
こか既視感のあるシンプルなデザインながら，直線部が

無く，曲面のみで構成された滑らかなフォルムと細部の

仕上がり感が，アイヌ語で「神々」を意味する人気モデ

ルとなっています。そして，その深澤さんとのコラボレー

ションの第二弾は，こちらもアイヌ語の「YUKAR」。叙事

詩を意味するなど，細部にわたる製品特性は豊富で，来

年２月の国内発売にむけ，着々と準備を進めています。

10月末に，西新宿から４月に南青山に移転した「新

東京ショップ」にて，プレスプレビュー(マスコミ向けのプ

レ発表会)，11/20-22まで，東京ビッグサイトで開催され

た「IFFT Interior Lifestyle Living」での発表を経て，来

年１月の「ケルン国際家具見本市2018」にて，いよいよ

グローバルデビューを果たします。

IFFTに来場された中国，香港，オーストラリア各

ディーラーからの手応え（オーストラリア，シンガポール

からは，既にYUKARのオーダーをいただきました）を糧

に，グローバル市場に向けても，ダイナミックに展開して

まいります。

ウッデイエイジ（木材の研究と普及）2017年総目次

★ 総説・講演等

○限り少ない木質資源と安心・安全菌床
　おが粉，長芋保護材加工販売
　　株式会社盛林商産　代表取締役　齋藤義明

○福祉施設における木製品生産の活性化
　　林産試験場性能部構造・環境グループ

　　研究主任　北橋善範

○明治の木造建築　栗山町の小林邸
　　北海道立総合研究機構森林研究本部

　　企画調整部長　真田康弘　

○オホーツク中央森林組合の概要と取組みに
ついて　　　　　　　　　　
　　オホーツク中央森林組合　参事　杉本一也

○北海道の製材業史話
　（1）町から消えた‘木工場’
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○紋別バイオマス発電所建設の取組み
　　紋別市木質バイオマス火力発電所建設推進本部

　　副本部長　松本正之

○北海道の製材業史話
　（その2）製材業とは
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○木を知り尽くした家具づくり
　～旭川家具の変遷とともに～
　　株式会社いさみや　代表取締役会長　関口浩樹

○北海道の製材業史話
　（その3）鋸の起源と製材
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○気軽に読める「微生物の小話講座」　
　（その15高専生活10年＆
　　微生物との付き合い　下編）
　　旭川工業高等専門学校物質化学工学科

　　教授　富樫　巌

○北海道の製材業史話
　（その4）製材水車の盛衰
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○木製品はお客様の声とともに
　　CANONAJAPAN株式会社　代表取締役　中野翔太

○北海道の製材業史話
　（その5）官営による製材事業のはじまり
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○建築における木材の有効利用を考える
　　株式会社日建設計　常務執行役員　山梨知彦

○北海道の製材業史話
　（その6）官営製材から民間製材へ
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○町産材を活用した公営住宅「寿町団地」の建
設について
　　大樹町役場建設水道課　建築係長　奥　純一

○北海道の製材業史話
　（その7）戦後期の製材業(1)
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○ものづくりのための「品質管理」入門編①
　　旭川工業高等専門学校物質化学工学科

　　教授　富樫　巌

○北海道の製材業史話
　（その8）戦後から離陸する製材業(2)
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○確かなものづくりとデザイン性の高い木製
家具を世界にアピール　　　　　　　　　
　　株式会社カンディハウス

　　常務取締役　企画本部本部長　染谷哲義

○北海道の製材業史話
　（その9）激動の合板業界を振り返る
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

★ 特  集

○「平成29年度北海道森づくり研究成果発表
会」パートⅠ
・平成29年北海道森づくり研究成果発表会に
ついて

　　林産試験場企業支援部普及連携G　大西人史

・道産人工林材の最適集荷距離試算プログラ
ムによるシミュレーションの紹介
　　林産試験場利用部資源・システムG　石川佳生

・カラマツラミナにおけるヤニつぼ，ヤニ垂
れの出現頻度
　　林産試験場利用部バイオマスG　折橋　健

・アカエゾマツ人工林材に見られる割れにつ
いて
　　林産試験場利用部資源・システムG　村上　了

・上川産ヤチダモ人工林材の材質評価と利用
適性の検討

　　林産試験場利用部資源・システムG　佐藤真由美

・長期間放置された木質バイオマスの燃料品質
　　林産試験場利用部バイオマスG　山田　敦

○「平成29年度北海道森づくり研究成果発表
会」パートⅡ
○「成熟化するトドマツ人工林材の利用拡大
に向けて」
　～トドマツ人工林材の材質と利用技術～
　　林産試験場性能部構造・環境G　藤原拓哉

　　林産試験場利用部資源・システムG　村上　了

　　林産試験場技術部生産技術G　平林　靖

・トドマツ人工林材を用いた圧縮材フローリ
ングの開発
　　林産試験場技術部製品開発G　澤田哲則

・道産CLTの引きボルト接合部の強度性能
　　林産試験場性能部構造・環境G　戸田正彦・冨髙亮介

・道産CLTの基準強度制定に向けた材料性能
データの整備
　　林産試験場技術部生産技術G　大橋義徳・

　　高梨隆也・石原　亘・松本和茂

　　森林総合研究所，建築研究所，宇都宮大学

・屋内運動施設床における木質系フローリン
グの劣化・損傷状況の調査事例
　　林産試験場技術部製品開発G　高山光子

○「平成29年度北海道森づくり研究成果発表
会」パートⅢ
・薬剤処理防火木材の屋外耐候性の検討
　　林産試験場性能部保存G　河原崎政行

　　林産試験場技術部生産技術G　平林　靖

・地域活性化につなげる木製品づくりの検討
　　林産試験場性能部構造・環境G　北橋善範

・シイタケ菌床栽培における早生樹「ヤナ
ギ」の有用性
　　森林研究本部企画調整部企画G　原田　陽

　　林産試験場利用部バイオマスG　折橋　健

　　林産試験場利用部微生物G　檜山　亮

・道産針葉樹の活用に向けた病院用内装材の
検討
　　林産試験場性能部構造・環境G　川等恒冶

・浸透性の高い木材保存剤を用いた木質材料
の製造技術の開発
　　林産試験場性能部保存G　宮内輝久

・マイタケ抽出エキスによる肉軟化処理
　　林産試験場利用部微生物G　檜山　亮，東　智則

　　食品加工研究センター応用技術部応用技術G

　　山本一史
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★ 研究の解説・紹介

○設置後10年経過した木製ガードレール
　　林産試験場性能部構造・環境G　今井　良

○フィンランド訪問記－木造建築編－
　　林産試験場技術部生産技術G　古田直之

○第38回ジャパンホームショーに参加して
　　林産試験場企業支援部普及調整G　山田健四

○カラマツラミナにヤニつぼはどれくらいある
か？
　　林産試験場利用部バイオマスG　折橋　健

○技術支援による成果の活用事例
　－耐力壁と組立梁の強度試験－
　　林産試験場性能部構造環境G　戸田正彦

○安全な業務と技能資格－技能講習体験記－
　　林産試験場性能部構造・環境G　冨髙亮介

○木材の炭化，熱処理による有効利用
　　林産試験場利用部バイオマスG　本間千晶

○平成29年度試験研究の紹介
　　林産試験場企業支援部研究調整G　長谷川　祐

○第18回きのこ科学国際会議への参加と関連
技術の動向調査から
　　森林研究本部企画調整部企画課企画G　原田　陽

○木材の乾燥方法と乾燥装置について
　　林産試験場技術部生産技術G　土橋英亮

○地域材である道産材の利用を進める理由と
は？
　　林産試験場利用部資源・システムG　渡辺誠二

○北海道発祥の木質ボード工業
　　林産試験場技術部製品開発G　吹野　信

○道産材を原料とした保存処理木材・木質材料
　　林産試験場性能部保存G　宮内輝久

○コアドライに平角材が加わります
　　林産試験場企業支援部　斎藤直人

○構造部材に木材を使用した屋内温水プール
の温湿度調査
　　林産試験場性能部保存G　小林裕昇

○実生苗と培養菌糸からマツタケ菌根菌をつ
くる
　　林産試験場利用部微生物G　東　智則

○木のグランドフェアを終えて
　　林産試験場企業支援部普及連携G　林　幸範

○木質系家畜敷料の性能と上手な使い方
　　林産試験場技術部製品開発G　山崎亨史

○土木分野への道産材利用拡大に向けて
　　林産試験場性能部構造・環境G　今井　良

○第25回北海道こども木工作品コンクールの
開催について
　　林産試験場企業支援部普及連携G　井村六花

○写真でひずみを測ろう
　　林産試験場利用部資源・システムG　村上　了

○最近の木材乾燥技術セミナーについて
　　林産試験場企業支援部研究調整G　伊藤洋一

○発電用バイオマスの輸入について
　～PKSの供給可能量に関する一考察～
　　（前編）
　　林産試験場利用部資源・システムG　古俣寛隆

★ 行政の窓

○地域ネットワークによる林業担い手確保の
取組みについて
○平成27年度特用林産統計について
○林野庁の平成28年度補正予算・平成29年度当
初予算について
○平成29年度北海道の木材関連施策について
○「北海道・木育（もくいく）フェスタ2017」
○－道産木材の動向と価格の推移－　　　　
○木質バイオマスの安定供給対策の取組につ
いて
○原木及び木材製品の流通に関する見通し調
査(平成29年6月実施分)
○北海道産木製品リストの発行について
○道産CLTの利用拡大に向けた取組について
○北海道の木質バイオマスエネルギーの利用
状況
○農林漁業の新たな担い手確保モデル事業の
取組について

★ Ｑ＆Ａ　技術相談から

○CLTの日本農林規格について教えてください
　　林産試験場技術部生産技術G　高梨隆也

○技術支援制度について
　　林産試験場企業支援部技術支援G　岸野正典

○木材の名前について
　　林産試験場利用部資源・システムG　佐藤真由美

○床の硬さについて
　　林産試験場技術部製品開発G　高山光子

○体育館床の維持管理について
　　林産試験場技術部製品開発G　近藤佳秀
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○容積密度数について
　　林産試験場利用部資源・システムG　大崎久司

○集成材の構造におけるクランプを用いた圧
縮について
　　林産試験場技術部生産技術G　石原　亘

○カラマツ・トドマツを用いた準不燃材料につ
いて
　　林産試験場性能部保存G　河原崎政行

○エノキタケとえぞ雪の下
　　林産試験場利用部微生物G　東　智則

★ その他

○巻頭のご挨拶
　　(一社)北海道林産技術普及協会

　　会長　高橋範行

○年頭のご挨拶
　森林研究本部『林産試験場』の役割
　－川上と川下の拮抗関係をこえる－
　　林産試験場長　菊地伸一

○北海道林産技術普及協会からのお知らせ　
　「総会記念講演」
　－平成29年度通常総会記念講演－
○平成29年度木材接着講習会開催のご案内
　　（公社）日本木材加工技術協会北海道支部

○「協会記事」平成27年度事業報告および決算
報告について
　　（一社）北海道林産技術普及協会

○着任のごあいさつ
　林産試験場長　及川弘二
○(一社)北海道林産技術普及協会　　　　　　
　【編集デスクからのモリモリ最新情報】
○(一社)北海道林産技術普及協会
　【編集デスクからのモリモリ最新情報】
○(一社)北海道林産技術普及協会
　【編集デスクからのモリモリ最新情報】
○(一社)北海道林産技術普及協会
　【編集デスクからのモリモリ最新情報】
○(一社)北海道林産技術普及協会
　【編集デスクからのモリモリ最新情報】
○(一社)北海道林産技術普及協会
　【編集デスクからのモリモリ最新情報】



★ 総説・講演等

○限り少ない木質資源と安心・安全菌床
　おが粉，長芋保護材加工販売
　　株式会社盛林商産　代表取締役　齋藤義明

○福祉施設における木製品生産の活性化
　　林産試験場性能部構造・環境グループ

　　研究主任　北橋善範

○明治の木造建築　栗山町の小林邸
　　北海道立総合研究機構森林研究本部

　　企画調整部長　真田康弘　

○オホーツク中央森林組合の概要と取組みに
ついて　　　　　　　　　　
　　オホーツク中央森林組合　参事　杉本一也

○北海道の製材業史話
　（1）町から消えた‘木工場’
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○紋別バイオマス発電所建設の取組み
　　紋別市木質バイオマス火力発電所建設推進本部

　　副本部長　松本正之

○北海道の製材業史話
　（その2）製材業とは
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○木を知り尽くした家具づくり
　～旭川家具の変遷とともに～
　　株式会社いさみや　代表取締役会長　関口浩樹

○北海道の製材業史話
　（その3）鋸の起源と製材
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○気軽に読める「微生物の小話講座」　
　（その15高専生活10年＆
　　微生物との付き合い　下編）
　　旭川工業高等専門学校物質化学工学科

　　教授　富樫　巌

○北海道の製材業史話
　（その4）製材水車の盛衰
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○木製品はお客様の声とともに
　　CANONAJAPAN株式会社　代表取締役　中野翔太

○北海道の製材業史話
　（その5）官営による製材事業のはじまり
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○建築における木材の有効利用を考える
　　株式会社日建設計　常務執行役員　山梨知彦

○北海道の製材業史話
　（その6）官営製材から民間製材へ
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○町産材を活用した公営住宅「寿町団地」の建
設について
　　大樹町役場建設水道課　建築係長　奥　純一

○北海道の製材業史話
　（その7）戦後期の製材業(1)
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○ものづくりのための「品質管理」入門編①
　　旭川工業高等専門学校物質化学工学科

　　教授　富樫　巌

○北海道の製材業史話
　（その8）戦後から離陸する製材業(2)
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○確かなものづくりとデザイン性の高い木製
家具を世界にアピール　　　　　　　　　
　　株式会社カンディハウス

　　常務取締役　企画本部本部長　染谷哲義

○北海道の製材業史話
　（その9）激動の合板業界を振り返る
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

★ 特  集

○「平成29年度北海道森づくり研究成果発表
会」パートⅠ
・平成29年北海道森づくり研究成果発表会に
ついて

　　林産試験場企業支援部普及連携G　大西人史

・道産人工林材の最適集荷距離試算プログラ
ムによるシミュレーションの紹介
　　林産試験場利用部資源・システムG　石川佳生

・カラマツラミナにおけるヤニつぼ，ヤニ垂
れの出現頻度
　　林産試験場利用部バイオマスG　折橋　健

・アカエゾマツ人工林材に見られる割れにつ
いて
　　林産試験場利用部資源・システムG　村上　了

・上川産ヤチダモ人工林材の材質評価と利用
適性の検討

　　林産試験場利用部資源・システムG　佐藤真由美

・長期間放置された木質バイオマスの燃料品質
　　林産試験場利用部バイオマスG　山田　敦

○「平成29年度北海道森づくり研究成果発表
会」パートⅡ
○「成熟化するトドマツ人工林材の利用拡大
に向けて」
　～トドマツ人工林材の材質と利用技術～
　　林産試験場性能部構造・環境G　藤原拓哉

　　林産試験場利用部資源・システムG　村上　了

　　林産試験場技術部生産技術G　平林　靖

・トドマツ人工林材を用いた圧縮材フローリ
ングの開発
　　林産試験場技術部製品開発G　澤田哲則

・道産CLTの引きボルト接合部の強度性能
　　林産試験場性能部構造・環境G　戸田正彦・冨髙亮介

・道産CLTの基準強度制定に向けた材料性能
データの整備
　　林産試験場技術部生産技術G　大橋義徳・

　　高梨隆也・石原　亘・松本和茂

　　森林総合研究所，建築研究所，宇都宮大学

・屋内運動施設床における木質系フローリン
グの劣化・損傷状況の調査事例
　　林産試験場技術部製品開発G　高山光子

○「平成29年度北海道森づくり研究成果発表
会」パートⅢ
・薬剤処理防火木材の屋外耐候性の検討
　　林産試験場性能部保存G　河原崎政行

　　林産試験場技術部生産技術G　平林　靖

・地域活性化につなげる木製品づくりの検討
　　林産試験場性能部構造・環境G　北橋善範

・シイタケ菌床栽培における早生樹「ヤナ
ギ」の有用性
　　森林研究本部企画調整部企画G　原田　陽

　　林産試験場利用部バイオマスG　折橋　健

　　林産試験場利用部微生物G　檜山　亮

・道産針葉樹の活用に向けた病院用内装材の
検討
　　林産試験場性能部構造・環境G　川等恒冶

・浸透性の高い木材保存剤を用いた木質材料
の製造技術の開発
　　林産試験場性能部保存G　宮内輝久

・マイタケ抽出エキスによる肉軟化処理
　　林産試験場利用部微生物G　檜山　亮，東　智則

　　食品加工研究センター応用技術部応用技術G

　　山本一史
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★ 研究の解説・紹介

○設置後10年経過した木製ガードレール
　　林産試験場性能部構造・環境G　今井　良

○フィンランド訪問記－木造建築編－
　　林産試験場技術部生産技術G　古田直之

○第38回ジャパンホームショーに参加して
　　林産試験場企業支援部普及調整G　山田健四

○カラマツラミナにヤニつぼはどれくらいある
か？
　　林産試験場利用部バイオマスG　折橋　健

○技術支援による成果の活用事例
　－耐力壁と組立梁の強度試験－
　　林産試験場性能部構造環境G　戸田正彦

○安全な業務と技能資格－技能講習体験記－
　　林産試験場性能部構造・環境G　冨髙亮介

○木材の炭化，熱処理による有効利用
　　林産試験場利用部バイオマスG　本間千晶

○平成29年度試験研究の紹介
　　林産試験場企業支援部研究調整G　長谷川　祐

○第18回きのこ科学国際会議への参加と関連
技術の動向調査から
　　森林研究本部企画調整部企画課企画G　原田　陽

○木材の乾燥方法と乾燥装置について
　　林産試験場技術部生産技術G　土橋英亮

○地域材である道産材の利用を進める理由と
は？
　　林産試験場利用部資源・システムG　渡辺誠二

○北海道発祥の木質ボード工業
　　林産試験場技術部製品開発G　吹野　信

○道産材を原料とした保存処理木材・木質材料
　　林産試験場性能部保存G　宮内輝久

○コアドライに平角材が加わります
　　林産試験場企業支援部　斎藤直人

○構造部材に木材を使用した屋内温水プール
の温湿度調査
　　林産試験場性能部保存G　小林裕昇

○実生苗と培養菌糸からマツタケ菌根菌をつ
くる
　　林産試験場利用部微生物G　東　智則

○木のグランドフェアを終えて
　　林産試験場企業支援部普及連携G　林　幸範

○木質系家畜敷料の性能と上手な使い方
　　林産試験場技術部製品開発G　山崎亨史

○土木分野への道産材利用拡大に向けて
　　林産試験場性能部構造・環境G　今井　良

○第25回北海道こども木工作品コンクールの
開催について
　　林産試験場企業支援部普及連携G　井村六花

○写真でひずみを測ろう
　　林産試験場利用部資源・システムG　村上　了

○最近の木材乾燥技術セミナーについて
　　林産試験場企業支援部研究調整G　伊藤洋一

○発電用バイオマスの輸入について
　～PKSの供給可能量に関する一考察～
　　（前編）
　　林産試験場利用部資源・システムG　古俣寛隆

★ 行政の窓

○地域ネットワークによる林業担い手確保の
取組みについて
○平成27年度特用林産統計について
○林野庁の平成28年度補正予算・平成29年度当
初予算について
○平成29年度北海道の木材関連施策について
○「北海道・木育（もくいく）フェスタ2017」
○－道産木材の動向と価格の推移－　　　　
○木質バイオマスの安定供給対策の取組につ
いて
○原木及び木材製品の流通に関する見通し調
査(平成29年6月実施分)
○北海道産木製品リストの発行について
○道産CLTの利用拡大に向けた取組について
○北海道の木質バイオマスエネルギーの利用
状況
○農林漁業の新たな担い手確保モデル事業の
取組について

★ Ｑ＆Ａ　技術相談から

○CLTの日本農林規格について教えてください
　　林産試験場技術部生産技術G　高梨隆也

○技術支援制度について
　　林産試験場企業支援部技術支援G　岸野正典

○木材の名前について
　　林産試験場利用部資源・システムG　佐藤真由美

○床の硬さについて
　　林産試験場技術部製品開発G　高山光子

○体育館床の維持管理について
　　林産試験場技術部製品開発G　近藤佳秀
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○容積密度数について
　　林産試験場利用部資源・システムG　大崎久司

○集成材の構造におけるクランプを用いた圧
縮について
　　林産試験場技術部生産技術G　石原　亘

○カラマツ・トドマツを用いた準不燃材料につ
いて
　　林産試験場性能部保存G　河原崎政行

○エノキタケとえぞ雪の下
　　林産試験場利用部微生物G　東　智則

★ その他

○巻頭のご挨拶
　　(一社)北海道林産技術普及協会

　　会長　高橋範行

○年頭のご挨拶
　森林研究本部『林産試験場』の役割
　－川上と川下の拮抗関係をこえる－
　　林産試験場長　菊地伸一

○北海道林産技術普及協会からのお知らせ　
　「総会記念講演」
　－平成29年度通常総会記念講演－
○平成29年度木材接着講習会開催のご案内
　　（公社）日本木材加工技術協会北海道支部

○「協会記事」平成27年度事業報告および決算
報告について
　　（一社）北海道林産技術普及協会

○着任のごあいさつ
　林産試験場長　及川弘二
○(一社)北海道林産技術普及協会　　　　　　
　【編集デスクからのモリモリ最新情報】
○(一社)北海道林産技術普及協会
　【編集デスクからのモリモリ最新情報】
○(一社)北海道林産技術普及協会
　【編集デスクからのモリモリ最新情報】
○(一社)北海道林産技術普及協会
　【編集デスクからのモリモリ最新情報】
○(一社)北海道林産技術普及協会
　【編集デスクからのモリモリ最新情報】
○(一社)北海道林産技術普及協会
　【編集デスクからのモリモリ最新情報】



★ 総説・講演等

○限り少ない木質資源と安心・安全菌床
　おが粉，長芋保護材加工販売
　　株式会社盛林商産　代表取締役　齋藤義明

○福祉施設における木製品生産の活性化
　　林産試験場性能部構造・環境グループ

　　研究主任　北橋善範

○明治の木造建築　栗山町の小林邸
　　北海道立総合研究機構森林研究本部

　　企画調整部長　真田康弘　

○オホーツク中央森林組合の概要と取組みに
ついて　　　　　　　　　　
　　オホーツク中央森林組合　参事　杉本一也

○北海道の製材業史話
　（1）町から消えた‘木工場’
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○紋別バイオマス発電所建設の取組み
　　紋別市木質バイオマス火力発電所建設推進本部

　　副本部長　松本正之

○北海道の製材業史話
　（その2）製材業とは
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○木を知り尽くした家具づくり
　～旭川家具の変遷とともに～
　　株式会社いさみや　代表取締役会長　関口浩樹

○北海道の製材業史話
　（その3）鋸の起源と製材
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○気軽に読める「微生物の小話講座」　
　（その15高専生活10年＆
　　微生物との付き合い　下編）
　　旭川工業高等専門学校物質化学工学科

　　教授　富樫　巌

○北海道の製材業史話
　（その4）製材水車の盛衰
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○木製品はお客様の声とともに
　　CANONAJAPAN株式会社　代表取締役　中野翔太

○北海道の製材業史話
　（その5）官営による製材事業のはじまり
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○建築における木材の有効利用を考える
　　株式会社日建設計　常務執行役員　山梨知彦

○北海道の製材業史話
　（その6）官営製材から民間製材へ
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○町産材を活用した公営住宅「寿町団地」の建
設について
　　大樹町役場建設水道課　建築係長　奥　純一

○北海道の製材業史話
　（その7）戦後期の製材業(1)
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○ものづくりのための「品質管理」入門編①
　　旭川工業高等専門学校物質化学工学科

　　教授　富樫　巌

○北海道の製材業史話
　（その8）戦後から離陸する製材業(2)
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

○確かなものづくりとデザイン性の高い木製
家具を世界にアピール　　　　　　　　　
　　株式会社カンディハウス

　　常務取締役　企画本部本部長　染谷哲義

○北海道の製材業史話
　（その9）激動の合板業界を振り返る
　　林政ジャーナリスト　坂東忠明

★ 特  集

○「平成29年度北海道森づくり研究成果発表
会」パートⅠ
・平成29年北海道森づくり研究成果発表会に
ついて

　　林産試験場企業支援部普及連携G　大西人史

・道産人工林材の最適集荷距離試算プログラ
ムによるシミュレーションの紹介
　　林産試験場利用部資源・システムG　石川佳生

・カラマツラミナにおけるヤニつぼ，ヤニ垂
れの出現頻度
　　林産試験場利用部バイオマスG　折橋　健

・アカエゾマツ人工林材に見られる割れにつ
いて
　　林産試験場利用部資源・システムG　村上　了

・上川産ヤチダモ人工林材の材質評価と利用
適性の検討

　　林産試験場利用部資源・システムG　佐藤真由美

・長期間放置された木質バイオマスの燃料品質
　　林産試験場利用部バイオマスG　山田　敦

○「平成29年度北海道森づくり研究成果発表
会」パートⅡ
○「成熟化するトドマツ人工林材の利用拡大
に向けて」
　～トドマツ人工林材の材質と利用技術～
　　林産試験場性能部構造・環境G　藤原拓哉

　　林産試験場利用部資源・システムG　村上　了

　　林産試験場技術部生産技術G　平林　靖

・トドマツ人工林材を用いた圧縮材フローリ
ングの開発
　　林産試験場技術部製品開発G　澤田哲則

・道産CLTの引きボルト接合部の強度性能
　　林産試験場性能部構造・環境G　戸田正彦・冨髙亮介

・道産CLTの基準強度制定に向けた材料性能
データの整備
　　林産試験場技術部生産技術G　大橋義徳・

　　高梨隆也・石原　亘・松本和茂

　　森林総合研究所，建築研究所，宇都宮大学

・屋内運動施設床における木質系フローリン
グの劣化・損傷状況の調査事例
　　林産試験場技術部製品開発G　高山光子

○「平成29年度北海道森づくり研究成果発表
会」パートⅢ
・薬剤処理防火木材の屋外耐候性の検討
　　林産試験場性能部保存G　河原崎政行

　　林産試験場技術部生産技術G　平林　靖

・地域活性化につなげる木製品づくりの検討
　　林産試験場性能部構造・環境G　北橋善範

・シイタケ菌床栽培における早生樹「ヤナ
ギ」の有用性
　　森林研究本部企画調整部企画G　原田　陽

　　林産試験場利用部バイオマスG　折橋　健

　　林産試験場利用部微生物G　檜山　亮

・道産針葉樹の活用に向けた病院用内装材の
検討
　　林産試験場性能部構造・環境G　川等恒冶

・浸透性の高い木材保存剤を用いた木質材料
の製造技術の開発
　　林産試験場性能部保存G　宮内輝久

・マイタケ抽出エキスによる肉軟化処理
　　林産試験場利用部微生物G　檜山　亮，東　智則

　　食品加工研究センター応用技術部応用技術G

　　山本一史
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★ 研究の解説・紹介

○設置後10年経過した木製ガードレール
　　林産試験場性能部構造・環境G　今井　良

○フィンランド訪問記－木造建築編－
　　林産試験場技術部生産技術G　古田直之

○第38回ジャパンホームショーに参加して
　　林産試験場企業支援部普及調整G　山田健四

○カラマツラミナにヤニつぼはどれくらいある
か？
　　林産試験場利用部バイオマスG　折橋　健

○技術支援による成果の活用事例
　－耐力壁と組立梁の強度試験－
　　林産試験場性能部構造環境G　戸田正彦

○安全な業務と技能資格－技能講習体験記－
　　林産試験場性能部構造・環境G　冨髙亮介

○木材の炭化，熱処理による有効利用
　　林産試験場利用部バイオマスG　本間千晶

○平成29年度試験研究の紹介
　　林産試験場企業支援部研究調整G　長谷川　祐

○第18回きのこ科学国際会議への参加と関連
技術の動向調査から
　　森林研究本部企画調整部企画課企画G　原田　陽

○木材の乾燥方法と乾燥装置について
　　林産試験場技術部生産技術G　土橋英亮

○地域材である道産材の利用を進める理由と
は？
　　林産試験場利用部資源・システムG　渡辺誠二

○北海道発祥の木質ボード工業
　　林産試験場技術部製品開発G　吹野　信

○道産材を原料とした保存処理木材・木質材料
　　林産試験場性能部保存G　宮内輝久

○コアドライに平角材が加わります
　　林産試験場企業支援部　斎藤直人

○構造部材に木材を使用した屋内温水プール
の温湿度調査
　　林産試験場性能部保存G　小林裕昇

○実生苗と培養菌糸からマツタケ菌根菌をつ
くる
　　林産試験場利用部微生物G　東　智則

○木のグランドフェアを終えて
　　林産試験場企業支援部普及連携G　林　幸範

○木質系家畜敷料の性能と上手な使い方
　　林産試験場技術部製品開発G　山崎亨史

○土木分野への道産材利用拡大に向けて
　　林産試験場性能部構造・環境G　今井　良

○第25回北海道こども木工作品コンクールの
開催について
　　林産試験場企業支援部普及連携G　井村六花

○写真でひずみを測ろう
　　林産試験場利用部資源・システムG　村上　了

○最近の木材乾燥技術セミナーについて
　　林産試験場企業支援部研究調整G　伊藤洋一

○発電用バイオマスの輸入について
　～PKSの供給可能量に関する一考察～
　　（前編）
　　林産試験場利用部資源・システムG　古俣寛隆

★ 行政の窓

○地域ネットワークによる林業担い手確保の
取組みについて
○平成27年度特用林産統計について
○林野庁の平成28年度補正予算・平成29年度当
初予算について
○平成29年度北海道の木材関連施策について
○「北海道・木育（もくいく）フェスタ2017」
○－道産木材の動向と価格の推移－　　　　
○木質バイオマスの安定供給対策の取組につ
いて
○原木及び木材製品の流通に関する見通し調
査(平成29年6月実施分)
○北海道産木製品リストの発行について
○道産CLTの利用拡大に向けた取組について
○北海道の木質バイオマスエネルギーの利用
状況
○農林漁業の新たな担い手確保モデル事業の
取組について

★ Ｑ＆Ａ　技術相談から

○CLTの日本農林規格について教えてください
　　林産試験場技術部生産技術G　高梨隆也

○技術支援制度について
　　林産試験場企業支援部技術支援G　岸野正典

○木材の名前について
　　林産試験場利用部資源・システムG　佐藤真由美

○床の硬さについて
　　林産試験場技術部製品開発G　高山光子

○体育館床の維持管理について
　　林産試験場技術部製品開発G　近藤佳秀
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○容積密度数について
　　林産試験場利用部資源・システムG　大崎久司

○集成材の構造におけるクランプを用いた圧
縮について
　　林産試験場技術部生産技術G　石原　亘

○カラマツ・トドマツを用いた準不燃材料につ
いて
　　林産試験場性能部保存G　河原崎政行

○エノキタケとえぞ雪の下
　　林産試験場利用部微生物G　東　智則

★ その他

○巻頭のご挨拶
　　(一社)北海道林産技術普及協会

　　会長　高橋範行

○年頭のご挨拶
　森林研究本部『林産試験場』の役割
　－川上と川下の拮抗関係をこえる－
　　林産試験場長　菊地伸一

○北海道林産技術普及協会からのお知らせ　
　「総会記念講演」
　－平成29年度通常総会記念講演－
○平成29年度木材接着講習会開催のご案内
　　（公社）日本木材加工技術協会北海道支部

○「協会記事」平成27年度事業報告および決算
報告について
　　（一社）北海道林産技術普及協会

○着任のごあいさつ
　林産試験場長　及川弘二
○(一社)北海道林産技術普及協会　　　　　　
　【編集デスクからのモリモリ最新情報】
○(一社)北海道林産技術普及協会
　【編集デスクからのモリモリ最新情報】
○(一社)北海道林産技術普及協会
　【編集デスクからのモリモリ最新情報】
○(一社)北海道林産技術普及協会
　【編集デスクからのモリモリ最新情報】
○(一社)北海道林産技術普及協会
　【編集デスクからのモリモリ最新情報】
○(一社)北海道林産技術普及協会
　【編集デスクからのモリモリ最新情報】


