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38 件

音 響 性 能 2 件

製 品 性 能 24 件

木質ｴﾈﾙｷﾞｰ 7 件

水 質 分 析 5 件 渓流水、地下水、雨水

5 件

193

91

26

32

68

15

3

51

93

572

高性能林業機械、架線集材等

14

商品開発

特用林産

11

18 木製家具開発等

乾燥施設等

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

52

製材・乾燥

計 396

木質バイオマス

森林管理

林業機械

音響、緑化等その他 65

3

38

木造住宅部材等

件　数 人　数

依　頼　試　験 85

5

43

30

7

平成26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

森林保護 63 病害虫防除関連等

うち県内企業

うち県内企業

うち県内企業

うち県内企業

うち県内企業

うち県内企業

■　技術相談・指導

区　　　　　分

木材利用 132

設　備　利　用 7

備　　　　　　　考
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■　技術研修及び主な視察等

区　　分 人数（人） 研修の内容・目的等

インターンシップ
森林及び森林資源利用に関
する研究開発

インターンシップ
当センターが取り組む試験
研究及びその結果の活用等

視察
シキミ生産における作業場
及び圃場等

視察 Ｈ型架線集材

視察
ウスキキヌガサタケのほだ
場

視察
ウスキキヌガサタケのほだ
場

視察 コンテナ苗、育林育種

視察 研究内容及び実験施設

視察
香美森林組合のタワーヤー
ダ

視察 竹ペレットの製造状況

視察
高知県産材に関する試験研
究状況

H27.3.11 8

H26.6.25

林野庁 H26.10.8 1

(一社)日本建設業連合会 H26.10.17 10

幡多農業高等学校 H26.11.6

(株)レンタルのニッケン

21

2

日南シキミ組合 H26.6.20 5

高知工科大学 H26.8.18～H26.8.29

所　　属

3

期　　間

6

高知工科大学

H26.9.2

(株)DAISHU
(株)ｳｯﾃﾞｨﾎｰﾑ
高知木材ｾﾝﾀｰ

H26.7.24 1

一般

NPO法人
淡路島環境整備機構

H27.2.13 3

岐阜県森林研究所 H27.1.26 4
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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 藤本浩平 アブラムシ及びグンバイムシ防除薬剤試験
平成25年度林業薬剤等試験成績発表会,2014年5月16日,
東京都

2 口頭発表 山﨑敏彦 高知県香美森林組合に導入されたタワーヤーダの概要について
森林総合研究所四国支所公開講演会、「ともに考えよ
う！豪雨・急傾斜地に適した森づくりと伐出システ
ム」、5-6、2014.10.17

3 口頭発表 藤本浩平 浸透移行粒剤を用いたシキミ吸汁性害虫の防除
平成26年度四国森林・林業研究研究発表会,2015年1月22
日,高知市

4 口頭発表

市原孝志・野地清美・
三好和広・川島幹雄・
大谷慶人・青野俊・
吉村剛

熱処理およびヒノキ精油散布スギ材の耐久性
第273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,2015年2月23日,宇治市

5 口頭発表 渡辺直史 搬出用架線を利用したコンテナ苗の運搬と林地での保管 第126回日本森林学会,2015年3月27日-29日,札幌市

6 ポスター発表
稲垣善之・野口亨太郎
・深田英久

Effects of thinning on nitrogen utilization of hinoki
cypress and understory vegetation in Shikoku Island,
southern Japan

第20回世界土壌科学会議(20th WCSS),June 8-13,2014
韓国済州島

7 ポスター発表

稲垣善之・森下智陽・
阪田匡司・石塚成宏・
稲垣昌宏・橋本徹・
野口享太郎・平井敬三
・金子真司・高橋正通
・深田英久

Carbon allocation in coniferous plantations of Japanese
cedar and hinoki cypress in Japan

8th-13th September 2014 at Nagoya University,
Japan

8 ポスター発表
酒井 敦・深田英久・
渡辺直史

ニホンジカの生息密度が林道脇植生に及ぼす影響 第126回日本森林学会,2015年3月27日～29日,札幌市

9 ポスター発表 藤本浩平
高知県内のシキミ葉上におけるコミカンアブラムシとシキミグ
ンバイの発生消長

第126回日本森林学会,2015年3月27日-29日,札幌市

10 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25年度研究成果報告書,p1-2,平成26年4月

11 研究報告書 山﨑敏彦・澤田浩幸 本格架線集材システムに対応した機械開発に向けての研究 平成25年度研究成果報告書,p3-4,平成26年4月

12 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25年度研究成果報告書,p5-6,平成26年4月

13 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25年度研究成果報告書,p7-8,平成26年4月

14 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25年度研究成果報告書,p9-10,平成26年4月

15 研究報告書
山中夏樹・沖公友・
盛田貴雄

土佐材ブランドの「内装・備え付け製品」システム化の開発 平成25年度研究成果報告書,p11-12,平成26年4月

16 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25年度研究成果報告書,p13-14,平成26年4月

17 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25年度研究成果報告書,p15-16,平成26年4月

18 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25年度研究成果報告書,p17-18,平成26年4月

19 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25年度研究成果報告書,p19-20,平成26年4月

20 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25年度研究成果報告書,p21-22,平成26年4月

21 研究報告書 藤本浩平・渡辺直史 低コスト育林技術の開発（挿し木コンテナ苗の育苗） 平成25年度研究成果報告書,p23-24,平成26年4月

22 研究報告書 渡辺直史 低コスト育林技術の開発（実生コンテナ苗の育苗） 平成25年度研究成果報告書,p25-26,平成26年4月

23 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25年度研究成果報告書,p27-28,平成26年4月

24 研究報告書
深田英久・徳久潔・
中西麻美

仁淀川森グループ調査報告
－仁淀川上流域におけるスギ・ヒノキ人工林での間伐および林
分変化による下層植生への影響－

森里海連携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)2013年度報告書,p227-255,2015年2月

25 研究報告書
中西麻美・深田英久・
福島慶太郎・今西亜友美

仁淀川源流域におけるスギ・ヒノキ人工林の土壌特性と間伐の
影響

森里海連携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)2013年度報告書,p256-261,2015年2月

26 研究報告書 盛田貴雄・沖公友 ボルト等を併用した接着重ね梁に関する研究
高知県立森林技術センター研究報告第39号,p1-8,平成27
年3月

27 研究報告書
三好和広・市原孝志・
高橋尚也

県産木材ペレット品質向上のための特性分析試験
高知県立森林技術センター研究報告第39号,p9-20,平成
27年3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
市原孝志・川島幹雄・
野地清美

土佐備長炭の製炭に関する研究
高知県立森林技術センター研究報告第39号,p21-36,平成
27年3月

29 研究報告書
澤田浩幸・今西隆男・
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
高知県立森林技術センター研究報告第39号,p37-45,平成
27年3月

30 研究報告書
渡辺直史・藤本浩平・
徳久潔

低コスト育林技術の開発
高知県立森林技術センター研究報告第39号,p46-82,平成
27年3月

31 研究報告書
深田英久・徳久潔・
中島麻美

仁淀川上流域におけるスギ・ヒノキ人工林での間伐および林分
変化による下層植生への影響

高知県立森林技術センター研究報告第39号,p83-110,平
成27年3月

32 研究報告書
山中夏樹・沖公友・
盛田貴雄

［資料］既存の木造公共建築物における木材利用状況
高知県立森林技術センター研究報告第39号,p111-117,平
成27年3月

33 研究報告書 藤本浩平
シキミを加害するアブラムシ及びグンバイムシの新しい防除薬
剤

公立林業試験研究機関研究成果選集No.12,p47-48,平成
27年3月31日

34 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
（窯の改良および備長炭製造マニュアルの作成）

樹海 5月号,p7-8,平成26年5月15日

35 雑誌等 山﨑敏彦 木材搬出時の残存木の保護と損傷軽減策 機械化林業 7月号,p15-18,平成26年7月15日

36 雑誌等 藤本浩平 浸透移行粒剤を用いたシキミ吸汁性害虫の防除 林業と薬剤 No.209,p1-6,2014年9月

37 雑誌等 山﨑敏彦・澤田浩幸
本格架線集材システムに対応した機械開発に向けての研究
（次世代型高性能・高機能型定置集材機の開発）

樹海 11月号,p6-8,平成26年11月15日

38 雑誌等 渡辺直史 下刈りの省略によるスギの初期育林経費の削減 平成26年度高知の農林業新技術,p53-55,平成27年2月

39 雑誌等 藤本浩平 土壌浸透移行粒剤を用いたシキミ吸汁性害虫の防除 平成26年度高知の農林業新技術,p56-58,平成27年2月

40 雑誌等
田中良明・伊藤崇之・
上村巧・山﨑敏彦

高知県香美森林組合に導入されたけん引式タワーヤーダの架設
撤去作業

機械化林業3月号,p17-22,平成27年3月15日

41 雑誌等 藤本浩平 浸透移行粒剤を用いたシキミ吸汁性害虫の防除
平成26年度四国森林･林業研究発表集,p79-84,平成27年3
月31日
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区分 氏名 主催者（事務局） 会議等の名称

今西隆男・澤田浩幸 本山町地域雇用創造協議会 原木マイタケ栽培の基礎講座

今西隆男・市原孝志
・藤本浩平

森林技術センター 林業技術職員研修（特用林産物の生産）

深田英久 森林技術センター 林業技術職員研修（長伐期施業に対応した森林管理）

渡辺直史・山﨑敏彦 森林技術センター 林業技術職員研修（木材生産と低コスト育林）

沖公友 森林技術センター 林業技術職員研修（木材の特性）

川島幹雄 森林技術センター 林業技術職員研修（木材乾燥技術）

嶋崎雄史・河野高士 高知県林業労働力確保支援センター 緑の雇用現場技能者育成研修（造林作業の種類と目的）ほか

山﨑敏彦 (株)レンタルのニッケン 伐出システム研修（高知県における伐出システムについて）

嶋崎雄史・河野高士 高知県林業労働力確保支援センター 森林研修センター研修（測量設計技術）

沖公友・盛田貴雄 森の未来に出会う旅実行委員会
森の未来に出会う旅vol.8
森から学ぶ木造建築の設計士育成セミナー

山﨑敏彦 愛媛県農林水産研究所 愛媛県林業技術研修（林業架線作業技術コース）

川島幹雄 高知県林業労働力確保支援センター 緑の雇用現場技能者育成研修（木材の特性）

河野高士 高知県林業労働力確保支援センター 素材生産技術研修（作業システムについて）

嶋崎雄史・河野高士 高知県森林組合連合会 森林施業プランナー育成研修（作業システムとコスト管理）ほか

渡辺直史 高知県林業労働力確保支援センター 緑の雇用現場技能者育成研修（育林における省力化）

渡辺直史 大豊町 コンテナ苗生産に向けての基礎知識

山﨑敏彦 林業人材育成支援普及センター 森林総合管理士育成研修事業（地域における最新の架線集材）

沖公友 山本長水建築設計事務所 公開実験

山﨑敏彦 愛媛県肱川流域林業活性化協議会 架線集材システムの在り方に関する研修会

盛田貴雄 株式会社オーシカ高松営業所 高知県における接着重ね梁の研究

嶋崎雄史・河野高士 森林技術センター 林業技術職員研修（測量、測樹他）

沖公友 高知県建築施工管理技士会 木造の軸組設計とその材料

山﨑敏彦 中部森林管理局 これからの架線集材のあり方について

藤本浩平 ＪＡ四万十みどり市出荷者 シキミ・サカキの剪定と病虫害防除

嶋崎雄史 高知県林業労働力確保支援センター 森林作業道作設オペレーター育成強化事業（作業道作設実習等）

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
（最近の林業機械の動向と安全作業のポイント）

藤本浩平 ＪＡ土佐香美 有望花木検討会（サカキの栽培・病害虫防除・流通等）

山﨑敏彦 和歌山県農林水産部 高知県における架線集材の現状と課題解決に向けて

藤本浩平 ＪＡ津野山シキミ部会 シキミ部会総会（シキミ・サカキの市場情報・防除情報）

山﨑敏彦・河野高士 幡多流域林業活性化センター 架線集材と林業の機械化の現状及び生産性の向上と労働災害の現状

山﨑敏彦・河野高士 幡多林業事務所 架線集材研修

今西隆男 一般社団法人高知県特用林産協会 高知県乾椎茸品評会

今西隆男 四国森林管理局 平成26年度四国森林管理局技術開発委員会

今西隆男 中央東地区安全衛生委員会議 第1回中央東地区安全衛生委員会

山﨑敏彦 (一社)フォレスト･サーベイ 架線作業システム高度技能者育成事業検討委員会(3回)

山﨑敏彦 (一社)フォレスト･サーベイ 地域実態調査

山﨑敏彦 (一社)フォレスト･サーベイ 試行的運用検討会

山﨑敏彦 (一社)フォレスト･サーベイ 林業機械化シンポジウム

山﨑敏彦 株式会社自然産業研究所 次世代架線系高性能林業機械等開発推進事業検討委員会(3回)

今西隆男 中央東地区安全衛生委員会議 第2回中央東地区安全衛生委員会

今西隆男 四国森林管理局 平成26年度四国森林管理局技術開発委員会

吉井二郎 四万十町森林組合 四万十町森林資源木質バイオマスエネルギー利用促進協議会(2回)

今西隆男 森林総合研究所四国支所 平成26年度森林総合研究所四国支所研究評議会

■　講師・委員関係一覧

講
　
　
師

委
　
　
員
　
　
等
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