地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

天然力を活かして多様な森林を育成しよう！

針葉樹人工林を広葉樹林へ誘導する技術の開発
課題名（研究期間）

広葉樹林化のための更新予測および誘導技術の開発（2007 ～ 2011 年度）

現在、管理が放棄された針葉樹人工林の一部を広葉樹林へ誘導していこうという動きがあります。天然更新による誘導の可能性や施業
方法などを研究しました。

抜き伐り

うっ閉したトドマツ人工林

広葉樹の若木が更新

●光環境を改善することで針葉樹人工林を広葉樹林へ誘導することが可能です。
●しかし、広葉樹の更新には、広葉樹林からの距離、種子を散布する動物の行動、更新を妨げるササやエゾシカの存在など様々な要因
が影響することもわかりました。
●誘導にあたっての注意点や施業の手順を解説したハンドブックを作成し、研究プロジェクトのウェブサイトにアップしました。

■広葉樹林化が天然の力で可能なのか、そしてどのような誘導方法が適切なのかを判断する技術開発を行いました。
成果の概要

■施業の計画および実行において、的確な判断を下す手助けとなる「広葉樹林化ハンドブック 2010」と「広葉樹林
化ハンドブック 2012」を作成しました。

成果の活用

■ハンドブックが広く活用されているほか、行政機関からの相談や報道機関の取材に対応しています。

■森林総合研究所ウェブページ「広葉樹林化プロジェクト、北海道立林業試験場」
http://www2.ffpri.affrc.go.jp/labs/bl_pro_1/hokkaido/hokkaido.html
成果の公表

■広葉樹林化ハンドブック 2010、2012
http://www2.ffpri.affrc.go.jp/labs/bl_pro_1/top.html
■ほか学会誌７件、普及誌４件

連携機関

（独）森林総合研究所

特記事項
担当グループ
備考

森林資源部 経営グループ
■この研究は、農林水産技術会議の「先端技術を活用した農林水産研究高度化事業」の助成を受けたもので、（独）
森林総合研究所と 10 公設試験研究機関、４大学、１財団法人との共同研究です。
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ブナ植栽時のウサギによる食害は大苗の利用で回避できます

大苗の利用によるブナ林造成技術の改善
課題名（研究期間）

コスト低減に配慮したブナ林の再生技術の高度化（2009 ～ 2011 年度）

ブナ苗木の植栽で、よく問題になるのが積雪期のウサギ害
です。苗高を大きく低下させるので生育が遅延し、かつ管理
時の誤伐を誘発して死亡率を増加させます。
生育の遅延は管理コストの増大、死亡率の増加は補植など
新たなコストの発生に直結します。

大苗ではダメージが相対的に小さい
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小運搬時間＋植栽時間は通常苗の 32％増となりました。
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通常苗だと最悪根元付近から切断されますが、大苗だと
2/3 近くが残存します（最大積雪深は 150cm 以上）。

■苗木の値段に差はありません（北海道山林種苗協同組合）。
■大苗（H=150cm）は通常苗（H=68.5cm）と比較すると、一本あたりの運搬時間・植栽時間の合計が 32% 増
成果の概要

となりました。
■ウサギは苗高にかかわらず先端の細い部分、最大６0cm 程度を食害します。
■通常苗だと最悪、根元近辺から切断される被害となりますが、大苗だと苗高の 2/3 近くが残存します。

成果の活用

■森林造成・管理の基本的な知見として活用されています。

■阿部友幸（2012）生物多様性の保全に配慮した森林づくり－道南地域における道産ブナ種子による森林再生－．
成果の公表

渡島総合振興局主催「特別講演会～生物多様性の保全に配慮した森林づくり」（2012 年 3 月：函館市）で発表
しました。
■ほか普及誌３件

連携機関

渡島総合振興局東部森林室・西部森林室

特記事項
担当グループ

道南支場

備考

Forestry Research Institute
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北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林業試験場

道南地域の郷土樹種であるヒバの資源回復に向けて

道南ヒバの育成と管理－成長阻害となる要因と対策について－
課題名（研究期間）

ヒバ植栽地の成績に及ぼす要因の解明と対策の検討（2011 ～ 2013 年度）

【成長阻害となる要因】
幼齢～若齢人工林では、野
ネズミによる被害が最も多く
確認されました。また、管理
不良による被圧も多く見られ
ました。
これらは適切な保育管理を
行うことにより軽減できます。

【ヒバ（ヒノキアスナロ）】
渡島半島南部を北限に自生する樹種です。山火事や過度の伐採
により、現在は資源が枯渇状態にあります。そのため、檜山管内
を中心に積極的に植栽されています。

【シカ剥皮発生確率】
ヒバはスギと比べるとシカ
による樹皮剥ぎ被害を受けに
くいことがわかりました。し

【漏脂病】

かし、シカの増加に伴い被害

樹幹から樹脂が流出する病害で重度

が拡大する恐れがあるので、

の場合は、患部の腐朽や枯死すること

シカの生息数の動向に注意し

もあります。壮齢～老齢人工林の一部

ておく必要があります。

において被害が確認されました。

■ヒバ壮齢～老齢人工林における漏脂病の発生状況を明らかにしました。
成果の概要

■ヒバ幼齢人工林の生育状況および成長阻害要因を明らかにしました。
■エゾシカによるヒバとスギの剥皮発生確率を明らかにしました。

成果の活用

■パンフレットを作成し、ヒバの適切な保育管理について普及・啓発しました。

■南野一博（2012）知内町で確認されたエゾシカによるヒノキアスナロの樹皮剥ぎ．森林保護
■南野一博・佐藤
成果の公表

森林研究

327：17-19

創・寺田文子・阿部友幸（2013）上木伐採により損傷を受けたヒバ下木の成長と腐朽．北方

61：25-26

■南野一博（2014）エゾシカが増加するとスギやヒバに被害は発生するか？

光珠内季報

170 号

■南野一博・寺田文子・八坂通泰（2014）福島町で確認されたヒバ高齢人工林の衰退・枯損．森林保護 333：
1-3
連携機関

渡島総合振興局、檜山振興局、函館市、知内町

特記事項
担当グループ

道南支場、森林資源部 保護グループ

備考

Forestry Research Institute
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木を伐らなくても材質が測定できます

立木の材質を測る
課題名（研究期間）

－非破壊ヤング係数測定装置の開発－

立木の非破壊剛性測定装置の開発（2012 年度）

【測定装置の概要と原理】
荷重と変位の関係からヤング係数を
測定します。荷重は、体重を利用します
ので、簡単に測定ができます。

【試作品】
商品化を目指し、外見にも工夫を凝らした試作品です。

■ヤング係数は木材強度の指標として重要な物理定数で、その値が大きいほど強度が高いと判定できます。
成果の概要

■従来、ヤング係数の測定には、立木の伐採が必要でした。
■立木を破壊せずに、材質（ヤング係数）を測定できる装置を開発しました。

成果の活用

■間伐時に材質の劣る立木等を選別できます。
■材質のモニタリングが可能です。

成果の公表

■ビジネス EXPO

2014（2014 年 11 月：札幌市）に出展しました。

連携機関

北海道大学、株式会社岩崎

特記事項
担当グループ

森林環境部 環境グループ

備考

Forestry Research Institute
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森林研究本部
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緩傾斜地の伐木造材作業を効率的に行えます

高性能林業機械による低コスト作業システムの開発
課題名（研究期間）

フォワーダによる集材作業の生産性予測モデルの開発（2012 年度）ほか

【ハーベスタ】

性能を引き出す
ために

１台で３つの仕事（伐倒・
枝払い・玉切り）を一度で
できる機械。
組み合わせる！

【フォワーダ】

【グラップルローダ】

丸太を運ぶ機械

丸太を整理する機械

新システムの提案
＊現在、道内で普及して

☆従来より、

いる機械で、間伐作業の
ための最善のシステム

・生産性アップ
１１．
４m3 ／人・日（最大約３倍）

・生産コストダウン

－

２０００円／ m3

■生産性が高く、導入台数の多い高性能林業機械（ハーベスタ）の能力を最大限に引き出し、北海道の現場に適合
成果の概要

しやすい作業システムを開発しました。
■多くの現場条件に対して、機械３台および人員３人で柔軟に対応することが可能となります。
■これまで普及している作業システムより、低コストで生産性が高くなります。

■林野庁が取りまとめた低コスト作業システム導入マニュアル（2010）に緩傾斜地（0 ～ 20 度）における作業
成果の活用

システムとして採用されました。
■北海道森林管理局において、推奨する作業システムとして採用されています。
■研修会の資料として活用されています。

■路網と高性能林業機械を組み合わせた低コスト作業システム導入マニュアル（2010 年、日本森林技術協会）
成果の公表

■渡辺一郎（2010）ハーベスタ、フォワーダ、グラップルローダによる間伐作業システム．光珠内季報 159 号
■平成 23 年北海道森づくり研究成果発表会（森林整備部門）で発表しました。

連携機関

（独）森林総研北海道支所、北海道水産林務部、上川北部森林組合

特記事項
担当グループ

森林資源部 経営グループ

備考

Forestry Research Institute
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炭素固定能が高い「クリーンラーチ」の植栽が開始．次世代の品種候補も選抜

炭素固定能や材質に優れたグイマツ雑種 F1 の開発
森林及び林業分野における温暖化緩和技術の開発（2010 ～ 2014 年度）
ポスト・クリーンラーチ時代に向けたグイマツ育種材料の拡充（2010 ～ 2012 年度）

課題名（研究期間）
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【苗木生産】
民間苗木生産者により挿し木苗木が生産されています。

【炭素固定能が高い樹木の選抜】
炭素固定能が高いクリーンラーチ（グイマツ「中標津 5 号×
カラマツ精英樹」）は温暖化が進行した 2050 年にも高い炭素
固定能を示すと予測されます。

【ポストクリーンラーチ】
更なる改良を目指して成長や材質に
優れたグイマツを選抜しました。

■グイマツを母親、カラマツを父親をとする種間雑種から炭素固定能が高いとして選抜したクリーンラーチは、
成果の概要

成長モデルの解析から温暖化が進行した 2050 年の炭素固定量は 2001 年より増加することが分かりました。
■クリーンラーチの次世代の親候補として成長や材質に優れたグイマツ 18 個体を選抜しました。

■クリーンラーチは、2010 年度から植栽が開始され、現在、14 の苗木生産者により挿し木苗木が生産されて
成果の活用

います。
■ポストクリーンラーチ世代として選抜された 18 個体は、接ぎ木で増殖し、ニセコ採種園に植栽されています。
■来田和人・内山和子・黒丸 亮・今 博計（2011）グイマツ雑種 F1 さし木増殖技術の改良．北海道の林木育種
54（1）
：10-15

成果の公表

■来田和人（2013）グイマツ第 2 世代の選抜．光珠内季報

167 号

■森林総合研究所林木育種センター「平成 25 年度林木育種成果発表会 新たな森林・林業と林木育種－エリートツリー
の開発と普及－」
（2014 年１月：東京都）において、
『グイマツ×カラマツ雑種「クリーンラーチ」の開発と普及』
を発表しました。

連携機関
特記事項
担当グループ
備考

（独）森林総合研究所 ､ 北海道水産林務部、後志総合振興局森林室
■クリーンラーチは 2013 年に間伐特別措置法による特定母樹に指定され、民間による採種園造成が進められて
います。
森林資源部 経営グループ
■この研究の一部は、農林水産技術会議「気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のための技術開発」（2010
～ 2014）を活用しました。

Forestry Research Institute
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カラマツ類の種子を増やします

枝、幹のスコアリング（傷付け）処理による着花促進技術の開発
課題名（研究期間）
100
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率

カラマツ類の効率的な着花促進法の検討（2010 ～ 2014 年度）
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【豊凶の年較差が激しい】

着花促進方法をスコアリング
といいます。

カラマツ類（カラマツ、グイマツ）は豊作と凶作の年格差が
大きく、数年に一度しか、種子が採種できません。
グイマツに対するスコアリングの効果

【スコアリングの効果】
グイマツは 6 月 10 日頃、カラマツは
6 月 10 ～ 20 日頃にスコアリング処理を
実施すると、凶作年に花を付ける効果ま
ではありませんが、並作年、豊作年には
花の数を増やすことができます。

■カラマツ、グイマツは年により豊作、凶作の差がはげしく、毎年、安定して種子が採取できないため、幹、枝を
成果の概要

螺旋状に傷つける着花促進技術を開発しました。
■全体の採種量が増えるだけでなく、着花量が少なく事業的に採種できなかった並作年でも、着花促進を施せば
採種可能になることが期待できます。

■オホーツク総合振興局東部森林室訓子府グイマツ雑種（グイマツ×カラマツ）採種園において、既にスコアリング
成果の活用

処理が実施され、本研究の成果が活用されています。
■最終年度の成果を踏まえ、より効率的な方法に改良したスコアリング処理を、H27 年度から林木育種事業で展開
することとしています。

成果の公表

連携機関

■今

博計・来田和人（2012）グイマツにおけるシュート構造と着花習性．北海道の林木育種

■来田和人（2012）カラマツ・グイマツの豊凶と採種園産種子増産の取り組み．林木の育種

55：15-18
242：33-35

北海道水産林務部、オホーツク総合振興局東部森林室

特記事項
担当グループ

森林資源部 経営グループ、道北支場

備考

Forestry Research Institute
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「北海道の木」エゾマツ資源の回復に貢献できる育苗技術を改良しました

エゾマツ早出し健全苗の育て方
課題名（研究期間）

北海道固有の森林資源再生を目指したエゾマツの早出し健全苗生産システムの確立（2010 ～ 2013 年度）

エゾマツの苗木は、病虫害や気象害を
受けやすく、育苗期間も６年と長いため、
育苗・造林は敬遠されてきました。この
ままでは、資源の枯渇が危惧されること
から、育苗での課題を解決するため本
プロジェクトを実施しました。

播種床でのエゾマツ幼苗

苗畑での得苗率向上のため、病害回
避や農薬による防除効果を明らかにし、
コンテナ苗育成による育成期間の短縮
を目指しました。

「エゾマツ早出し健全苗育成の
ための手引き」
この手引きは、具体的な方法を紹介しています。
道総研林業試験場および連携機関のウェブサイト
からもご覧いただけます。
さらに詳しい試験結果については、北海道の

エゾマツコンテナ苗

林木育種 56（2）特別号（2013）をご覧下さい。

■充実種子を簡便に選別する方法や発芽後の病害回避や農薬による防除効果を明らかにし、従来より効率的な幼苗
成果の概要

生産方法を開発しました。
■上記の成果を含め、コンテナ苗生産により、育苗期間を２年短縮することに成功しました。

成果の活用

■「エゾマツ早出し健全苗育成のための手引き」を作成、関係機関に配布し、 あわせて研究成果発表会等により
普及を図っています。

■黒丸
成果の公表

5-8
■黒丸

亮・田村

明・落合幸仁（2014）エゾマツ種子の簡易選別と発芽率の向上．北海道の林木育種

※「エゾマツ早出し健全苗プロジェクト」特別号
亮・河原義明・出口

北海道の林木育種
連携機関

56（２）
：

隆（2014）エゾマツの春播きによる暗色雪腐病被害の回避効果に関する実証試験．

56（２）：9-10

※「エゾマツ早出し健全苗プロジェクト」特別号

東京大学、（独）森林総合研究所、北海道山林種苗協同組合

特記事項
担当グループ
備考

道北支場、副場長
■この研究は、農林水産技術会議「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」（22060：2010 ～
2013 年度）の研究助成を受けて行われました。
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林産試験場

人工林広葉樹材は使えるか？

道産人工林ヤチダモ・ウダイカンバの材質調査
課題名（研究期間）

道産広葉樹資源の育成に向けた人工林材の材質調査（2010 ～ 2012 年度）

天然林資源の減少、昨今の国際原木市場の不安定さから、道内で持続的に利用できる広葉樹材供給源として人工林育成
を検討する必要があります。しかし、人工林材の材質に関する情報はほとんどありません。そこで、広葉樹人工林資源の
有効利用と人工林施業技術の開発に向けた基礎資料とするため、材質調査に取り組みました。

密度（ｇ/ｃｍ3 ）

結果（抜粋）

材質を調べました

1
0.8
0.6
0.4
原木番号（2～6）

0.2
0

ヤチダモ人工林（道有林、芦別）

0

1

2

75 年生、平均胸高直径 26cm

外側（a）

2a 3a 4a 5a 6a

内側(b)

2b 3b 4b 5b 6ｂ

3
4
年輪幅(mm)

5

6

ヤチダモでは約 3mm までは
年輪幅が大きくなると密度も
大きくなる傾向があり、それ
に従い強度も増加しました。
強度については、天然林材と
同等の値でした。

7

ヤチダモ人工林材の年輪幅と密度の関係

集成材工場などで評価してもらいました
品質等の評価を得るため、プレーナー仕上げした幅 18cm の両耳
付き板目板を数社に提示したところ、「集成材原板としては、質・幅
とも十分使用可能」と評価され、利用上の要求を満たしていることが
わかりました。

■人工林ヤチダモについては、天然林材と同等の材料と認められました。
成果の概要

■人工林ウダイカンバについては、間伐効果が肥大成長に反映されるなど、利用目的に応じた効果的な保育施業の
可能性を見い出しました。

成果の活用

成果の公表

連携機関

■林務行政、普及指導組織を通じて、指導林家などに情報提供を行っています。

■平成 25 年北海道森づくり研究成果発表会（木材利用部門）で発表しました。
■大崎久司（2014）北海道の広葉樹－ヤチダモ、ウダイカンバ－．山つくり

475：6-7

道総研（林業試験場）、空知総合振興局森林室、胆振総合振興局森林室、東京大学北海道演習林

特記事項
担当グループ

利用部 マテリアルグループ

備考
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林産試験場

カラマツなどの木粉を利用した軽量培土を開発しました

木質系「育苗培土」の開発
課題名（研究期間）

改質木材を利用した育苗培土の開発（2008 ～ 2010 年度）

【アンモニア気相吸着処理】
【アンモニアによる木材改質】
アンモニアをカラマツなどの木粉に吸着させて改質
木材を調製し、培土利用における生育障害などの要因
を取り除きました。（左図）

木粉

改質木材

【育苗試験】
【改質木材を配合した育苗培土の開発】
改質木材を配合した育苗培土（改質木材配合培土）を用いて、

試作した改質木材配合培土を用いて、野菜などを播種
から育苗期間を経たのちに定植し，収穫まで行った結果、

花き、野菜、緑化樹などの育苗試験を行い、好適な配合条件を

市販培土と比較して、同等の成績を示しました。
（下の

明らかにしました。（下図は配合のイメージ）

写真はトマト苗の例）

鉱物質資材
改質木材

黒土
市販培土

改質木材配合培土

■木材の物理的、化学的な改質条件を確立しました。
成果の概要

■育苗培土の配合条件を確立しました。
■改質木材配合培土における窒素動態や微生物相を明らかにしました。

成果の活用

成果の公表

■共同研究企業において道産材の木粉を原料とした育苗培土が試作され、これまでのデータをもとにして稲作用
培土の検討がなされています。

■関

一人（2012）木材を育苗培土として利用する．林産試だより

■関

一人（2012）木材の育苗培土への利用．公立林業試験研究機関研究成果選集

３月号
No. 9：45-46.（独立行政

法人 森林総合研究所編）
■関

一人（2011）木材を農業用培土として利用する．林産試だより

5 月号

連携機関

道総研（花・野菜研究センター、林業試験場）、北海道大学農学部、民間企業１社

特記事項

■特許第 5066829 号「緑化資材とその製造法」（2012 年 8 月 24 日登録）

担当グループ

利用部 バイオマスグループ

備考

Forest Products Research Institute
道総研森林研究本部研究成果選集 2010 ～ 2014

45

地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

お酢の力で木材をパワーアップ！！

林産試験場

人や環境にもやさしい「酢ーパー木材」!?

アセチル化木材の製造技術の開発
課題名（研究期間）

木材乾燥設備を活用した気相アセチル化木材の実大製造技術の構築（2011 年度）

【アセチル木材化とは？】
雨風
腐朽菌 シロアリ

【試作製品あれこれ】
手強いなぁ

パ ワーアップ！

通常の木材

ア セチル化木材

様々な劣化が生じます

長持ちします

フナクイムシに強いタコ箱

木材に、食酢の成分でもある「酢酸」を化学的に結合さ
せた材料です。木材の弱点をいっぺんに大きく改善でき、 耐久性と子どもへの安全性を
その効果は数十年以上とも言われます。
備えた木製遊具

【国内生産を目指した技術開発】
・処理能力 1 立米
（実大サイズに対応）
・反応状況の
モニタリングシステム
（適切な運転管理）
寸法変化が小さい高級無垢

・内部循環ファンによる
均一処理

国内で唯一実大処理可能な装置を独自開発しました。

耐久性と無垢の質感を備えた

フローリング

木製サッシ

現在、装置メーカーの協力の下、商業生産に向けた処理
装置の開発を進めています。

■アセチル化を簡便に行う方法として、木材乾燥機の機能（温・湿度コントロール機能、蒸煮機能）をフル活用
成果の概要

した製造システムを開発しました。
■国内で唯一実大サイズでのアセチル化が可能な装置を開発し、実生産を想定した製造試験やコスト試算を行い
ました。

■フローリングやウッドデッキ、木製サッシや漁具に至るまで、道内外からの幅広い試作依頼に対応し、国内生産
成果の活用

への働きかけを行ってきました。
■商業生産規模の処理装置の開発を進めています。

成果の公表

■長谷川

祐（2010）アセチル木材の実用化への取り組み．林産試だより

8 月号

■長谷川

祐（2010）アセチル木材の実用化に向けた取り組み．山つくり

446：6-7

■ NHK ラジオ「北海道森物語」（2011 年 1 月放送）で紹介しました。

連携機関

民間企業 2 社

特記事項
担当グループ

利用部 マテリアルグループ

備考

■平成 23 年度職員研究奨励事業を活用しました。
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塩分を含む海岸流木を活用するためのフローをまとめました

海岸流木のリサイクルフローの提案
課題名（研究期間）

胆振地域における海岸流木のリサイクルに向けたシステム提案（2011 年度）

【リサイクルフローを作成するためのポイント】
■発生規模（通常時、7 ～ 10 年に一度、10 年以上に一度等）に応じた方策を検討する。
■フロー作成には、階層分析を用いた評価・選定手法を用いる。
■住民配布と地域の特徴的な活用技術（ボード等）とを組み合わせる。
■漂着物に対して、平時から地域連携を図り、処理体制を検討する。

流木漂着

変色した海岸流木

破砕
2

回収・運搬

1.5
塩
分
濃
度
(%)

チップ
上段
中段
下段

1

陸域に集積
燃料

0.5

ボード
敷料

0

0
0日

0
50
80
110
降 水 量 （ｍｍ）
4日

6日

200

9日 14日 20日

放置日数

１

配布＋集積

２

集積

３

配布＋敷料

５

配布＋ボード原料

７

配布＋燃料

４

敷料

６

ボード

８

燃料

９

降雨による脱塩の効果

住民配布

3 段に配置したチップの塩分は降雨により速やかに
上段から塩分が低下することがわかりました。

配布＋焼却

10 焼却

地域での流木の活用・処理フロー （10 種類）

■流木の処理規模に応じて、収集・粉砕・脱塩・輸送等を考慮し、市場性、資源の有効利用、地域貢献、環境など
成果の概要

の視点から技術を選定し、地域の取組みや支援制度のあり方とあわせて、流木のリサイクルに向けた問題点を
整理することが、処理フローの形成を推進させることがわかりました。

■海岸漂着物処理推進法に成果の一部が活用されました。
成果の活用

■漂着ごみ対策を推進するため設置された「北海道海岸漂着物対策推進協議会」等において、漂着物等の実態把握
ならびに処理・活用策の検討に活用されています。
■斎藤直人・石川佳生・清野新一・古俣寛隆（2011）海岸流木における塩分の浸透と溶出． 林産試験場報
540：1-6

成果の公表

■清野新一（2010）海岸の良好な景観と環境を保全するための流木処理のあり方．林産試だより

5 月号

■斎藤直人・石川佳生・北橋善範・清野新一・古俣寛隆・石河周平（2013）胆振地域における海岸流木のリサイ
クルシステムの提案．林産試験場報
連携機関
特記事項
担当グループ
備考

542：33-43

胆振総合振興局、株式会社ドーコン
■震災で発生した塩分を含んだ廃棄物の処理方法として活用されています。
■第 53 回北海道開発技術研究発表会において、（財）北海道開発協会長奨励賞を受賞しました。
技術部
■この研究は環境省循環型社会形成推進科学研究費補助金「海岸流木のリサイクルに向けたシステム提案」
（2007
～ 2009 年度）を基盤研究としました。
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林産試験場

いろいろな原料でペレットをつくりました

ペレット燃料の原料の多様化
課題名（研究期間）

廃棄物系バイオマスを利用した固形化燃料に関する研究（2008 ～ 2010 年度）
農業用廃プラスチックの再利用に関する研究（2012 ～ 2014 年度）

いろいろな原料

ペレット製造装置

【ペレット燃料化】
密度を高くし、容量あたり
の エ ネ ル ギ ー 量 を 高 め ま す。
また、固めることによって、
稲わら

長いも残さ

水分が少なくなり、品質も安
定します。

【新たな性能の付与】
屑木炭

育成ネット

木質原料に農作物残さを
加えることにより成形性が

【廃棄物系原料】
北海道には森林資源のほかに農業により発生する

稲わらペレット

長いも残さペレット

農作物残さなどの豊富な廃棄物系資源があります。

木炭や廃プラスチックを
加えることにより発熱量が

それらを活用することにより、ペレット燃料の

高くなりました。 また ､ 簡

原料コストの低減や新たな性能の付与が期待でき
ます。

向上しました。

易な品質管理マニュアルを
木炭ペレット

廃プラペレット

いろいろなペレット燃料

作成し ､ ペレット生産者に
提示しました。

■北海道内に豊富に存在する農作物残さや、屑木炭・廃プラスチック等を原料とするペレット燃料の製造技術を
成果の概要

確立しました。
■粘着性や発熱量の高い原料を混ぜることで、木質ペレットの成形性や発熱量が向上することを明らかにしました。

■南幌町で稲わらを原料としたペレット燃料が実用化されました。
成果の活用

■芽室町で農業用廃プラスチックを混合したペレット燃料の実証試験を行っています。
■木炭を混合したペレット燃料は、企業が実用化を検討しています。

■山田
成果の公表

敦・折橋

健・上出光志・小笠原

啓（2010）木質ペレットの原料の多様化に関する研究（１）－農産

廃棄物との混合による成形性の向上－．第 60 回木材学会大会要旨集：PQ012
■山田

敦（2010）木質ペレットの原料の多様化に関する研究（２）－廃棄物系バイオマスとの混合による

高カロリー化－．第 60 回木材学会大会要旨集：PQ012
連携機関

道総研（工業試験場、十勝農業試験場、環境科学研究センター）、芽室町

特記事項

■十勝毎日新聞（2013 年 10 月 25 日）で、芽室町の取組みが紹介されました。

担当グループ

利用部 バイオマスグループ

備考

■この研究は、「循環資源利用促進特定課題研究開発基金」を活用しました。
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ペレット燃料の品質を安定させる

ペレット燃料の品質管理マニュアル
課題名（研究期間）

木質ペレット品質管理マニュアルの開発（2010 年度）

撮影

測定ペレットの抽出

自動計測

画像解析による寸法測定
搬送装置の詰まり

燃焼障害による燃え残り

【ペレット燃料の品質】
ペレット燃料は灯油にかわる家庭用ストーブなどの
燃料として注目されています。
しかし、寸法のふぞろいや水分、灰分などの品質が悪

燃焼性の評価

いと搬送装置の詰まりや燃焼障害などのトラブルの原因

【簡易な品質管理】

となります。そこで北海道内で製造されるペレット燃料
の品質を明らかにしました。

画像解析によるかんたんな寸法測定方法やかんたんに
燃焼性を調べる方法を検討しました。
また ､ 簡易な品質管理マニュアルを作成し ､ ペレット
生産者に提示しました。

■北海道内で製造されるペレット燃料の品質を明らかにしました。
成果の概要

■画像解析などによる簡易な品質評価方法を検討しました。
■簡易な品質管理マニュアルを作成しました。

成果の活用

■「北海道木質ペレット推進協議会」の内部資料として活用されました。
■品質管理マニュアルを「北海道木質ペレット推進協議会」を通じて関係機関に配布しました。

■平成 22 年度共同研究報告書「木質ペレット品質管理マニュアルの開発」
成果の公表

■山田

敦・西宮耕栄・近藤佳秀・上出光志・山越幸康・山形

定（2011）北海道内の木質ペレットの品質管理

に関する検討．第 61 回木材学会大会要旨集：Q19-P-AM18

連携機関

北海道木質ペレット推進協議会、道総研（工業試験場）、北海道大学

特記事項
担当グループ

利用部 バイオマスグループ

備考

■この研究は、「森林整備加速化・林業再生基金」を活用しました。

Forest Products Research Institute
道総研森林研究本部研究成果選集 2010 ～ 2014

49

地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

外部タンクからペレットストーブにペレットを自動供給する装置を開発しました

木質ペレット燃料の自動供給装置の開発
課題名（研究期間）

廃住宅におけるペレット暖房システムに関する研究（2008 ～ 2010 年度）

【外部タンクの外観】

【ペレットストーブ（正面から）】

【ペレットストーブ（側面から）】

上部はペレットを貯留するタンクに、下部は

上部から、ストーブの右端にオレンジ

ペレット供給用の配管とペレットス

必要に応じて自動でペレットを空気で供給する

色の配管がつながっています。ペレット

トーブ付属の貯留タンクの状況です。

ための装置になっています。

を空気で供給するための配管です。

苫小牧市にある（株）イワクラで実用化に向け
た実証試験を行っています。

配管はフレキシブルで、レイアウト
に自由度があります。

このタンク内のペレット残量が所定
量以下になると、ペレットが自動で供
給される仕組みになっています。

■ブロワにより発生させた空気で、屋外に設置した容量の大きなタンクから、室内のペレットストーブの付属
成果の概要

タンクに供給する装置を開発しました。
■ペレットストーブの付属タンクに容量を検知するセンサ、およびペレット供給用の配管が取り付けられるデザイン
のストーブであれば、対応はほぼ可能です。

成果の活用

■（株）イワクラにて、実用化に向けて実証試験を通して、不具合等の洗い出しを行っています。

■由田茂一（2010）ペレット燃料自動供給装置の開発
成果の公表

林産試だより

－屋外サイロからペレットストーブ内蔵タンクへ－．

10 月号

■由田茂一（2012）木質ペレット燃料の自動供給装置・配送車の開発現況．林産試だより

連携機関

10 月号

株式会社イワクラ

特記事項
担当グループ

技術部 製品開発グループ

備考

■写真は、（株）イワクラと苫小牧市テクノセンター製作の実証試験装置です。
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

バイオマス燃料をグレードアップする

木質バイオマス燃料の高品質化技術
課題名（研究期間）

木質系バイオマス燃料のグレードアップに関する研究（2012 ～ 2013 年度）

【木質バイオマス燃料】
原油価格の高騰にともない、木質バイオマス
燃料の需要が高まっています。しかし、バイオ
マス燃料は水分が高く、発熱量が低いため用途
が限られます。

太陽熱乾燥装置

処理装置（回転炉）

【太陽熱による乾燥】

【トレファクション】

太陽熱を利用した乾燥施設を使って、少ないエネルギーで木質
バイオマス燃料の水分を減らす技術を開発しました。

木質バイオマス燃料を低温（300℃）で熱処理することにより、
発熱量が高く、粉砕しやすくなることなどを明らかにしました。

■寒冷な北海道においても、太陽熱を利用して少ないエネルギーで水分を減らすことができることを明らかにしま
成果の概要

した。
■トレファクション（半炭化処理）により、発熱量の増加や粉砕性・耐水性が向上することを明らかにしました。

成果の活用

■札幌市でソーラー乾燥システムによるバイオマス燃料の供給を検討しています。
■南富良野町に雪氷熱を利用した乾燥システムが導入されました。

■山田 敦・梅原勝雄・土橋英亮・山崎亨史 （2013）太陽熱を活用した木質系バイオマス燃料の乾燥．第 63 回
成果の公表

木材学会大会要旨集：Q28-P-PM01
■山田

敦・梅原勝雄（2014）北海道産木質チップ燃料のトレファクション．第 64 回木材学会大会要旨集：

Q13-P-08
連携機関

道総研（工業試験場）

特記事項
担当グループ

利用部 バイオマスグループ

備考
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

山からでた木材を使って発電する（コストと燃料性能）

林地未利用材を用いたバイオマス発電
課題名（研究期間）

林地未利用材を用いた木質バイオマス発電に関する研究（2012 年度）

粉砕した林地未利用材

工場端材

林地未利用材を用いた

林地未利用材の収集・粉砕

木質バイオマス発電

【林地未利用材チップ化】
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」により木質バイオ
マス発電が注目されています。
末木、枝条、追上材、伐根などの林地未利用材は使い道がない
ため山に放置されています。これらを活用するためには収集・
粉砕コストを明らかにする必要があります。

【バイオマス発電】
林地未利用材は水分が高く、土砂等の混入により灰分も高い
ため、燃料として使用するためには、その性状を調べる必要が
あります。
林地未利用材も比較的水分の低い工場端材と混焼することに
より、発電の燃料にできることを明らかにしました。

■林地未利用材の収集コストと燃料性能を明らかにしました。
成果の概要

■既存施設で発電試験を実施し、林地未利用材と通常燃料（工場端材）を混焼することにより燃料として使用可能
であることを確かめました。

成果の活用

■「津別町森林バイオマス利用推進協議会」において、林地未利用材を用いた木質バイオマス発電を実現するための
基礎資料として活用しました。

成果の公表

■平成 24 年度受託研究報告書「林地未利用材を用いた木質バイオマス発電に関する研究」

連携機関

道総研（林業試験場、工業試験場）、津別町森林バイオマス利用推進協議会

特記事項

■津別町にて「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を取得しました。

担当グループ

利用部 バイオマスグループ

備考

■この研究は、「森林整備加速化・林業再生基金」を活用しました。

Forest Products Research Institute
52

道総研森林研究本部研究成果選集 2010 ～ 2014

地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

トドマツ樹葉に血糖値抑制効果を発見！

樹葉成分を活用した機能性食品素材の開発
課題名（研究期間）

森林バイオマス由来機能性素材の商品化に向けた研究（2011 年度）
森林バイオマス由来機能性素材の商品化に向けた研究および製品試作（2012 年度）

CH3
CH3

CH3

COOH

CH3

CH3
CH3

CH3

レボピマール酸

CH3

COOH

ネオアビエチン酸

【機能性成分】
トドマツ（左）とその樹葉（右）

森林蓄積の約４分の 1 を占めます。
葉は、精油や健康食品のエキスの原
料として利用されていますが、ほと
んどが未利用です。

血糖値 (mg/dl)

北海道の主要な針葉樹で、道内の

600

400

ブドウ糖投与

800

【トドマツ】

成分分析の結果、2 つの機能性成分が明らかになりました。

【血糖値上昇抑制効果】

* p<0.05

レ ボ ピ マ ー ル 酸、 ま た は
無添加

*

*

200

２型糖尿病モデルマウスに

*

お い て、 食 後 の 血 糖 値 の 上
レボピマール酸

0
0

30

60

ネオアビエチン酸を与えた

ネオアビエチン酸

90

（分）

昇を抑制する効果が認めら
れました。

■糖尿病改善薬のターゲットの一つであるペルオキシゾーム増殖剤応答性受容体αとγの活性化能をもつ森林バイオ
成果の概要

マスの探索を行い、トドマツ樹葉に血糖値の上昇を抑制する効果を見出しました。
■機能性成分は、レボピマール酸とネオアビエチン酸であることを明らかにし、その抑制効果を動物実験で確認
しました。

成果の活用

■「PPAR α , PPAR γデュアルアゴニスト剤（特許公開 2014 － 129275）」と「食後血糖上昇抑制剤（特許
公開 2014 － 129284）」の 2 件の特許を共同出願しています。

成果の公表

■佐藤真由美（2013）糖尿病をターゲットとしたトドマツ樹葉由来機能性食品素材の開発．林産試だより 5 月号

連携機関

日油株式会社

特記事項

■北海道新聞「トドマツエキス

担当グループ

利用部 微生物グループ

糖尿病に効果」（2013 年 4 月 18 日）をはじめ、新聞各紙で報道されました。

備考
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

木材を長持ちさせる

木材保存剤の浸透処理技術の開発
課題名（研究期間）

深浸潤処理によるトドマツの薬剤浸透性の向上に関する検討（2010 年度） ほか

【インサイジング加工】

一般的なインサイジング加工

木材保存処理を行う前に薬剤
の浸透性を良くするための方法

インサイジング後の材表面の一例

のひとつで、木材表面に多数の
傷をつけて、そこから薬剤を浸
透させるものです。

【インサイジング刃の改良と深浸潤処理】
インサイジング加工した木材に、高い浸透性を有する油性の薬液を表面処理により付着させて養生することで、加圧注入と同等の
浸透が得られます（深浸潤処理）。この深浸潤処理に適したインサイジング刃を検討し、薬剤の浸透性を改善する技術を開発しました。
複数のインサジング刃を試作してカラマツ、トドマツへの薬剤浸透性を検討
刃1本からの深さ方向への薬剤浸潤の確認

改良刃 A

深さ 2 mm
深さ 4 mm

改良刃 B

深さ 6 mm

インサイジング刃を開発

深さ 8 mm
深さ 10 mm

薬剤の浸透性を向上させる

改良刃 C
切断面における薬剤浸潤の確認

＊呈色試薬を塗布すると（濃青色部分）、木材保存剤が浸潤している部分は赤くなる

■低コストで簡易な木材保存処理である深浸潤処理において、薬剤の浸透性を向上させるインサイジング（木材
成果の概要

表面に傷を付け、木材中に薬剤を浸透しやすくする処理）技術を開発しました。
■道産材にも適用できるインサイジング加工用の刃を開発し、注入性を向上させました。

成果の活用

■本研究によって開発されたインサイジング刃は、株式会社ザイエンスで採用されています。

成果の公表

■平成 22 年度共同研究報告書「深浸潤処理によるトドマツの薬剤浸透性の向上に関する検討」

連携機関

株式会社ザイエンス
■日刊木材新聞（2012 年 3 月 16 日）で、開発したインサイジング刃が株式会社ザイエンスの全 8 工場に導入

特記事項

されたことが紹介されました。
■開発したインサイジング刃で加工・処理した製品が、JAS（日本農林規格）認定および AQ（優良木質建材等認証）
を取得しました。

担当グループ

性能部 耐久・構造グループ

備考

■この研究は、「森林整備加速化・林業再生基金」を活用しました。
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

木材成分の影響のない分析方法を確立し、製材の JAS の試験方法に採用されました

保存処理木材中の薬剤成分の高精度な分析方法の開発
課題名（研究期間）

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（2010 ～ 2012 年度）

採取試料

【薬剤成分の HPLC 分析】
抽出溶液に含まれる木材由来
の成分の影響により薬剤成分の

粉砕

スギ

カラマツ

ピーク（矢印）を正確に判断する
ことができない場合があります。

抽出溶液

この状態では正確な定量ができ
ません。

ろ過

固相抽出法
機器分析

【固相抽出法による試料精製後の HPLC 分析】
分析に影響する木材成分を除

【防腐処理木材中の薬剤成分の分析】
保存処理（防腐・防蟻処理）木材から切出した試料を

去するため、固相抽出法を用い
た簡便な方法を開発しました。

粉砕し、溶媒で抽出します。ろ過により木粉を除いた抽出

これにより薬剤成分のピーク

溶液中に含まれる薬剤成分量を、高速液体クロマトグラフ

（矢印）を正確に判断すること

（HPLC）という機器を用いて定量します。

が可能となり、薬剤成分を高精
度に定量できるようになりました。

■防腐処理木材中の薬剤成分を高速液体クロマトグラフ（HPLC）で分析する場合、木材由来の成分による影響を
成果の概要

受けることを明らかにしました。
■固相抽出法を用いることで分析に影響する木材成分を効率的に除去する方法を確立し、より精度の高い定量分析
方法を開発しました。

成果の活用

■「製材の日本農林規格」に採用されています。
■木材保存関連企業における製品開発や品質管理に活用されています。
■ Miyauchi T. and Mori M.（2013）Leaching behaviour of benzalkonium chloride homologues in soil
and water solutions．Wood Science and Technology

成果の公表

47：825-836

■宮内輝久（2010）固相抽出法について－その概要と木材保存分野への応用－．木材保存

36（3）：92-99

■宮内輝久（2013）木材保存剤に用いられている４種のトリアゾール化合物の高速液体クロマトグラフィーに
よる定量分析

－ ODS カラムおよび SPE カートリッジの違いが及ぼす影響－．木材保存

39（6）：291-

298
連携機関

（公社）日本木材保存協会、（独）森林総合研究所
■第 14 回日本木材学会技術賞を受賞しました（宮内輝久、森

特記事項

満範：効率的かつ高精度な木材保存剤の定量分

析技術の開発）。
■「平成 26 年度道総研理事長表彰」を受賞しました（宮内輝久：木材保存剤の高精度かつ効率的な分析方法の開発）。

担当グループ

性能部 耐久・構造グループ

備考

■この研究は、JSPS 科学研究費補助金 22780165 の助成を受けたものです。
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

木材の耐朽性や、腐朽が木質構造物に及ぼす影響を効率的に検証できます

木材の効率的な強制腐朽処理方法の開発
課題名（研究期間）

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（2010 ～ 2011 年度）
天然接着剤および国産材を主原料とする環境配慮型 MDF の開発（2011 ～ 2013 年度）

【これまでの耐朽性試験】
木材の耐朽性を調べる試験は、これまでは
培養ビンで行っていたため小さな試験体でし
か評価できませんでした。
また耐朽性の高い構造用 MDF の耐久性能
の評価には長い期間を要しました。

【腐朽を促進させる】 【腐朽源ユニット】
試験体をオガ粉で被覆し腐朽を促進させることにより、これまで

培養ビンに入れることができない大きさの部材や接合部も、

長期間を要した構造用 MDF の耐朽性の評価を短縮化できる可能性

プラスチック容器を利用した腐朽源ユニットを貼り付けて、

が示されました。

任意の箇所だけ腐朽させることができます。

オガ粉で被覆した状態

成果の概要

成果の活用

成果の公表

連携機関

腐朽処理後の状態

■実大の木材や接合部を部分的に腐朽させる方法を開発しました。
■従来よりも短期間で構造用 MDF を腐朽させる方法を開発しました。

■木質建材メーカーの高耐久性商品の開発に活用されています。
■木質構造物の腐朽と強度の関係を明らかにする研究に活用されています。

■野田康信（2013）強制腐朽処理による柱脚接合部の評価．林産試だより
■東

智則（2014）MDF の腐朽促進方法の検討．林産試だより

7 月号

5 月号

道総研（北方建築総合研究所）、北海道大学、京都大学

特記事項
担当グループ
備考

性能部 耐久・構造グループ
■この研究では、JSPS 科学研究費補助金 21686053（2009 ～ 2011）
、京都大学生存圏研究所木質材料実験棟
共同利用研究（2013）
、戦略的基盤技術高度化支援事業（2011 ～ 2013）を活用しました。

Forest Products Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構
Hokkaido Research Organization

森林研究本部

林産試験場

腐朽菌の DNA 情報を利用して木質構造物を守ります

野外で発生する木材腐朽菌の同定技術の開発
課題名（研究期間）

野外木質構造物に発生する腐朽菌の遺伝子情報の整備と検出技術の確立（2009 ～ 2010 年度）

【試料の採取】
公園遊具・施設等の野外木質構造物の腐朽
部位から腐朽材、子実体を採取します。

【増幅した DNA の電気泳動像】
1 ～ 6 の菌のうち、4 の菌にバンドが表れており、
種特異的な DNA を検出します（M は DNA のサイズ
を示すマーカー）
。

【PCR 法】
ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）法という技術により、腐朽
が疑われる木材から木材腐朽菌の DNA を増幅することにより、
木材腐朽菌を同定することができるようになりました。

■野外木質構造物に発生する主な菌類の DNA 情報を整理し、これらの菌類に対して DNA 情報を用いて腐朽菌を
成果の概要

検出・同定する方法を確立しました。
■分離培養や観察などによる従来の検出・同定法に比べて、短時間で精度の高い結果が得られるようになりました。

成果の活用

成果の公表

連携機関

■技術相談や依頼試験などの技術支援制度を通じて活用されています。

■森

満範（2010）遺伝子を用いた木材腐朽菌の検出．林産試だより

1 月号

■東

智則（2011）腐朽菌の DNA 情報を利用して木質構造物を守る．林産試だより

６月号

北海道大学、高知工科大学

特記事項
担当グループ

性能部 耐久・構造グループ

備考

Forest Products Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

難注入性樹種であるカラマツ・トドマツで防火材料の製品化技術を開発しました

道産木質防火材料の開発
課題名（研究期間）

薬剤処理防火木材の耐候性および品質管理方法の検討（2010 年度）
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（2011 ～ 2013 年度）
道南スギを用いた防火木材の製造技術の開発（2013 年度）

難注入性のカラマツ・トド
マツに対し、準不燃性能が得
建築基準法の内装制限に適用できる

られる薬剤の注入処理条件を

木質防火材料の開発をおこないました。 明らかにしました。
さらに、木材の薬剤注入量
のバラツキの把握、薬剤注入
量の低減、薬剤の析出抑制の
検討を加え、安定した品質を
有するための管理基準を作製
しました。

JR 旭川駅舎に 採 用 さ れ た 防 火 タ モ 材 の 開 発 後、
道内の主要樹種であるカラマツ・トドマツ・スギに

積層構成により薬剤注入量

ついて防火性能付与技術の開発をおこないました。

の均質化と低コスト化、安定
した品質を有する防火木材を
開発しました。

■道産木材を用いて建築基準法の内装制限に適用した木質防火材料の開発をおこないました。
■天然素材のため品質にバラツキのある木材の注入ムラを克服し安定した品質を有する製造工程および品質管理
成果の概要

基準を策定しました。
■得られた成果は、民間企業の大臣認定取得の基礎資料として使われています。
■これまで困難とされていたカラマツ・トドマツの準不燃材料が可能となりました。

成果の活用

■ 2014 年度、道内企業 1 社が道南スギによる準不燃木材の認定取得をおこなっています。
■カラマツ・トドマツについては防火木材研究会を立ち上げ、企業間の連携・共同取得に向けて活動しています。

■ 2013 年度日本建築学会大会（2013 年 8 月：札幌市）で発表しました。
成果の公表

■日本木材加工技術協会第 31 回年次大会（2013 年：静岡県）で発表しました。
■第 29 回日本木材保存協会年次大会公開シンポジウム（2013 年：東京都）で発表しました。
■河原﨑政行・平林

連携機関

靖（2014）防火木材における白華の発生要因の検討．木材保存 40（1）：17-24

日本木材防腐工業組合、道内企業 1 社

特記事項
担当グループ

性能部 耐久・構造グループ

備考

Forest Products Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

塩ビサッシや木製サッシへも適用可能な遮炎性能付与技術の開発を行いました

木質防火サッシの開発
課題名（研究期間）

木材・アルミ複合サッシを対象とした遮炎性能付与要素技術の開発（2009 ～ 2010 年度）

公共建築物などでの採用
が見込まれる木材・アルミ
複合サッシの遮炎性能付与
技術を検討しました。

成果は当場が所有する
小型壁炉の設備使用、依頼
試験を通じて民間企業等に
提供されています。

小型壁炉によりおこなわれた検討は、実大試験による大臣
認定取得に活用されています。

成果の概要

成果の活用

成果の公表

■建築基準法の防火設備に求められる遮炎性能を有する木材・アルミ複合サッシの仕様の検討を行い、要素技術の
整理を行いました。

■得られた成果は技術相談で活用し、民間企業で開発されるサッシの大臣認定取得のための基礎資料として使われて
います。

■平成 24 年北海道森づくり研究成果発表会（木材利用部門）で発表しました。
■技術相談に対応しています。

連携機関

道内民間企業 3 社、道外民間企業 1 社、道総研（北方建築総合研究所）

特記事項

■本成果を活用し、道内民間企業 2 社が大臣認定を取得しました。

担当グループ

性能部 耐久・構造グループ

備考

Forest Products Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

メンテナンス性や耐久性に考慮し安全性を高めた木製ハイブリッド遊具ができました

冬でも遊べる木製遊具と高耐久化技術の開発
課題名（研究期間）

木製遊具における安心・安全と長寿命化に関する研究（2010 ～ 2012 年度）

【メンテナンス性と耐久性の向上を図る技術開発】

・柱脚部のハイブリッド化

・柱頭部や水平部材の保護

腐朽の著しい地際部は、地面
に接しないよう基礎との接合に

・床材、床梁の劣化要因の低減

劣化しやすい柱の木口面や
水平部材に保護部材の取付け

専用の金具を開発

床をユニット化し床梁に金具を介し
て固定することで、釘穴からの雨水の
浸入を防止

【開発した遊具の設置事例】

旭川市内の保育園への設置例

遊具を上下二層構造とすることで、冬の遊びに対応

■主要構造部や非構造部の水平部材などについて高耐久化の検討をしました。
■支柱柱脚部は、地面に接しないための新規接合金具を開発しました。
■柱頭部および劣化しやすい水平部材には、保護部材を取り付けました。
成果の概要

■床をユニット化するとともに、床梁への固定には接合金具を用いることで、釘による梁の損傷を最小限に抑え、
耐久性の向上を図りました。
■本技術は汎用性が高く、様々な木製エクステリア、高速道路における動物の侵入防止柵、展望施設・看板・標識
などへの応用が考えられます。
■釧路市桜が丘中央公園の新規遊具に本技術が部分的に採用されました。

成果の活用

■下川町桜が丘公園に、北国型木製ハイブリッド遊具が新規設置されました。
■腐朽した遊具柱脚部の補修に関しては、網走市羽衣公園、紋別市せせらぎ公園、函館市鍛治第 2 号児童公園
および中道 1 丁目緑地の遊具に用いられました。

成果の公表

■本成果は、林産試験場のウェブサイトにて「木製遊具の耐久性向上を図る設計集」として公開しています。どなた
でも自由にダウンロードし、利用することができます。

連携機関
特記事項
担当グループ

性能部 居住環境グループ

備考
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

合板の経年劣化を推定する手法を開発しました

住宅構造材としての合板の性能予測技術の開発
課題名（研究期間）

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（2011 ～ 2013 年度）

合板は住宅構造材としての使用実績が浅く、長期使用時の性能変化が推定できませんでした。
そこで、合板を構造材として使用した場合の劣化推定を試みました。

引張

接着性能試験など

【①住宅調査】

【②煮沸繰り返し処理】

住宅の改修工事現場（築 30 年前後）

耐久性評価法として一般的に行われ

から、長期間使用された合板を採取して、

ている煮沸繰り返し処理による合板の

接着性能や曲げ性能等を調べました。

劣化傾向を調べました。

【③劣化推定】
①と②の試験結果を比較分析することで、煮沸処理回数を実用環境での使用年数に
換算する方法や、長期使用時の劣化を推定する方法を開発しました。

■北海道内の住宅に長期間使用された床下地合板を採取し、接着性能や曲げ性能等を調査しました。
成果の概要

■新品の合板について、促進劣化処理（煮沸繰り返し）による性能劣化を調べました。
■試験結果を比較分析し、煮沸処理と同等の劣化を引き起こす使用年数の算出方法と、長期使用時の劣化を推定
する手法を開発しました。

成果の活用

■住宅メーカー等において、合板を張った床や壁の耐用年数を推定するための基礎資料として活用されています。

■古田直之・宮﨑淳子・平林
評価．木材学会誌
成果の公表

■古田直之・平林

靖・平井卓郎（2013）住宅の床下地材として長期使用された合板の接着性能劣化

59（1）：45-54
靖・平井卓郎（2013）住宅の床下地材として長期使用された合板の曲げおよび面内せん断

性能劣化評価．木材学会誌

59（5）：287-297

■古田直之・戸田正彦・大橋義徳・植松武是・平井卓郎（2014）長期使用された床下地合板の釘接合性能．木材
工業
連携機関

69（2）：62-67（2014）

道総研（北方建築総合研究所）

特記事項
担当グループ

技術部 生産技術グループ、性能部 居住環境グループ

備考

Forest Products Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

新しい木質材料「CLT」を用いた木造建築物が建設されます！

道産材を用いた CLT の性能評価
道産材を用いた CLT の製造条件の検討（2014 年度）
道産 CLT の材料性能と接合性能の検討（2014 年度）
開口を有する道産大型 CLT の強度特性の検証（2014 年度）

課題名（研究期間）

CLT（Cross Laminated Timber）
は、ひき板を並べた層を板の長さ方向
が直交するように重ねて接着した大判
の木質パネルです。海外では CLT に
より木造の中高層建築物が建設可能と
なっており、急速に普及しています。
日本でも一般的な建築工法としての実
用化が進められています。

【カラマツ CLT の製造試験】

【材料性能試験】

【接合性能試験】

【大型パネル性能試験】

【実用化】 道内企業で道産材を用いた CLT が生産可能となります。
また、CLT を用いた木造建築物が道内で初めて建設されます（全国では 7 棟目）。

成果の概要

■道産カラマツを用いた CLT の適正製造条件を確立しました。
■道産カラマツ CLT の材料性能、接合性能、大型パネル性能に関するデータを整備しました。

■研究成果をもとに道内企業での生産体制が構築され、カラマツ CLT の生産が可能となりました。
成果の活用

■得られた性能データを用いてカラマツ CLT の建築物が設計され、2015 年に北見市内で 2 階建ての CLT 建築物
が建設されます。

成果の公表

■「木造建築の新技術に関する研究会」（2014 年 7 月）で発表しました。

連携機関

協同組合オホーツクウッドピア、物林株式会社、株式会社日本システム設計、日本 CLT 協会、北海道

特記事項
担当グループ

■北海道新聞「道産 CLT 初試作」（2014 年 5 月 5 日放送）で紹介されました。
■テレビ北海道「けいざいナビ北海道」（2014 年 6 月 8 日放送）で紹介されました。
性能部 耐久・構造グループ、性能部 居住環境グループ、技術部 生産技術グループ、 技術部 製品開発グループ、
利用部 マテリアルグループ、企業支援部 技術支援グループ

備考

Forest Products Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

大空間を構築できる高性能な木質構造材料を開発しました！

カラマツ単板積層材を用いた大断面組立梁の開発
課題名（研究期間）

大空間に対応可能な国産組立梁の開発（2012 年度）

【組立梁の試験製造】

【実用化】

【組立梁の性能試験】

開放的な大空間と可変性の高い間取り、経済的で施工性の良い大スパン構造を可能に
する木質構造材料として商品化されました。

【Ⅰ形梁 】

【箱形梁 】

【組立梁の製品化】

【大空間仕様の住宅】

【大屋根構造の教育施設】

■国産カラマツ単板積層材を接着剤と高耐力ファスナーで簡易かつ強固に組み立てる製造方法ならびにⅠ形梁と
成果の概要

箱形梁の断面設計法を確立しました。
■性能試験によりⅠ形梁では 6m スパン、箱形梁では 8m スパンで実用可能であることを明らかにしました。

■単板積層材メーカーで製品化されました。
成果の活用

■ 2 × 4 住宅メーカーの大空間仕様で標準採用されています。
■教育施設の大屋根構造で採用され、他材料・鉄骨造より安価で大空間を実現可能と高く評価されています。

成果の公表

■大橋義徳（2013）大スパンを実現する高性能な組立梁の開発．林産試だより

7 月号

■大橋義徳（2013）単板積層材を用いた大断面組立梁の力学特性．日本建築学会大会学術講演梗概集

連携機関

全国 LVL 協会

特記事項

■日刊木材新聞「メガビームで大空間」（2014 年 3 月 25 日）で紹介されました。

担当グループ

技術部 生産技術グループ

備考

Forest Products Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

合板やパーティクルボードなどの健康リスクに対する安全性を評価しました

木質材料からのアセトアルデヒド放散挙動の解明
課題名（研究期間）

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（2010 ～ 2012 年度）

【小形チャンバー法】
JIS に定められた「小形チャンバー法」を
用いて、アセトアルデヒドの放散速度を測定
しました。木質ボード類や合板からのアセト
アルデヒド放散量は、無垢の木材と同程度で、
製造後数週間で大幅に減少することが明らか
になりました。

【各種木質材料】

【実大空間での測定】

市販パーティクルボード、
ファイバー

8 畳間相当の試験室に、木質内装材を施工

ボードに加えて、原木から合板を製造

したモデル室を作製してアセトアルデヒド気

して測定を行いました。

中濃度を測定しました。モデル室内のアセト
アルデヒド気中濃度は 22 μ g/m3 で、厚生

【アセトアルデヒド】

労働省の室内濃度指針値 48 μ g/m3 を下回

木質材料のほか、燃焼器具・喫煙・

りました。

飲酒等でも発生し、発がん性が疑わ
れている物質です。室内濃度指針値
が定められています。

■様々な木質建材からのアセトアルデヒド放散量を測定した結果、換気が適切に行われている空間では、放散量は
成果の概要

製造後 1 ～ 2 週間で大幅に減少することがわかりました。
■これらの材料を、室内の床と壁 4 面に施工したモデル室の空気を測定したところ、厚生労働省の室内濃度指針
値を下回りました。

成果の活用

■公共建築物の木造化や内装の木質化等への資料として活用されます。

■ Suzuki M., Akitsu H., Miyamoto K., Tohmura S., and Inoue A.（2014）Effects of time, temperature,
成果の公表

and humidity on acetaldehyde emission from wood-based materials． Journal of Wood Science：
DOI 10.1007/s10086-014-1397-z
■（独）森林総合研究所

連携機関

交付金プロジェクト研究成果

No. 53：ISSN 1349-0605s

（独）森林総合研究所

特記事項
担当グループ
備考

性能部 居住環境グループ
■本研究は、（独）森林総合研究所

交付金プロジェクト研究 #201002「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」により行われました。
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

道産針葉樹によるサッシの製作を目指して

トドマツ・道南スギ製木製サッシの開発
課題名（研究期間）

道産針葉樹サッシの耐候性向上技術の開発（2012 ～ 2014 年度）

【サッシの試作】
トドマツ、スギで集成材
を加工し、試験用のサッシ
を作製しました。

【トドマツ】
北海道において最も
蓄積の多い樹種です。

試作サッシ

【スギ】
道南地方に多く植栽
さ れ、 道 南 ス ギ と 呼 ば
れています。

がたつきをチェック！

トドマツ・道南スギは、比較的軽軟で加工

おもり

性が良く、
今後の利用が期待される木材です。

【強度試験の一例】

しかしながら、木製サッシの材料としては、
今まであまり使われてきませんでした。

木 ね じ の 種 類 を 変 え な が ら、
様々な強度試験を行いました。

■道産針葉樹のうち、比較的軽軟で木製サッシに不向きと言われていた、トドマツと道南スギを使ってサッシの
試作を行いました。
成果の概要

■外開き窓の障子を支える金物のずれ止め加工や固定用木ねじの検討を行い、台風の突風にも耐えうる仕様を明らかに
しました。
■試作したサッシは風速 50m/s 相当の風圧力（北海道での過去最大風速）を受けても壊れませんでした。

成果の活用

■木製サッシ製作を希望する企業が増えてきていることから、今回の成果を踏まえた木製サッシ製作の手引きを
作成して配布し、製品化に向けた技術支援を行います。

■産業技術連携推進会議ナノテクノロジー・材料部会「第八回木質科学分科会」（2014 年 10 月：岩手県）で
成果の公表

発表しました。
■第 19 回木製サッシフォーラム（2013 年 2 月：旭川市）で発表しました。

連携機関

北海道木製サッシ協会

特記事項
担当グループ

性能部 居住環境グループ

備考

Forest Products Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

サッシの耐候性向上を目指して

アセチル化木材クラッドサッシの開発
課題名（研究期間）

腐 朽菌

水 酸基

道産針葉樹サッシの耐候性向上技術の開発（2012 ～ 2014 年度）

水分

膨 潤/収縮

無処理木材

ア セチル 基

【アセチル化木材クラッド材の製作】

【アセチル化クラッド材の強度試験】

集成材の屋外側をアセチル化

【アセチル化】
酢の成分である酢酸と木材成分とを反応
（エステル化）させて結びつける処理です。
見た目は無処理材とほとんど変わりません
が 、木材自身が腐朽菌に分解されにくい物
質へと変化し、また水分による伸び縮みも
少なくなり、品質が安定します。酢の成分
しか含まないため、木材本来の人や環境に
対する安全性も保つことができます。

【アセチル化木材の塗装耐候試験】

【試作試験体の耐候試験】

■耐久性向上を目的として、アセチル化木材でサッシの屋外側を被覆（クラッド）した“アセチル化木材クラッド
サッシ”を開発しました。
成果の概要

■道産針葉樹材に対するアセチル化処理条件の検討を行いました。
■材料・試験体の強度安全性を確認しました。
■無処理に比べてアセチル化木材は、塗膜のはがれが少ないことがわかりました。
■現在、試作試験体の長期耐候試験を実施中です。

成果の活用

■木製サッシの耐候性向上のためにアセチル化に注目する企業は多く、耐候試験の結果がまとまり次第、成果資料
の配付や技術移転等を行います。

■産業技術連携推進会議ナノテクノロジー・材料部会「第八回木質科学分科会」（2014 年 10 月；岩手県）で
成果の公表

発表しました。
■第 19 回木製サッシフォーラム（2013 年 2 月；旭川市）で発表しました。

連携機関

北海道木製サッシ協会

特記事項
担当グループ

性能部 居住環境グループ

備考

Forest Products Research Institute
66

道総研森林研究本部研究成果選集 2010 ～ 2014

地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

カラマツやトドマツおが粉で栽培できる 2 品種を開発しました！

針葉樹の利用に適したブナシメジ新品種の開発
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（2011 年度）
地域資源の活用に有効な新ブナシメジの開発（2012 ～ 2013 年度） ほか

課題名（研究期間）

【マーブレ 219 のブナシメジ】
散水処理しないカラマツおが粉を使用した栽培が
可能になりました。
培養期間の短縮（90 日⇒ 60 ～ 80 日）が可能
なことも特徴です。

【マーブレ 219 の生産と製品】
風味にくせがなく、食感が良いことが特徴です。

【マーブレ 219 の次世代品種の開発】
培地にトドマツおが粉を使用できる新品種も
開発しました。
機能性アミノ酸（オルニチン）の含量が高い
ことも特徴です。
■既存品種に比べて短期栽培が可能であることに加えて、カラマツおが粉の利用適性が高い品種「マーブレ 219」
成果の概要

（品種登録第 20595 号）を開発しました。
■共同研究により、「マーブレ 219」の実生産が可能になりました。
■さらに、栽培および品質特性で特徴的な次世代新品種を開発しました。
■「マーブレ 219」の実生産施設での栽培技術を確立しました。

成果の活用

■品種が活用された生産品は、道内外の小売店で販売されました。
■トドマツおが粉の利用に適した新品種は、栽培および品質特性で、既存品種より高い実用性評価を受けました。
■原田

陽・宜寿次盛生・米山彰造（2012）カラマツおが粉を基材とした培地がブナシメジ子実体の呈味成分に

及ぼす影響．日本きのこ学会誌
成果の公表

20：16-21

■原田

陽（2012）ブナシメジの品種開発とカラマツの活用．林産試だより

9 月号

■原田

陽（2011）カラマツでつくるブナシメジの施設栽培用品種．農林水産技術研究ジャーナル

34（1）：

40-41
■原田
連携機関

陽（2010）ブナシメジ「マーブレ 219」の開発と工場生産．林産試だより

8 月号

株式会社ソーゴ
■品種登録第 24148 号「マーブレ 219」（2011 年 3 月 15 日登録）

特記事項

■第 57 回森林技術賞「カラマツおが粉を利用可能とした道産きのこ新品種の開発と普及」（2012 年 5 月）を受賞
しました。

担当グループ

利用部 微生物グループ

備考

Forest Products Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

健康機能性成分 GABA（ギャバ）を増やしたきのこ素材で、商品開発しました！

きのこを原料とした GABA 富化素材の開発
課題名（研究期間）

食用きのこ生産工程における副産物の高次利用を目指した物質変換プロセスの開発（2009 ～ 2010 年度）

【GABA 富化に適した道産エノキタケとシイタケ】
なじみの深いエノキタケやシイタケは、10 ～ 20℃の低中温の
処理を施すことで、GABA を増やすことができます。

【きのこで GABA が増える】
GABA が原料の 50 倍以上に増えるプロセスを開発しました。

【製品化】

【素材化】
ペースト、粉末、エキス、

エノキタケ由来の GABA

ホールきのこと素材の多 粉末をベースとしたサプリ
様化を進めました。

メントが商品化されました。

■規格外品を含むきのこ（エノキタケ、シイタケ）を原料として、健康機能性成分 GABA（ギャバ）に変換する
成果の概要

プロセスを開発しました。
■きのこを原料とした GABA 富化素材の製造技術のスケールアップを可能にしました。
■さまざまな形状の GABA 関連素材を作りました。

成果の活用

■食品加工施設において、きのこを原料とした GABA 富化素材の製造技術を確立しました。
■エノキタケを原料とした「GABA のサプリメント」が商品化されました。
■原田

陽・永井

武・山本美保（2011）ブラウン系エノキタケによるγ－アミノ酪酸（GABA）高含有素材の

作出と血圧降下作用．日本食品科学工学会誌
■原田
成果の公表

58：446-450

陽（2012）きのこ生産地で発生する副産物の高次利用を目指して．林産試だより

4 月号

■「北海道の食と省エネを中心とした新技術説明会」
（2014 年１月：札幌市）において、
「キノコで機能性成分の
γ－アミノ酪酸を増やした素材を効率的に作る」を発表しました。
■北海道地域 3 大学 2 公設試新技術説明会（2014 年 9 月：東京都千代田区）において、「きのこを活用して
GABA 富化素材を作る」を発表しました。

連携機関
特記事項
担当グループ

株式会社新進、株式会社シナノポリ、中日本カプセル株式会社
■特許第 5245304 号「機能性を富化するきのこの製造技術」（2013 年４月 19 日登録）
■特開 2012-187068：γ－アミノ酪酸を含有する食品およびその製造方法．
利用部 微生物グループ

備考

Forest Products Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

「ヤナギ」のおが粉で高品質なシイタケができました！

早生樹「ヤナギ」を活用したシイタケ栽培技術
課題名（研究期間）

早生樹「ヤナギ」を活用したシイタケ栽培技術の検討（2012 ～ 2013 年度）

【シイタケ菌床栽培】

【栽培ヤナギと伐採・製造おが粉】
成長が早く、短伐期での収穫・利用が期待されています。
釧路地域産のオノエヤナギおよびエゾノキヌヤナギから
おが粉を製造しました。

L サイズ

S サイズ

【発生したシイタケ】
シイタケ発生量だけでな
く、商品価値の高い M サ
イズ以上の肉厚なシイタ
ケ発生数が増加しました。

■シイタケの菌床に、オノエヤナギおよびエゾノキヌヤナギのおが粉を用いることで、菌床栽培に有効な結果が
成果の概要

得られました。
■通常使用されるナラやカンバに比べて子実体収量が増加するとともに、商品価値の高い M サイズ以上の子実体
発生数が増加することが明らかとなりました。

成果の活用

■得られた有望な知見に関する要因やメカニズムの解明や実用性評価を主として、道総研の重点研究『早生樹
「ヤナギ」を活用した高品質シイタケの安定生産システムの開発』に取り組んでいます。
■原田

陽・折橋

健・檜山

日本きのこ学会誌
■原田
成果の公表

亮・宜寿次盛生・棚野孝夫（2014）シイタケ菌床栽培における早生樹「ヤナギ」の利用．

22：24-29

陽（2014）早生樹「ヤナギ」を活用したシイタケ栽培の可能性．林産試だより

6 月号

■早生樹「ヤナギ」を活用したシイタケ栽培の成果公表会（2013 年 11 月：釧路市）において、
「早生樹「ヤナギ」
を活用したシイタケ栽培」を発表しました。
■「くしろ地域バイオマス地産地消フォーラム」（2014 年２月：釧路市）において、「早生樹「ヤナギ」を活用
したシイタケ栽培」を発表しました。

連携機関

釧路町村会
■ NHK ネットワークニュース北海道「成長早いヤナギをシイタケ栽培に」（2013 年 11 月 26 日放送）

特記事項

ほか 1 件放映
■北海道新聞「ヤナギ菌床シイタケ大きく」（2013 年 11 月 26 日） ほか 13 件掲載

担当グループ

利用部 微生物グループ

備考
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

ユキノシタの風味を活かした健康食品を開発しました

野生型エノキタケ「エゾユキノシタ」の健康食品の開発
課題名（研究期間）

アンチエイジング機能を有するキノコの高度利用に関する研究（2009 ～ 2010 年度）
嗜好品に適した道産キノコの選抜と加工技術の開発（2010 ～ 2012 年度）

【エゾユキノシタ（野生型エノキタケ）】
天然物に近い姿である褐色系のエノキタケが道内では
エゾユキノシタという商品名で販売されており、独特の
風味と歯ごたえに特徴があります。

【旨味を維持する栽培方法の開発】
エゾユキノシタの旨味が多い特徴を活かす
ために増収効果と旨味を両立（増収 B 培地）

増収 B 培地：きのこ多収量
＆旨味は対照と同レベル

する栽培技術を確立しました。

【試作・製品化】
エゾユキノシタの旨味と抗
酸化力等の健康機能性を活か
す加工方法により錠剤（上）
を試作しました。さらに改良
してササエキスと合わせ、飲
料タイプの健康食品（下）を
開発しました。

成果の概要

成果の活用

■エゾユキノシタの増収効果や旨味を両立させる栽培技術を確立しました。
■エゾユキノシタの風味を強くする抽出・加工方法を開発しました（食品加工研究センター、共同研究企業）。

■共同研究企業においてエゾユキノシタを原料とした錠剤タイプの健康食品が試作され、最終的にドリンクタイプ
の健康食品が販売されました。

■米山彰造（2012）アンチエイジング機能を有するキノコの栽培技術について．林産試だより
成果の公表

1 月号

■ Yoneyama S. , Gisusi S., Sato M., and Watanabe O.（2012）Changes of taste components and
antioxidant activity of the fruit-bodies of brown type Flammulina velutipes．The 18th Congress of

the International Society for Mushroom Science（ proceedings of ISMS 2012 ）：815-821
連携機関

道総研（食品加工研究センター；主管）、（株）コスモバイオス

特記事項
担当グループ

利用部 微生物グループ

備考

Forest Products Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

木造畜舎のメリットを見える化

畜舎の木造化推進のための環境性、経済性評価技術
課題名（研究期間）

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と木造畜舎の経済・環境評価（2010 ～ 2011 年度）

木造畜舎のメリットって
何だろう？
木造の優位性を PR するための科学的、
定量的な数値を明らかにしたい。

鉄骨造畜舎と比較
（根釧農業試験場と共同実施）

【環境性】 ・建物の CO2 排出量が少ない

{

・ライフサイクルアセスメント
・ライフサイクルコスティング
・産業連関分析
・畜舎内環境測定
・体温、血中コルチゾル濃度の測定

【経済性】 ・税金（固定資産税）が安いため、

・ CO2 をたくさん固定する
・畜舎内の温湿度変化が少ない
・結露の発生が少ない

トータルでお得
・地元の木材を使って建てられる
ので地域経済効果が大きい

畜舎の木造化推進のための基礎データとして活用

成果の概要

■鉄骨造畜舎と木造畜舎を比較し、木造畜舎の環境性、経済性に関するメリットを科学的、定量的な方法で明らかに
しました。

■パンフレットとして取りまとめ普及資料として活用しています。
成果の活用

■各地域における木造畜舎推進のための検討会等で利用されています。
■講演会や勉強会などで自治体や農家に対して情報を提供しています。

■木造畜舎見学会および講演会（2014 年 10 月：天塩町）で講演しました。
成果の公表

■平成 25 年度木造牛舎に関する勉強会 （2014 年 3 月：紋別市）で講演しました。
■木造牛舎見学会およびセミナー（2013 年 3 月：釧路市、2013 年 3 月：鶴居村）で講演しました。
など

連携機関

道総研（根釧農業試験場）、北海道農政部、上士幌町

特記事項
担当グループ

利用部 マテリアルグループ

備考

Forest Products Research Institute
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地方独立行政法人

北海道立総合研究機構

森林研究本部

Hokkaido Research Organization

林産試験場

節周りのキレイな圧縮木材

道産針葉樹を原料とした圧縮木材の生産技術開発
課題名（研究期間）

特許技術

道内資源の使用量拡大を目指した建材開発と利用法（2009 ～ 2011 年度）
道産針葉樹を用いた圧縮木材生産の事業化支援（2012 年度）
成熟化するトドマツ人工林材の用途適性評価と利用技術開発（2014 ～ 2016 年度）

複数の板材による相互横拘束

従来の型枠を使った拘束
節の周りに生じた
裂け目の例

節

圧縮前

圧
圧 力

木材同士の反発による拘束

縮
節

圧縮後

板材が圧縮によって横幅方向に拡がろうとする動きを、
お互いに反発させて寸法拘束します。
これにより、節周りを締めつける力が働き、平坦に仕上
がるとともに節周りでの割れ、裂けを防止できます。

北海道庁ロビーのトドマツ圧縮材フローリング

■道産針葉樹、特にトドマツを原料板材として圧縮木材の生産技術開発を行いました。
成果の概要

■節が多く、また柔らかくて傷つきやすいトドマツを圧縮して、フローリングにも利用できる広葉樹同等以上の
材料ができました。

成果の活用

■道内企業と特許実施契約を結んでいます。
■北海道庁１階ロビー北側木質化スペースの床に敷設されています。

■日本木材学会北海道支部研究発表会（2013 年 11 月：旭川市）で発表しました（講演集第 45 号に掲載）。
成果の公表

■澤田哲則（2013）道産針葉樹を用いた圧縮木材の製品化に向けて～平成 24 年度 職員研究奨励事業の成果
より～．林産試だより

10 月号

■澤田哲則（2012）トドマツを原料とした圧縮木材の生産技術と利用方法．林産試だより

10 月号

連携機関

道総研（北方建築総合研究所）、松原産業株式会社

特記事項

■特許第 5629863 号「熱圧処理木材ならびにその製造方法」（2014 年 10 月 17 日登録）

担当グループ

技術部 製品開発グループ、企業支援部 技術支援グループ

備考

Forest Products Research Institute
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