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成果普及の概要

成果普及の概要

　林産試験場では，研究成果の普及に取り組んでいます。

○重点的に普及を図った研究成果

　　平成 30 年度より，「研究成果の戦略的普及」を実施することとし , 各研究 G より普及要望のあった研究成

　果について検討・選定し，「道産カラマツ・トドマツ CLT」, 「道産カラマツ高強度集成材」，「トドマツ圧縮

　材フローリング」,「シラカンバ家具・フローリング」,「ダケカンババット」,「防腐薬剤処理木材を用い

　た屋外木質構造物の耐用年数推定と予防保全を行うための維持管理フロー」について，重点的な普及を図り

　ました。

○展示会等への出展などによる普及

　　「Japan Home & Building Show 2019」（東京 11 月 13 ～ 15 日），「WOOD コレクション令和元年」（東京　12

　月 10 ～ 11 日）に出展しました。

○外部団体等への協力・連携

　　外部団体等が実施した木材利用の普及を目的としたイベントに対し，積極的に共催や後援を行っています。

　令和元年度は，北海道水産林務部林務局林業木材課と共催で「CLT 設計技術研修会・施工技術研修会」，（一社）

　日本木材学会木材接着研究会と共催で「第 40 回木材接着研究会」を開催しました。

　　また，旭川まちなみデザイン推進委員会等が主催する「第 30 回旭川建築作品発表会」,（一社）北海道林

　産技術普及協会等が主催する「Hokkaido CLT Pavilion 見学会」等を後援しました。

○地域材の利用促進

　　「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の施行に伴い，公共建築物の木質化を推進する

　道内自治体等に対して，地域材利用に関する研究成果の積極的な PR 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，林産試験場の研究成果の普及と技術的問題点や課題等を聞き取り , 今後の研究課題に反映するこ

とを目的とした取り組みです。

　令和元年度は，本事業の一環として，道内の企業へ場長が出向くトップセールス（苫小牧市など）や研究職

員による企業訪問（旭川市・美瑛町など）を行いました。

　また、林産技術セミナー「耐用年数推定による防腐薬剤処理木材の維持管理技術について」を旭川市で開催

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（総合）振興

局の林務課や市町村，業界団体等にご協力いただきました。

研究成果発表会

1）　平成31年北海道森づくり研究成果発表会

　研究成果発表会は，森林研究本部のほか,一般発表として他の研究機関，森林管理局，（総合）振興局の森林室，

市町村，企業等により行われます。発表は口頭発表とポスター発表に分かれており、ポスター展示会場では発表

者による研究成果の詳しい説明と，参加者との意見交換が行われました。

　本年度の口頭発表は，森林研究本部11件と一般発表が4件の計15件。ポスター発表は，森林研究本部が28件と一

般発表が9件の計37件の発表が行われました。

開催の概要と林産試験場からの発表を次に示します。
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　　日　　時：平成 31 年 4 月 16 日（火）10:00 ～ 16:20

　　場　　所：北海道立道民活動センター　かでる２・７（札幌市中央区北２条西７丁目）

　　　　　　　かでるホール

　　参加者数：547 名

①　口頭発表

・苗木需要量の増加に対応したコンテナ苗生産・植栽システムの開発

       技術部　製品・開発グループ  近藤　佳秀

       林業試験場　保護種苗部  来田　和人

・道産カラマツによる高強度集成材の開発

       技術部　生産技術グループ  松本　和茂

・北海道 CLT パビリオンの建設

       技術部　生産技術グループ  大橋　義德

       企業支援部　研究調整グループ  平館　亮一

       森林研究本部　企画調整部　企画課 戸田　正彦

・木質バイオマス発電の経済性評価

       利用部　資源・システムグループ 古俣　寛隆

  

・木質燃焼灰は融雪資材として使えるか？

       利用部　バイオマスグループ  折橋　　健

・防腐薬剤処理木材の耐用年数は何年なの？

       性能部　構造・環境グループ  小林　裕昇

・商品化されました！道産マイタケによる肉軟化効果を利用したエゾシカ肉ジンギスカン

       利用部　微生物グループ  檜山　　亮

     食品加工研究センター　応用技術部　応用技術グループ 山木　一史

②　ポスター発表

・CLT 生産施設の生産規模別にみた事業性について

       利用部　資源・システムグループ 渡辺　誠二

            石川　佳生

            酒井　明香

            古俣　寛隆

・公共建築物への地域材利用を支援するためのツールの開発について

       利用部　資源・システムグループ 石川　佳生

            古俣　寛隆

       性能部　構造・環境グループ  前田　典昭
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・道産カラマツの成熟材を活用した高強度 LVL の開発

       技術部　生産技術グループ  古田　直之

            松本　和茂

            宮﨑　淳子

            中村　神衣

            平林　　靖

・道産 CLT の各種材料性能のデータ整備

       技術部　生産技術グループ  高梨　隆也

            石原　　亘

            大橋　義德

・“現し”仕様に対応した道産 CLT をつくる

       技術部　生産技術グループ  石原　　亘

            宮﨑　淳子

            中村　神衣

・ダケカンバは野球のバットに使えるのか？

       性能部　構造・環境グループ  秋津　裕志

       利用部　資源・システムグループ 大崎　久司

       京都大学大学院　農学研究科  富田　夏生

            村田　功二

・北海道 CLT パビリオンで用いられている接合方法

       森林研究本部　企画調整部　企画課 戸田　正彦

       性能部　構造・環境グループ  冨髙  亮介

・銅を利用した塗装木材の耐候性向上処理の検討

       性能部　保存グループ   伊佐治信一

・屋外用途での木製品の需要拡大に向けたアセチル化木材による高耐久木製品の試作

       利用部　バイオマスグループ  長谷川　祐

・林地に放置された丸太の燃料品質を調べました

       利用部　バイオマスグループ  山田　　敦

       技術部　生産技術グループ  平林　　靖

       ( 株 ) ハルキ    鈴木　正樹

            竹内　謙太

・カラマツ正角材の乾燥によるねじれを予測する

       技術部　製品開発グループ  山崎　亨史

            古俣　寛隆
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・北海道におけるマツタケの発生環境

       利用部　微生物グループ  宜寿次盛生

            米山　彰造

            津田真由美

       利用部　バイオマスグループ  原田　　陽

       道総研本部　連携推進部  東　　智則

       北海道大学　農学部   玉井　　裕

2)　令和元年（2019年）林産試験場研究成果発表会

　主に旭川市と道北地域の方々を対象に,平成31年北海道森づくり研究成果発表会で発表された課題のうち、主

に林産試験場の研究成果を発表しました。発表は口頭発表とポスター発表に分かれており,ポスター展示会場で

は発表者による研究成果の詳しい説明と意見交換が行われたほか ，多くの方々に道産CLTパビリオンを見学し

て頂きました。

　開催の概要と発表を次に示します。

　

　　日　　時：令和元年（2019年）5月24日（金）13:00～16:00

　　場　　所：北海道立総合研究機構林産試験場（旭川市西神楽1線10号）　講堂

　　参加者数：116名

①　口頭発表

・北海道 CLT パビリオンの建設

       技術部　生産技術グループ  大橋　義德

       企業支援部　研究調整グループ  平館　亮一

       森林研究本部　企画調整部　企画課 戸田　正彦

・道産カラマツによる高強度集成材の開発

       技術部　生産技術グループ  松本　和茂

・苗木需要量の増加に対応したコンテナ苗生産・植栽システムの開発

       技術部　製品・開発グループ  近藤　佳秀

       林業試験場　保護種苗部  来田　和人

・木質バイオマス発電の経済性評価

       利用部　資源・システムグループ 古俣　寛隆

・商品化されました！道産マイタケによる肉軟化効果を利用したエゾシカ肉ジンギスカン

       利用部　微生物グループ  檜山　　亮

     食品加工研究センター　応用技術部　応用技術グループ 山木　一史

  

・木質燃焼灰は融雪資材として使えるか？

      利用部　バイオマスグループ   折橋　　健
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・防腐薬剤処理木材の耐用年数は何年なの？

       性能部　構造・環境グループ  小林　裕昇

②　ポスター発表

・CLT 生産施設の生産規模別にみた事業性について

       利用部　資源・システムグループ 渡辺　誠二

            石川　佳生

            酒井　明香

            古俣　寛隆

・公共建築物への地域材利用を支援するためのツールの開発について

       利用部　資源・システムグループ 石川　佳生

            古俣　寛隆

       性能部　構造・環境グループ  前田　典昭

・道産カラマツの成熟材を活用した高強度 LVL の開発

       技術部　生産技術グループ  古田　直之

            松本　和茂

            宮﨑　淳子

            中村　神衣

            平林　　靖

・道産 CLT の各種材料性能のデータ整備

       技術部　生産技術グループ  高梨　隆也

            石原　　亘

            大橋　義徳

・“現し”仕様に対応した道産 CLT をつくる

       技術部　生産技術グループ  石原　　亘

            宮﨑　淳子

            中村　神衣

・ダケカンバは野球のバットに使えるのか？

       性能部　構造・環境グループ  秋津　裕志

       利用部　資源・システムグループ 大崎　久司

       京都大学大学院　農学研究科  富田　夏生

            村田　功二

・北海道 CLT パビリオンで用いられている接合方法

       森林研究本部　企画調整部　企画課 戸田　正彦

       性能部　構造・環境グループ  冨髙  亮介
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・銅を利用した塗装木材の耐候性向上処理の検討

        性能部　保存グループ  伊佐治信一

・屋外用途での木製品の需要拡大に向けたアセチル化木材による高耐久木製品の試作

        利用部　バイオマスグループ 長谷川　祐

・林地に放置された丸太の燃料品質を調べました

        利用部　バイオマスグループ 山田　　敦

        技術部　生産技術グループ 平林　　靖

        ( 株 ) ハルキ   鈴木　正樹

            竹内　謙太

・カラマツ正角材の乾燥によるねじれを予測する

        技術部　製品開発グループ 山崎　亨史

            古俣　寛隆

・北海道におけるマツタケの発生環境

        利用部　微生物グループ 宜寿次盛生

            米山　彰造

            津田真由美

        利用部　バイオマスグループ 原田　　陽

        道総研本部　連携推進部 東　　智則

        北海道大学　農学部  玉井　　裕

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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木になるフェスティバル

　「木になるフェスティバル」は，道民や子供達への科学技術に対する理解の増進を図るため ,北海道立総合

研究機構中計画の第 4の 5に基づく社会貢献の一環として (一社 )北海道林産技術普及協会との共催により実施

しています。

　令和元年度（2019年度）の「第 28回　木になるフェスティバル」は，以下の内容で令和元年（2019年）7月 20

日 (土 )に実施し，当日の入場者は約 690人でした。

木になるフェスティバルの内容

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，展示

物の貸し出しや，材料提供などでも協力しました。

出展協力した展示会・イベントの概要
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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

　学会及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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2）刊行物等で発表した研究業績等（令和元年（2019 年）4 月～令和 2 年（2020 年）3 月掲載）

　林産試験場報及びその他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）。



〔林産試験場年報　令和元年度（2019 年度）〕

－ 32 －

成果普及の概要



〔林産試験場年報　令和元年度（2019 年度）〕

－ 33 －

成果普及の概要
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成果普及の概要
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成果普及の概要
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成果普及の概要
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成果普及の概要
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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。
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ホームページ

　林産試験場ホームページ（http://www.hro.or.jp/fpri.html）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令和元年度（2019 年度）更新回数は 50 回，主な更新情報は次のとおりです。

○行事について（研究成果発表会，木になるフェスティバル，林産技術セミナーの開催案内等）

○技術支援制度について（諸料金の改定等）

○刊行物＆データベース（林産試だより 2019 年 4 月号～ 2020 年 3 月号，マニュアル「木質バイオマス燃焼灰

　の融雪資材としての利用方法」「公共建築物に地域材を利用するための“事業計画立案ツール・経済波及効

　果試算ツール”」「耐用年数推定による柵状構造物の維持管理の手引き」）
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◯木と暮らしの情報館，木路歩来について（開館期間の更新等）

◯その他，各種林産試験場に関する情報（組織の更新，入札情報等）研究に関する主な報道状況

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

　令和元年（2019 年）度の視察・見学者数及び視察・見学者に対して行った主な講義は，次のとおりです。


