
人　数

180

245

1,036

1,461

区　　分

研修生

研修生

研修生

研修生

研修生

研修生

平成21年度　依頼試験等実績

■　依頼試験及び設備利用

区　　　　　分 件　数 備　　　　　　　　　　　　考

依　頼　試　験 84 うち県内企業　32件

設　備　利　用 30 うち県内企業　27件

■　技術相談等及び講師・委員

区　　　　　分
技術相談等 講師・委員

内　　　容
件　数 件　数

技術次長等 69 25 森林経営、木材利用、バイオマス等

森林経営課 160 13 森林経営、森林保護、林業機械、特用林産等

資源利用課 575 27 製材・乾燥、木材利用、商品開発等

計 804 65

■　技術研修生受入

所　　属 期　　間 研修の内容・目的等

高知大学
平成21年6月22日

～平成22年2月26日
林地残材の天然乾燥について

高知工科大
平成21年8月18日

～平成22年2月26日
古紙と未利用木質資源から造った
炭の植物栽培床と環境資材の開発

高知工科大
平成21年8月18日

～平成22年2月26日
古紙と未利用木質資源から造った
炭の植物栽培床と環境資材の開発

高知大学
平成21年11月24日
～平成22年2月26日

高知県内の里山竹林に自生する
モウソウチクの発熱量の調査について

高知工科大
平成21年8月18日

～平成22年2月26日
古紙と未利用木質資源から造った
炭の植物栽培床と環境資材の開発

高知大学
平成21年10月5日

～平成22年2月26日
高知県内に自生する樹木の
発熱量の調査について
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整理
番号 試験項目 依頼の目的と内容 供試品

1 含水率測定・物性試験 含水率と密度測定 ポプラ板材

2 物性試験 寸法安定性試験 ｱｯｼｭ熱処理試験体

3 成績報告書の複本

4 水質分析 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌによる水質分析(＋－イオン分析） 渓流水、湧水およびﾎﾞｰﾘﾝｸﾞからの排水

5 水質分析 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌによる水質分析(＋－イオン分析） 渓流水、雨水

6 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 い草製敷物

7 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 い草製敷物

8 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 い草製敷物

9 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 い草製敷物

10 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 い草製敷物

11 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 い草製敷物

12 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 い草製敷物

13 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 い草製敷物

14 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 い草製敷物

15 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 システム畳

16 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 システム畳

17 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 洗える炭入り畳

18 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 フローリング対応ラグ

19 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 フローリング対応ラグ

20 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 フローリング対応ラグ

21 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 竹センターラグ

22 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 竹センターラグ

23 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 ﾎｯﾄｶｰﾍﾟｯﾄｶﾊﾞｰ対応ラグ

24 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 ﾎｯﾄｶｰﾍﾟｯﾄｶﾊﾞｰ対応ラグ

25 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 ﾎｯﾄｶｰﾍﾟｯﾄｶﾊﾞｰ対応ラグ

26 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 ﾎｯﾄｶｰﾍﾟｯﾄｶﾊﾞｰ対応ラグ

27 音響透過損失試験 音響透過損失の測定 オレフィン系遮音シート

28 音圧レベル差測定 音圧レベル差の測定 電気ボックス

29 音響透過損失試験 音響透過損失試験 ｱﾙﾐ目かくし遮音ﾌｪﾝｽ用ﾊﾟﾈﾙ

30 音響透過損失試験 音響透過損失試験 ｱﾙﾐ目かくし遮音ﾌｪﾝｽ用ﾊﾟﾈﾙ

31 挿入損失試験 挿入損失試験 ｱﾙﾐ目かくし遮音ﾌｪﾝｽ（下部隙間防止材付）

32 挿入損失試験 挿入損失試験 ｱﾙﾐ目かくし遮音ﾌｪﾝｽ（下部隙間防止材なし）

33 挿入損失試験 挿入損失試験 ｱﾙﾐ目かくし遮音ﾌｪﾝｽ

34 音響透過損失試験 音響透過損失の測定 木製ドアセット

35 水質分析 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌによる水質分析(＋－イオン分析） 渓流水、湧水およびﾎﾞｰﾘﾝｸﾞからの排水

36 音響透過損失試験 遮音壁試験体の音響透過損失測定 遮音壁試験体

37 成績報告書の複本

38 音響性能試験 音響性能試験 現場試験、床衝撃音ﾚﾍﾞﾙの測定他

39 水質分析 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌによる水質分析(＋－イオン分析） 渓流水、湧水およびﾎﾞｰﾘﾝｸﾞからの排水

40 含水率測定 全乾法含水率の測定 スギ柱材、ヒノキ柱材

41 物性試験 製品性能試験ア物性試験（曲げヤング係数測定） スギ及びヒノキ柱角材

42 含水率測定 全乾法含水率の測定 スギ柱材

平成21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 試験項目 依頼の目的と内容 供試品

43 含水率測定 全乾法含水率の測定 スギ柱材、ヒノキ柱材

44 製品性能試験イ構造試験 土佐漆喰壁試験 土佐漆喰壁試験体

45 含水率測定 全乾法含水率の測定 スギ柱材、ヒノキ柱材

46 床衝撃音の測定・成績報告書の複本 床衝撃音レベル測定 アスファルト系制振遮音材

47 床衝撃音レベルの測定 塩ビ系制振材”制振マットTM04” 塩ビ系制振材

48 水質分析 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌによる水質分析(＋－イオン分析） 渓流水、湧水およびﾎﾞｰﾘﾝｸﾞからの排水

49 物性試験 曲げヤング係数測定 スギ柱角材

50 音響透過損失試験 音響透過損失の測定 統一型吸音パネル

51 音響透過損失試験 音響透過損失の測定 統一型吸音パネル

52 音響透過損失試験 音響透過損失の測定 統一型吸音パネル

53 音響透過損失試験 音響透過損失の測定 統一型吸音パネル

54 音響透過損失試験 音響透過損失の測定 統一型吸音パネル

55 音響透過損失試験 音響透過損失の測定 統一型吸音パネル

56 音響透過損失試験 音響透過損失の測定 統一型吸音パネル

57 音響透過損失試験 音響透過損失の測定 統一型吸音パネル

58 音響透過損失試験 音響透過損失の測定 統一型吸音パネル

59 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 12mm厚フローリング

60 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 竹センターラグ（細ひご糸巻き）

61 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 い草製敷物

62 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 システム畳

63 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 システム畳

64 床衝撃音試験 床衝撃音レベル測定 システム畳

65 物性試験 曲げヤング係数測定 スギ柱角材

66 耐久性試験 各種処理したスギ板材の耐久性試験 ﾊﾟﾗﾌｨﾝ、防腐材入り保護塗装、無処理

67 物性試験 屋外設置中のスギ壁試験体の製品性能試験 ﾊﾟﾗﾌｨﾝ、防腐材入り保護塗装、無処理

68 乾燥試験 スギ大黒柱材の乾燥試験と物性試験 スギ大黒柱、1種類

69 床衝撃音の測定・成績報告書の複本 床衝撃音レベル測定 石膏ボード

70 床衝撃音の測定・成績報告書の複本 床衝撃音レベル測定 アスファルト系制振遮音材

71 構造試験(仕口の引っ張り試験） 仕口の引っ張り試験 長ほぞ差し込み栓2本打仕口試験体(ｽｷﾞ）

72 構造試験(仕口の引っ張り試験） 仕口の引っ張り試験 長ほぞ差し込み栓2本打仕口試験体(ﾋﾉｷ）

73 構造試験(仕口の引っ張り試験） 仕口の引っ張り試験 長ほぞ差し込み栓1本打仕口試験体(ﾋﾉｷ）

74 構造試験 壁せん断耐力試験 壁試験体

75 床衝撃音レベル測定 床衝撃音レベル測定 遮音床システム

76 床衝撃音レベル測定 床衝撃音レベル測定 遮音床システム

77 床衝撃音レベル測定 床衝撃音レベル測定 遮音床システム

78 床衝撃音レベル測定 床衝撃音レベル測定 遮音床システム

79 曲げ性能試験 曲げ性能試験 ヒノキ接着重ね梁

80 接着性能試験、物性試験、含水率試験 接着性能試験、物性試験、含水率試験 ヒノキ接着重ね梁

81 接着性能試験、物性試験、含水率試験 接着性能試験、物性試験、含水率試験 ヒノキ接着重ね梁

82 構造試験 墜落防止手すり性能試験 墜落防止手すり

83 音響透過損失試験 音響透過損失の測定 不燃化粧板・かべ積層品

84 安定性試験、棚板たわみ試験 製品性能試験、構造試験 ヒノキ製収納家具
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区分 主催者（事務局） 会議等の名称

嶺北材ブランド化協議会 れいほくスケルトン住宅相談会（れいほくスケルトンの構造性能）

地域づくり支援課 梼原町産木材（ＦＳＣ等）販売促進対策第１回ワーキング

中央西林業事務所 森林技術勉強会（f-learning)：サルナシ・シキミ・サカキ等の挿し木育苗

中央東林業事務所 森林技術勉強会（f-learning)：こんぴら花どんこの生産体制の整備

林業労働力確保支援センター 森林技術研修（森林の病害虫）

林業労働力確保支援センター 森林技術研修（木材の基礎知識・木質バイオマス資源）

林業労働力確保支援センター 森林技術研修（木材の力学的性質）

林業労働力確保支援センター 機械化のマネジメント研修（森林の造成方法と育林体系・密度管理と間伐）

社団法人高知県森と緑の会 樹木医セミナー（樹木の診断・治療に関する知識）

協同組合ドライウッド土佐会 製材品の強度測定等の講習及び実演会

（社）高知県建築士会青年部会 建築士会青年部会の定例勉強会（JAS表示に関わる昨今の製材業界の動きと県の施策等）

伝統工法を学ぶ会 伝統工法を学ぶ会定例勉強会（伝統工法と建築基準法）

社団法人高知県木材協会 製材等資格者養成研修会（木材の乾燥と強度）

森の未来に出会う旅実行委員会 森から学ぶ木造建築の設計士育成セミナーIN嶺北（木材の特性）

森の未来に出会う旅実行委員会 森から学ぶ木造建築の設計士育成セミナーIN嶺北（木材の強度実験）

森の未来に出会う旅実行委員会 森から学ぶ木造建築の設計士育成セミナーIN嶺北（れいほくスケルトンの強度性能）

社団法人　日本森林技術協会　 低コスト作業システム構築事業現地検討会（脱着式フォワーダを用いた作業システム）

嶺北林業振興事務所 森林技術勉強会（f-learning)：シカ害の防除

伝統工法を学ぶ会 伝統工法を学ぶ会定例勉強会（長期優良住宅の耐震等級２）

安芸林業事務所 森林技術勉強会（f-learning)：備長炭、バイオマス、シキミ

あったかハウス協同組合 ”あったかハウス協同組合”住宅販売促進に向けた講演（品質材の確保）

高知県立山田高等学校 総合学習（森林環境）

(株)高知新聞企業文化出版局 自然に学ぶ森里海連環学（人工林への間伐の影響）

嶺北林業振興事務所 森林技術勉強会（f-learning)：木材保存

幡多林業事務所 森林技術勉強会（f-learning)：木材乾燥

伝統工法を学ぶ会 伝統工法を学ぶ会定例勉強会（国内の伝統工法耐力実験の動向）

須崎林業事務所 森林技術勉強会（f-learning)：素材生産作業功程調査の方法

高知工業高等専門学校 木造建築に関する研修

四国地区種苗需給調整協議会 四国地区種苗需給調整協議会（優良品種の選抜・低コスト育林）

中国四国ﾊﾞｲｵﾏｽ発見活用協議会　 木質バイオマス利活用地域説明会inれいほく（木質チップ供給コストの試算）

社団法人高知県木材協会 木材乾燥技術講習会（ヒノキ柱材の高温セット処理効果）

高知県立高知工業高等学校 工業技術基礎（木材加工実習、柱・土台の引抜き試験）

木質等ﾊﾞｲｵﾏｽ利活用事業化推進会議 第２回竹資源部会（竹林管理と竹材生産等）

高知県立高知工業高等学校 工業技術基礎（木材加工実習、柱・土台の引抜き試験）

高知県立高知工業高等学校 技能実習Ⅰ（木材加工実習、柱・土台の引抜き試験）

伝統工法を学ぶ会 伝統工法を学ぶ会定例勉強会（壁倍率と床倍率）

平成21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

講
師
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区分 主催者（事務局） 会議等の名称

日南シキミ生産者組合 シキミのフシダニ調査報告会

林業労働力確保支援センター 高性能林業機械オペレーター育成研修（機械開発・功程調査）

高知工業高等専門学校 木造建築に関する研修

中央西林業事務所 森林技術勉強会（f-learning)：サルナシの挿し木

林業改革課 林業用種苗生産事業者講習会（種苗の産地及び系統）

森の未来に出会う旅実行委員会 森の未来に出会う旅～森のミライたち（木材の特性）

伝統工法を学ぶ会 伝統工法を学ぶ会定例勉強会（壁面内せん断試験）

(社)機械化協会 平成21年度低コスト育林高度化事業検討委員会

(社)日本森林技術協会 「平成21年度低コスト作業システム構築事業」に係るモデル林担当者会

(社)高知県特用林産協会 平成21年度高知県乾椎茸品評会

四国森林管理局 四国森林管理局技術開発委員会

嶺北材ブランド化協議会 平成21年度第１回嶺北材ブランド化協議会

（財）日本住宅・木材技術センター 第1回大断面集成材委員会

高知県森林組合連合会 データベース設置検討委員会

安田町 安田町バイオマス利活用検討委員会

（財）日本住宅・木材技術センター 第2回大断面集成材委員会

四国森林管理局 四国森林管理局技術開発委員会

北川村 北川村バイオマスタウン構想策定委員会

（財）日本住宅・木材技術センター 第3回大断面集成材委員会

北川村 北川村バイオマスタウン構想策定委員会

（社）徳島県森林土木協会 低コスト林業経営等実証事業第3回四国地域林業経営検討委員会

安田町 安田町バイオマス利活用検討委員会

仁淀川町 バイオマスエネルギー地域システム化実験事業推進委員会

（独）森林総合研究所四国支所 森林総合研究所四国支所研究評議会

安田町 安田町バイオマス利活用検討委員会

（財）日本住宅・木材技術センター 第4回大断面集成材委員会

高知県（木材産業課） 高知県木質バイオマス活用プラン検討委員会

香美森林組合 香美市森林・林業再生プラン実践事業検討会

仁淀川町 バイオマスエネルギー地域システム化実験事業推進委員会

委
員
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■　論文等一覧

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

1 論　文 回転ドラム式乾燥機を用いた木質チップの乾燥 森林バイオマス利用学会誌,Vol.4,No.1,p13-20(2009)

2 論　文 木質チップボイラの燃料に用いる林地残材の平積み天然乾燥 日本森林学会誌91（3）：192-200．

3 論　文 四国地域の森林土壌にはどのくらいの炭素が集積しているか 環境情報科学論文集23：493-498

4 論　文 四国地方のヒノキ人工林における間伐後6年間の林床植生変化 森林立地51(2)：127-136　2009

5 研究報告
土佐褐毛牛と電気牧柵による下刈りの省力化とニホンジカ被害の
軽減効果

高知県立森林技術センター研究報告,第35号,1-10,
2010.3

6 研究報告 木製構造物のライフサイクルマネージメントの確立
高知県立森林技術センター研究報告,第35号,11-28,
2010.3

7 研究報告 高知方式で白炭化されたカシ類の特性調査技術支援
高知県立森林技術センター研究報告,第35号,29-34,
2010.3

8 研究報告 ウドの栽培技術支援
高知県立森林技術センター研究報告,第35号,35-40,
2010.3

9 研究報告 バークの乾燥技術支援
高知県立森林技術センター研究報告,第35号,41-45,
2010.3

10 研究報告 優良品種の選抜技術支援
高知県立森林技術センター研究報告,第35号,47-62,
2010.3

11 研究報告書
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20年度研究成果報告書,1-2,2009.4

12 研究報告書
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20年度研究成果報告書,3-4,2009.4

13 研究報告書
急傾斜に適合した簡易架線集材方法の確立
（急傾斜地でのヒノキ地引牽引力の測定結果）

平成20年度研究成果報告書,5-6,2009.4

平成21年度　論文等実績

14 研究報告書
間伐材等を活用した複合型遮音壁の開発
（木毛吸音材を用いた複合型遮音壁の音響性能評価）

平成20年度研究成果報告書,7-8,2009.4

15 研究報告書
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20年度研究成果報告書,9-10,2009.4

16 研究報告書
高知型低コスト木製ガードレールの開発
（高知型木製ガードレールの開発とその性能）

平成20年度研究成果報告書,11-12,2009.4

17 研究報告書
木製構造物のライフサイクルマネージメントの確立
（簡易な劣化調査方法の検討と支柱地際部の補修方法別コスト比較）

平成20年度研究成果報告書,13-14,2009.4

18 研究報告書
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20年度研究成果報告書,15-16,2009.4

19 研究報告書
きのこ栽培技術支援
（ウスキキヌガサタケの栽培）

平成20年度研究成果報告書,17-18,2009.4

20 研究報告書
木材乾燥技術支援
（スギ平角材、太角材の蒸気式乾燥スケジュールの検討）

平成20年度研究成果報告書,19-20,2009.4

21 研究報告書
高知方式で白炭化されたカシ類の特性調査技術支援
（樹種の違いによる物性および燃焼試験の結果）

平成20年度研究成果報告書,21-22,2009.4

22 研究報告書
ウドの栽培技術支援
（不休眠性ウドの普及に向けて）

平成20年度研究成果報告書,23-24,2009.4

23 研究報告書
バークの乾燥技術支援
（太陽熱利用によるバーク乾燥効率の解明）

平成20年度研究成果報告書,25-26,2009.4

24 研究報告書
森林バイオマス利用技術支援
（チップ乾燥、ペレット製造調査および森林バイオマス供給システム
モデルプランの作成）

平成20年度研究成果報告書,27-30,2009.4

25 研究報告書
優良品種の選抜技術支援
（次代検定林の材質調査）

平成20年度研究成果報告書,31-32,2009.4

26 研究報告書
県産梁桁製造システムの確立技術支援
（２丁取りによるスギ梁桁材の製造に関する支援）

平成20年度研究成果報告書,33-34,2009.4

27 研究報告書
強度間伐や長伐期施業に対応した森林管理技術支援
（強度間伐の残存木への影響と土壌保全効果について）

平成20年度研究成果報告書,35-36,2009.4

28 研究報告書
低コスト育林技術支援
（低密度植栽・下刈り省略育林の事例調査）

平成20年度研究成果報告書,37-38,2009.4

29 研究報告書
熱処理あるいはヒノキ精油塗布スギ材の耐久性
（熱処理およびヒノキ精油を塗布したスギ材の耐蟻性調査）

平成20年度研究成果報告書,39-40,2009.4
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No. 分　　類 題　　　名
発表誌，巻(号)，掲載頁(最初の頁～最終
の頁)，発行年月／出願年月日，出願番号

30 研究報告書
高知県内における建築設計・施工業者の国産材利用実態調査
（乾燥材に関する意向分析）

平成20年度研究成果報告書,41-42,2009.4

31 研究報告書
土佐褐毛牛と電機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・林業研究発表集,44-49,2009.3.31

32 学会発表
既存の高木類稚樹を有する林分における間伐後の林床植生の発達
と高木類の生長

第60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，p47,2009.10.17,徳
島大学工学部

33 学会発表 ヒノキ林における強度間伐が表土土壌の物理性に及ぼす影響
第60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，p61,2009.10.17,徳
島大学工学部

34 学会発表
ヒノキ林における強度な間伐が葉の炭素安定同位体比に及ぼす影
響

第60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，p66,2009.10.17,徳
島大学工学部

35 学会発表 ヒノキ林における間伐後の繁殖投資に窒素資源が及ぼす影響
第60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，p67,2009.10.17,徳
島大学工学部

36 学会発表 ウスキキヌガサタケ栽培の取組み
第60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，p74,2009.10.17,徳
島大学工学部

37 学会発表 シキミ葉上でみられるフシダニについて
第60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，p94,2009.10.17,徳
島大学工学部

38 シンポジウム ヒノキ人工林における間伐施業が残存木の成長等に与える影響
第43回林業技術シンポジウム，2010.2.19，東京大学弥
生講堂一条ホール

39 学会発表 古紙と未利用木質資源を混合した植物栽培用大型成型機の開発 第46回石炭科学会議，鹿児島県，2009.11.26-27

40 学会発表 古紙と未利用木質資源を混合した植物栽培床の開発と炭の物性 第46回石炭科学会議，鹿児島県，2009.11.26-27

41 学会発表 古紙と未利用木質資源を混合した植物栽培床の炭化 第46回石炭科学会議，鹿児島県，2009.11.26-27

42 学会発表 高知方式で白炭化されたカシ類の特性
日本木材学会中国・四国支部第21回研究発表会研究発表
要旨集，p50‐51，2009.9.15-16，島根県産業交流会館

43 学会発表
高知県における木質バイオマス利用の現状と課題
－エネルギーの地産地消のために－

日本木材学会中国・四国支部第21回研究発表会研究発表
要旨集，p76‐77，2009.9.15-16，島根県産業交流会館

44 研究成果発表会 熱処理あるいはヒノキ精油塗布処理スギ材の耐久性
DOL/LSFに関する全国・国際共同利用研究成果発表会，
京都腐，2010.2.25

45 説明会 高知県における木質チップの供給コストの試算
木質バイオマス利活用地域説明会inれいほく，高知県本
山町，2010.1.30山町，2010.1.30

46 ポスター発表 ヒノキ林における葉窒素濃度と幹成長速度の関係
日本生態学会第57回全国大会 (2010年3月，東京)

47 ポスター発表 ヒノキ林における伐採後の繁殖分配に窒素資源が及ぼす影響
日本生態学会第57回全国大会 (2010年3月，東京)

48 研究成果発表会 低コスト育林技術の開発ー普通苗と大苗の植栽功程比較―
平成２１年度四国森林・林業研究発表会，高知市，
2010.1.26

49 技術報告 施設園芸ハウス暖房への木質バイオマス利用 森林バイオマス利用学会誌,Vol.4,No.1,p25-29(2009)

50 技術報告 シキミのフシダニ被害について 森林防疫,Vol.58, No.3 (No.672号）,p.36,2009

51 技術報告
<千の風に乗って>(23)
木材関連業界への技術支援とその成果

木材工業，Vol.64，No.8，p391-393(2009)

52 技術報告
シリーズ：地域の取り組み24-高知県-
技術支援体制とその成果

ジャーナルオブティンバーエンジニアリング，Vol.22，
No.6，2009.12，p275-280

53 技術報告
高知型低コスト木製ガードレールの開発
（高知型木製ガードレールの開発とその性能）

樹海5月号　No.521,4-5,2009

54 技術報告
高知方式で白炭化されたカシ類の特性調査技術支援
（樹種の違いによる物性および燃焼試験の結果）

樹海6月号　No.522

55 技術報告
森林バイオマス利用技術支援
（チップ乾燥、ペレット製造調査および森林バイオマス供給システム
モデルプランの作成）

樹海8月号　No.524,8-9,2009

56 技術報告
巻き枯らしによる間伐（１）
―作業時間と枯損状況―

樹海10月号　No.526,8-9,2009

57 技術報告
巻き枯らしによる間伐（２）
―巻き枯らし木から発生した昆虫類―

樹海11月号　No.527,6-7,2009

58 技術報告
巻き枯らしによる間伐（３）
―林内環境への影響・とりまとめ―

樹海12月号　No.528,8-9,2009
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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
  H20   34 基
　H21   60 基

エコＧＭＷ
(歩行者・自転車用
木製防護柵）
　H14　  900 m
　H15　  895 m
　H16　1,440 m
　H17　1,400 m
　H18　2,250 m
  H19  2,886 m
  H20    635 m
  H21    963 m

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
  H21：　49 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  273 t
　H14  344 t
　H15  386 t
　H16  366 t
　H17  416 t
　H18  426 t
  H19  410 t
  H20  380 t

【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 40 m   H18 60 m
              H19 90 m   H21 62.5 m

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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