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オープンまでの経緯を表4に，認証取得プロジェク
トの構成を図1示します。

CoC認証を取得している南富良野町森林組合が原木
の調達から木材加工までを一元管理しました。ただ，
南富良野町森林組合は木材加工施設を有していないた
め，製材・乾燥・集成・プレカットの工程は，丸善木
材（株）と厚浜木材加工協同組合に委託しています。

委託に際しては，CoC取得事業者である南富良野町森
林組合が加工事業者と覚書きを結び，CoC認証に準じ
た管理，たとえば認証材以外の木材が混入しないよう
な材料管理を行いました（写真1）。

南富良野町森林組合は町内の認証森林から表5に示
す量の素材生産を行い，委託加工先に搬入しました。
町産原木から製材したラミナは強度が高く，F105
の集成材をそろえることができました。

■建築物の概要
建築物の概要を表6に，全体図を図2に示します。

販売施設，飲食店舗の主要構造部材にはカラマツ
構造用集成材を用いています（写真2）。オープンな室
内空間を実現するため，横架材には断面180×670mm，
210×1,000mmなどの大断面材も使用しています。ま
た，中柱は負担荷重が大きいことから集成材を2本抱
き合わせ，ボルトで一体化させています。最も大きい
販売施設の軒高は11mを超え，長さ約10mの柱を立て
ています。

柱・横架材は，挿入鋼板＋ドリフトピンによる二面
せん断接合（写真3），筋かい・柱仕口は添板鋼板＋
ボルトによる一面せん断接合としています。

 

構造関連の使用木質材料の仕様を表7に，木材使用
量を表8に示します。

■認証取得で感じたこと
認証取得を目指す業務を進める中で，課題として次
のようなことを感じました。
・建設事業にかかる通常の業務に加え，認証関連の特
記仕様書・マニュアルの作成，建築事業者への説明
会の開催，工事中の確認作業などの業務が生じた。
・認証制度を簡潔にわかりやすく説明している適切な
広報物が見当たらず，認証取得の意義を関係者に説
明する際に苦労した。
・全体認証の取得にあたっては，認証材以外の，たと
えばサッシ枠や建具等に使用する合法木材の履歴管
理も必要となることへの配慮が必要であった。
・プロジェクト認証を取得するには審査手数料の負担
が発生する。これに関連し，木材関連事業者がCoC
認証を維持する上で費用負担が課題になっている実
態がある。
・構造用合板に使用したカラマツ合板を認証材で調達
できれば認証材率が94～95％まで高まり，本プロ
ジェクトの大きな特徴となった。しかし，認証がつ
ながらないために合法木材扱いとなったことに悔い
が残った。

■おわりに
認証を取得した建物である特徴をどのように活かし
ていくかは今後の課題ですが，まずはパネル展示など
の実施を想定しています。
地元の丸太から製材した木材を使用した建物なので
それを見せたいと考え，設計者の理解，林業・木材事
業者の協力により，そのことは実現することができま
した。お出でいただけることを願っています。

■参考資料
1) 南富良野町：南富良野町人口ビジョン，平成28 年

3月，https://www.town.minamifurano. hokkaido.
jp/wp-content/uploads/2016/03/6e46800592f04db
94af5c3088ba4d0a4.pdf．

2) 南富良野町：南富良野町森林•林業マスタープラン，
平成 24 年 3 月，https://www.town.minami-furano. 
hokkaido.jp /wp-content /uploads/2015/02/ 
ab9797290c999e70c546e5389b284bb6.pdf．

3) 杉本力：美深育ちの木々に包まれた温もりのある学
び舎－美深町立仁宇布小中学校SGECプロジェクト
CoC全体認証－，ウッディエイジ，2021年9月号，
pp.1-4．

■はじめに
4月27日，道の駅南ふらのの隣にSGECのプロジェ
クト認証を取得した複合型商業施設がオープンしまし
た。複合型商業施設は，道内最大級のアウトドア用品
店，飲食店舗（レストラン），屋外型飲食店舗（フー
ドコート6店舗）の3棟から構成されています。
町産認証材を約410㎥使用し，燃え代設計を適用す

ることで木材を現しで使用しているこの建築物につい
て，南富良野町の担当者にお話を伺いました。

（文責：普及協会・菊地）

■南富良野町における森林資源活用の取組
南富良野町の人口は1965年の11,025人をピークに

減少が進み，2020年末には2,385人となっています。
人口減少への対応方向等をまとめた，「南富良野町人
口ビジョン」1) の中で，人口減少の緩和対策の一つと
して，「森林整備と再生可能エネルギーの推進」を掲
げています。
南富良野町は総面積66,552haのうち，山林が約

90％の59,031haを占めています2)。過去には多数の木
材関連工場が操業するなど「林業のまち」として発展
してきました。現在，木材工場はなくなりましたが，
林業が本町の基幹産業の一つであることはかつてと変
わらず，14,800haにおよぶ人工林資源は成熟期を迎
え，持続的な利用の時期に入っています。また，「南
富良野町人口ビジョン」に沿い，林地未利用材の有効
活用を目的に，バイオマスボイラーの導入（表1），
雪氷乾燥システムの設置などに取り組んできていま
す。

さらに，南富良野町では，この人工林資源を適切に
活用する一環としてFM認証取得を進めてきました。
現在，公有林（町有林，道有林），民有林の大部分が
FM認証*を取得済みで，取得面積・割合は，それぞ
れ表2のとおりです。
*：森林認証の種類
①FM認証：森林経営に関する森林管理認証
②CoC認証：認証森林から生産された木材（認証
材）の流通・加工に関する認証

■プロジェクト認証活用の経緯と体制
このようにFM認証の取得は進んだものの，そこか

ら得られる認証材の活用は進まない状況にありまし
た。そのような中，2020年度，内閣府の地方創生拠
点整備事業に，観光客の誘客を内容とする「道の駅を
核としたまちの賑わい拠点施設整備事業」が採択さ
れ，複合型商業施設を建築することになりました。施
設建築にあたっては，SGECのプロジェクトCoC認証
（表3）の取得を目指すことになりました。木造化お
よび認証取得に至る背景は下記のとおりです。
・公有林，民有林の大部分がFM認証を取得済みで
あった（表2）
・町有林認証材を活用する機会として捉えた
・施設に入居するアウトドアショップから木材利用の
要望があった
・設計事務所から，美深町立仁宇布小中学校のプロ
ジェクト認証3) の紹介を得た

・SDGsの取り組みにもなる

拡大が起こりやすくなります。換気によって空間中の
ウイルス濃度が低下し，密集回避でウイルス増殖に寄
与する人が減少し，人同士の接近を避けることで体内
へ侵入するウイルス数を減らすことができます。全て
のウイルスを殺してしまうことのみが微生物退治では
なく，増殖抑制も重要な感染防止対策であり微生物制
御の一つになります。
新型コロナウイルスなど病原性微生物が人の体内に

1～2個程度侵入しても感染・発病することはほぼなく，
感染には最低でも10～100個程度が侵入する必要があ
ります。彼らは集団になることで初めて悪さができる
のです。ウイルス濃度の低下が求められるゆえんです。

■生活の中での微生物利用例
納豆とヨーグルトは身近な微生物利用例です（イラ

スト3）。ゆでた大豆に生きている納豆菌を植え付
け，1～2日間保温して彼らを増殖させると納豆の出
来上がりです。納豆菌が出すタンパク質分解酵素で大
豆がそれなりに分解され，ゆでた大豆そのものよりも
消化・吸収が格段に良くなります。乳酸菌は人の腸内
の善玉菌とされ，我々は主に牛乳中で乳酸菌を増殖さ
せたヨーグルトを食べ，彼らを主に小腸へ届ける取り
組みをしているのです。
　　　 

■木材防腐の微生物退治～防腐剤と殺菌剤の違い
木材の約95%はセルロース（40～50%），ヘミセ
ルロース（20～25%），リグニン（25～35%）の主
要3成分からできています。木材を鉄筋コンクリート
にたとえるとセルロースが鉄筋，リグニンがコンク
リートでヘミセルロースは両者をつなぐ針金（または
鉄筋の凸凹）の働きを担います。木材腐朽菌のキノコ
はこの3成分を栄養源にします。特に，鉄筋に当たる
セルロースを偏食するキノコに取りつかれた木材は急
激に曲げ強度を失い，木構造の土台や大引き（横架

材）であれば床が抜けることになります。
建築・土木用の木材を食するキノコ対策としては，
国が使用を認めた「木材防腐剤」を木材中にしみ込ま
す方法が用いられます。具体的には防腐剤を木材表面
に塗布する，または大きな圧力釜の中に木材を入れて
防腐剤を木材内部まで加圧注入するなどです。
この防腐処理木材に近寄ったキノコが無差別に殺さ
れることはありません。キノコがその木材を食べた時
のみに効果を発揮します（イラスト4）。防腐剤は殺
菌剤のように積極的・攻撃的な殺りくはせず，専守防
衛的な微生物退治に徹しています。

　　　 

■木材防腐の難しさとは
木材は木口を見ると細いストローが集まったような
構造をしています。イラスト5のようにキノコの菌糸
は木材中に侵入し，ストローの壁（セルロースやリグ
ニンなど）を食しながら次々と侵攻します。菌糸とほ
ぼ同様に，溶液状の防腐剤であれば木材中に入れるこ
とが簡単なように思えます。しかし，ストローの穴が
狭いことや単純なストロー構造ではないことなどの現
実が立ちはだかり，木材中に防腐剤をしみ込ませるこ
とが簡単ではないことを木材保存科勤務で学びました。

　　

　　 

（つづく）

■はじめに
生物材料の木材を，より広く利活用するための技術
開発を担う道立組織が林産試験場です。「道内の中小
企業のための研究・開発部門を林産試が代行します」，
と採用当時の首脳陣から伝えられた記憶があります。
それまで国家公務員を通算で7年間体験していた小生
としては，林産分野を知らない青二才でありながらも
『道内』の縛りが付いていることに不思議な窮屈さを
感じつつ，旭川での新生活がスタートしました。

■微生物制御分野との出会い
林産試験場で最初の2年間余りは木材保存を担当す
る部署へ所属し，次の10年弱がキノコ栽培を担当す
る部署での勤務でした。木材保存科には，土木・建築
材料用の木材を木材腐朽菌（キノコ）やシロアリに食
べられ難くする防腐・防虫技術の開発と建築材料とし
ての木材を燃えにくくする難燃技術の開発の二大ミッ
ションがありました。同様に，キノコ栽培の微生物利
用科にも栽培方法の改良や新規生産技術の開発と栽培
用新品種の育成を行う二大ミッションがありました。
主に小生は，防腐技術の開発およびその関連業務と
キノコ栽培技術の改良や新規生産技術の開発を担当し
ました。より具体的には，土木・建築材料の木材をキ
ノコの攻撃から守る業務と木材を食べて成長するキノ
コの増殖活動を支援する業務を担いました。人の立場
のみから判断して有害・邪魔なキノコを退治する，ま
たは必要・有益なキノコを増やして利用するという真
逆の仕事の体験でした。
今回のテーマは「微生物制御」（微生物＋制御）で

す。意味としては，特定の微生物の数量を人の都合で
コントロール（減らすか，増やすか）することです。
すでにお気づきと察しますが，林産業で制御対象とな
る特定の微生物とは，主に木材腐朽菌のキノコです
（イラスト1）。

■生活の中での微生物退治例
今更ですが，2020年初頭からのコロナ禍により3密

回避が求められています（イラスト2）。同イラスト
には新型コロナウイルスを不活性化（殺す）するため
の方法は示されていませんが，これら3つの行動は全
て微生物退治の取り組みです。新型コロナウイルスは
生きている人の体内で増殖して悪さ，すなわち感染者
の発病と感染者の拡大を引き起こします。

3密回避で発病者の治療は無理ですが，感染者の増
大を抑えることができます。もしも感染者を含むたく
さんの人が密閉空間に集まって接近状態で会話・飲食
をすると，密接空間中のウイルス濃度が上昇して感染

木材利用の試験研究機関に勤務して②
～林産業と微生物制御～

旭川工業高等専門学校　名誉教授　富樫　巌

注：いらすとや https://www.irasutoya.com/を引用，一部改変 
 

微生物利用

微生物退治

建設資材

食用キノコ
のエサ

    

注：首相官邸 https://www.kantei.go.jp/を引用，一部抜粋 

イラスト1．林産業の微生物制御（退治/利用）

イラスト2．首相官邸の広報資料



ウッディエイジ　2022年9月号 9

オープンまでの経緯を表4に，認証取得プロジェク
トの構成を図1示します。

CoC認証を取得している南富良野町森林組合が原木
の調達から木材加工までを一元管理しました。ただ，
南富良野町森林組合は木材加工施設を有していないた
め，製材・乾燥・集成・プレカットの工程は，丸善木
材（株）と厚浜木材加工協同組合に委託しています。

委託に際しては，CoC取得事業者である南富良野町森
林組合が加工事業者と覚書きを結び，CoC認証に準じ
た管理，たとえば認証材以外の木材が混入しないよう
な材料管理を行いました（写真1）。

南富良野町森林組合は町内の認証森林から表5に示
す量の素材生産を行い，委託加工先に搬入しました。
町産原木から製材したラミナは強度が高く，F105
の集成材をそろえることができました。

■建築物の概要
建築物の概要を表6に，全体図を図2に示します。

販売施設，飲食店舗の主要構造部材にはカラマツ
構造用集成材を用いています（写真2）。オープンな室
内空間を実現するため，横架材には断面180×670mm，
210×1,000mmなどの大断面材も使用しています。ま
た，中柱は負担荷重が大きいことから集成材を2本抱
き合わせ，ボルトで一体化させています。最も大きい
販売施設の軒高は11mを超え，長さ約10mの柱を立て
ています。

柱・横架材は，挿入鋼板＋ドリフトピンによる二面
せん断接合（写真3），筋かい・柱仕口は添板鋼板＋
ボルトによる一面せん断接合としています。

 

構造関連の使用木質材料の仕様を表7に，木材使用
量を表8に示します。

■認証取得で感じたこと
認証取得を目指す業務を進める中で，課題として次
のようなことを感じました。
・建設事業にかかる通常の業務に加え，認証関連の特
記仕様書・マニュアルの作成，建築事業者への説明
会の開催，工事中の確認作業などの業務が生じた。
・認証制度を簡潔にわかりやすく説明している適切な
広報物が見当たらず，認証取得の意義を関係者に説
明する際に苦労した。
・全体認証の取得にあたっては，認証材以外の，たと
えばサッシ枠や建具等に使用する合法木材の履歴管
理も必要となることへの配慮が必要であった。
・プロジェクト認証を取得するには審査手数料の負担
が発生する。これに関連し，木材関連事業者がCoC
認証を維持する上で費用負担が課題になっている実
態がある。
・構造用合板に使用したカラマツ合板を認証材で調達
できれば認証材率が94～95％まで高まり，本プロ
ジェクトの大きな特徴となった。しかし，認証がつ
ながらないために合法木材扱いとなったことに悔い
が残った。

■おわりに
認証を取得した建物である特徴をどのように活かし
ていくかは今後の課題ですが，まずはパネル展示など
の実施を想定しています。
地元の丸太から製材した木材を使用した建物なので
それを見せたいと考え，設計者の理解，林業・木材事
業者の協力により，そのことは実現することができま
した。お出でいただけることを願っています。

■参考資料
1) 南富良野町：南富良野町人口ビジョン，平成28 年

3月，https://www.town.minamifurano. hokkaido.
jp/wp-content/uploads/2016/03/6e46800592f04db
94af5c3088ba4d0a4.pdf．

2) 南富良野町：南富良野町森林•林業マスタープラン，
平成 24 年 3 月，https://www.town.minami-furano. 
hokkaido.jp /wp-content /uploads/2015/02/ 
ab9797290c999e70c546e5389b284bb6.pdf．

3) 杉本力：美深育ちの木々に包まれた温もりのある学
び舎－美深町立仁宇布小中学校SGECプロジェクト
CoC全体認証－，ウッディエイジ，2021年9月号，
pp.1-4．

■はじめに
4月27日，道の駅南ふらのの隣にSGECのプロジェ
クト認証を取得した複合型商業施設がオープンしまし
た。複合型商業施設は，道内最大級のアウトドア用品
店，飲食店舗（レストラン），屋外型飲食店舗（フー
ドコート6店舗）の3棟から構成されています。
町産認証材を約410㎥使用し，燃え代設計を適用す

ることで木材を現しで使用しているこの建築物につい
て，南富良野町の担当者にお話を伺いました。

（文責：普及協会・菊地）

■南富良野町における森林資源活用の取組
南富良野町の人口は1965年の11,025人をピークに

減少が進み，2020年末には2,385人となっています。
人口減少への対応方向等をまとめた，「南富良野町人
口ビジョン」1) の中で，人口減少の緩和対策の一つと
して，「森林整備と再生可能エネルギーの推進」を掲
げています。
南富良野町は総面積66,552haのうち，山林が約

90％の59,031haを占めています2)。過去には多数の木
材関連工場が操業するなど「林業のまち」として発展
してきました。現在，木材工場はなくなりましたが，
林業が本町の基幹産業の一つであることはかつてと変
わらず，14,800haにおよぶ人工林資源は成熟期を迎
え，持続的な利用の時期に入っています。また，「南
富良野町人口ビジョン」に沿い，林地未利用材の有効
活用を目的に，バイオマスボイラーの導入（表1），
雪氷乾燥システムの設置などに取り組んできていま
す。

さらに，南富良野町では，この人工林資源を適切に
活用する一環としてFM認証取得を進めてきました。
現在，公有林（町有林，道有林），民有林の大部分が
FM認証*を取得済みで，取得面積・割合は，それぞ
れ表2のとおりです。
*：森林認証の種類
①FM認証：森林経営に関する森林管理認証
②CoC認証：認証森林から生産された木材（認証
材）の流通・加工に関する認証

■プロジェクト認証活用の経緯と体制
このようにFM認証の取得は進んだものの，そこか

ら得られる認証材の活用は進まない状況にありまし
た。そのような中，2020年度，内閣府の地方創生拠
点整備事業に，観光客の誘客を内容とする「道の駅を
核としたまちの賑わい拠点施設整備事業」が採択さ
れ，複合型商業施設を建築することになりました。施
設建築にあたっては，SGECのプロジェクトCoC認証
（表3）の取得を目指すことになりました。木造化お
よび認証取得に至る背景は下記のとおりです。
・公有林，民有林の大部分がFM認証を取得済みで
あった（表2）
・町有林認証材を活用する機会として捉えた
・施設に入居するアウトドアショップから木材利用の
要望があった
・設計事務所から，美深町立仁宇布小中学校のプロ
ジェクト認証3) の紹介を得た

・SDGsの取り組みにもなる

拡大が起こりやすくなります。換気によって空間中の
ウイルス濃度が低下し，密集回避でウイルス増殖に寄
与する人が減少し，人同士の接近を避けることで体内
へ侵入するウイルス数を減らすことができます。全て
のウイルスを殺してしまうことのみが微生物退治では
なく，増殖抑制も重要な感染防止対策であり微生物制
御の一つになります。
新型コロナウイルスなど病原性微生物が人の体内に

1～2個程度侵入しても感染・発病することはほぼなく，
感染には最低でも10～100個程度が侵入する必要があ
ります。彼らは集団になることで初めて悪さができる
のです。ウイルス濃度の低下が求められるゆえんです。

■生活の中での微生物利用例
納豆とヨーグルトは身近な微生物利用例です（イラ

スト3）。ゆでた大豆に生きている納豆菌を植え付
け，1～2日間保温して彼らを増殖させると納豆の出
来上がりです。納豆菌が出すタンパク質分解酵素で大
豆がそれなりに分解され，ゆでた大豆そのものよりも
消化・吸収が格段に良くなります。乳酸菌は人の腸内
の善玉菌とされ，我々は主に牛乳中で乳酸菌を増殖さ
せたヨーグルトを食べ，彼らを主に小腸へ届ける取り
組みをしているのです。
　　　 

■木材防腐の微生物退治～防腐剤と殺菌剤の違い
木材の約95%はセルロース（40～50%），ヘミセ
ルロース（20～25%），リグニン（25～35%）の主
要3成分からできています。木材を鉄筋コンクリート
にたとえるとセルロースが鉄筋，リグニンがコンク
リートでヘミセルロースは両者をつなぐ針金（または
鉄筋の凸凹）の働きを担います。木材腐朽菌のキノコ
はこの3成分を栄養源にします。特に，鉄筋に当たる
セルロースを偏食するキノコに取りつかれた木材は急
激に曲げ強度を失い，木構造の土台や大引き（横架

材）であれば床が抜けることになります。
建築・土木用の木材を食するキノコ対策としては，
国が使用を認めた「木材防腐剤」を木材中にしみ込ま
す方法が用いられます。具体的には防腐剤を木材表面
に塗布する，または大きな圧力釜の中に木材を入れて
防腐剤を木材内部まで加圧注入するなどです。
この防腐処理木材に近寄ったキノコが無差別に殺さ
れることはありません。キノコがその木材を食べた時
のみに効果を発揮します（イラスト4）。防腐剤は殺
菌剤のように積極的・攻撃的な殺りくはせず，専守防
衛的な微生物退治に徹しています。

　　　 

■木材防腐の難しさとは
木材は木口を見ると細いストローが集まったような
構造をしています。イラスト5のようにキノコの菌糸
は木材中に侵入し，ストローの壁（セルロースやリグ
ニンなど）を食しながら次々と侵攻します。菌糸とほ
ぼ同様に，溶液状の防腐剤であれば木材中に入れるこ
とが簡単なように思えます。しかし，ストローの穴が
狭いことや単純なストロー構造ではないことなどの現
実が立ちはだかり，木材中に防腐剤をしみ込ませるこ
とが簡単ではないことを木材保存科勤務で学びました。

　　

　　 

（つづく）

■はじめに
生物材料の木材を，より広く利活用するための技術
開発を担う道立組織が林産試験場です。「道内の中小
企業のための研究・開発部門を林産試が代行します」，
と採用当時の首脳陣から伝えられた記憶があります。
それまで国家公務員を通算で7年間体験していた小生
としては，林産分野を知らない青二才でありながらも
『道内』の縛りが付いていることに不思議な窮屈さを
感じつつ，旭川での新生活がスタートしました。

■微生物制御分野との出会い
林産試験場で最初の2年間余りは木材保存を担当す
る部署へ所属し，次の10年弱がキノコ栽培を担当す
る部署での勤務でした。木材保存科には，土木・建築
材料用の木材を木材腐朽菌（キノコ）やシロアリに食
べられ難くする防腐・防虫技術の開発と建築材料とし
ての木材を燃えにくくする難燃技術の開発の二大ミッ
ションがありました。同様に，キノコ栽培の微生物利
用科にも栽培方法の改良や新規生産技術の開発と栽培
用新品種の育成を行う二大ミッションがありました。
主に小生は，防腐技術の開発およびその関連業務と
キノコ栽培技術の改良や新規生産技術の開発を担当し
ました。より具体的には，土木・建築材料の木材をキ
ノコの攻撃から守る業務と木材を食べて成長するキノ
コの増殖活動を支援する業務を担いました。人の立場
のみから判断して有害・邪魔なキノコを退治する，ま
たは必要・有益なキノコを増やして利用するという真
逆の仕事の体験でした。
今回のテーマは「微生物制御」（微生物＋制御）で
す。意味としては，特定の微生物の数量を人の都合で
コントロール（減らすか，増やすか）することです。
すでにお気づきと察しますが，林産業で制御対象とな
る特定の微生物とは，主に木材腐朽菌のキノコです
（イラスト1）。

■生活の中での微生物退治例
今更ですが，2020年初頭からのコロナ禍により3密

回避が求められています（イラスト2）。同イラスト
には新型コロナウイルスを不活性化（殺す）するため
の方法は示されていませんが，これら3つの行動は全
て微生物退治の取り組みです。新型コロナウイルスは
生きている人の体内で増殖して悪さ，すなわち感染者
の発病と感染者の拡大を引き起こします。

3密回避で発病者の治療は無理ですが，感染者の増
大を抑えることができます。もしも感染者を含むたく
さんの人が密閉空間に集まって接近状態で会話・飲食
をすると，密接空間中のウイルス濃度が上昇して感染

    

注：イラスト1と同じ 

    
 

注：イラスト1と同じ 

イラスト3．生きた微生物が入っている食品例

イラスト4．姫が食べなければ毒リンゴ効果はなし！

納豆菌

乳酸菌

毒入りのリンゴ

     

 イラスト5．木材中を侵攻するキノコ菌糸の様子

木口面

板目/
柾目面

キノコの
菌糸たち

注：林産試だより 1986 年 9 月号 「木は腐るとどうなる

か」から引用，一部改変                           


