
1. 生産性・経済面への効果の実証 

大学の実習棟内（三重大学生物資源学部共同実験棟 C 棟、三重県津市栗真町屋町 1577）において、

以下の 3仕様、 

◎新建材（ハピアフロア、複合フローリング（MDF＋合板）、大建工業株式会社） 

◎樹齢約 50年のスギの中温乾燥材（以降、50年スギと呼ぶ） 

◎樹齢約 100年のスギのハイブリッド（自然乾燥プラス 45℃低温乾燥）乾燥材（以降、100年ス

ギと呼ぶ） 

をフローリングに使用した部屋を建設した場合の生産性・経済面への効果は現状不明である。今後、

地産地消や地産都消を念頭においた場合、その効果を実証することは必要不可欠である。 

 

1.1 疇地製材所 スギ板材製品 経済波及効果分析結果 

評価対象：スギ板材製品 1m２ 100年生スギ 30,000円/m２ 

分析方法：平成 27年（2015年）三重県産業連関表（188部門表をもとに林業・木材産業に関係の深い

部門を残しその他の部門を統合した独自の 46部門表）をもとに産業連関分析を実施。板材

製品の購入価格（平米単価）を最終需要とした三重県内への経済波及効果を生産誘発額（最

終需要額が地域内の他の産業の生産を誘発した金額）で評価。 

比較対象：地域指定なし板材製品 30,000円/m２ 

シナリオ： 

 【評価対象】 

三重県産 板材製品 

【比較対象】 

地域指定なし板材製品 

原木の産地 三重県内 県内 9％ 

製材・加工地 三重県内 県内 13％ 

消費地 三重県内 三重県内 

※比較対象の産地、製材・加工地の県内自給率は三重県産業連関表の移輸入係数に従っ

て指定したものであり、三重県の木材流通の現状を反映している。 

※評価対象は実際には加工の一部を県外で行っているが、本分析では考慮していない。 

 

分析結果：評価対象の生産誘発額合計は最終需要額を大きく上回った（倍率にして 1.66）のに対し、

比較対象の生産誘発額合計は大きく下回る結果（倍率 0.27）となり、県産材利用製品を選

択的に購入することによる県内への経済波及効果の大きさが明らかとなった。また、林業

部門、木材産業部門への生産誘発額の差はより顕著であり、林業・木材産業の活性化が県

内森林の保全につながるとするならば、評価対象のような流通シナリオの製品の利用拡大

は効果的であるといえる。 

 

表：三重県産スギ板材製品の購入による県内への経済波及効果 

 

 

 

 

 

 

 【評価対象】 

三重県産 板材製品 

【比較対象】 

地域指定なし板材製品 

最終需要額 30,000円 30,000円 

生産誘発額合計 49,894円 8,201円 

うち林業部門  6,824円  896円 

うち木材産業部門  24,134円  3,170円 



 

図：三重県産スギ板材製品の購入による県内への経済波及効果 

（注 生産誘発倍率：最終需要額を 1としたときの生産誘発額の倍率） 

 

1.2 疇地製材所 スギ板材製品のライフサイクル CO2排出評価 

機能単位：スギ板材製品 1m3 

評価範囲：原材料調達プロセスおよび製品製造プロセス 

評価期間：2020年 1月～2020年 12月（1年間） 

評価項目：CO2排出量（kg-CO2） 

 

ライフサイクルフロー図： 

 
 

流通・加工のシナリオ概要： 

三重県産のスギを使用した板材製品。県内の原木市場から調達する三重県産のスギを主な原材料とし、

疇地製材所（三重県尾鷲市）で製材および人工乾燥（熱源：電力）した原板を、加藤木材（埼玉県狭

山市）でモルダー加工し再び疇地製材所に納品。 

 

評価方法： 

ライフサイクルフロー図をもとに、原板製材・人工乾燥プロセスおよび各輸送プロセスについては製
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材所から資源・エネルギーのフォアグラウンドデータを収集し、それ以外のプロセスについてはバッ

クグラウンドデータとして妥当と考えられるシナリオを引用した。これらの収集データに CO2 排出原

単位を乗じて合計する積み上げ法によって評価範囲内で排出される CO2排出量を求めた。 

 

配分・カットオフ： 

原板製材・人工乾燥プロセスにおいて、原板と端材の価格比で端材が 1%を下回ることから、今回は端

材への配分を行わなかった。また、同プロセスにおける副資材由来の CO2 排出量は他の先行事例等か

らわずかであることが知られているためカットオフした。仕上げ加工後の板材を疇地製材所において

最終表面加工を行うが、仕上げ加工プロセスとの二重計上になる可能性があるため考慮しなかった。 

 

評価結果（ライフサイクルインベントリ） 

段階 プロセス 資源・エネルギー 数値 単位 備考 

原材料調達 素材生産 丸太 1.695  m3  

原木輸送 トラック輸送 61.939  tkm 三重県産材を県内から疇地製材

所（三重県尾鷲市）へ：4tトラ

ック積載率 80％, 輸送距離

50km, 復路考慮しない 

製品製造 原板製材 原板 1.203  m3  

電力 455.419  kWh 新電力 

水道 8.067  m3 農業用水のため考慮せず 

ガソリン 0.538  L  

軽油 10.891  L  

原板輸送 トラック輸送 237.333  tkm 疇地製材所（三重県尾鷲市）から

加藤木材（埼玉県狭山市）へ：4t

トラック積載率 80％, 輸送距離

519km, 復路考慮しない 

仕上げ加工 板材製品 1.000  m3  

製品輸送 トラック輸送 197.220  tkm 加藤木材（埼玉県狭山市）から疇

地製材所（三重県尾鷲市）へ：4t

トラック積載率 80％, 輸送距離

519km, 復路考慮しない 

 

評価結果（ライフサイクル CO2） 

スギ板材製品 1m3あたりの CO2排出量は 353 kg-CO2となった。詳細については下表、下図に示す。原

板製材・人工乾燥プロセスからの排出量が全体の 65％を占めていた。評価対象は原板の人工乾燥を熱

源に電力を使用する乾燥機で行っており、これに由来する排出量が大きくなったと推測されるが、工

場内で乾燥機とそれ以外の加工機器との消費電力を切り分けて計測していないため詳細は不明である。 

また、原板を仕上げ加工のために埼玉県狭山市まで往復輸送するプロセスから排出される CO2が全体

の 22％を占めているが、仕上げ加工プロセスを県内の加工施設で行うことで、この往復輸送に由来す

る排出量を大幅に削減できる。 

 

 



表：スギ板材製品 1m3あたりの CO2排出量評価結果 

段階 プロセス 資源・エネ

ルギー 

CO2排出量 

(kg-CO2/m3) 

引用 

原材料

調達 

素材生産 丸太 18.8  一重ら, 木材学会誌(2013) 

原木輸送 トラック輸

送 

10.8  全国通運連盟 CO2排出量計算ページを使用 

生材比重はカーボンフットプリント製品種別基

準（PA-CC-03）附属書 Cからスギ生材密度の平

均値（0.728 kg/m3）を引用 

製品 

製造 

原板製材 電力 199.0  環境省, 算定・報告・公表制度における算定方

法・排出係数一覧 

水道 ---  

ガソリン 1.2  環境省, 算定・報告・公表制度における算定方

法・排出係数一覧 

軽油 28.1  環境省, 算定・報告・公表制度における算定方

法・排出係数一覧 

原板輸送 トラック輸

送 

42.7  全国通運連盟 CO2排出量計算ページを使用 

生材比重はカーボンフットプリント製品種別基

準（PA-CC-03）附属書 Cからスギ気乾密度（0.38 

kg/m3）を引用 

仕上げ加

工 

板材製品 16.9  fuchigami et al., JOWS (2012) 

製品輸送 トラック輸

送 

35.4  全国通運連盟 CO2排出量計算ページを使用 

生材比重はカーボンフットプリント製品種別基

準（PA-CC-03）附属書 Cからスギ気乾密度（0.38 

kg/m3）を引用 

合計 353.0   

 

 

 

図：CO2排出量の内訳 
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2. 心理面・身体面への効果の実証 

前章の 3仕様をフローリングに用いた部屋に短期滞在する人間への心理面・身体面への効果は全く

不明であるが、それらの効果を数値化することは、今後の木材利用において必要不可欠である。そこ

で、以下に示す部屋を 3部屋準備し、各部屋における短期滞在者（以降、被験者と呼ぶ）のストレス・

睡眠の質の評価を行った。 

 

  
図：3仕様の部屋の外観（右から 100年スギ・50年スギ・新建材）および内観（新建材） 

 

 
図：臨床試験に供した部屋の矩形図 
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2.1 臨床試験 

被験者は、7 人の健康な男性（1 名：年齢：24 歳、身長：175 ㎝、体重：77kg）・女性（6 名：平均

年齢：22（21～23）歳、身長：160（155～165）㎝、体重：58（55～70）kg）とした。被験者は、通常

生活においてはいずれも座業であった。被験者は、実験前に実験の手順や自身の体に装着する機器を

習熟した。被験者は、実験開始の最低 2 週前から、7:00 に起床して 23：00 に就寝する生体リズムに

整えた。この期間中、被験者には、体温の不当な変化を防止するため、すべての激しい運動を禁じた。

また、実験日前の最低 3日間、被験者には、カフェイン、アルコール、あるいは大量のカプサイシン

を含んだ食べ物や飲み物の摂取を禁じた。 

被験者のストレス評価には唾液アミラーゼ測定を行い、睡眠の質には、今回、直腸温測定の承認に

関わる倫理委員会が日程的に困難であったため、短期滞在者の皮膚表面温度の測定（10秒おき）とサ

ーマルカメラ撮影（12:00→18:00→23:00→23:30→0:00→1:00→3:00→5:00→7:00→7:30→8:00）で

代用した。また、100VASを行い、短期滞在者の快適感（（0-100）：全体として不快-快適）・温冷感（全

体（0-100）：全体として不快-快適、温冷感（0-100）：温度に関して不快-快適・暑い-寒い・暖かい-

涼しい・温度を上げたい-下げたい・風が強い-弱い）・乾湿感（（0-100）：湿度に対して不快-快適・ジ

メッとしている-ジメッとしていない・カラッとしている-カラッとしていない）を調査した。 

被験者は、試験日前日に入浴後、対象部屋に到着し、皮膚表面温度を測定するためのセンサーをサ

ージカルテープで所定 7箇所に貼付した。センサー装着後、靴下を履いた上で、下着・ヒートテック

上下・スウェット上下を着て、21:30に対象部屋に入室し、壁際に配したすのこ（床同様の 3仕様）

の上に座位で静態した。 

 

  

図：臨床試験時の服装およびその様子 

 

その後、すのこの上にマットレスを敷き、その上で仰臥位となり、毛布と羽毛布団をかけて 23:00に

就寝した。実験のタイムスケジュールは以下の通りである。 

20:00：エアコン 24℃暖房（風向き下・風量自動）稼働 

22:00：[試験開始]・皮膚温センサー（前頭部・耳後ろ・前膊外・手背・腹部・大腿前・下腿前・

足背）装着完了・ストレスチェック（唾液アミラーゼ測定） 

23:00：就寝・エアコン停止 

7:00：起床・エアコン 24℃暖房（風向き下・風量自動）稼働・ストレスチェック（唾液アミラー

ゼ測定） 



7:00～8:00：朝食 

12:00～13:00：昼食 

15:00：ストレスチェック（唾液アミラーゼ測定）・おやつ（カロリーメイト） 

18:00～19:00：夕食 

23:00直前：ストレスチェック（唾液アミラーゼ測定） 

23:00：就寝・エアコン停止 

7:00：起床・エアコン稼働 24℃暖房（風向き下・風量自動）・ストレスチェック（唾液アミラー

ゼ測定） 

7:00～8:00：朝食・[試験終了] 

なお、被験者には、最初の実験日に摂取した食べ物・飲み物の内容と量、さらにはその摂取時刻を記

録させた。被験者は、2 回目の実験日も、最初の実験日と全く同じ内容と量の食べ物・飲み物を同じ

時刻に摂取した。また起床時には、被験者は座位にて机上作業を行い、1時間おきの血圧測定、100VAS

を課した。 

 

2.2 結果 

2.2.1 被験者の心理的な効果 

100VASを用いて、各部屋の快適感、温冷感、乾湿感を評価したところ、快適感と温冷感はいずれの

部屋も『全体としてやや快適』と『温度に関してやや快適』であった。乾湿感は、100 年スギと新建

材をフローリングに用いた部屋では『湿度に関してやや快適』であり、50年スギをフローリングに用

いた部屋では『どちらでもない』であった。 

 

表：100VASの結果 

 
快適感 温冷感 乾湿感 

 

全体として不快（0） 

全体として快適（100） 

温度に関して不快（0） 

温度に関して快適（100） 

湿度に関して不快（0） 

湿度に関して快適（100） 

100年スギ 67  
全体として 

やや快適 
68  

温度に関して 

やや快適 
61  

湿度に関して 

やや快適 

50年スギ 62  
全体として 

やや快適 
60  

温度に関して 

やや快適 
53  どちらでもない 

新建材 67  
全体として 

やや快適 
66  

温度に関して 

やや快適 
63  

湿度に関して 

やや快適 

 

2.2.2 被験者の身体的な効果 

各仕様における平均皮膚表面温度は（100年スギ）＞（新建材）＞（50年スギ）、頭部（おでこ）

と足甲との皮膚表面温度の差は、（50年スギ）＞（新建材）＞（100年スギ）、唾液アミラーゼの提

言の度合いは（100年スギ）＞（新建材）＞（50年スギ）であったが、いずれも有意差は認められな

かった（p > 0.05）。 

また、サーマルカメラによる撮影結果より、50年スギをフローリングに用いた仕様での屋内温度降

下が最も緩やかであったが、各部屋の配置の影響も否めない。 

一方、各仕様における最高血圧と最低血圧の血圧差（平均値）および脈拍（平均値）には有意な差

は認められなかった（p > 0.05）。 

 



 

図：各仕様における臨床試験時の被験者の平均皮膚温 

 

 

図：各仕様における臨床試験時の被験者の頭部と足甲との温度差（平均値） 

 

 

図：各仕様における臨床試験前後における被験者の唾液アミラーゼの変化 



 

 

 

 

図：エアコン OFF後の各仕様にける室内および被験者の表面温度変化（23時～翌 7時） 

 

表：最高血圧と最低血圧の血圧差の平均および脈拍の平均 

 
血圧差 脈拍 

 
mmHg 拍/分 

100年スギ 42 75 

50年スギ 39 77 

新建材 41 77 

 

3. 屋内環境に及ぼす効果の実証 

1 章の 3 仕様を屋内フローリングに用いた場合、その屋内住環境へどのような効果が表れるのか全

く不明である。特に実生活で問題となる結露の発生は、カビやダニの原因となりうる。結露が発生す

るシチュエーションをも含めた屋内空間のアメニティー測定を行うことは必要不可欠である。 

 

3.1 実験 

各種アメニティー測定は、有人（臨床試験時）と無人（結露試験時）で行った。3仕様の部屋内部

の測定項目は、床表面熱流（室内中央 1か所、低熱流用センサー（TI1-B、京都電子株式会社））、温度

（室内中央の上・中・下の 3か所、ドア側壁中央・床中央・天井中央・サッシ際に各 1か所、T型熱

電対（T-hvvf、株式会社福電））、温度・相対湿度（室内中央の上・中・下の 3か所および部屋外部 3

か所、TR-7wf、株式会社ティアンドデイ）、エアコン消費電力（SHW3B、株式会社システムアートウェ

ア）、および結露出力値（NH-4000、コーナ札幌株式会社）とした。 

 結露試験は、強制的に水蒸気を発生させる方法で行った。部屋のドアを閉めた状態で、水 1,500㎖

が入ったやかんをガスコンロにかけて水蒸気を発生させた。この場合、室内換気扇：OFF、室内換気口：

閉めた状態とした。その後、結露の様子を観察していたカメラのレンズが曇る直前で、室内換気扇：

ON、室内換気口：開け、さらにエアコン 26℃暖房（風向き下・風量自動）で稼働させた。 

100年スギ 

50年スギ 

新建材 



3.2 結果 

3.2.1 臨床試験時（有人）におけるアメニティー測定 

起床時（手動設定のため 7:10～22:50）の消費電力（平均値）は、（新建材）＞（100年スギ）＞（50

年スギ）であったが、有意差は認められなかった（p > 0.05）。 

睡眠時（手動設定のため 23:10～6:50）の床表面の熱流（平均値）は、（新建材）＞（50年スギ）

＞（100年スギ）であり、有意差が認められた（p < 0.01）。一方、起床時の床表面の熱流（平均値）

は、（新建材）＞（100年スギ）＞（50年スギ）であったが、有意差は認められなかった（p > 0.05）。 

睡眠時の床表面の温度（熱流センサー（平均値））は、（50年スギ）＞（100年スギ）＞（新建材）

であったが、有意差は認められなかった（p > 0.05）。一方、起床時の床表面の温度（熱流センサー

（平均値））は、（新建材）＞（100年スギ）＞（50年スギ）であり、有意差が認められた（新建材

と 50年スギ・100年スギ：p < 0.01、50年スギと 100年スギ：p < 0.05）。 

睡眠時の部屋内部中央の上下温度差（熱電対（平均値））は、（新建材）＞（50年スギ）＞（100

年スギ）であり、新建材と 50年スギ、新建材と 100年スギとの間にはそれぞれ 1％および 5％有意差

が認められたが、50年スギと 100年スギとの間には有意差は認められなかった（p > 0.05）。一方、

起床時の部屋内部中央の上下温度差（熱電対（平均値））は、睡眠時同様、（新建材）＞（100年スギ）

＞（50年スギ）であり、有意差が認められた（p < 0.01）。 

睡眠時の部屋内部中央の温度（TR-7wf（平均値））は、床表面同様、（50年スギ）＞（100年スギ）

＞（新建材）であり、新建材と 100スギには有意差は認められなかった（p > 0.05）が、新建材と 50

年スギ、50年スギと 100年スギとの間には有意差が認められた（p < 0.01）。一方、起床時の部屋内

部中央の温度（TR-7wf（平均値））は、睡眠時同様、（50年スギ）＞（100年スギ）＞（50年スギ）

であったが、有意差は認められなかった（p > 0.05）。 

睡眠時の部屋内部中央の相対湿度（TR-7wf（平均値））は、（新建材）＞（50年スギ）＞（100年ス

ギ）であり、有意差が認められた（p < 0.01）。一方、起床時の部屋内部中央の相対湿度（TR-7wf（平

均値））は、（50年スギ）＞（新建材）＞（100年スギ）であり、新建材と 100年スギの間には 5％有

意差が、新建材と 50年スギ、50年スギと 100年スギとの間には 1％有意差が認められた。 

 

 

図：各部屋内部の消費電力のモニタリング結果 

説明：縦軸：消費電力、横軸：モニタリング経過時間、赤線：フローリング 100年スギ、黒線：フロ

ーリング 50 年スギ、青線：フローリング新建材、20:00：エアコン 24℃暖房（風向き下・風量自動）

稼働、22:00：[試験開始]、23:00：就寝・エアコン停止、7:00：起床・エアコン 24℃暖房（風向き下・

風量自動）稼働、7:00～8:00：朝食、12:00～13:00：昼食、15:00：おやつ、18:00～19:00：夕食、23:00：



就寝・エアコン停止、7:00：起床・エアコン稼働 24℃暖房（風向き下・風量自動）、7:00～8:00：朝

食・[試験終了] 

 

 
図：各部屋内部の床表面における熱流のモニタリング結果 

 

 

図：各部屋内部の床表面温度（熱流センサー）のモニタリング結果 

 



 

図：各部屋内部中央の上下温度差（熱電対）のモニタリング結果 

 

 

図：各部屋内部中央の温度（TR-7wf）のモニタリング結果 

 

 

図：各部屋内部中央の相対湿度（TR-7wf）のモニタリング結果 



 

表：睡眠時と起床時における 3仕様の部屋内部の消費電力・熱流・温度（熱流センサー）・上下温度

差（熱電対）・温度（TR-7wf）・相対湿度（TR-7wf）の各比 

 
消費電力 

 
100年スギ/新建材 50年スギ/新建材 100年スギ/50年スギ 

睡眠時 --- --- --- 

起床時 0.906 0.820 1.104 

       

 
熱流 

 
100年スギ/新建材 50年スギ/新建材 100年スギ/50年スギ 

睡眠時 0.371  ** 0.497  ** 0.746  ** 

起床時 0.953 0.921 1.034 

       

 
温度（熱流センサー） 

 
100年スギ/新建材 50年スギ/新建材 100年スギ/50年スギ 

睡眠時 1.001 1.033 0.969 

起床時 0.970  ** 0.957  ** 1.013  * 

       

 
上下温度差（熱電対） 

 
100年スギ/新建材 50年スギ/新建材 100年スギ/50年スギ 

睡眠時 0.957  * 0.958  ** 0.999 

起床時 0.583  ** 0.444  ** 1.315  ** 

       

 
温度（TR-7wf） 

 
100年スギ/新建材 50年スギ/新建材 100年スギ/50年スギ 

睡眠時 1.010 1.053 ** 0.958  ** 

起床時 1.001 1.002 0.998 

       

 
相対湿度（TR-7wf） 

 
100年スギ/新建材 50年スギ/新建材 100年スギ/50年スギ 

睡眠時 0.854  ** 0.912  ** 0.937  ** 

起床時 0.985  * 1.023  ** 0.963  ** 

 

3.2.2 結露試験時（無人）におけるアメニティー測定 

新建材をフローリングに用いた部屋では壁と天井に結露が発生したが、100年スギと 50年スギをフ

ローリングに用いた部屋では結露は生じなかった。また、床はいずれの仕様も結露は生じなかった。

一方、サッシはいずれの仕様も結露が生じたが、新建材が一番長く結露状態であり、100年スギと 50

年スギはほぼ同時期に結露状態から脱した。なお、部屋内部中央の相対湿度（TR-7wf（平均値））は、

100年スギのみ 100％に到達しなかった。 

 



 

図：各部屋内部の天井における結露状況のモニタリング結果 

説明：縦軸：結露出力値 0.0Ｖのとき“結露状態”・0.8Vのとき“結露ゼロ”、横軸：モニタリング経

過時間、赤線：フローリング 100年スギ、黒線：フローリング 50年スギ、青線：フローリング新建材、

19:55：水 1,500㎖が入ったやかんをガスコンロにかけ点火・室内換気扇：OFF・室内換気口：閉め、

20:10：室内換気扇：ON・室内換気口：開け、20:15：エアコン：26℃暖房（風向き下・風量自動）ON 

 

 

図：各部屋内部の壁中央における結露状況のモニタリング結果 

 



 

図：各部屋内部の床中央における結露状況のモニタリング結果 

 

 

図：各部屋内部のサッシ際における結露状況のモニタリング結果 

 

 

図：各部屋内部における室内中央の温度（TR-7wf）のモニタリング結果 



 

 

図：各部屋内部における室内中央の相対温度（TR-7wf）のモニタリング結果 

 


