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日本木材学会では、日本森林学会、土木学会との連携により「土木における木材の利用拡大に関する

横断的研究会（委員長：今村祐嗣京都大学名誉教授）」を平成19年9月に発足させ、土木分野での木材利

用拡大を目指し、調査研究活動やシンポジウムの開催など種々の活動に取り組んでいます。 

また、筆者も所属する土木学会では、この３学会による横断的研究会の受け皿として平成21年5月に

「木材工学特別委員会（委員長：早稲田大学 濱田政則教授）」を設置して積極的な活動を進めていま

す。今回報告する「第９回木材利用研究発表会（木橋技術に関するシンポジウム）」は、昨年度まで土

木学会（担当：鋼構造委員会木橋技術に関するシンポジウム運営小委員会）において毎年開催されてき

た「木橋技術に関するシンポジウム」をこの横断的研究会と木材工学特別委員会が引き継いだもので、

日本木材学会、日本森林学会との共催で初めて開催されました。 

 

第９回木材利用研究発表会（木橋技術に関するシンポジウム） 

日 時：平成 22 年 8 月 26 日(木)、27 日（金）、 
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共 催：日本森林学会、一般社団法人日本木材学会 

後 援：(社)日本建築学会、(社)砂防学会、(社)日本木材保存協会、(社)日本木材加工技術協会、 

木橋技術協会 

 

研究対象が木橋技術に関する内容から、土木分野における木材利用全般を対象にした内容に拡大され

たため、今回の発表では、木橋、木製ダム、木杭を利用した地盤改良、木製構造物の耐久性、木材のカ

スケード利用など21件の多岐にわたる研究報告があり、木材分野、土木分野の技術者や研究者、学生な

ど約60名の参加者による活発な質疑がなされました。また、二日目の午後には「土木における木材利用

と木材の耐久性向上策」と題して横断的研究会の委員長でもある今村祐嗣京都大学名誉教授による特別

講演が行われ、生物劣化や木材保存処理技術など、これから木材を利用しようとする土木技術者にとっ

て示唆に富んだ講義となりました。これらの研究報告や特別講演の内容は以下に目次を示すように論文

報告集としてまとめられていますが、（社）土木学会事務局出版事業課（TEL :03-3355-3444 , E-mail: 

pub@jsce.or.jp）までご連絡いただければ購入が可能です。 

国産材の利用拡大を進めることを目的とした「公共建築物木材利用促進法」では、公共建築物の木材

化を進めるだけでなく、住宅や土木工作物（ガードレール、遮音壁、公園施設など）への木材利用の促

進にも努めることが明記されているように、地球温暖化防止への貢献や公共構造物に求められる景観性

の観点などから土木分野における木材の利用拡大が注目されています。３学会の横断的研究会では今回

の木材利用研究発表会や３月に開催予定の木材利用シンポジウムを定期的に開催するほか、土木分野に

おいて400万m3/年の木材需要を目指したロードマップの作製や政策提言、そしてこれを実現するための

技術開発などに取り組んでいます。 

＊土木における木材の利用拡大に関する横断的研究会 http://tbl.tec.fukuoka-u.ac.jp/3-ohdan/ 
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第９回木材利用研究発表会の会場の様子 

 

  

今村先生による特別講演 

 

  

懇親会の様子（写真左は濱田先生による挨拶の様子） 
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