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88

145

37

170

32

24

12

75

213

796

上記のうち音響性能

　　〃　　製品性能

〃　　　その他

うち県内企業   5件

平成25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 64 うち県内企業  30件

■　技術相談

区　　　　　分

木材利用 65

その他

設　備　利　用 10 うち県内企業   7件

38

19

7

うち県内企業  18件

うち県内企業   7件

198

製材・乾燥

商品開発

特用林産

25

96

29

24

計 591

木製家具開発等

高性能林業機械、架線集材等

音響、緑化等

件　数 人　数

森林保護 97 病害虫防除関連等

12

45

備　　　　　　　考

木造住宅部材等

乾燥施設等

木質バイオマス

森林管理

林業機械

きのこ類の同定、シキミ・サカキの栽培等

ペレット、チップ乾燥等

竹林、海岸林等の管理
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■　技術研修及び主な視察等

区　　分 人数（人）

インターンシップ

インターンシップ

講習

視察

視察

視察

視察

視察

チップボイラのメンテナンス状況と
当所ボイラについて

住友林業
住友FS

県が取り組む各種林業試験及びその
結果の活用等

所　　属

15

1

構造用製材品質性能（強度・乾燥）
技術講習会

H25.5.16

北海道立総合研
究機構森林研究
本部林産試験場

H25.4.24 1

H25.6.14 4 木製Ｇｒ試験方法について

1

西島園芸団
地

森林及び森林資源利用に関する研究
開発

5

高知工科大学 H25.8.19～H25.8.30 3

期　　間

高知県木材
協会会員等

H26.3.20 17

研修の内容・目的等

和歌山県林
業試験場

H26.3.18

幡多農業高
等学校

H25.11.7

東洋トビナ

土佐備長炭の製造と高知方式で白炭
化されたカシ類の特性について

乾燥機のバイオマスボイラについて

コンテナ苗・低コスト育林

H25.4.23
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■　論文等一覧

No. 分　　類
執筆・発表（発
明）者氏名

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 口頭発表
渡辺直史・北原文章・
酒井敦・山川博美

スギ植栽地における雑草木の繁茂状態と下刈り時間の関係 第64回応用森林学会，2013年11月10日，大阪市

2 口頭発表 藤本浩平
シキミの吸汁性害虫に対する浸透性殺虫粒剤の防除効果と薬害の
有無

第64回応用森林学会，2013年11月10日，大阪市

3 口頭発表
稲垣善之・野口享太
郎・深田英久

高知県のヒノキ人工林における間伐が堆積有機物層の分解に及ぼ
す影響

第64回応用森林学会，2013年11月10日，大阪市

4 口頭発表 山﨑敏彦 木材搬出時の残存木の保護と損傷軽減実用化研究
平成25年度森林林業研究成果セミナー,2013年11月26
日,高知市

5 口頭発表 山中夏樹 公共建築物の木造化及び木質化の促進に関する研究
平成25年度森林林業研究成果セミナー,2013年11月26
日,高知市

6 ポスター発表 山﨑敏彦 スイングヤーダと欧州型タワーヤーダの比較
平成25年度森林林業研究成果セミナー,2013年11月26
日,高知市

7 ポスター発表 深田英久 木文化プロジェクトでの間伐試験による下層植生の変化
平成25年度森林林業研究成果セミナー,2013年11月26
日,高知市

8 ポスター発表 澤田浩幸 ウスキキヌガサタケの安定的な生産を目指して
平成25年度森林林業研究成果セミナー,2013年11月26
日,高知市

9 ポスター発表 藤本浩平 シキミ栽培の収益性の改善
平成25年度森林林業研究成果セミナー,2013年11月26
日,高知市

10 ポスター発表 市原孝志 土佐備長炭の製造に関する研究
平成25年度森林林業研究成果セミナー,2013年11月26
日,高知市

11 ポスター発表 市原孝志 高温処理による木材の耐久性の向上
平成25年度森林林業研究成果セミナー,2013年11月26
日,高知市

12 ポスター発表 川島幹雄 スギ梁桁材の効率的な乾燥技術
平成25年度森林林業研究成果セミナー,2013年11月26
日,高知市

13 ポスター発表 三好和広 県産木質ペレットの品質試験（第3報)
平成25年度森林林業研究成果セミナー,2013年11月26
日,高知市

14 ポスター発表 盛田貴雄 ボルトを併用した接着重ね梁の製造
平成25年度森林林業研究成果セミナー,2013年11月26
日,高知市

15 口頭発表 渡辺直史 低コスト再造林の実用化に向けた取り組み
平成25年度森林林業研究成果セミナー,2013年11月26
日,高知市

16 口頭発表 沖公友 市場ニーズに対応した木材供給体制を目指して
平成25年度森林林業研究成果セミナー,2013年11月26
日,高知市

17 口頭発表 澤田浩幸 ウスキキヌガサタケの栽培技術
平成25年度四国森林・林業研究発表会,2014年1月23日,
高知市

18 口頭発表 高橋尚也 高知県における木材の土木利用に関する事例紹介 木材利用シンポジウムin高知,2014年1月26日,高知市

19 口頭発表
市原孝志・大谷慶人
・青野俊・吉村剛

熱処理およびヒノキ精油塗布スギ材の耐久性 第247回生存圏シンポジウム,2014年2月18日,宇治市

20 口頭発表
稲垣善之・深田英久
・木庭啓介

Nitrogen stable isotopic composition of leaves and soil in
Japanese cedar and hinoki cypress plantation along a
precipitation gradient in Shikoku district, southern Japan

The International Symposium on Forest
Soils,September 16-20, 2013 in Shenyang, China.

21 口頭発表
稲垣善之・深田英久
・酒井佳美・野口享
太郎

間伐後放置されたヒノキ材の重量減少
日本土壌肥料学会2013年度名古屋大会,2013年9月11-13
日,名古屋市

22 口頭発表 深田英久 間伐による土壌保全効果と混交林化の可能性について
京都大学木文化プロジェクト第４回仁淀川地域連携講
座,2013年11月10日,仁淀川町

23 口頭発表
深田英久・徳久 潔
・中西麻美

間伐による立木密度の変化に伴う下層植生タイプの推移
京都大学木文化プロジェクト 2013年度報告会,2014年3
月5-6日,京都市

24 研究報告書
山﨑敏彦・渡辺直史
・澤田浩幸

森林・林業再生プラン実践事業 平成24年度研究成果報告書，1-2，平成25年4月

25 研究報告書 山﨑敏彦・澤田浩幸 木材搬出時の残存木の保護と損傷軽減実用化研究 平成24年度研究成果報告書，3-4，平成25年4月

26 研究報告書
沖公友・盛田貴雄・
山中夏樹

新たな市場ニーズに対応した建築用材の安定供給に関する研究 平成24年度研究成果報告書，5-6，平成25年4月

27 研究報告書
川島幹雄・高橋尚也
・野地清美

スギ梁桁乾燥材の品質の安定化に関する研究 平成24年度研究成果報告書，7-8，平成25年4月
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No. 分　　類
執筆・発表（発
明）者氏名

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

28 研究報告書
盛田貴雄・沖公友・
山中夏樹

ボルト等を併用した接着重ね梁に関する研究 平成24年度研究成果報告書，9-10，平成25年4月

29 研究報告書
山中夏樹・沖公友・
盛田貴雄

公共建築物の木造化及び木質化の促進に関する研究 平成24年度研究成果報告書，11-12，平成25年4月

30 研究報告書
市原孝志・川島幹雄
・三好和広

過熱蒸気による環境にやさしい木材保存技術に関する研究 平成24年度研究成果報告書，13-14，平成25年4月

31 研究報告書 三好和広・高橋尚也 県産木質ペレット品質向上のための特性分析試験 平成24年度研究成果報告書，15-16，平成25年4月

32 研究報告書 市原孝志・川島幹雄 土佐備長炭の製造に関する研究 平成24年度研究成果報告書，17-18，平成25年4月

33 研究報告書 澤田浩幸・藤本浩平 ウスキキヌガサタケの栽培技術の向上に関する研究 平成24年度研究成果報告書，19-20，平成25年4月

34 研究報告書 藤本浩平・徳久潔 シキミ栽培における収益性の改善に関する研究 平成24年度研究成果報告書，21-22，平成25年4月

35 研究報告書
渡辺直史・深田英久
・藤本浩平・徳久潔

低コスト育林技術の開発（隔年下刈りによるコスト削減） 平成24年度研究成果報告書，23-24，平成25年4月

36 研究報告書 深田英久・渡辺直史 低コスト育林技術の開発（ニホンジカ食害防除等に関する試験） 平成24年度研究成果報告書，25-26，平成25年4月

37 研究報告書
深田英久・山﨑敏彦
・澤田浩幸

強度間伐施業等に対応した森林管理技術の開発 平成24年度研究成果報告書，27-28，平成25年4月

38 研究報告書
深田英久・徳久潔・
中西麻美

平成24年度（プロジェクト4年目）　仁淀川森グループ調査報告
－スギ・ヒノキ人工林での間伐と林分変化に伴う下層植生への影
響－

「森里海連環学による地域循環木文化社会創出事業
（木文化プロジェクト）」2012年度報告書，18-37，
2013.9

39 雑誌等
渡辺直史・深田英久
・藤本浩平・徳久潔

低コスト育林技術の開発（隔年下刈りによるコスト削減） 樹海5月号、8～9頁、平成25年5月15日

40 雑誌等 山﨑敏彦・澤田浩幸 木材搬出時の残存木の保護と損傷軽減実用化研究 樹海6月号、4～5頁、平成25年6月15日

41 雑誌等
深田英久・山﨑敏彦
・澤田浩幸

強度間伐施業等に対応した森林管理技術の開発 樹海12月号、8～9頁、平成25年12月15日

42 雑誌等 市原孝志・川島幹雄 土佐備長炭の製造に関する研究 樹海1月号、12～13頁、平成26年1月15日

43 雑誌等
山中夏樹・沖公友・
盛田貴雄

公共建築物の木造化及び木質化の促進に関する研究 樹海3月号、8～9頁、平成26年3月15日

44 雑誌等 澤田浩幸 ウスキキヌガサタケの栽培技術
平成25年度四国森林・林業研究発表集、p100-103、平
成26年3月31日

45 雑誌等 山﨑敏彦
大規模搬出間伐システム　H型架線集材
－森のUFOキャッチャー

森林技術5月号、14～18頁、平成25年5月10日
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区分 氏名 主催者（事務局） 会議等の名称

藤本浩平 津野山農業協同組合 シキミ病虫害防除講習会

渡辺直史
山﨑敏彦

林業環境政策課 林業技術職員研修会「木材生産と低コスト育林」

深田英久 林業環境政策課 林業技術職員研修会「長伐期施業に対応した森林管理」

藤本浩平 林業環境政策課 林業技術職員研修会「特用林産物の生産」

盛田貴雄 林業環境政策課 林業技術職員研修会「木材の特性」

藤本浩平 嶺北林業振興事務所 シキミ・サカキ病虫害に関する防除研修会

山﨑敏彦
深田英久

高知県林業労働力確保支援センター 緑の雇用集合研修（森林施業の体系）

山﨑敏彦
愛媛県農林水産研究所
林業研究センター

平成25年度林業技術研修（林業架線作業技術コース）

沖公友 森の未来に出会う旅実行委員会 森の未来に出会う旅vol.7～森から学ぶ木造建築の設計士セミナー

藤本浩平 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」

山﨑敏彦 高知県林業労働力確保支援センター 急傾斜地における最新の伐出技術研修

沖公友 高知工科大学 高知工科大学実験講義

山﨑敏彦 長野県 高知県における架線集材の現状について

山﨑敏彦 長野県 H型架線集材について

盛田貴雄 高知県林業労働力確保支援センター 緑の雇用集合研修（木材の特性）

渡辺直史 高知県林業労働力確保支援センター 緑の雇用集合研修（造林作業における省力化）

山﨑敏彦 株式会社自然産業研究所 先進的林業機械緊急実証・普及事業協同研究会「架線集材の将来像」

山﨑敏彦 高知県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技術研修

山﨑敏彦 有限会社川井木材 先進的林業機械緊急実証・普及事業現地検討会

山﨑敏彦 安芸林業事務所 安芸林業事務所管内高性能搬器研修会

山﨑敏彦 株式会社とされいほく 先進的林業機械緊急実証・普及事業現地検討会

藤本浩平 林業改革課 苗木生産事業者講習会

今西隆男 高知県特用林産協会 高知県乾椎茸品評会審査

今西隆男
四国森林管理局
森林技術・支援センター

平成25年度四国森林管理局技術開発委員会

野地清美 こうち健康・省エネ住宅推進協議会
「地域材利用拡大に向けた製品開発・商品開発」
地域材木製パネル事業委員会

今西隆男 森林総合研究所四国支所 平成25年度森林総合研究所四国支所研究評議会

沖公友 木材産業課 高知県木造化ワーキング

沖公友 高知県森林組合連合会 木製Gｒ開発検討委員会

渡辺直史 林業改革課 低コスト育林指針検討会

山﨑敏彦 株式会社とされいほく 先進的林業機械緊急実証・普及事業に係る運営委員会

山﨑敏彦 有限会社川井木材 先進的林業機械緊急実証・普及事業に係る運営委員会

■　講師・委員関係一覧

講
　
　
師

委
　
　
員

- 38 -



高知県立森林技術センター　平成25年度研究成果報告書  平成26年4月

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
  H22   65 基
  H23    5 基
  H25    6 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
  H22    740 m
  H23　　493 m
  H24    800 m
  H25    525 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。

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。

木製ガードレール
(車両用防護柵)

国土交通省四国地方整備局が中
心となって開発した四国木製防
護柵（H16 構造物用B種）及び当
センターが開発した木製防護柵
（H21 構造用C種）。

重ね梁 重ね梁の製造方法と強度設計方
法。

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。

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。

（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）

【関連製品の販売実績】

【販売実績】
　H13  273 t 　 H17  416 t　 H21  380 t
　H14  344 t　　H18  426 t　 H22  410 t
  H15  386 t　　H19  410 t 　H23  380 t
  H16  366 t　　H20  380 t　 H24  420 t
　
　
　【設置状況】
木製治山ダム　　　　 ５基
展望デッキ　　　　　 １基
道路用木製側溝蓋 　　30 m
木製遮音壁　　　　　184 m
木製分散型落差工　　 １式
木製水質浄化槽　　 　２基

【設置状況】
  H16  40 m    H21   130 m　　H25　433 m
  H18  60 m    H22　1311 m
  H19  90 m    H23　 548 m
  H20  66 m    H24   500 m

【販売実績】

　H22:　梁等 約 10 m3

   H23:  梁等 約100 m3

   H24:  梁等 約 80 m3

  H25 ：梁等 約 10 m3

【「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　～ H25：　261 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

高知方式木材高耐久
化技術
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