⌧⋡ෆᮦ
▼ᕝࠉె⏕㸪▼Ἑࠉ࿘ᖹ
⏝㏵ࡋ࡚ࡢຍ౯್ྥୖࡢຠᯝࡘ࠸࡚
ᯇᮏࠉⱱ㸪Ᏻஂὠࠉஂ㸪㸦㐨⥲◊ᯘᴗヨ㦂ሙ㸧ඵ
ࢢ࣐ࢶ㞧✀)ࡢ᳜᱂ᐦᗘࡀᮦ㉁ཬࡰࡍᙳ㡪
ᆏࠉ㏻Ὀ
▼ࠉ⏤⣖Ꮚ
㔪ⴥᶞࡢᮍᡂ⇍ᮦᡂ⇍ᮦࡢᮌ㒊ᵓ㐀㛵ࡍࡿ◊✲
ᮌ㉁እᮦࡢ⾲㠃ୖࡆࡀሬᚋࡢ⪏ೃᛶ⬟ཬࡰࡍᙳ㡪

ఀబࠉಙ୍

బ⸨ࠉ┿⏤⨾㸪㸦᪥Ἔ㸦ᰴ㸧㸪᫂⸆⛉㸧ஂಖ
ࢺࢻ࣐ࢶ⏤᮶ࢪࢸࣝ࣌ࣥࡢ33$5ȘȚάᛶస⏝⾑⢾್ୖ᪼
๛㸪㸦᪥Ἔ㸦ᰴ㸧㸧ᶫ∎ࠉㅍ㸪㸦᫂⸆⛉㸧ᮏᶫ
ᢚไస⏝
Ύே
ᯇᮏࠉஂ⨾Ꮚ㸪⃝⏣ࠉဴ๎㸪ࠉⰋ㸪ఀబࠉಙ
࣌ࢵࢺඹ⏕ᆺఫᏯࡢࡓࡵࡢᮌ㉁⣔ᗋᮦࡢ㛤Ⓨ㸦➨ሗ㸧
୍㸪㸦ᮾிᕤᴗ㸧ᶓᒣࠉ⿱
࣐࢝ࣛࢶ㢮ࡢᯞᶞ⓶⤌⧊࠾ࡅࡿḟ௦ㅰ≀࠾ࡼࡧ⢾㉁ࡢ⤌ᡂ
㛵ࠉ୍ே㸪ᢡᶫࠉ
ศᕸ
㏻㟁ຍ⇕ἲࡼࡿᮌᮦࡢᛴ㏿⇕ศゎ࡛ᚓࡽࢀࡓ⏕ᡂ≀ࡢᛶ≧
ᮏ㛫ࠉ༓ᬗ㸪㸦ி㒔㸧⏿ࠉಇ㸪Ώ㎶ࠉ㝯ྖ
ཬࡰࡍ㓟㕲ࡢຠᯝ
࣐࢝ࣛࢶᶞ⓶ᢳฟᾮྵࡲࢀࡿ⢾㢮ࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ㢮ࡢỈᛶ
ᷓᒣࠉு㸪ᢡᶫࠉ
࢜ࣥᾮయࢆ⏝࠸ࡓศ㞳
ᾏ㐨⏘ᮌ㉁ࢳࢵࣉ⇞ᩱࡢࢺࣞࣇࢡࢩࣙࣥ
ᒣ⏣ࠉᩔ㸪ᱵཎࠉ㞝
ᾏ㐨⏘࣒࢟ࢱࢣࡢ᱂ᇵ᮲௳ࡢ᳨ウ
⡿ᒣࠉᙲ㐀㸪ᐅᑑḟࠉ┒⏕㸪బ⸨ࠉ┿⏤⨾
ಖᏑฎ⌮ᮌᮦ୰ࡢࢺࣜࢰ࣮ࣝྜ≀ࡢᐃ㔞ศᯒ᪉ἲࡢຠ⋡ ᐑෆࠉ㍤ஂ㸪㸦᳃ᯘ⥲ྜ◊✲ᡤ㸧᱈ཎࠉ㑳ኵ
ᮌᮦࡽࡢࣝࢹࣄࢻ㢮ᨺᩓࡢ‵ᗘ౫Ꮡᛶ㛵ࡍࡿ᳨ウ
⛅ὠࠉ⿱ᚿ㸪㕥ᮌࠉᫀᶞ
㒊ศྵᾐࡼࡿᅜ⏘㔪ⴥᶞᮦࡢࢭࢳࣝ
㛗㇂ᕝ♸㸪 ⨾ᒣ⏫᳃ᯘ⤌ྜ ఀෆᡂ㸪ᯇற
ᚰ⌮Ꮫࢆྲྀࡾධࢀࡓᾏ㐨⏘㔪ⴥᶞᮦෆᮦࡢዲࡲࡋࡉࡢホ౯ ᯇᮏࠉஂ⨾Ꮚ㸪ࠉⰋ㸪ᕝ➼ࠉᜏ㸪ᩪ⸨ࠉ┤
㸦➨ሗ㸧⤒㦂ࡀホ౯ཬࡰࡍᙳ㡪ࡢ᳨ウ
ே㸪㸦ᾏ㐨㸧ᕝ➃ࠉᗣᘯ㸪బࠎᮌࠉ୕බᏊ
྿㔝ࠉಙ㸪㛵ࠉ୍ே㸪ᮅࠉ㟹ᘯ㸪ᑠᕝࠉᑦஂ㸪
༡ὒᮦ௦᭰0')ཎᩱࡢ᥈⣴㸦ϩ㸧ࠉ㸫ཎᩱࢳࢵࣉࡢ๓ฎ⌮ࡀ0')
㸦ᘓᕤᴗ㸧㧘⃝ࠉⰋ㍜㸪㸦࣍ࢡࢩࣥ㸧㧗ᶫࠉⱥ
≀ᛶཬࡰࡍᙳ㡪㸫
᫂㸪ୖ㔝ࠉ┿⩏
ᮧୖ㸪ᶫ⩏ᚫ㸪ᯇᮏⱱ㸪ᡞ⏣ṇᙪ㸪㸦᳃
ᅜ⏘ᮦࢆ⏝࠸ࡓ&/7ࡢຊᏛ≉ᛶࠉ㸫ࡑࡢࠉࡵࡾࡇࡳᛶ⬟㸫
ᯘ⥲ྜ◊✲ᡤ㸧ᐑṊᩔ㸪ἑ㱟ஓ㸪㛗ᑿ༤ᩥ㸪
㸦᪥ᮏ&/7༠㸧Ꮞ▼๛ᚿ㸪୰ᓥὒ㸪ṇᮌ⚈Ꮚ
ᾏ㐨⏘ᑠᚄࢩࣛ࢝ࣥࣂᮦࢆά⏝ࡋࡓෆ⏝༢ᯈ✚ᒙᮦࡢ㛤Ⓨ 㕥ᮌࠉᫀᶞ㸪⛅ὠࠉ⿱ᚿ
ᩘ✀ࡢᮌ㉁ᮦᩱ࠾ࡅࡿ྾ᨺ‵ᛶ⬟ࡢ᳨ウ㸦㸧ࠉ㸫-,6$
ᮅࠉ㟹ᘯ
ࡼࡿホ౯㸫
➨ڦᅇ⏕Ꮡᅪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕᮌ㉁ᮦᩱᐇ㦂Ჷ+ᖺᗘඹྠ⏝◊✲Ⓨ⾲㸦㸪Ᏹᕷ㸧
࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᭷ຠά⏝ࡢࡓࡵࡢ㧗⇕ఏᑟᛶⅣ⣲㸫㔠ᒓ」ྜᮦᩱ
すᐑࠉ⪔ᰤ㸪㸦ி㒔㸧⏿ࠉಇ
ࡢ㛤Ⓨ㸫
ڦᮌ㉁ᮦᩱᐇ㦂Ჷ+ᖺᗘඹྠ⏝◊✲ሗ࿌㸦㸪Ᏹᕷ㸧
ᮌ㉁⇕ฎ⌮≀ࡢ࢜ࣥᛶ࠾ࡼࡧࡑࡢ㔠ᒓ㘒యࠉ㸫㔠ᒓ✀ࡢ
ᮏ㛫ࠉ༓ᬗ㸪㸦ி㒔㸧⏿ࠉಇ
┦㐪ࡀཬࡰࡍᙳ㡪㛵ࡍࡿ᳨ウ㸫
㔝⏣ࠉᗣಙ㸪᳃ࠉ‶⠊㸪ᮾࠉᬛ๎㸪ᡞ⏣ࠉṇᙪ㸪
⭉ᮙ㒊ᮦࢆ᥋ྜ㔠≀࡛⿵ᙉࡋࡓሙྜࡢᙉᗘ㛵ࡍࡿ◊✲
㸦ி㒔㸧᳃ࠉᣅ㑻
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2）刊行物等で発表した研究業績等（平成 25 年 4 月～ 26 年 3 月掲載）
外部刊行物への投稿状況は次のとおりです（一部外部機関が筆頭のものを含みます）
。
Ⓨ⾲ㄢ㢟
Ⓨ⾲⪅Ặྡ
࣮ࣛࢪࣇ࣮ࣥ࢞ࢪࣙࣥࢺ࡛⦪⥅ࡂࡋ 㔝⏣ࠉᗣಙ㸪㸦ி㒔㸧᳃ࠉᣅ
ࡓ࣐࢝ࣛࢶ㞟ᡂᮦࡢ᥋ྜᙉᗘࡢ᥎ᐃ
㑻㸪ᑠᯇࠉᖾᖹ
㸦ி㒔㸧᳃ࠉᣅ㑻㸪㸦ி㒔㸧
⡀℩ࠉెஅ㸪㸦ศ㸧⏣୰
⏕≀ຎࢆཷࡅࡓᮌᮦࡢ᭤ࡆ࠾ࡼࡧᅽ⦰ ᆂ㸪Ἑ㔝ࠉᏕኴ㑻㸪㸦㐨⥲◊ᯘ⏘
ヨ㦂ሙ㸧㔝⏣ࠉᗣಙ㸪᳃‶⠊㸪
ᙉᗘ≉ᛶࡑࡢຎホ౯
㸦ᐩᒣᮌ◊㸧ᰩ㷂ࠉᏹ㸪㸦ி㒔
㸧ᑠᯇࠉᖾᖹ
,QYLWURP\FRUUKL]DWLRQDQG
㸦ಙᕞ㸧㐲⸨ࠉ┤ᶞ㸪㸦㐨⥲◊
DFFOLPDWL]DWLRQRI$PDQLWD
ᯘ⏘ヨ㦂ሙ㸧ᐅᑑḟࠉ┒⏕㸪㸦ಙ
FDHVDUHRLGHVDQGLWVUHODWLYHVRQ
ᕞ㸧⚟⏣ࠉṇᶞ㸪ᒣ⏣ࠉ᫂⩏
3LQXVGHQVLIORUD
ᡞ⏣ࠉṇᙪ㸪᳃ࠉ‶⠊㸪㸦࣍ࢡࢩ
ᵓ㐀⏝ᮌ㉁㠃ᮦᩱࡢ⭉ᮙࡀ㔥᥋ྜࡏࢇ᩿
ࣥ㸦ᰴ㸧㸧㧗ᶫࠉⱥ᫂㸪⊁ಛࠉ㝯
ᛶ⬟ཬࡰࡍᙳ㡪
ྐ㸪㸦ᾏ㐨㸧ᖹࠉ༟㑻
ᮌᮦಖᏑ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ➨㸲⣭ࣥ
ࣔࢽ࣒࢘ྜ≀ࡢ+3/&(/6'ࢆ⏝࠸ࡓᐃ ᐑෆࠉ㍤ஂ
㔞ศᯒ
0')ࡢ⭉ᮙಁ㐍᪉ἲࡢ᳨ウ

ᮾࠉᬛ๎㸪᳃ࠉ‶⠊㸪ᡞ⏣ࠉṇᙪ

ᥖ㍕ㄅ㸪ᕳ㸦ྕ㸧㸪Ⓨ⾜ᖺ㸦ᖺ᭶㸧
ᮦᩱ㸪㸪㸪

ᮦᩱ㸪㸪㸪

0\FRUUKL]D㸪㸪㸪

ᮌᮦᏛㄅ㸪㸪㸪
᪥ᮏᮌᮦಖᏑ༠ࠉ➨ᅇᖺḟ◊✲
Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟㸪㸪㸪
᪥ᮏᮌᮦಖᏑ༠ࠉ➨ᅇᖺḟ◊✲
Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟㸪㸪㸪

✚㞷ᐮ෭ᆅᇦ࠾ࡅࡿᮌᮦ⏝ሬᩱࡢ⪏ೃ
ᛶホ౯㸦ϩ㸧ࠉ㸫⪏ᐖᛶࢆ⪃៖ࡋࡓಁ ఀబࠉಙ୍
㐍⪏ೃᛶヨ㦂᪉ἲࡢ᳨ウ㸫

᪥ᮏᮌᮦಖᏑ༠ࠉ➨ᅇᖺḟ◊✲
Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟㸪㸪㸪

බඹᘓ⠏≀➼ࡢᮌ㉁ෆᮦࡢ㞴⇞

᪥ᮏᮌᮦಖᏑ༠ࠉ➨ᅇᖺḟ◊✲
Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟㸪㸪㸪

Ἑཎ㷂ࠉᨻ⾜

㸦ி㒔㸧⸨ཎࠉ⿱Ꮚ㸪⸨ࠉ⩏
ஂ㸪⡀℩ࠉెஅ㸪᳃ࠉᣅ㑻㸪ྜྷᮧ
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㞟㸪㸪%3㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪%3㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪'3㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪'㸪

➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪'㸪

➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪'㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪*3㸪
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ᯇᮏࠉஂ⨾Ꮚ㸪⃝⏣ࠉဴ๎㸪
࣌ࢵࢺඹ⏕ᆺఫᏯࡢࡓࡵࡢᮌ㉁⣔ᗋᮦࡢ
Ⰻ㸪ఀబࠉಙ୍㸪㸦ᮾிᕤᴗ
㛤Ⓨ㸦➨ሗ㸧
㸧ᶓᒣࠉ⿱
㔥ࣅࢫࢆే⏝ࡋࡓ㠃ᮦ⪏ຊቨࡢỈᖹࡏ 㔝⏣ࠉᗣಙ㸪ᡞ⏣ࠉṇᙪ㸪⸨ཎ
ࢇ᩿ᛶ⬟ࡢ᥎ᐃ
ᣅဢ
ᩘ✀ࡢᮌ㉁ᮦᩱ࠾ࡅࡿ྾ᨺ‵ᛶ⬟ࡢ᳨
ᮅࠉ㟹ᘯ
ウ㸦㸧ࠉ㸫-,6$ࡼࡿホ౯㸫
ᖹᯘࠉ㟹㸪ྂ⏣ࠉ┤அ㸪ᐑෆࠉ㍤
ᒇእ࠾ࡅࡿ༢ᯈ✚ᒙᮦࡢ⪏ஂᛶ㸦㸧
ஂ㸪㸦ᅜ/9/༠㸧ᡂ⏣ࠉᩄᇶ㸪
㸫ᒇእᭀ㟢ᖺ㛫࠾ࡅࡿ/9/ࡢ⪏ೃᛶ㸫
ᮤࠉඖ⩚
ᒇእ࠾ࡅࡿ༢ᯈ✚ᒙᮦࡢ⪏ஂᛶ㸦㸧 ྂ⏣ࠉ┤அ㸪ᖹᯘࠉ㟹㸪ᐑෆࠉ㍤
㸫ᒇእᭀ㟢ᖺ㛫࠾ࡅࡿᙉᗘᛶ⬟ࡢኚ ஂ㸪㸦ᅜ/9/༠㸧ᡂ⏣ࠉᩄᇶ㸪
ᮤࠉඖ⩚
㸫
ᾏ㐨⏘ᑠᚄࢩࣛ࢝ࣥࣂᮦࢆά⏝ࡋࡓෆ
㕥ᮌࠉᫀᶞ㸪⛅ὠࠉ⿱ᚿ
⏝༢ᯈ✚ᒙᮦࡢ㛤Ⓨ
྿㔝ࠉಙ㸪㛵ࠉ୍ே㸪ᮅࠉ㟹
༡ὒᮦ௦᭰0')ཎᩱࡢ᥈⣴㸦ϩ㸧ࠉ㸫ཎ
ᘯ㸪ᑠᕝࠉᑦஂ㸪㸦ᘓᕤᴗ㸧㧘
ᩱࢳࢵࣉࡢ๓ฎ⌮ࡀ0')≀ᛶཬࡰࡍᙳ
⃝ࠉⰋ㍜㸪㸦࣍ࢡࢩࣥ㸧㧗ᶫࠉⱥ
㡪㸫
᫂㸪ୖ㔝ࠉ┿⩏
ᶞ⓶⢊ᮎࢆῧຍࡋࡓࣇ࢙ࣀ࣮ࣝᶞ⬡ࡢ᥋
╔ᛶ⬟ࠉ㸫⇕ᅽ ᗘ᥋╔ᙉࡉࡘ࠸࡚ ᐑ㷂ࠉ῟Ꮚ
㸫
ᮌᮦࡽࡢࣝࢹࣄࢻ㢮ᨺᩓࡢ‵ᗘ౫Ꮡ
⛅ὠࠉ⿱ᚿ㸪㕥ᮌࠉᫀᶞ
ᛶ㛵ࡍࡿ᳨ウ
㒊ศྵᾐࡼࡿᅜ⏘㔪ⴥᶞᮦࡢࢭࢳࣝ 㛗㇂ᕝࠉ♸㸪㸦⨾ᒣ⏫᳃ᯘ⤌ྜ㸧

ఀෆࠉᡂ㸪ᯇࠉற
బ⸨ࠉ┿⏤⨾㸪㸦᪥Ἔ㸦ᰴ㸧㸪᫂
ࢺࢻ࣐ࢶ⏤᮶ࢪࢸࣝ࣌ࣥࡢ33$5ȘȚά ⸆⛉Ꮫ㸧ஂಖࠉ๛㸪㸦᪥Ἔ
㸦ᰴ㸧㸧ᶫ∎ࠉㅍ㸪㸦᫂⸆⛉
ᛶస⏝⾑⢾್ୖ᪼ᢚไస⏝
㸧ᮏᶫࠉΎே
࣐࢝ࣛࢶᶞ⓶ᢳฟᾮྵࡲࢀࡿ⢾㢮
ᷓᒣࠉு㸪ᢡᶫࠉ
ࣇ࢙ࣀ࣮ࣝ㢮ࡢỈᛶ࢜ࣥᾮయࢆ⏝࠸
ᮌ㉁እᮦࡢ⾲㠃ୖࡆࡀሬᚋࡢ⪏ೃ
ఀబࠉಙ୍
ᛶ⬟ཬࡰࡍᙳ㡪
ಖᏑฎ⌮ᮌᮦ୰ࡢࢺࣜࢰ࣮ࣝྜ≀ࡢ ᐑෆࠉ㍤ஂ㸪㸦᳃ᯘ⥲ྜ◊✲ᡤ㸧
ᐃ㔞ศᯒ᪉ἲࡢຠ⋡
᱈ཎࠉ㑳ኵ
⡿ᒣࠉᙲ㐀㸪ᐅᑑḟࠉ┒⏕㸪బ⸨
ᾏ㐨⏘࣒࢟ࢱࢣࡢ᱂ᇵ᮲௳ࡢ᳨ウ
┿⏤⨾
㏻㟁ຍ⇕ἲࡼࡿᮌᮦࡢᛴ㏿⇕ศゎ࡛ᚓ
ᮏ㛫ࠉ༓ᬗ㸪㸦ி㒔㸧⏿ࠉಇ
ࡽࢀࡓ⏕ᡂ≀ࡢᛶ≧ཬࡰࡍ㓟㕲ࡢຠ
㸪Ώ㎶ࠉ㝯ྖ
ᯝ
ᾏ㐨⏘ᮌ㉁ࢳࢵࣉ⇞ᩱࡢࢺࣞࣇࢡ
ᒣ⏣ࠉᩔ㸪ᱵཎࠉ㞝
ࢩࣙࣥ
㸦ᮾி㸧୍ᐑࠉᏕ⮳㸪ఫࠉᨻ
ᑠつᶍᕤሙ࠾ࡅࡿ↓ᇈࣇ࣮ࣟࣜࣥࢢ〇
ᐶ㸪ୖࠉ㞞ᩥ㸪 㐨⥲◊ᯘ⏘ヨ㦂
㐀ࡢ*+*ฟ㔞
ሙ ྂಛࠉᐶ㝯
ᾏ㐨⏘࣐࢝ࣛࢶࡢᯞᡴࡕᴗࡼࡿཎ
ᮌࡢ⠇Ⓨ⌧⋡ෆᮦ⏝㏵ࡋ࡚ࡢຍ ▼ᕝࠉె⏕㸪▼Ἑࠉ࿘ᖹ
౯್ྥୖࡢຠᯝࡘ࠸࡚
ᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫⓎ㟁ࡢᆅᇦ⤒῭Ἴཬຠᯝ ྂಛࠉᐶ㝯㸪▼Ἑࠉ࿘ᖹ

➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪*㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪+3㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪,3㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪,3㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪,3㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪,3㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪,㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪-3㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪-3㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪-3㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪03㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪03㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪13㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪13㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪23㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪3㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪43㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪4㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪<㸪
➨ᅇ᪥ᮏᮌᮦᏛࠉ◊✲Ⓨ⾲せ᪨
㞟㸪㸪<㸪

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。
Ⓨ⾜ᖺ᭶
ࢱࢺࣝ
ᖺ ᮌᮦࡢᾮయࡢᾐ㏱ᛶ
᭶ྕ ືヨ㦂࡛ࢃࡿᮌᮦࡢᛶ㉁ࡘ࠸࡚
ᖹᡂᖺヨ㦂◊✲ࡢ⤂
4 $ඛ᭶ࡢᢏ⾡┦ㄯࡽࠝࠕᮌᬽࡽࡋࡢሗ㤋ࠖ࠾ࡅࡿᮌᮦ〇ရሗࠞ
⾜ᨻࡢ❆ࠝᾏ㐨ࡢᮌᮦ㛵㐃⟇ࡘ࠸࡚ࠞ
ᖺ ᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࡘ࠸࡚
᭶ྕ ≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϨ࠘ࠝ㐨༡ࢫࢠࡢᚠ⎔⏝ྥࡅࡓྲྀ
⤌ࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϨ࠘ࠝᆅᇦᮦࡢά⏝ྥࡅࡓᗇ⯋ෆ
ᮌ㉁ࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϨ࠘ࠝ⢾ᒀࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺࡋࡓࢺࢻ
࣐ࢶᶞⴥ⏤᮶ᶵ⬟ᛶ㣗ရ⣲ᮦࡢ㛤Ⓨࠞ
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Ặྡ
ᱵཎࠉ㞝
ᓮࠉஂྖ
ᕝ➼ࠉᜏ
すᐑࠉ⪔ᰤ
Ỉ⏘ᯘົ㒊ᯘົᒁᯘᴗᮌᮦㄢ
すᐑࠉ⪔ᰤ
ᆏୗࠉຮ
బ㔝ࠉᘺᰤᏊ㸪㔠Ꮚࠉ⣖
బ⸨ࠉ┿⏤⨾
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ᖺ
᭶ྕ

ᖺ
᭶ྕ

ᖺ
᭶ྕ

ᖺ
᭶ྕ

ᖺ
᭶ྕ

≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϨ࠘ࠝᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫ⇞ᩱࡢရ㉁ࢆྥୖ
ࡉࡏࡿࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϨ࠘ࠝ㐨⏘㔪ⴥᶞᮦࢆ⏝࠸ࡓෆᮦࡢぢ
ࡓ┠ࡢዲࡲࡋࡉࡢホ౯ࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϨ࠘ࠝ㐨⏘࣐࢝ࣛࢶࢆ⏝࠸ࡓᅵྎ⏝༢ᯈ
㞟ᡂᮦࡢ㛤Ⓨࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϨ࠘ࠝᆅᇦᮦࢆ⏝࠸ࡓ㜵ⅆᮌᮦࡢ㛤Ⓨࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϨ࠘ࠝᏳᚰᏳ࡞ᮌ〇ࣁࣈࣜࢵࢻ㐟ල
ࡢ㛤Ⓨࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϨ࠘ࠝᏳᚰᏳ࡞ᮌ〇ࣁࣈࣜࢵࢻ㐟ල
ࡢ㛤Ⓨ㸫ࣛࣇࢧࢡࣝࢥࢫࢺ⤒῭Ἴཬຠᯝ㸫ࠞ
4 $ඛ᭶ࡢᢏ⾡┦ㄯࡽࠝᏳ࡞ᮌ〇࣮࢞ࢻ࣮ࣞࣝࠞ
⾜ᨻࡢ❆ࠝ᭶ࡽࠕᮌᮦ⏝࣏ࣥࢺᴗࠖࡀጞࡲࡾࡲࡍࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϩ࠘ࠝ✚㞷ᐮ෭ᆅᇦ࠾ࡅࡿሬᮌᮦࡢ
⪏ೃᛶ⬟ࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϩ࠘ࠝᶵ⬟ᛶᐙලࡢ㛤Ⓨࡑࡢຠᯝࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϩ࠘ࠝேᕤᯘᗈⴥᶞᮦࡢᮦ㉁ࡘ࠸࡚ࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϩ࠘ࠝ㐨⏘࢟ࣀࢥࡢ᪂⏝㏵㛤Ⓨ̿⏝᪉
ἲ㑅ᢤ࣭ຍᕤᢏ⾡̿ࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϩ࠘ࠝ'1$࣐࣮࣮࡛࢝᳃ᯘᅵተ୰ࡢ࣐ࢶ
ࢱࢣ⳦ࢆ᥈ࡍࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϩ࠘ࠝ▷ఆᮇ✭ࣖࢼࢠࡽࡢᶵ⬟ᛶ࢜
ࣜࢦ⢾ࡢ〇㐀ࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϩ࠘ࠝࣃࣝࣉࣜࢪ࢙ࢡࢺࢆ⏝࠸ࡓࣂ࢜
࢚ࢱࣀ࣮ࣝࡢ〇㐀ࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϩ࠘ࠝ㐨⏘㔪ⴥᶞࠉ࣐࢝ࣛࢶ࣭࢚࢝ࢰ
࣐ࢶࡢ✺ᯈࡼࡿᘓᮦၟရࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϩ࠘ࠝᆅᮦᆅᾘ᥎㐍άືࡢྲྀ⤌ࡼࡿἼ
ཬຠᯝࡘ࠸࡚ࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϩ࠘ࠝᮌ〇ᬯῺỈ⟶ࡢ⪏ஂᛶࡢ᳨ドࠞ
4 $ඛ᭶ࡢᢏ⾡┦ㄯࡽࠝ౫㢗ヨ㦂ࡢ⏦ࡋ㎸ࡳ᪉ἲࡘ࠸࡚ࠞ
⾜ᨻࡢ❆ࠝᖹᡂᖺᗘᾏ㐨ᮌᮦ㟂⤥ぢ㏻ࡋࡘ࠸࡚ࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϪ࠘ࠝ㐨⏘࣐࢝ࣛࢶࢆ⏝࠸ࡓᅵྎ⏝༢ᯈ
㞟ᡂᮦࡢ㛤Ⓨ̿ᙉᗘᛶ⬟̿ࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϪ࠘ࠝ㐨⏘࣐࢝ࣛࢶࢆ⏝࠸ࡓᅵྎ⏝༢ᯈ
㞟ᡂᮦࡢ㛤Ⓨ̿㛗ᮇᛶ⬟̿ࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϪ࠘ࠝ㐨⏘࣐࢝ࣛࢶࢆ⏝࠸ࡓᅵྎ⏝༢ᯈ
㞟ᡂᮦࡢ㛤Ⓨ̿᥋ྜᛶ⬟̿ࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϪ࠘ࠝ㐨⏘࣐࢝ࣛࢶࢆ⏝࠸ࡓᅵྎ⏝༢ᯈ
㞟ᡂᮦࡢ㛤Ⓨ̿ಖᏑᛶ⬟̿ࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϪ࠘ࠝᙉไ⭉ᮙฎ⌮ࡼࡿᰕ⬮᥋ྜ㒊ࡢ
ホ౯ࠞ
≉㞟ࠗᖹᡂᖺ◊✲ᡂᯝⓎ⾲ࣃ࣮ࢺϪ࠘ࠝ㐨⏘ᮦࢆ⏝࠸ࡓࢶ࣮ࣂࣇ࢛࣮〇
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ホームページ
林産試験場ホームページ（http://www.fpri.hro.or.jp/）により，最新の研究成果や普及・技術支援情報を
発信しました。
林産試験場ホームページの 25 年度更新回数は 64 回，主な新規・更新情報は次のとおりです。
○研究について（平成 25 年度試験研究課題，研究成果発表会）
○技術支援制度のご案内
○刊行物＆データベース（林産試だより 2013 年 4 月号～ 2014 年 3 月号，平成 24 年度年報）
○マニュアル・特集（木製サッシフォーラム 2013，技術相談・回答事例集『Q&A

先月の技術相談から』
，

木製遊具の耐久性向上を図る設計資料集，新しい土台用構造材：カラマツ単板集成材「LVG」
，
道総研が開発中の木材乾燥技術：コアドライ）
○その他，各種林産試験場に関する情報（入札情報，イベントに関するお知らせ等）

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。
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視察・見学
24 年度の視察・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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技術相談
25 年度の相談件数は総数で 607 件でした。これを部門別に示すと次のとおりです。
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技術指導
25 年度の技術指導は年間 141 件，延べ 222 人でした。項目別に示すと次のとおりです。
ጤဨ࣭ࢻࣂ
ศᯒ࣭ㄪᰝ➼ࡢ
Ⓨ⾲࣭ㅮ₇ ห⾜≀࣭+3➼
ࢨ࣮࣭ㅮᖌ➼ᑵ
ᐇᣦᑟ
࠾ࡅࡿⓎ⾲ ࡢཎ✏ᥖ㍕
௵
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普及・技術支援等の概要

依頼試験
25 年度の依頼試験は，木材工業関連企業等からの依頼により，サッシの性能試験，ボード類の品質試験，
木材の強度試験など 115 項目 167 件の試験及び分析 ･ 鑑定を行いました。
༊ศ
ᮌᮦࡢᮦ㉁ヨ㦂
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設備使用
25 年度の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 82 件，延べ 527 時間（100 日）
でした。主な使用機械は，耐火試験炉，分光光度計，原子吸光分光光度計，気密・水密試験装置などです。
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技術研修
25 年度の技術研修の受講者は 1 名でした。内容は次のとおりです。
ࠉࠉࠉࠉࠉ◊ಟෆᐜ

ࠉࠉࠉࠉࠉᮇ㛫

ேᩘ

㹁㹌㹁ᮌᕤ᪕┙࠾ࡅࡿไᚚᢏ⾡

ᖹᡂᖺ᭶᪥㹼᭶᪥

ྡ

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。25 年
度の委嘱状況は次のとおりです。年度中に委員等を交替している場合は後任者を記載しました。
Ặྡ
ᯇᑿࠉࠉ༤

ᅋయ➼ࡢྡ⛠
ᾏ㐨ᯘᮌ⫱✀༠
132ἲேࠉᾏ㐨ఫᏯࡢ

⫋ྡ
㢳ၥ
ᅜ⏘ᆅᇦᮦࡼࡿᯟ⤌ቨᕤἲఫᏯᕤᵝ᭩ཎసᡂጤဨጤဨ

ᅜ㝿ᐙලࢹࢨࣥࣇ࢙᪫ᕝ㛤ദጤဨ
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๓⏣ࠉ

㸦୍♫㸧᪥ᮏᮌᮦᏛᾏ㐨ᨭ㒊
㸦බ♫㸧᪥ᮏᮌᮦຍᕤᢏ⾡༠
㸦୍♫㸧ᾏ㐨ᯘ⏘ᢏ⾡ᬑཬ༠
ᾏ㐨ᩍ⫱Ꮫ
㸦୍♫㸧᪥ᮏᮌᮦᏛᾏ㐨ᨭ㒊

ጤဨ
⌮
⌮
ୖᕝᆅᇦỈᖹ㐃ᦠ༠㆟ࠕࢺࢻ࣐ࢶᘓᮦά⏝᳨ウጤဨࠖጤဨ
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