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１ 顧問による情報提供活動、経営へのアドバイス

賛助会員企業などからの要請を受け、推進機構の顧問が直接訪問して情報提供や経営へのアドバイ
スなどを行います。また、業界団体等が主催する講演会や研修会の講師も受け付けております。

２ 技術コンサルタントによる指導

木材に関する知識及び経験を有する専門家を｢技術コンサルタント｣に委嘱しており、木材関連企業
の技術向上のお手伝いをいたします。製品開発や製造工程に関する技術的なことなどお気軽にご相
談ください。

３ 依頼試験の実施

企業等からの依頼を受けて｢強度｣｢含水率｣｢接着性能｣｢ホルムアルデヒド放散量｣などの各種試験を
木材高度加工研究所の協力を得て行っています。詳細は当機構のＷＥＢサイトをご覧ください。

木材加工推進機構の事業をご利用ください

お知らせ （開催予定のイベント・会議情報など）

・令和3年4月 6日(火) 秋田県立大学 入学式

・令和3年4月12日(火) 秋田県森づくり推進課長会議

・令和3年4月13日(水) 秋田県森づくり推進課班長会議

秋田県木連主催で3回目 相互筑波市場での秋田県産材展

木高研では年に１回、木材産業技術の高度化や新たな木材利用技
術・製品の開発などの研究成果や取り組んでいる課題について発表す
る機会を設けています。今年度は2月1日に能代市文化会館で開催され
ました。新型コロナウイルスの感染症が小康状態になったとはいえ、
会場では参加者の体温測定や手指の消毒、座席間隔を空けるなど感染
予防策が講じられる中、林材業界および行政関係者など100名が参加し
ました。
高田克彦所長・教授は冒頭、開所以来25年を経た木高研の役割・使

命について｢産官学の『学』の立場で『研究開発』をおこない､また
『人を育てる』ということ。これまでの25年間もそうであったし、こ
れからも重要な課題となっていく｣と語り､その上で｢2050年には『木材
研究に関しては秋田県立大学の木高研がトップだ』と言われるようになりたい｣と決意を披露しました。
『脱炭素社会の実現に向けた森林資源の利活用の重要性』に関する講演の中では、木材の合法性や持続可能性な
ど社会的価値が求められ、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）という言葉が出てくるようになった背景について国内
外の情勢を紹介しながら、国連森林戦略計画との関係について言及。｢ここで掲げられている目標は、木高研が最
初から掲げていた目標とまったく同じだ｣と強調。
生物資源(バイオマス)やバイオテクノロジーを活用して気候変動や食糧問題といった地球規模の課題を解決し、

持続可能な成長を目指す『バイオエコノミー』に触れながら､「材料調達、生産、加工、輸送、マーケット・販売
戦略すべてに関連する概念である」ことを説明。「木質系材料を使うことは､社会・自然・環境のためにもプラス

になることは誰もが知っている。しかし、まだ社会実装につながってい
ない」現状を指摘した上で、「そこを何とかして理念的にカバーしよう
というのが、バイオエコノミーだ」と唱えました。
「林業・木材産業はまさにこの理念の下に化石資源から木質資源に代え
ていく産業。これまでのビジネスモデルの延長線上にはない、新たなビ
ジネスモデルの構築が必要になる」と訴え、ともに取り組んでいこうと
呼びかけました。
このほか、野田龍准教授が「スギ材を用いたクマ被害対策への取り組

みについて」、栗本康司教授が「隅に置けない炭のはなし」というテー
マで講演をおこないました。

木高研の令和２年度講演会

ＳＤＧｓやバイオエコノミーなどへの取り組みを呼びかける

秋田県のコロナ対策事業

人事消息

◇佐藤正仁参与は鹿角地域振興局森づくり推進課へ
推進機構の佐藤参与は、4月1日付けの秋田県定期人事異動で鹿角地域振興局森づくり推進課 副主幹として転出す

ることとなりました。後任には北秋田地域振興局森づくり推進課の小笠原正太副主幹が発令されました。
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32社が運搬経費支援事業を活用
昨年春以降、新型コロナ感染症拡大に伴う新設住宅着工戸数の減少で、製材品の販売不振や販売単価の下落など製材

工場の経営環境が厳しくなりました。このため秋田県では県外に出荷する企業に対して運搬経費を支援する「あきた材
県外出荷緊急支援事業」を実施しました。新型コロナ感染症は、昨年1月に国内で初の感染者が報告されて以来、全国
に拡大して蔓延状態となり3月には緊急事態宣言が出されました。感染率が高いため木材流通や住宅建築現場での工事
が中断したほか、建築契約の先延べや解約が相次ぎました。
補助金額は製材品1㎥当たり2,000円とし、補助金の交付申請を年4回としました。この補助金を活用した製材工場は

32社で、最終の3月受付け分で予算額7,400万円は全額執行されました。対象となった材積は37,000㎥。製材工場の規模
は量産タイプから銘木製品など付加価値の高い製品の運搬経費に活用した工場もあります。
秋田県で生産される製材製品の6割近くが県外に向けて販売されています。今回の支援事業では、関東甲信・北関

東・北陸・東海・東北地域のほか、中部・中京、関西、四国・九州あるいは北海道方面にも比率は少ないながらも販売
されていました。

◇

製品保管庫整備事業では4企業が活用
同じく秋田県が令和2年度に実施した緊急支援事業として、「木製品保管施設

整備事業」があります。新型コロナ感染症の拡大で木材・木製品需要が減少し、
木材関連企業の製品出荷量の減少や在庫量の増加で品質管理や出荷作業に支障
をきたしていることから、製品保管庫の整備に対して補助する事業です。
補助の対象となる保管庫は、1)県産材を原料とした製材品、集成材、フロー

リングなど製品保管庫、2)構造は木造、3)建設費用が500万円以上であることな
どの要件があり、補助金額は建築費用の2分の1以内とされました。事業に申請
があって採択されたのは製材、チップ製造の4企業で実績は5棟でした。補助金
総額は3,290万円でした。
製品保管庫を建設したしたある工場では「在庫が溜る一方だったので補助金

を利用できたよかった」と話しています。
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関心を集めていたのは秋田スギでは高樹齢大径材を原材
料とした柾取りの製材・乾燥技術が産み出した薄板や中厚
物製品。地域材として各種広葉樹の個性的な表情を浮き上
がらせたフローリング。ブナやナラ、クリ、カバといった
レギュラー品だけではなく、あまり目にすることのないオ
ニグルミの独特な渋い色合いと木目に惹きつけられて立ち
止まる来場者が目につきました。スギやヒノキの板を幅は
ぎしてリブ加工した壁面材も仕上がりのイメージを膨らま
せていました。

秋田木高研の研究成果として展示された「円筒ＬＶＬ」
には、新しい構造材として提案・実用化できる可能性が引
き出せそうだなどといった評価がありました｡「やわらかい
木」に対しては、曲げた状態で固定できるのか、また長
さ・厚さ・幅はどこまで製造が可能かなどの質問が寄せら
れました。

店舗や施設の空間デザイン・ディスプレーに関連する製
品・素材、サービス等を紹介する「JAPAN SHOP 2021」が3
月9日から12日まで東京晴海の東京ビッグサイトで開催さ
れました。建設や資材に関する総合展「建築・建材展
2021」と同時に開催されました。出展企業数は125社(団体
含む)で、新型コロナ感染症の拡大懸念で中止となった昨
年はともかく、1昨年(2019年)182社と比べて3割強の減少
となりました。

2 ５

木材加工推進機構から木材高度加工研究所から

教授 栗本康司『一乗谷朝倉氏遺跡出土焼損文書』の保存について

木材高度加工研究所 教授 山内 繁

○

○

試験体

載荷状況載荷状況

試験体埋設

然災害への対応、地域と伝統産業の可能性、流通や小売の新
展開に至るまで、｢時節柄｣ともいえる幅広いテーマの出展が
目につきました。
環境意識の高まりから持続可能な建築資材として木材の利

用が進む中、秋田県木連は単独でブースを設営して秋田の多
彩な木材・木材加工製品を展示。全国から来場した建設・設
計企業、商社ほか流通・家具・木工などメーカー・エンド
ユーザーにＰＲ。スタッフは製品の性能・品質、規格や価格
などに関する問い合わせ、また供給可能量、継続的な出荷は
可能かなどといった質問や照会に対応していました。

○
秋田県木連は、本格的な利用期を迎えたスギ人工林に加え、

天然林から生産される素材のほか外国産の針・広葉樹など多
彩な素材を高度な加工技術で生産した内装材をメインに、い
わゆる「役物」を主とした製品を出展。無垢材製品だけでな
く構造用・造作用集成材など加工技術を前面に押し出しまし
た。変化するマーケットや局面にフレキシブルに対応できる
伝統ある業界の存在をアピールする狙いです。

商業店舗や各種施設の空
間デザイン・ディスプレー
に関連する製品・素材など
を紹介する展示会として知
られるJAPAN SHOP。新型コ
ロナ禍で各界が直面してい
る抗菌や抗ウイルスなど公
衆衛生や健康、持続可能性
実現への取り組みから、自 新しい素材を探していた

という内装デザイン業者は、
｢商品化へ夢の持てる素材
として活かしたい」と受け
止めていたほか、介護事業
関係者はリハビリ用品に、
また幼児教育関係者は遊具
として使えそうと語りなが
ら、それぞれ「詳しい資料

が欲しい」と名刺を置いていく来場者が相次ぎました。ど
ちらも創意に富んだ魅力を発信できたようです。

○
新型コロナ感染症には縁のなかった2年前の2019年には

「建築・建材展2019」と合わせて10万人を超す参加者があ
りましたが、国内でも感染が拡大した昨年は中止となりま
した。事務局の発表では、再び開催された今年は新型コロ
ナをめぐって「緊急事態宣言」下でもありましたので4日
間の会期中で来場者は３万9千人にとどまり、目標として
いた6万人には届きませんでした。

新しい素材・新しい機能に注目集まる
「JAPAN SHOP 2021」を見る

秋田県木材加工推進機構の令和2年度理事会は3月17日に木
高研の研修室で開催され､8名の理事全員と監事2名、秋田県
および能代市から担当の職員が出席しました。
議案審議に先立って秋元秀樹代表理事が「新型コロナウイ

ルス感染症が全世界に拡大し、国内でも緊急事態宣言が出さ
れるなど、見通しが立たない状況となっている。経済的な打
撃も深刻化しており、林業・木材業界にも大きな影響を与え
ている」と挨拶し、木材需給や木材市況が変動している現状
についても語りました。

また､「地球温暖化防止や
持続可能性の側面から環境
を重視した経営に取り組む
企業が増えている。プラス
チックの代替として木材を
採用する動きや建築物を木
造化する動きが見られる。
このような状況は地域の木
材産業振興に貢献できる

1)令和3年度の事業計画および収支予算・資金調達、設備
投資の見込み、2)借入金の限度額の設定、3)顧問の選任など、
上程された議案はいずれも原案どおり承認されました。

絶好の機会だ」として、木高研と連携しながら、その取り組
みをいっそう進めていくと結びました。

事業計画では、木材関連業界が品質・性能が確かな製品の
供給で競争力を高め、中高層建築物や非住宅分野での木

造・木質化を推進、また住
宅着工数に影響されない土
木分野などでの用途開拓に
取り組むほか、木高研との
連携を強化して新たな木質
部材・工法の開発を進めま
す。併せて木高研の耐火試
験炉施設を活用した新たな

取り組みを展開します。
具体的には、木材関連産業の振興を図る事業として、①

２時間耐火性能を有する木質耐火部材(柱)開発、②軟弱地
盤基礎工における丸太支持杭の適正配置、③木造・木質化
に精通した建築士の育成研修をはじめとする新しい木質部
材等を学ぶ建築講座の開催などに取り組みます。

木材推進機構の理事会
２時間耐火性能の部材(柱)開発などに取り組む

炭化和紙を用いた裏打ち作業の様子

一乗谷と聞けば歴史好きの方は､｢戦国時代の城下町
がほぼ完全な形で出土した遺跡｣｢信長の軍勢によって
火を放たれ灰燼に帰した｣など思い浮かべるのではない
でしょうか。また、最近では“ブラタモリ｢福井 一乗
谷｣”や“絶対行きたくなる！ニッポン不滅の名城｢一
乗谷｣”などＮＨＫの番組でお知りになった方もおられ
るでしょう。
一乗谷朝倉氏遺跡は城下町全体が良好に遺残してい

るということで、国の特別史跡に指定されています｡ま
た、戦国時代の暮らしや交易などを知る手がかりとな
る資料が眠っていることから長年発掘調査が続けられ
ています。昭和６０年に行われた第５１次発掘調査に
おいて、礎石建物東側にあった大瓶ピットの直上から
焼損した紙(焼損紙)が出土しました。調査の結果、焼
損紙の出た屋敷の住人は中規模程度の屋敷地に住む医
師であり､焼損紙は医書『湯液本草』の写本であること
がわかりました。
一方、出土した焼損紙は、発掘当初に一次処理とし

て水洗により表面の大きな土砂を除いたのみで、その
多くは焼損した数葉が重なった状態で保管されてきま
した。文字の視認性を高めることにより資料の利活用
を進め、かつ、安定した保管を行うためには適切な保
存処理が必要と判断されました。

○

焼損紙は、織田信長の焼き討ちが原因で炭化した和紙
の一部が分解せずに残ったものです。おそらく、そのま
ま埋まっていれば、有機物は分解して跡形もなかったで
しょう。一方、このような炭化した和紙の保存処理をど
うすれば良いのか事例はありませんでした。しかしなが

ら、専門家の協議により、文字の視認性や取り扱いのしやす
さなどを考慮して「装潢技術をもちいて脆弱な炭化した塊を
一枚ずつ剥がし、個々に裏打ちをして仕上げる」との方針が
決められました。
特別史跡からの出土物ということで、焼損紙は重要文化財

に指定されています。作業による破損は許されません。そこ
で、坪量の異なった和紙を試料に温度を変えて炭化処理をし
て疑似焼損紙を作成しました。
次に、それらを用いて熱分解した端部の繊維状態、しなや

かさ、硬さ、表面亀裂の入りやすさなどを、触診やピンセッ
ト作業により確認しながら、対象遺物のクリーニングや展開
等を想定した作業確認が行われました。併せて、赤外線吸収
スペクトルを用いた分析で、焼損した温度域の推定も行いま
した｡
実際に焼損した『湯液本草』の処理では、状態観察、クリ

ーニング、剥離、展開、裏打ち、マット貼り付けなど多くの
作業があり、これらは国宝修理装潢師連盟が担当しました。
また、事前観察で内部の層構造が確認できない場合には、奈
良文化財研究所でＸ線を用いた調査も実施しました。

○
現在、本事業は終了しており、安定化処理された焼損紙は

一乗谷朝倉氏遺跡資料館の収蔵庫に収められています｡これ
まで確立されていなかった出土焼損紙の保存処理について、
第36回日本文化財科学会大会でポスター発表したところ、表
彰の栄誉を得ました（一乗谷朝倉氏遺跡出土焼損紙の保存処
理II――医書写本『湯液本草』の安定化処理―― 渡邊英明､
高妻洋成、 栗本康司、 山本記子、 川村洋史、 川越光洋、
松本泰典）。選考理由として、実験・分析に基づいた結果を
踏まえての保存処置であること、選択した方法が伝統的な装
潢技術と保存科学を融合させたものであることなどが評価さ

れました。
筆者は、文化財保存を専門とはしてい

ませんが、木高研での研究で得られた知
見や経験を他の関連する分野でも活かし
たいと思って積極的に活動を行ってきま
した。これからも色々な方とコラボレー
ションできればと願っております。

＜用語説明＞
※装潢(そうこう)…主に紙や絹を中心と
する素材で構成された文化財の保存処
理を行う分野の総称。

※坪量(つぼりょう)…洋紙及び板紙1㎡
当たり重量のこと。g/㎡で表示します。

第71回 日本木材学会年次大会 木高研関係者の発表テーマ

日本木材学会の第71回年次大会は3月19～21日に東京
都の東京農工大学府中キャンパスで、日本森林学会の第
132回学会大会と合同で開催されました。新型コロナウ
イルスの感染症が続いていたことから、口頭発表とポス
ター発表はオンライン形式となりました。木高研関係者
の発表テーマは次のとおりです。
《口頭発表》
・落葉広葉樹環孔材における二次木部形成の季節変化
○工藤佳世 高田克彦ほか

・気象要因を考慮した非接地用途外構木材の耐用年数評
価指標の検討 ○大澤朋子ほか

・保存処理材へのツキノワグマによる損傷被害防止に関
する研究－慣れに対する検討 ○野田龍ほか

《ポスター発表》
・中部地方の分布下限に生育するダケカンバの年輪重量成長
量と気候要素の関係 ○沈昱東 工藤佳世 高田克彦ほか

・細胞分画およびDNase処理によるミトコンドリアゲノムDNA
の精製の検討 ○渡辺宇外(千葉工大) 高田克彦ほか

・秋田県におけるスギ雪害抵抗性品種の成長および材質特性
○工藤佳世 沈昱東 高田克彦ほか

・薄物スギCLTの接合部性能および面外せん断性能の評価 ○
岡崎泰男ほか

・鉄含浸法の改良が木材炭化反応へ及ぼす効果 ○山内繁ほ
か

・鉄坦持木材炭化反応における冷却速度の影響 ○山㟁崇之
(成蹊大) 山内繁ほか
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2012年5月撮影 正面はサポートセンター

2019年3月撮影

2010年に施行された｢公共建築物等における木材の利
用の促進に関する法律｣を契機とし、公共建築物の木造
化・木質化が全国的に注目されています。また、ウッド
デッキ、木製外装、木塀等の外構材分野への地域材利用
も進んでいます。
秋田県は林野庁の発行する｢森林林業白書｣に記載され

るように公共建築物の木造化・木質化率は全国トップレ
ベル(2017年度は69.3%で第1位)で、外構材についても街
中の多くに外壁板壁や木塀を見かけることから先進県と
言えると思います。外構分野への木材利用は、街の景観
向上の観点からぜひ推進すべきと考えています。
木材を建築物や外構用途に使用する際、長く安全に使

用するには適切な仕様選択(木材樹種や部位・仕上げ・
薬剤処理の有無や種類)と適切な施工(水の滞留を避ける
等)が重要です。木材の耐久性については、現在各種法
律や仕様書に引用されているものとして、森林総合研究
所の発行する｢木材工業ハンドブック｣に樹種の心材耐久
性を5段階にランク分けしたものがあります。
これは3cm角断面の試験杭を半分地中に埋め込んだ野

外試験の結果から得られたもので、例えばスギでは｢耐
久性区分：中(野外で5～6.5年の耐用年数)｣とされてい
ます。この場合の耐用年数は3cm角断面の木材が土壌に
接して使用された場合に強度的に使用に耐えなくなるま
での目安で、実際の耐用年数は施工場所の状況、施工方
法、寸法等によって異なるため一概には言えません。
土壌に接しない場合では、土壌からの水の吸い上げや

東日本大震災から10年

まずは災害復興指針と協働復興計画の策定を
准教授 渡辺千明

非接地用途外溝木材の耐用年数予測を目指して
特任助教 大澤朋子

2011年の東日本大震災では、岩手・宮城・福島県の
各地に木造の応急仮設住宅が建設されました。岩手県
遠野市殻町の市役所職員駐車場だった場所に、2011年
7月には｢希望の郷『絆』｣と名付けられた応急仮設住
宅団地(40戸)が建設されています。

住民が集えるサ
ポートセンターを囲
むように高齢者向け
のワンルームが屋根
つき回廊でつながれ、
その周辺には家族向
けの長屋が配置され
ました。市や市内の
木工団地・建設会社
等が協力をして岩手

県産材を調達、建設しています。
2018年には解体した仮設住宅の集成材パネル等を再

活用して、ほぼ同じ敷地に災害公営住宅16戸が整備さ
れました。

東日本大震災では、これまでの災害以上に災害復旧
に地域雇用を生み出すこと、｢創造的復興｣につながる
地域産業の再生に重点が置かれました。

自然災害や新型
コロナウイルス感
染症対応で、事業
規模によらずＢＣ
Ｐ(事業継続計画)
の必要性も浸透し
てきています。東
日本大震災では、
幸いにも秋田県は
他県に比して直接

その後の2012年7月の熊本広域大水害、2016年熊本地
震でも熊本県では災害公営住宅への再利用を想定して、
県産材で応急仮設住宅や集会所を建設しており、今後
の災害対応でもこの方向は変わらないと考えられます。
災害復旧・復興にはスピードが重要です。震災で得ら
れた教訓の一つに、災害が発生してから考え始めたの
では遅い、ということがあげられます。これを踏まえ
て、南海トラフ巨大地震による甚大な被害が想定され
るところでは、復興指針の作成、市民・事業者・行政
協働の復興計画の策定等が進められています。

的被害は軽微でしたが、10年を機に、次の災害への備
えを始めても良いのではないでしょうか。

土壌生物の攻撃がないため耐用年数は延びるはずで、
2倍程度が目安との意見もあります。
日本での野外耐久性試験開始は1958年からと歴史

は古いですが、一貫して接地型の杭試験が行われて
きたことから、建築用途や外構用途の多くで使用さ
れる非接地用途での耐久性を反映しているか疑問の
声もあります。一方、外構用途や木製窓枠等の利用
の多い欧米では、日本と同じ杭試験以外にも非接地
型の用途に即した野外試験が多く行われています。
例えば、窓枠材の接合部を模した形のＬ-ジョイン

トテストやデッキ材を２段に重ねたようなダブルレ
イヤーテストというものがあり、これらの試験結果
と暴露地域の気象要因や、試験木材の含水率の経時
変化を組み合わせ、非接地利用木材の耐用年数予測
に繋げる試みも見られます。日本では非接地型の野
外試験の取り組みは一部で始まったばかりで、耐用
年数予測に繋げる動きはありませんでした。
そこで木高研においては非接地型の野外試験を新

しく開始し腐朽評価のデータを蓄積すると共に、日
本においてはまだ事例のない経時的な含水率推移
データを取得して、腐朽進行要因に木材含水率を考
慮した耐用年数評価を試みています。また、将来的
には耐用年数予測に繋げることを目指しています。
現在、樹種により含水率推移や腐朽進行の差が出

てきており、これを実験室レベルで確認・検証する
ことを計画しています。
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ＳＤＧｓ<エス・ディー・ジーズ=Ｓustainable

Development Goals（持続可能な開発目標）>という言

葉を見聞きすることが多くなりました。これは、2015

年に国連の環境サミットで日本を含む193の加盟国の

全会一致で採択されたアジェンダ(検討課題・行動計

画)です。基本理念として2030年までに「誰一人取り

残さない」ことを掲げており、世界の変革と持続可能

な開発のための行動計画と言えます。

｢貧困をなくそう｣「質の高い教育をみんなに」「エ

ネルギーをみんなに、そしてクリーンに」「産業と技

術革新の基盤をつくろう」｢気候変動に具体的な対策

を｣「陸の豊かさを守ろう」など17の目標と、その達

成のための169のターゲットが見える化されていて企

業が参加しやすいものとなっています。

○

秋田県内でもこのところ企業のウェブサイトやパン

フレット、名刺などに「ＳＤＧｓに取り組んでいま

す」と表示する企業が増えています。持続可能な社会

にしていくために素材生産企業、製材工場、加工メー

カーや流通、そして住宅関連企業など各企業がそれぞ

れの目標を掲げ、その達成に向かって取り組んでいこ

うということです。

林業の世界では、「スマート林業」という言葉が聞

ＳＤＧｓに取り組む業界であることの発信を

かれるようになりました。林業従事者の不足や作業の

効率化といった課題を解決するための取り組みが広

がっています。森林所有者や境界データを基にした航

空レーザーやドローンによる情報通信技術(IOT) を組

み合わせて伐採計画を策定することは、森林生態系の

保護や森林の持続可能な管理などＳＤＧｓが目指す

ゴールにつながります。

木造や木材と鉄を組み合わせた中高層ビルの建設が

各地で相次いでいます。秋田県や木高研が取り組んで

いる木質の2時間耐火部材やＣＬＴといった技術開発

が進み、こうした動きを後押ししています。木材は製

造時のＣＯ２排出量が少なく、木材自体が炭素を蓄え

るため、木造建築は地球温暖化防止に貢献します。

○

このように循環可能な木材資源を使った技術開発の

推進や地球温暖化防止は、ＳＤＧｓが目指す「産業と

技術革新の基盤をつくろう」や「気候変動に具体的な

対策を」といった方向と一致します。ＳＤＧｓが掲げ

る目標に関しては、その達成に取り組まなくても罰則

があるわけではありませんが、林業・木材関連産業は

ＳＤＧｓに積極的に取り組み、社会に貢献している

リーディング産業なのだということを、さまざまな機

会をとらえて発信していきたいものです。



関心を集めていたのは秋田スギでは高樹齢大径材を原材
料とした柾取りの製材・乾燥技術が産み出した薄板や中厚
物製品。地域材として各種広葉樹の個性的な表情を浮き上
がらせたフローリング。ブナやナラ、クリ、カバといった
レギュラー品だけではなく、あまり目にすることのないオ
ニグルミの独特な渋い色合いと木目に惹きつけられて立ち
止まる来場者が目につきました。スギやヒノキの板を幅は
ぎしてリブ加工した壁面材も仕上がりのイメージを膨らま
せていました。

秋田木高研の研究成果として展示された「円筒ＬＶＬ」
には、新しい構造材として提案・実用化できる可能性が引
き出せそうだなどといった評価がありました｡「やわらかい
木」に対しては、曲げた状態で固定できるのか、また長
さ・厚さ・幅はどこまで製造が可能かなどの質問が寄せら
れました。

店舗や施設の空間デザイン・ディスプレーに関連する製
品・素材、サービス等を紹介する「JAPAN SHOP 2021」が3
月9日から12日まで東京晴海の東京ビッグサイトで開催さ
れました。建設や資材に関する総合展「建築・建材展
2021」と同時に開催されました。出展企業数は125社(団体
含む)で、新型コロナ感染症の拡大懸念で中止となった昨
年はともかく、1昨年(2019年)182社と比べて3割強の減少
となりました。

2 ５

木材加工推進機構から木材高度加工研究所から

教授 栗本康司『一乗谷朝倉氏遺跡出土焼損文書』の保存について

木材高度加工研究所 教授 山内 繁

○

○

試験体

載荷状況載荷状況

試験体埋設

然災害への対応、地域と伝統産業の可能性、流通や小売の新
展開に至るまで、｢時節柄｣ともいえる幅広いテーマの出展が
目につきました。
環境意識の高まりから持続可能な建築資材として木材の利

用が進む中、秋田県木連は単独でブースを設営して秋田の多
彩な木材・木材加工製品を展示。全国から来場した建設・設
計企業、商社ほか流通・家具・木工などメーカー・エンド
ユーザーにＰＲ。スタッフは製品の性能・品質、規格や価格
などに関する問い合わせ、また供給可能量、継続的な出荷は
可能かなどといった質問や照会に対応していました。

○
秋田県木連は、本格的な利用期を迎えたスギ人工林に加え、

天然林から生産される素材のほか外国産の針・広葉樹など多
彩な素材を高度な加工技術で生産した内装材をメインに、い
わゆる「役物」を主とした製品を出展。無垢材製品だけでな
く構造用・造作用集成材など加工技術を前面に押し出しまし
た。変化するマーケットや局面にフレキシブルに対応できる
伝統ある業界の存在をアピールする狙いです。

商業店舗や各種施設の空
間デザイン・ディスプレー
に関連する製品・素材など
を紹介する展示会として知
られるJAPAN SHOP。新型コ
ロナ禍で各界が直面してい
る抗菌や抗ウイルスなど公
衆衛生や健康、持続可能性
実現への取り組みから、自 新しい素材を探していた

という内装デザイン業者は、
｢商品化へ夢の持てる素材
として活かしたい」と受け
止めていたほか、介護事業
関係者はリハビリ用品に、
また幼児教育関係者は遊具
として使えそうと語りなが
ら、それぞれ「詳しい資料

が欲しい」と名刺を置いていく来場者が相次ぎました。ど
ちらも創意に富んだ魅力を発信できたようです。

○
新型コロナ感染症には縁のなかった2年前の2019年には

「建築・建材展2019」と合わせて10万人を超す参加者があ
りましたが、国内でも感染が拡大した昨年は中止となりま
した。事務局の発表では、再び開催された今年は新型コロ
ナをめぐって「緊急事態宣言」下でもありましたので4日
間の会期中で来場者は３万9千人にとどまり、目標として
いた6万人には届きませんでした。

新しい素材・新しい機能に注目集まる
「JAPAN SHOP 2021」を見る

秋田県木材加工推進機構の令和2年度理事会は3月17日に木
高研の研修室で開催され､8名の理事全員と監事2名、秋田県
および能代市から担当の職員が出席しました。
議案審議に先立って秋元秀樹代表理事が「新型コロナウイ

ルス感染症が全世界に拡大し、国内でも緊急事態宣言が出さ
れるなど、見通しが立たない状況となっている。経済的な打
撃も深刻化しており、林業・木材業界にも大きな影響を与え
ている」と挨拶し、木材需給や木材市況が変動している現状
についても語りました。

また､「地球温暖化防止や
持続可能性の側面から環境
を重視した経営に取り組む
企業が増えている。プラス
チックの代替として木材を
採用する動きや建築物を木
造化する動きが見られる。
このような状況は地域の木
材産業振興に貢献できる

1)令和3年度の事業計画および収支予算・資金調達、設備
投資の見込み、2)借入金の限度額の設定、3)顧問の選任など、
上程された議案はいずれも原案どおり承認されました。

絶好の機会だ」として、木高研と連携しながら、その取り組
みをいっそう進めていくと結びました。

事業計画では、木材関連業界が品質・性能が確かな製品の
供給で競争力を高め、中高層建築物や非住宅分野での木

造・木質化を推進、また住
宅着工数に影響されない土
木分野などでの用途開拓に
取り組むほか、木高研との
連携を強化して新たな木質
部材・工法の開発を進めま
す。併せて木高研の耐火試
験炉施設を活用した新たな

取り組みを展開します。
具体的には、木材関連産業の振興を図る事業として、①

２時間耐火性能を有する木質耐火部材(柱)開発、②軟弱地
盤基礎工における丸太支持杭の適正配置、③木造・木質化
に精通した建築士の育成研修をはじめとする新しい木質部
材等を学ぶ建築講座の開催などに取り組みます。

木材推進機構の理事会
２時間耐火性能の部材(柱)開発などに取り組む

炭化和紙を用いた裏打ち作業の様子

一乗谷と聞けば歴史好きの方は､｢戦国時代の城下町
がほぼ完全な形で出土した遺跡｣｢信長の軍勢によって
火を放たれ灰燼に帰した｣など思い浮かべるのではない
でしょうか。また、最近では“ブラタモリ｢福井 一乗
谷｣”や“絶対行きたくなる！ニッポン不滅の名城｢一
乗谷｣”などＮＨＫの番組でお知りになった方もおられ
るでしょう。
一乗谷朝倉氏遺跡は城下町全体が良好に遺残してい

るということで、国の特別史跡に指定されています｡ま
た、戦国時代の暮らしや交易などを知る手がかりとな
る資料が眠っていることから長年発掘調査が続けられ
ています。昭和６０年に行われた第５１次発掘調査に
おいて、礎石建物東側にあった大瓶ピットの直上から
焼損した紙(焼損紙)が出土しました。調査の結果、焼
損紙の出た屋敷の住人は中規模程度の屋敷地に住む医
師であり､焼損紙は医書『湯液本草』の写本であること
がわかりました。
一方、出土した焼損紙は、発掘当初に一次処理とし

て水洗により表面の大きな土砂を除いたのみで、その
多くは焼損した数葉が重なった状態で保管されてきま
した。文字の視認性を高めることにより資料の利活用
を進め、かつ、安定した保管を行うためには適切な保
存処理が必要と判断されました。

○

焼損紙は、織田信長の焼き討ちが原因で炭化した和紙
の一部が分解せずに残ったものです。おそらく、そのま
ま埋まっていれば、有機物は分解して跡形もなかったで
しょう。一方、このような炭化した和紙の保存処理をど
うすれば良いのか事例はありませんでした。しかしなが

ら、専門家の協議により、文字の視認性や取り扱いのしやす
さなどを考慮して「装潢技術をもちいて脆弱な炭化した塊を
一枚ずつ剥がし、個々に裏打ちをして仕上げる」との方針が
決められました。
特別史跡からの出土物ということで、焼損紙は重要文化財

に指定されています。作業による破損は許されません。そこ
で、坪量の異なった和紙を試料に温度を変えて炭化処理をし
て疑似焼損紙を作成しました。
次に、それらを用いて熱分解した端部の繊維状態、しなや

かさ、硬さ、表面亀裂の入りやすさなどを、触診やピンセッ
ト作業により確認しながら、対象遺物のクリーニングや展開
等を想定した作業確認が行われました。併せて、赤外線吸収
スペクトルを用いた分析で、焼損した温度域の推定も行いま
した｡
実際に焼損した『湯液本草』の処理では、状態観察、クリ

ーニング、剥離、展開、裏打ち、マット貼り付けなど多くの
作業があり、これらは国宝修理装潢師連盟が担当しました。
また、事前観察で内部の層構造が確認できない場合には、奈
良文化財研究所でＸ線を用いた調査も実施しました。

○
現在、本事業は終了しており、安定化処理された焼損紙は

一乗谷朝倉氏遺跡資料館の収蔵庫に収められています｡これ
まで確立されていなかった出土焼損紙の保存処理について、
第36回日本文化財科学会大会でポスター発表したところ、表
彰の栄誉を得ました（一乗谷朝倉氏遺跡出土焼損紙の保存処
理II――医書写本『湯液本草』の安定化処理―― 渡邊英明､
高妻洋成、 栗本康司、 山本記子、 川村洋史、 川越光洋、
松本泰典）。選考理由として、実験・分析に基づいた結果を
踏まえての保存処置であること、選択した方法が伝統的な装
潢技術と保存科学を融合させたものであることなどが評価さ

れました。
筆者は、文化財保存を専門とはしてい

ませんが、木高研での研究で得られた知
見や経験を他の関連する分野でも活かし
たいと思って積極的に活動を行ってきま
した。これからも色々な方とコラボレー
ションできればと願っております。

＜用語説明＞
※装潢(そうこう)…主に紙や絹を中心と
する素材で構成された文化財の保存処
理を行う分野の総称。

※坪量(つぼりょう)…洋紙及び板紙1㎡
当たり重量のこと。g/㎡で表示します。

第71回 日本木材学会年次大会 木高研関係者の発表テーマ

日本木材学会の第71回年次大会は3月19～21日に東京
都の東京農工大学府中キャンパスで、日本森林学会の第
132回学会大会と合同で開催されました。新型コロナウ
イルスの感染症が続いていたことから、口頭発表とポス
ター発表はオンライン形式となりました。木高研関係者
の発表テーマは次のとおりです。
《口頭発表》
・落葉広葉樹環孔材における二次木部形成の季節変化
○工藤佳世 高田克彦ほか

・気象要因を考慮した非接地用途外構木材の耐用年数評
価指標の検討 ○大澤朋子ほか

・保存処理材へのツキノワグマによる損傷被害防止に関
する研究－慣れに対する検討 ○野田龍ほか

《ポスター発表》
・中部地方の分布下限に生育するダケカンバの年輪重量成長
量と気候要素の関係 ○沈昱東 工藤佳世 高田克彦ほか

・細胞分画およびDNase処理によるミトコンドリアゲノムDNA
の精製の検討 ○渡辺宇外(千葉工大) 高田克彦ほか

・秋田県におけるスギ雪害抵抗性品種の成長および材質特性
○工藤佳世 沈昱東 高田克彦ほか

・薄物スギCLTの接合部性能および面外せん断性能の評価 ○
岡崎泰男ほか

・鉄含浸法の改良が木材炭化反応へ及ぼす効果 ○山内繁ほ
か

・鉄坦持木材炭化反応における冷却速度の影響 ○山㟁崇之
(成蹊大) 山内繁ほか
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木材加工最前線
◇木材高度加工研究所から

① 『一乗谷朝倉氏遺跡出土焼損文書』の保存について 教授 栗本 康司
②第７１回日本木材学会年次大会 木高研関係者の発表テーマ
③東日本大震災から10年 まずは災害復興指針と協復興計画の策定を 准教授 渡辺 千明
④非接地用途外構木材の耐用年数予測を目指して 特任助教 大澤 朋子
⑤ＳＤＧｓに取り組む業界であることの発信を

◇木材加工推進機構から
・「JAPAN SHOP 2021」を見る 新しい素材・新しい機能に注目集まる
・理事会開催 ２時間耐火性能の部材(柱)開発などに取り組む
・秋田県のコロナ対策事業の成果
・お知らせ・人事消息

令和 3 年 3月30日
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１ 顧問による情報提供活動、経営へのアドバイス

賛助会員企業などからの要請を受け、推進機構の顧問が直接訪問して情報提供や経営へのアドバイ
スなどを行います。また、業界団体等が主催する講演会や研修会の講師も受け付けております。

２ 技術コンサルタントによる指導

木材に関する知識及び経験を有する専門家を｢技術コンサルタント｣に委嘱しており、木材関連企業
の技術向上のお手伝いをいたします。製品開発や製造工程に関する技術的なことなどお気軽にご相
談ください。

３ 依頼試験の実施

企業等からの依頼を受けて｢強度｣｢含水率｣｢接着性能｣｢ホルムアルデヒド放散量｣などの各種試験を
木材高度加工研究所の協力を得て行っています。詳細は当機構のＷＥＢサイトをご覧ください。

木材加工推進機構の事業をご利用ください

お知らせ （開催予定のイベント・会議情報など）

・令和3年4月 6日(火) 秋田県立大学 入学式

・令和3年4月12日(火) 秋田県森づくり推進課長会議

・令和3年4月13日(水) 秋田県森づくり推進課班長会議

秋田県木連主催で3回目 相互筑波市場での秋田県産材展

木高研では年に１回、木材産業技術の高度化や新たな木材利用技
術・製品の開発などの研究成果や取り組んでいる課題について発表す
る機会を設けています。今年度は2月1日に能代市文化会館で開催され
ました。新型コロナウイルスの感染症が小康状態になったとはいえ、
会場では参加者の体温測定や手指の消毒、座席間隔を空けるなど感染
予防策が講じられる中、林材業界および行政関係者など100名が参加し
ました。
高田克彦所長・教授は冒頭、開所以来25年を経た木高研の役割・使

命について｢産官学の『学』の立場で『研究開発』をおこない､また
『人を育てる』ということ。これまでの25年間もそうであったし、こ
れからも重要な課題となっていく｣と語り､その上で｢2050年には『木材
研究に関しては秋田県立大学の木高研がトップだ』と言われるようになりたい｣と決意を披露しました。
『脱炭素社会の実現に向けた森林資源の利活用の重要性』に関する講演の中では、木材の合法性や持続可能性な
ど社会的価値が求められ、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）という言葉が出てくるようになった背景について国内
外の情勢を紹介しながら、国連森林戦略計画との関係について言及。｢ここで掲げられている目標は、木高研が最
初から掲げていた目標とまったく同じだ｣と強調。
生物資源(バイオマス)やバイオテクノロジーを活用して気候変動や食糧問題といった地球規模の課題を解決し、

持続可能な成長を目指す『バイオエコノミー』に触れながら､「材料調達、生産、加工、輸送、マーケット・販売
戦略すべてに関連する概念である」ことを説明。「木質系材料を使うことは､社会・自然・環境のためにもプラス

になることは誰もが知っている。しかし、まだ社会実装につながってい
ない」現状を指摘した上で、「そこを何とかして理念的にカバーしよう
というのが、バイオエコノミーだ」と唱えました。
「林業・木材産業はまさにこの理念の下に化石資源から木質資源に代え
ていく産業。これまでのビジネスモデルの延長線上にはない、新たなビ
ジネスモデルの構築が必要になる」と訴え、ともに取り組んでいこうと
呼びかけました。
このほか、野田龍准教授が「スギ材を用いたクマ被害対策への取り組

みについて」、栗本康司教授が「隅に置けない炭のはなし」というテー
マで講演をおこないました。

木高研の令和２年度講演会

ＳＤＧｓやバイオエコノミーなどへの取り組みを呼びかける

秋田県のコロナ対策事業

人事消息

◇佐藤正仁参与は鹿角地域振興局森づくり推進課へ
推進機構の佐藤参与は、4月1日付けの秋田県定期人事異動で鹿角地域振興局森づくり推進課 副主幹として転出す

ることとなりました。後任には北秋田地域振興局森づくり推進課の小笠原正太副主幹が発令されました。
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32社が運搬経費支援事業を活用
昨年春以降、新型コロナ感染症拡大に伴う新設住宅着工戸数の減少で、製材品の販売不振や販売単価の下落など製材

工場の経営環境が厳しくなりました。このため秋田県では県外に出荷する企業に対して運搬経費を支援する「あきた材
県外出荷緊急支援事業」を実施しました。新型コロナ感染症は、昨年1月に国内で初の感染者が報告されて以来、全国
に拡大して蔓延状態となり3月には緊急事態宣言が出されました。感染率が高いため木材流通や住宅建築現場での工事
が中断したほか、建築契約の先延べや解約が相次ぎました。
補助金額は製材品1㎥当たり2,000円とし、補助金の交付申請を年4回としました。この補助金を活用した製材工場は

32社で、最終の3月受付け分で予算額7,400万円は全額執行されました。対象となった材積は37,000㎥。製材工場の規模
は量産タイプから銘木製品など付加価値の高い製品の運搬経費に活用した工場もあります。
秋田県で生産される製材製品の6割近くが県外に向けて販売されています。今回の支援事業では、関東甲信・北関

東・北陸・東海・東北地域のほか、中部・中京、関西、四国・九州あるいは北海道方面にも比率は少ないながらも販売
されていました。

◇

製品保管庫整備事業では4企業が活用
同じく秋田県が令和2年度に実施した緊急支援事業として、「木製品保管施設

整備事業」があります。新型コロナ感染症の拡大で木材・木製品需要が減少し、
木材関連企業の製品出荷量の減少や在庫量の増加で品質管理や出荷作業に支障
をきたしていることから、製品保管庫の整備に対して補助する事業です。
補助の対象となる保管庫は、1)県産材を原料とした製材品、集成材、フロー

リングなど製品保管庫、2)構造は木造、3)建設費用が500万円以上であることな
どの要件があり、補助金額は建築費用の2分の1以内とされました。事業に申請
があって採択されたのは製材、チップ製造の4企業で実績は5棟でした。補助金
総額は3,290万円でした。
製品保管庫を建設したしたある工場では「在庫が溜る一方だったので補助金

を利用できたよかった」と話しています。
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