事業の概要・試験研究成果の概要

事業の概要
国内の人工林は資源として充実し，これまでの造林・保育による資源の造成期から，主伐が可能な資源の利
用期へと移行しており，最近では国産材の供給量は増加傾向にあります。また，木材輸入量は減少傾向にあり，
木材自給率が回復してきているところです。
こうした中，国では木材自給率の向上による林業・木材産業の再生と低炭素社会の実現に向け，「公共建築
物等木材利用促進法」の施行など，国産木材の需要拡大と安定供給体制構築の取り組みに力を入れています。
道でも，北海道森林づくり基本計画に示している基本的な方針に基づき，具体的な施策の展開を推進すると
ともに，「適切な森林管理のもと地域の特性に応じた森林の整備及び保全の推進」，「森林資源の循環利用の推
進による林業及び木材産業等の振興」，
「木育の理念を基本とした道民との協働による森林づくりの展開」など，
新たな森林管理の仕組みづくりに取り組んでいます。また，北海道地域材利用推進方針を策定し，公共建築物
をはじめとする幅広い分野で地域材の利用を拡大する取り組みを行っています。
林産試験場では，再生可能な森林資源の効果的な利用に基づいた「持続可能な循環型社会の構築」と，「道
内木材産業の活性化」に向け，「林産試験場試験研究・普及指導推進方向」の中で
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
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
Ⅲ．森林資源の総合利用の推進のための研究開発
の 3 つを取り組むべき試験研究の基本目標として掲げています。これらに沿って，木材産業の振興に向けた製
造・加工技術の向上，木材需要を増進するための新たな木製品の開発や性能向上，バイオマスエネルギーの利
用促進やきのこの生産性向上といった具体的な課題に対し，高度な物理的，化学的加工技術に基づく様々な研
究開発を行っています。
また，これまでの研究で得られた成果の普及を図るため，研究成果発表会の開催や Web 版「林産試だより」
などによる情報の発信のほか，各種イベントにも積極的に出展しています。さらに企業等への技術支援として，
林産試験場の施設・設備を利用した依頼試験や設備使用，技術研修や現場での技術指導なども実施しています。

試験研究成果の概要
平成 25 年度には新規 39 課題，継続 29 課題，合計 68 課題の試験研究に取り組みました。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 2 課題および経常研究 13 課題に加え，公募されている事業に応
募して実施する公募型研究 23 課題，民間企業等との一般共同研究 15 課題，民間企業等からの受託研究 11 課題，
その他の研究 2 課題となっています。以下に課題の一覧を示します。
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࢘ࢵࢻ࣮࢝࣎ࣥ࢝ࢯ࣮ࢻゐ፹ࡢ㛤Ⓨ
ᅜ⏘ᮦࢆཎᩱࡋࡓࢭࢳࣝᮌᮦࡢ〇㐀ᢏ⾡ࡢ

᳨ウ
ᮌ㉁⇕ฎ⌮≀ࡢ࢜ࣥᛶ࠾ࡼࡧࡑࡢ㔠ᒓ㘒య

㸫㔠ᒓ✀ࡢ┦㐪ࡀཬࡰࡍᙳ㡪㛵ࡍࡿ᳨ウ㸫
▼㈨※௦᭰ᮦᩱ〇ྥࡅࡓᮌ㉁ࣂ࣐࢜ࢫࡢ

ᛴ㏿⇕ศゎ᮲௳ࡢ᭱㐺
᳃ᯘࣂ࣐࢜ࢫࡢᡂศ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮⏝ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
ࣃࣝࣉࣜࢪ࢙ࢡࢺࢆཎᩱࡍࡿࣂ࢚࢜ࢱࣀ࣮ࣝ

〇㐀ྥࡅࡓᇶ♏ⓗ᳨ウ
ᶞ⓶ࢆཎᩱࡍࡿࣂ࢜ࣜࣇࢼ࣮ࣜࡢᵓ⠏

ྥࡅࡓᇶ♏ⓗ᳨ウ
ᮌ㉁⣔ࣂ࣐࢜ࢫ⇞ᩱࡢࢢ࣮ࣞࢻࢵࣉ㛵ࡍࡿ

◊✲
 ㎰ᴗ⏝ᗫࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡢ⏝㛵ࡍࡿ◊✲
࣐࢝ࣛࢶ㢮ࡢᶞ⓶࠾ࡅࡿḟ௦ㅰ≀⤌⧊ࡼ

ࡿᏛⓗ㜵ᚚᡓ␎ࡢゎ᫂
࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ᭷ຠά⏝ࡢࡓࡵࡢ㧗⇕ఏᑟᛶⅣ⣲㸫

㔠ᒓ」ྜᮦᩱࡢ㛤Ⓨ
ࡁࡢࡇࡢᶵ⬟ᛶ࣭㣗ᛶྥୖᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
 ⳦᰿ᛶࡁࡢࡇឤᰁⱑసฟᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
㐨⏘ࢽ࣮ࣗࢱࣉ࢟ࣀࢥࡢ⫱ᡂ⣲ᮦ⏝ྥࡅ

ࡓ◊✲
✺↛ኚ␗⫱✀ἲࢆ⏝ࡋࡓ᱂ᇵࡁࡢࡇࡢ᭷⏝ᙧ㉁

ฟࡑࡢ'1$࣐࣮࣮࢝ࡢ㛤Ⓨ
 ᆅᇦ㈨※ࡢά⏝᭷ຠ࡞᪂ࣈࢼࢩ࣓ࢪࡢ㛤Ⓨ
᪩⏕ᶞࠕࣖࢼࢠࠖࢆά⏝ࡋࡓࢩࢱࢣ᱂ᇵᢏ⾡ࡢ

᳨ウ
 ࣖࢼࢠ᭷ຠά⏝ㄪᰝ◊✲
㣗⏝ࡁࡢࡇࢆά⏝ࡋࡓ␆⏘ᗫᲠ≀ࡢ⏕≀ኚࢩࢫ

ࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
࣐ࢱࢣࡢ㧗ᶵ⬟ᛶࣉࣞࣂ࢜ࢸࢡࢫ㣗ရࡋ

࡚ࡢᐇドపࢥࢫࢺ᱂ᇵᢏ⾡ࡢᬑཬ

⤒ᖖ◊✲

බເᆺ◊✲

 〇ရ㛤Ⓨ㸪ᒃఫ⎔ቃ

 ⪏ஂ࣭ᵓ㐀

⤒ᖖ◊✲

 ⏕⏘ᢏ⾡㸪⪏ஂ࣭ᵓ㐀

⤒ᖖ◊✲



බເᆺ◊✲



බເᆺ◊✲

 ࣐ࢸࣜࣝ

࣐ࢸࣜࣝ

බເᆺ◊✲



࣐ࢸࣜࣝ

බເᆺ◊✲



࣐ࢸࣜࣝ

⤒ᖖ◊✲



⤒ᖖ◊✲

 ࣂ࣐࢜ࢫ

ࡑࡢ

බເᆺ◊✲



⪏ஂ࣭ᵓ㐀



බເᆺ◊✲



࣐ࢸࣜࣝ㸪ࣂ࣐࢜ࢫ㸪ᢏ⾡
㒊

୍⯡ඹྠ◊✲

⤒ᖖ◊✲



ࣂ࣐࢜ࢫ㸪࣐ࢸࣜࣝ㸪ᚤ⏕
≀㸪〇ရ㛤Ⓨ




ࣂ࣐࢜ࢫ㸪࣐ࢸࣜࣝ㸪⏕⏘

ᢏ⾡㸪〇ရ㛤Ⓨ
 ࣂ࣐࢜ࢫ㸪࣐ࢸࣜࣝ




 ࣂ࣐࢜ࢫ


ᬑཬㄪᩚ

⤒ᖖ◊✲

 ᚤ⏕≀㸪ࣂ࣐࢜ࢫ㸪⪏ஂ࣭ᵓ㐀



⤒ᖖ◊✲

 ᚤ⏕≀



බເᆺ◊✲

 ᚤ⏕≀

୍⯡ඹྠ◊✲  ᚤ⏕≀



୍⯡ඹྠ◊✲  ᚤ⏕≀㸪ࣂ࣐࢜ࢫ



୍⯡ඹྠ◊✲  ᚤ⏕≀㸪ࣂ࣐࢜ࢫ
୍⯡ඹྠ◊✲  ᚤ⏕≀
බເᆺ◊✲

 ᚤ⏕≀



ㄢ㢟୍ぴ⾲࡛ࡣ㸪ᢸᙜࢢ࣮ࣝࣉࡢࠕࢢ࣮ࣝࣉࠖࡢᩥᏐࢆ┬␎ࡋࡲࡋࡓࠋྛᴫせ࡛ࡣࠕࢢ࣮ࣝࣉࠖࢆࠕ*ࠖ␎グࡋࡲࡋࡓࠋ
ᴗ➼ࡢពྥࡸ▱ⓗ㈈⏘ᶒࡢྲྀᚓ➼ࡢࡓࡵ㸪୍㒊බ⾲࡛ࡁ࡞࠸ㄢ㢟ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
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