
人　数

376

248

582

1,206

区　　分

研修生

インターンシップ

インターンシップ

インターンシップ

研修生

研修生

計

高知大学 H20.10.20～H21.2.27

高知工科大学

高知工科大学

高知大学

H20.8.11～H20.8.22高知工科大学

H20.8.11～H20.8.22

H20.8.11～H20.8.22

H20.10.20～H21.2.27

高知大学

件　数

63

25

150

計

154

532

836

H20.5.26～H21.2.27

所　　属 期　　間

森林経営課

資源利用課

うち県内企業　47件

うち県内企業　20件

依　頼　試　験

設　備　利　用

64

9

13

■　技術相談等及び講師等

人　　数

平成20年度　依頼試験等実績

講師等
区　　　　　分

技術次長等

備　　　　　　　　　　　　考

■　依頼試験・設備利用

件　数

区　　　　　分

件　数

技術相談等

森林及び森林資源利用に関する研究開発

研修の内容・目的等

回転ドラム式乾燥機による木質チップの乾燥について

森林及び森林資源利用に関する研究開発

 5 人

森林経営、木材利用、バイオマス等

森林経営、森林保護、林業機械、特用林産等

製材・乾燥、木材利用、商品開発等

木質ペレットの製造工程に関する研究

木質バイオマスの地域利用に関する研究

86

■　技術研修生受入

森林及び森林資源利用に関する研究開発
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整理
番号

依頼事項 供試品 試験項目

1 床衝撃音レベル測定 直張用防音フロア 衝撃音の遮断性能試験

2 音響透過損失測定 防音フェンス 空気音の遮音性能試験

3 構造試験 ヒノキ集成材踏み台 強度試験

4 構造試験 ヒノキ集成材踏み台 摩擦抵抗試験

5 構造試験 ヒノキ集成材踏み台 開き止め金具の強度試験

6 構造試験 ヒノキ集成材踏み台 支柱端部の曲げ試験

7 構造試験 墜落防止手すり 手摺りの性能試験

8 床衝撃音レベル測定 木製遮音床 衝撃音の遮断性能試験

9 含水率測定及び物性試験 ヒノキ製材品 含水率及び動的ヤング率の測定

10 床衝撃音レベル測定 直張用防音フロア 衝撃音の遮断性能試験

11 構造試験 ヒノキ原木 ヤング係数の測定

12 音響透過損失測定
アスファルト遮音シート
壁構造体

空気音の遮音性能試験

13 音圧レベル差測定 遮音ボックス 空気音の遮音性能試験

14 音響透過損失測定 壁構造体 空気音の遮音性能試験

15 水質分析 渓流水及び雨水 イオン分析

16 音圧レベル差測定 木製遮音床 空気音の遮音性能試験

17 構造試験 壁 壁せん断体力試験

18 床衝撃音レベル測定 直貼り床 衝撃音の遮断性能試験

19 床衝撃音レベル測定 直貼り床 衝撃音の遮断性能試験

20 音響透過損失測定 乾式壁 空気音の遮音性能試験

21 物性試験 スギ柱材 動的ヤング係数の測定

22 物性試験 スギ梁桁材 曲げ性能試験

23 構造試験 ヒノキ製テレビ台 安定性試験及び耐荷重試験

24 水質分析 渓流水及び湧水等 イオン分析

25 構造試験 ヒノキ集成材踏み台 座面の静的強度試験

26 構造試験 ヒノキ集成材踏み台 安定性試験

27 構造試験 ヒノキ集成材踏み台 強度試験

28 構造試験 ヒノキ集成材踏み台 支柱端部の曲げ試験

29 構造試験 ヒノキ集成材踏み台 開き止め金具の強度試験

30 構造試験 ヒノキ集成材踏み台 摩擦抵抗試験

31 物性試験 スギ平角材 動的ヤング係数の測定

32 構造試験 ヒノキ集成材踏み台 座面の静的強度試験

33 構造試験 ヒノキ集成材踏み台 安定性試験

34 構造試験 ヒノキ集成材踏み台 強度試験

平成20年度　依頼試験等実績（依頼試験一覧）

■　依頼試験一覧
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整理
番号

依頼事項 供試品 試験項目

35 構造試験 ヒノキ集成材踏み台 開き止め金具の強度試験

36 構造試験 ヒノキ集成材踏み台 摩擦抵抗試験

37 構造試験 木製歩行補助手すり 鉛直荷重試験

38 構造試験 壁 壁せん断耐力試験

39 構造試験 ヒノキ製テレビ台 安定性試験及び耐荷重試験

40 物性試験 枠組み梁 曲げ破壊試験

41 音響透過損失測定 壁 空気音の遮音性能試験

42 床衝撃音レベル測定 木製遮音床 衝撃音の遮断性能試験

43 乾燥試験 スギ単板 乾燥（蒸気式熱風乾燥）試験

44 音響透過損失測定 防音フェンス 屋外での遮音性能の測定

45 含水率測定 スギ柱材 含水率の測定

46 構造試験 ｳｯﾄﾞﾌﾞﾛｯｸｳｫｰﾙ 曲げ強度試験

47 含水率測定 ｳｯﾄﾞﾌﾞﾛｯｸｳｫｰﾙ構成部材 含水率の測定

48 物性試験 壁土 壁土圧縮試験

49 構造試験 土壁 土壁内せん断試験

50 物性試験 床暖房用スギ製熱処理材 熱耐久試験

51 炭化試験 古紙等の鉢 炭化試験

52 乾燥・物性試験 スギ平角材 蒸気式熱風乾燥・材色・動的ヤング係数

53 音響透過損失測定 遮音マット 空気音の遮音性能試験

55 含水率測定 ヒノキ柱材 含水率の測定

56 寸法安定性試験 熱処理スギ床材 寸法安定性試験

57 寸法安定性試験 スギ製デンドロライト 寸法安定性試験

58 物性試験 壁土 壁土圧縮試験

59 音響性能測定 スギ製デンドロライト 空気音の遮音性能試験他

60 浸潤度測定 パーゴラ等の部材 防腐剤の浸潤度試験

61 音響透過損失測定 乾式壁 空気音遮断性能の測定

62 含水率測定 ヒノキ柱材 含水率の測定

63 含水率測定 スギ柱材 含水率の測定

64 音響性能測定 木造２階建て住宅（現場）床衝撃音遮断性能、２室間遮音性能の測定
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区分 主催者（事務局） 会議等の名称

高知県中央西林業事務所 木質バイオマスの安定供給の現状と課題

（株）相愛 木質バイオマス供給の現状と課題

高知県幡多林業事務所 木質バイオマス供給の現状と課題

高知県中央西林業事務所 木質バイオマス供給の現状と課題

高知県中央東林業事務所 木質バイオマス供給の現状と課題

山田小学校 山の事業学習会（きのこの生態とシイタケ栽培）

（財）山村林業振興基金（研修センター） 基幹林業労働者養成研修　森林技術研修（森林の病虫害）

（財）山村林業振興基金（研修センター） 基幹林業労働者養成研修　機械化のマネジメント研修（密度管理等）

兵庫県美方郡香美町 放牧育林・シカ害等について

（社）高知県森と緑の会 土壌と樹木の生育

須崎高校 森林技術センターの仕事について

日本林業技士会 脱着装置付フォワーダ実施状況

（財）山村林業振興基金（研修センター） 高知県から発信する林業機械開発の現状

須崎高校 職業意識に関するパネルディスカッション

高知県内設計事務所 れいほくｽｹﾙﾄﾝセミナーｉｎ高知

香川県内設計事務所 れいほくｽｹﾙﾄﾝセミナーｉｎ香川

森の未来に出会う旅実行委員会 ｢森の未来に出会う旅｣セミナー

嶺北材ブランド化協議会 ｢れいほくスケルトン｣製品発表会

日本住宅・木材技術センター 顔の見える木材での家づくり技術講習会(東京)

日本住宅・木材技術センター 顔の見える木材での家づくり技術講習会(大阪)

嶺北材ブランド化協議会 れいほくｽｹﾙﾄﾝ関連実験報告会

(社)高知県建築設計監理協会「土佐派
の家」委員会 土壁の水平耐力公開実験研修会

(社)高知県建築設計監理協会「土佐派
の家」委員会 石灰(カマゾコ)入り土壁の水平耐力公開実験報告会

高知市 竹林管理体系策定に関する実証事業委員会

自民党
林政調査会・林政基本問題小委員会
木質バイオマスの利用促進に関する検討チーム第3回会合

香南市・香美市 香南・香美市新エネルギービジョン検討委員会

安田町 安田町バイオマス検討委員会

四万十町 四万十町バイオマス検討委員会

四万十町 ヒノキ活用研究会

四万十町 ヒノキPR研究会

仁淀川町 仁淀川町バイオマス検討委員会

四国森林管理局 四国森林管理局技術開発委員会

（独）森林総合研究所四国支所 森林総研四国支所評議会

（社）林業機械化協会 低コスト育林検討委員会

四万十町 四万十町バイオマス検討委員会

講
師

委
員

平成20年度　依頼試験等実績（講師・委員関係一覧）

■　講師・委員関係一覧
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■　論文等一覧

No. 題　　　名
発表誌，巻(号)，掲載頁( 初の頁～ 終
の頁)，発行年月／出願年月日，出願番号

1 学会発表 パネル 「ウスキキヌガサタケの培養特性」
日本きのこ学会第12回大会講演要旨集、92,
2008.9.16-17、福岡市

2 雑誌 月刊誌 「低コスト木材生産を目指した林業経営システムプラン」 山林　No.1487, 31-39, 2008.4

3 報告書 「低コスト木材生産を目指した林業経営システムプラン」 第41回林業技術シンポジウム, 26-33, 2008.9

4 学会発表 口頭
モウソウチクの器官別・高さ別の現存量および含水率につ
いて

第59回日本森林学会関西支部、日本森林技術協会関
西・四国支部連合会合同大会　研究発表要旨
集,43,2008.10.18,高知市

5 学会発表 口頭
ヒノキ人工林における強度間伐施業が残存木の成長と形状
に与える影響

第59回日本森林学会関西支部、日本森林技術協会関
西・四国支部連合会合同大会　研究発表要旨
集,49,2008.10.18,高知市

6 学会発表 口頭
スギ精英樹クローンの材質調査(Ⅰ）ー四高28号での結果
についてー

第59回日本森林学会関西支部、日本森林技術協会関
西・四国支部連合会合同大会　研究発表要旨集
59,,2008.10.18,高知市

7 学会発表 口頭
臨床植生の貧弱な林分における強度間伐実施後の針広混交
林化の可能性

第59回日本森林学会関西支部、日本森林技術協会関
西・四国支部連合会合同大会　研究発表要旨
集,77,2008.10.18,高知市

8 学会発表 口頭
立木密度が異なるヒノキ林において台風が落葉・落枝に及
ぼす影響

第59回日本森林学会関西支部、日本森林技術協会関
西・四国支部連合会合同大会　研究発表要旨
集,39,2008.10.18,高知市

9 学会発表 口頭 ヒノキの雄花生産量に土壌条件と強度間伐が及ぼす影響
第59回日本森林学会関西支部、日本森林技術協会関
西・四国支部連合会合同大会　研究発表要旨
集,38,2008.10.18,高知市

10 研究報告書
中山間地域における森林バイオマス資源の有効利用技術開
発事業

高知県立森林技術センター研究報告,第34号,平成21年
3月,1-30

11 研究報告書
巻き枯らし間伐木から発生する昆虫相および林内への影響
調査

高知県立森林技術センター研究報告,第34号,平成21年
3月,32-55

12 研究報告書 強度間伐が残存木の成長および材質等に与える影響
高知県立森林技術センター研究報告,第34号,平成21年
3月,56-83

13 研究報告書 間伐施業と台風被害との関係に関する調査
高知県立森林技術センター研究報告,第34号,平成21年
3月,84-97

14 論文

Effects of thinning on leaf-fall and leaf-litter
nitrogen concentration in hinoki cypress
(Chamaecyparis obtusa Endlicher) plantation stands
in Japan

Forest Ecology and Management, 255 (5), p.1859-
1867, Apr 2008

15 論文
ヒノキ強度間伐林分の残存木樹幹表面における樹脂流出と間伐強
度および立地要因との関係

森林立地、50(2)、117-123、2008

16 論文 ヒノキの雄花生産量に土壌条件と強度間伐が及ぼす影響 森林立地、50(2)、167-173、2008

17 研究発表会 口頭
土佐褐毛牛と電気牧柵による育林効果の検証～下刈り効果とシカ
害軽減の可能性について～

平成20年度四国森林･林業研究発表会2009.1.22

18 学会発表 口頭 ヒノキ人工林における間伐施業と生態系サービス
日本森林学会大会発表データベース, Vol. 120
(2009)　　　　　　　     No. SPACE   pp.443-

19 学会発表 口頭 ヒノキの窒素利用に土壌CN比と伐採が及ぼす影響
日本森林学会大会発表データベース, Vol. 120
(2009) 　　　　　　　　　 No. SPACE　 pp.541-

20 雑誌 月刊誌 牛力等を利用した農林地の周年管理システム実証試験 樹海,No.508,2008.4,8-9

21 雑誌 月刊誌 木造構造物のライフサイクルマネージメントの確立 樹海,No.509,2008.5,2-3

22 雑誌 月刊誌 森林吸収源計測活用体制整備強化事業 樹海,No.510,2008.6,6-7

23 雑誌 月刊誌 県産木造住宅における新規格化システムに関する研究 樹海,No.512,2008.8,4-5

24 雑誌 月刊誌 簡易放牧による獣害防止と粗放的農林地管理技術の確立 樹海,No.514,2008.10,6-7

25 雑誌 月刊誌 バークの乾燥技術支援 樹海,No.515,2008.11,6-7

26 雑誌 月刊誌 県産梁桁製造システムの確立技術支援 樹海,No.517,2009.1,6-7

27 研究発表会 巻き枯らしによる間伐技術の実践と課題
平成20年度森林技術研究成果セミナー,H21.2.6,工業
技術センター

28 研究発表会 施設園芸への木質バオマスの供給に向けて
平成20年度森林技術研究成果セミナー,H21.2.6,工業
技術センター

29 研究発表会 木質バイオマス利用の現状と今後のあり方
平成20年度森林技術研究成果セミナー,H21.2.6,工業
技術センター

平成20年度　論文等実績

分　　類
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No. 題　　　名
発表誌，巻(号)，掲載頁( 初の頁～ 終
の頁)，発行年月／出願年月日，出願番号

分　　類

30 報告書 強度間伐施業等が残存木に与える影響に関する調査 平成20年度高知県の農林業新技術,2009.3,66-68

31 報告書 巻き枯らし間伐木から発生する昆虫相および林内への影響調査 平成20年度高知県の農林業新技術,2009.3,69-71

32 報告書 木質チップを燃料とした低コスト施設園芸暖房に関する技術 平成20年度高知県の農林業新技術,2009.3,72-74

33 報告書
簡易放牧による獣害防止と粗放的農林地管理技術の確立
（簡易放牧による獣害低減効果の検証）

平成19年度研究成果報告書,2008.4,1-2

34 報告書
中山間再生のための林業経営システムプランの研究開発
(森林施業の低コスト化に向けてのプランの検証と見直し）

平成19年度研究成果報告書,2008.4,3-4

35 報告書
中山間再生のための林業経営システムプランの研究開発
(素材生産効率化のための機械開発）

平成19年度研究成果報告書,2008.4,5-6

36 報告書
強度間伐施業等が残存木に与える影響に関する調査
(間伐施業の残存木に与える影響と風倒木の発生との因果関係の
解明）

平成19年度研究成果報告書,2008.4,7-8

37 報告書
間伐材等を活用した複合型遮音壁の開発
（複合型遮音壁用木毛ボードの音響性能評価）

平成19年度研究成果報告書,2008.4,9-10

38 報告書
県産木造住宅における新規格化システムに関する研究
（「れいほくスケルトン」の構造性能）

平成19年度研究成果報告書,2008.4,11-12

39 報告書
森林吸収源計測活用体制整備強化事業
（森林吸収源インベントリ情報整備事業）

平成19年度研究成果報告書,2008.4,13-14

40 報告書
中山間地域における森林バイオマス資源の有効利用技術開発事業
（木質チップの乾燥特性および林地残材収集方法の検討）

平成19年度研究成果報告書,2008.4,15-16

41 報告書
木製構造物のライフサイクルマネージメントの確立
（普及材の劣化調査と支柱基礎部の補修方法の検討）

平成19年度研究成果報告書,2008.4,17-18

42 報告書
きのこ栽培技術支援
（ウスキキヌガサタケの栽培）

平成19年度研究成果報告書,2008.4,19-20

43 報告書
乾燥材の品質向上のための技術支援事業
(人工乾燥スケジュール改善によるスギ間柱乾燥材の品質向上）

平成19年度研究成果報告書,2008.4,21-22

44 報告書
ウドの栽培技術支援
（不休眠性ウドの普及にむけて）

平成19年度研究成果報告書,2008.4,23-24

45 報告書
巻き枯らし間伐技術支援
（巻き枯らし間伐木から発生する昆虫相調査）

平成19年度研究成果報告書,2008.4,25-26

46 報告書
優良品種の選抜技術支援
（「高岡6号」の材質調査）

平成19年度研究成果報告書,2008.4,27-28

47 報告書
県産梁桁製造システムの確立技術支援
（高知県梁桁ネットワークにおける品質管理状況及びストック状
況の調査）

平成19年度研究成果報告書,2008.4,29-30

48 報告書
バークの乾燥技術支援
（太陽熱によるバークの乾燥効率の解明）

平成19年度研究成果報告書,2008.4,31-32

49 報告書
低コスト育林技術支援
（文献による既存研究の調査）

平成19年度研究成果報告書,2008.4,33-34

50 報告書 郷土間伐施業等が残存木に与える影響
公立林業試験研究機関　研究成果選集
NO.6,2009.3,43-44

51 報告書 木質チップを燃料とする低コスト施設園芸暖房に関する技術開発
公立林業試験研究機関　研究成果選集
NO.6,2009.3,65-66

52 学会発表 パネル
施設園芸暖房用に使用する重油の代替としての森林バイオマス利
用の課題と対策

日本木材学会中国・四国支部第20回研究発表
会,2008,9/12-13,愛媛大学

53 学会発表 口頭 森林バイオマス利用と利用間伐推進 第8回四万十流域圏学会,2008,5,31,森林総合センター

54 学会発表 口頭 施設園芸ハウス暖房への木質バイオマス利用 第38回木材の化学加工研究会,2008,11,6-7,高知城ホール

55 学会発表 パネル 施設園芸ハウス暖房への木質バイオマス利用 第59回日本木材学会,2009,3,15-17,松本大学

56 雑誌 協会誌 高知県における 新の木造施設と木材保存研究 木材保存,281-285,Vol.34,No.6,2008

57 研究発表会 口頭 木質バイオマスのエネルギー利用における乾燥と収集について
産業技術連絡推進会議，「環境・エネルギー」「木質
加工」に関する分科会，2008.10.23，工業技術セン
ター

58 研究発表会 口頭 熱処理あるいはヒノキ精油塗布スギ材の耐久性
第116回生存圏シンポジウム、DOL/LSFに関する全国・
国際共同利用研究成果発表会2009.2.26京都大学生存
圏研究所

59 学会発表 パネル
単位材積あたりの木質ペレット製品量に要する木質バイオ
マス必要量について

第120回日本森林学会大会2009.3.26-27,京都大学

60 論文 学会誌
ハウス園芸用木質バイオマスボイラー導入に当たってのコ
ストシュミレーション

森林バイオマス利用学会誌,49-53,Vol.3 No.1
May,2008
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研究成果名
（技術名・課題名）

成果の概要（技術の内容・特徴）

安全くん
（ｳｯﾃﾞｲｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ）
　H13　 50基
　H14　200基
　H15  285基
　H16　 22基
　H17   99基
　H18   30基
　H19   14基

エコＧＭＷ
(歩行者・自転車用
木製防護柵）
　H14　  900m
　H15　  895m
　H16　1,440m
　H17　1,400m
　H18　2,250m
  H19  2,886m

海洋深層水を利用し
たエノキタケ栽培技
術

糖分、ミネラル分の多いエノキ
タケの栽培技術である。

間伐材を用いた木製
構造物の開発

生態系や自然環境を重視するた
め、従来の金属やコンクリート
の土木関連構造物から木製構造
物への代替製品の開発である。

県産木造住宅におけ
る新規格化システム
に関する研究

規格部材から規格構造体へ発展
させた商品である「れいほくス
ケルトン」をモデルケースに用
いた、規格構造体の部材強度の
管理基準や接合部等の仕様の開
発である。

【関連製品の販売実績】

【開発したれいほくスケルトンの建築実績】
（嶺北材ブランド化協議会及び建築設計管理
協会が開発したれいほく規格材一戸分を使用
した建築棟数と、工務店側が規格型住宅を設
計してれいほく規格材を使用した建築棟数の
合計）
　H19：　10棟
　H20：　44棟

最近の主な研究成果の普及又は波及効果の状況

成果の普及又は
波及効果の状況

【販売実績】
　H13  273t
　H14  344t
　H15  386t
　H16  366t
　H17  416t
　H18  426t
  H19  410t

【開発製品の設置状況】
木製治山ダム　H13：1基
　　　　　　　H14：3基
　　　　　　　H15：1基
展望デッキ　　H13
道路用木製側溝蓋　H13　30m
木製遮音壁　　　　H14 184m
木製分散型落差工　１式
木製水質浄化槽　　２基
車両用防護柵　H16 40m、H18 60ｍ、H19 90m

高知方式木材高耐久
化技術

重金属等を使わない、食品衛生
上でも安全なパラフィンを使っ
た木材高耐久化技術である。

（本技術を応用した製品のう
ち、安全くんはH16.10に特許取
得）
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