
- 1 - 

 

 

平成２５年度日本の食を広げるプロジェクト事業のうち 

輸出に取り組む事業者向け対策事業 ジャパン・ブランドの確立に向けた取組への支援 

実施報告書 

 

一般社団法人日本木材輸出振興協会 

 

 

１  事業の目的  

「林産物輸出戦略」に基づき、国産材輸出の重点対象国とされる中国、韓国を始め海

外における日本産木材のジャパン・ブランド（Japan Wood Brand）の確立に向けて、

輸出に取り組む木材産地・事業者と連携した実践的な輸出取組により、木材輸出の拡大

を図る上で直面している共通課題を早急に解消し、付加価値の高い国産材製品の輸出拡

大に資する日本産木材のジャパン・ブランドの確立を大きく進展させ、農林水産物・食

品の輸出額を平成 32 年までに 1 兆円水準とする政府目標の達成に寄与する国産材輸出

の拡大を目的として実施したところである。 

 

２  現状と課題  

農林水産省は、農林水産物・食品の輸出額を平成 32 年までに 1 兆円水準とする政府

目標を達成することとし、林産物の分野では、国産材の利用拡大促進の一環として、近

隣国の中国を重点的な市場と位置づけ、スギ、ヒノキ、カラマツ等日本産木材による構

造材、内外装材の輸出に取り組むこととされている。 

当協会は、国の支援の下に、平成 16 年頃からオールジャパンの認識に徹し、会員企

業を含め多くの自治体や輸出志向のある事業者と連携し、中国、韓国をはじめとする海

外市場に向けて国産材の輸出拡大を目指して、様々な宣伝普及、販売促進に取り組んで

きた。リーマン・ショック、世界的金融危機、欧州の景気後退、“3・11”東日本大震災

等の影響を受け、わが国の木材輸出の伸びは近年低迷している。 

一方、円安による価格競争力の高まりや木材輸出関係者による海外市場への開拓が実り

始めていることに加え、国産材輸出促進に係る平成 24年度農林水産省補助事業「輸出に取

り組む事業者向け対策」事業を含む諸事業の実施の効果もあり、平成 25年の 1月～10月の

木材輸出額が約 99億円にのぼり、前年同期と比べて 29.2％と大幅に増加している。 

このような中、当協会は、これまでの国産材輸出を巡る状況を踏まえ、付加価値の高

い国産材製品の輸出を拡大させるためには、国民所得や健康志向の高まりに伴う内装の

木質化、木造住宅への需要が高まっている中国・韓国等海外市場における日本産木材の

ジャパン・ブランドの確立は重要であり、さらに、日本産木材のジャパン・ブランド確

立という目標を達成するためには、これに大きく影響を与える以下の課題の解消に向け
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た早期対応の取り組みが重要であると考えている。 

 

 課題 1：中国における日本産木材の構造材としての利用及び木造軸組の利用技術

（木造軸組構法）に関する技術的標準が規定されていないこと 

平成 22年から、当協会は行政や関係業界・事業者の支援を受けて、中国国家標準「木

構造設計規範」の第 4回改定作業に参画し、提案・協議を重ねた結果、①上記標準にお

けるスギ、ヒノキ、カラマツの構造材としての利用の明記、②木構造を設計する上で必

要とされる 3樹種の木材の強度等級区分の付与、③日本産木材の構造材としての利用と

一体を成す木造軸組構法の中国の上記標準への位置付け等に関する規定の条文が、「木

構造設計規範」の改定案に盛込まれた。この改定案は、審査委員会による審議、審議結

果に沿った修正、主管行政機関への提出、標準委員会の許認可といった手続きを経て施

行される見込みである。 

 

 課題 2：中国・韓国における日本産木材製品の認知度が高くないこと 

我が国の住宅などの木材需要は長い間、主に輸入外材によって賄われてきたことから、

国産材の輸出を目指した海外市場向けの宣伝普及は積極的に考えられていなかった。 

このため、中国・韓国を含め、海外市場においては、スギ、ヒノキ、カラマツ等の日

本産木材とそれを利用した木材製品の品質の良さ、日本ならではの木材利用技術の高さ、

地震・台風に強い木造住宅の特徴は知られず、北米産木材製品や 2×4 住宅と比べて認

知度や評価が高くない。 

 

 課題 3：海外における日本産木材の加工・利活用のミスマッチが少なくないこと 

日本国内ではスギ、ヒノキ、カラマツ等国産材の材質、加工・利用技術に関する成果

が蓄積されているものの、中国や韓国では日本産木材についての実用化・現地化に向け

た基本性能の試験・実証や製品の研究開発が少なく、加工と利用とのミスマッチが少な

くない。 

 

わが国の木材輸出を取り巻く以上のような現状・課題を踏まえ、当協会は本事業を通

して国産材の中国・韓国向け輸出の拡大に寄与する日本産木材のジャパン・ブランド

（Japan Wood Brand）の確立・PRに取組んだ。 

 

３  事業の取組方針と対応  

中国や韓国への輸出に取り組む国内主要木材産地・事業者と連携して以下の取組方針

に沿って本事業を行い、上述したこれらの輸出課題の解決、さらに日本産木材のジャパ

ン・ブランド確立に努めた。 

 ジャパン・ブランド調整活動による課題 1の解決 



- 3 - 

 

当協会はジャパン・ブランド調整活動として、「中国設計基準における木造軸組技術

基準条項解説提案作成検討会」を設置し、木造軸組技術規格に関する国内の木材、住宅

関係行政、業界団体、輸出取組者等の考えや意見を集約、調整した上、中国の国家標準

における日本産木材及び日本産木材を用いる木造軸組の技術に係る条文に関する「条項

解説提案」の作成・提出及び協議を遂行し、課題 1の解決に努めた。 

 

 ジャパン・ブランド PRによる課題 2の解決 

当協会はジャパン・ブランド PRとして、現地利用者の視点に立ったパンフレットの作成・

配布、中国、韓国の専門誌・専門紙などの広報媒体を通じた広報宣伝活動を行い、日本産

木材のジャパン・ブランドをアピールし、中国・韓国における日本産木材製品の認知度向

上に努めた。 

 

 セミナーの現地開催による課題 3の解決 

当協会はセミナー事業として、中国、韓国で日本産木材利用促進セミナーをそれぞれ開

催し、中国、韓国現地の木材需用者・利用者・流通者に向けて、日本産木材の利用上の特

徴を活かす利用の技術、方法、利用実例、利用上の注意事項を現地の人々の視点から説明

し、日本産木材の適正な加工、適確な利用方法を伝えることを通じて課題③の解決及び日

本産木材の現地利用者の増加に努める。 

 

４  実施内容・実施方法  

本事業の目的を達成するために、実施内容を①ジャパン・ブランド調整活動、②ジャ

パン・ブランド PR、③セミナー事業に分けて実施された。 

 

（１）ジャパン・ブランド調整活動 

日本産木材のジャパン・ブランドの確立に資する「中国設計基準における木造軸組技

術基準条項解説提案作成検討会」を設置し、提案作成のための検討会議を 3 回開催し、

木造軸組技術規格に関する木材、住宅関係行政、業界団体、主要産地、輸出取組者等の

考えや意見を踏まえ、提案原案の作成及び提案内容の審議を行った。 

また、提案内容が改定委員会に採用してもらうために、提案の作成前、作成中、提出

後に専門家を派遣し、条項解説提案について改定委員会を始めとする中国側関係機関へ

の説明や協議・調整を行った。 

 

ア 検討会の設置 

検討会の委員は以下のとおり。 

 

中国設計基準における木造軸組技術規基準条項解説提案作成検討会委員 
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 氏 名 所属・職名 

委員長 坂本 功 東京大学 名誉教授、NPO木の建築フォラム 理事長 

委 員 青木 謙治 （独）森林総合研究所構造利用研究領域 主任研究員 

有馬 孝禮 東京大学 名誉教授 

逢坂 達男 住友林業株式会社 住宅事業本部 技術部 技師長 

梶川 久光 株式会社ミサワホーム総合研究所 構造振動研究室 室長 

神谷 文夫 セイホク株式会社 技師長、（独）森林総合研究所 フェロー 

長尾 博文 （独）森林総合研究所構造利用研究領域材料接合研究室 室長 

山本 徳人 株式会社日本システム設計 開発設計室次長 

 

イ 提案検討会の運営 

① 第 1回開催（平成 25年 11月 26日 10時～12時、東京都内） 

議題： 

(1) 提案検討会の委員構成及び役割について 

(2) 中国向け提案条項について 

(3) 今後の進め方について 

 

② 第 2回開催（平成 26年 1月 17日 10時 30分～12時、東京都内） 

議題： 

(1) 条項解説の提案について 

(2) その他 

 

③ 第 3回開催（平成 26年 3月 25日 10時～12時、東京都内） 

議題： 

(1) 中国設計基準における木造軸組技術条項解説提案の結果について 

(2) その他 

以上による検討結果を踏まえて作成条項解説提案の中国語バージョンは、平成 26 年

3月 13日に中国国家標準「木構造設計規範」改定委員会に提出された。なお、条項解説

提案の原案の作成メンバーは、神谷（前出）、青木（同）、逢坂（同）、山本（同）、趙（事

務局）である。 

 

ウ 条項解説提案に関する協議・調整の実施 

中国国家標準「木構造設計規範」改定委員会との効果的な協議、また、軸組構法に関

する提案の作成を図るため、木材・木造関係標準に詳しい学識経験者・専門家をメンバ

ーとする「木造軸組技術規格提案作成チーム」を設けた。この提案作成チームは、提案

検討会の考え方、方針に基づき、軸組構法に関する提案の検討と作成等を行った。 
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提案の作成前、作成中、提出後に、下表に示すとおり、条項解説提案について改定委

員会を始めとする中国側関係機関への説明や協議・調整を行った。 

 

条項解説提案に関する協議・調整の実施状況 

 実施日時 実施先 出席者 協議・調整の目的 

1 回目 平成26年

1 月 21日 

成都市

内 

日本側：神谷、青木、趙 

中国側：楊学兵（中国「木

構造設計規範」国家標準

管理委員会主任）、王永

維（中国「木構造設計規

範」国家標準副編集長） 

「中国設計基準における木造軸組技

術基準条項解説提案作成検討会」第

２回会議において審議決定した条項

解説提案等について、中国「木構造

設計規範」国家標準第 4 回改定委員

会の主要メンバーとの協議・調整 

2 回目 2 月 10日 成都市

内 

日本側：趙 

中国側：楊（前出）、王

（前出） 

1 月 21 日に行った「中国設計基準に

おける木造軸組技術基準条項解説提

案に関する協議」の結果を踏まえ、

帰国後、「中国設計基準における木造

軸組技術基準条項解説提案作成検討

会」の委員を含む国内関係専門家・

有識者からの意見やアドバイス、解

説提案の作成の進捗状況と結果か

ら、日本側の解説提案内容の盛込み

について中国「木構造設計基準」改

定委員会への再度説明や調整 

3 回目 3 月 4 日 北京市

内 

日本側：趙 

中国側：任海青（中国「木

構造設計規範」国家標準

第4回改定委員会編集委

員、中国林業科学研究院

木材工業研究所木材力

学・木構造研究室長研究

員）、趙栄軍（同 研究

員）、黄宝清（中国建築

学会建築構造分会 秘

書長）、李 然（同 副

秘書長） 

中国「木構造設計基準」改定委員会

に提出する木造軸組技術基準条項解

説提案について、基準改定審査に向

けて中国国内の木構造関係専門家や

有識者への事前説明や調整 

4 回目 3 月 16日 大連市 日本側：神谷、趙 3 月 13 日に中国「木構造設計規範」
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中国側：楊（前出）、王 

偉（中国建築学会木構造

専門委員会会長） 

国家標準第 4 回改定委員会に提出し

た条項解説提案（中国語版）に対す

る改定委員会の見解を踏まえつつ、

日本側提案の通りに採用してもらう

よう、中国現地で軸組モデル住宅も

活用し再度説明や働きかけ 

 

協議・調整の結果は、下表に示す。 

 

条項解説提案に関する協議・調整の実施結果 

（第 1回協議・調整） 

① 平成 25 年 12月 27日提出した「中国木構造設計規範審査原案の見直しに関する日本の意

見」について、ほぼ採用の形で「中国木構造設計規範審査案」に反映されたことを確認した。 

 

② 平成 26 年 1月 18 日提出した「中国木構造設計規範審査案に関する日本の意見」について、

「審査案」の p.62 の 9.1.7 条に決められた耐力壁の耐震構造要求設計時の最小長さ、耐風構

造要求設計時の最小長さという項目を除き、「中国木構造設計規範審査案」の修正内容として

反映することを確認した。 

 

③ 「条項解説提案」については、軸組構造図を解説部分に入れること、主要な部材について

の説明を第７章に適宜加えることに合意するとともに、接合についての必要な内容を第７章に

適宜加えることを再度検討することとなった。 

（第 2回協議・調整） 

④ 中国の木構造の発展への寄与を図るため、「条項解説提案」の一部内容を「木構造設計規

範」第７章の軸組技術関連条項に条項又は条文として盛込むことに合意した。 

 

⑤ 「木構造設計基準」（審査案」の 9.1.7条に決められた２×４構造の耐力壁の耐震構造要

求設計時の最小長さ、耐風構造要求設計時の最小長さを示す両表の軸組構造のせん断壁への適

用について、ほかの条文内容との不整合性を避けるため、条項本文への明言を避け、解説の部

分あるいは今後の「木構造設計手引」に軸組構造のせん断壁の必要せん断強度の計算例として

書き加えるよう、検討することとなった。 

（第 3回協議・調整） 
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⑥ 中国「木構造設計基準」改定委員会とのこれまでの協議の中で、木造軸組構造の主要構造

部材の接合方法に関する提案内容を条項として採用されていない負の影響をできる限り小さ

くするため、引き続き条項の一部として第 7章に加えることを改定委員会に呼びかけるととも

に、軸組構造に係る条項の解説の重要ポイントのひとつであるとして、条項解説提案を提出し

た。軸組構造の重要要素である接合なくしては現代的な軸組構造の設計、施工ができないこと

から、解説内容が採用されるよう、編集委員の任先生と連携して働きかけることに合意した。 

 

⑦ 軸組構造に関する規定条項をより理解するために提出した「条項解説提案」の一部内容を

「木構造設計規範」第７章の軸組技術関連条項に条項又は条文として盛込む必要性を吟味し、

審査関係の専門家・有識者への働きかけを依頼し、中国建築学会建築構造分会側は、関係方面

に意見を述べ、できる限りの協力をする旨の意向が示された。 

 

⑧ 中国建築学会建築構造分会側は、今後の「木構造設計手引」の作成や中国における木造軸

組構造の普及活動に協力する旨の考えを示した。 

（第 4回協議・調整） 

⑨ 規範の全体の整合性を考慮したうえ、日本側の解説提案を３月中に前向き検討することと

なった。 

 

⑩ 「木構造設計基準」（審査案」の 7.1.5 条、7.3.5 条の規定について、第９章の表現との重

複、誤解を避けることに合意した。すなわち、7.1.5条、7.3.5条では第 9章の重複内容を触

れず、簡潔に記述するとともに、詳細な説明を条文解説に加える方法で対処していくよう、検

討する。 

 

なお、本事業実施開始日（平成 25年 10月 23日から）の直前（平成 25年 10月 21～

23 日）に、趙、長尾（前出）、青木 謙治氏（同）、井上 俊樹氏（ジェトロ上海事務所 

市場開発部（農林水産）部長）は、ジェトロの支援を得ながら本協会の自己事業として

四川省成都市で開催された中国「木構造設計規範改定委員会」第 4回会議に出席し、ス

ギ、ヒノキ、カラマツの構造材としての明記、軸組構法の位置付けについての再度確認、

及びこれらに関する条文の解説の規範への盛込みについての協議を行った。 

 

（２）ジャパン・ブランド PR 

日本産木材のジャパン・ブランドの確立に資するパンフレットの作成・配布、中国・

韓国向け広報宣伝活動を行った。 

ア パンフレットの作成・配布 

以下の構成内容で中国語版、韓国語版のパンフレット「Japan Wood Brand」をそ
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れぞれ作成し、中国及び韓国の木材・建材加工業者、輸入業者、卸小売業者、設計士、

建築士等への送付、セミナー開催時の配布等を通したジャパン・ブランドの PR に努め

た。 

 

パンフレット「日本産木材 優れた品質」の内容構成と仕様 

目 次 

表紙 「日本産木材 優れた品質：安全、健康、快適」 

p.1 日本産木材の概要 

p.2 日本産木材：健康に優しい建材 

p.3 日本産木材：省エネ・エコ建材 

p.4 日本産木材：高性能建材 

p.5 耐震性の高い日本木造住宅 

p.6 木造戸建住宅 

p.7 木造集合住宅 

p.8 木造休養施設 

p.9 木造教育・研究施設 

 p.10 木造スポーツ施設 

 p.11 スギ（分布、産地、材質、加工性能、主要用途） 

 p.12 ヒノキ（分布、産地、材質、加工性能、主要用途） 

 p.13 ヒバ（分布、産地、材質、加工性能、主要用途） 

 p.14 カラマツ（分布、産地、材質、加工性能、主要用途） 

裏表紙 「Japan Wood Brand」 

仕 様 

 ページ数：A4/16ページ（表紙、裏表紙を含む） 

 言語：中国語（簡体字）、韓国語 

 印刷仕様：フルカラー、135k、コート紙 

 製本：クルミ 

 部数：1,000部 

 

イ 中国・韓国向け広報宣伝活動 

中国、韓国の木材・建材関係事業者等を対象に、スギ、ヒノキ、カラマツ等日本産木

材の特性や利用事例、国産材製品の加工技術や製品性能、日本型木造住宅の工法や技術

を正しく紹介、宣伝する以下のカラー広告や企画記事を「Japan Wood Brand」と名

付けた特集として企画、掲載することにより、効果的な広報宣伝活動を行った。 
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中国・韓国向けカラー広告・企画記事の掲載状況 

広告・記事の区分 キャッチコピー 掲載誌と掲載号 

第 1 回目カラー広告 日本の高度な木材加工技術

による安全、健康、快適な

日本木材製品 

（中国）「家具と室内装飾」（2014 年 1

月号 p.7） 

 

（韓国）「韓国木材新聞」（2014 年 2 月

24 日号） 

第 2 回目カラー広告 多様なライフスタイルに対

応でき、健康でやすらぎを

与える日本木材製品 

（中国）「家具と室内装飾」（2014 年 2

月号 p.3） 

 

（韓国）「韓国木材新聞」（2014年 1月号） 

第 1 回目企画記事 豊かな生活空間に利活用で

きる日本産木材 

（中国）「家具と室内装飾」（2014 年 1

月号 p.73） 

 

（韓国）「韓国木材新聞」（2013 年 12 月

16 日号） 

第 2 回目企画記事 健康で快適な住環境を創出

する日本産木材 

 

（中国）「家具と室内装飾」（2014 年 2

月号 p.35） 

 

（韓国）「韓国木材新聞」（2014 年 2 月

24 日号） 

 

（３）セミナー事業 

中国関係者向けの「日中木材利用促進セミナー」、韓国関係者向けの「日韓木材利用

促進セミナー」をそれぞれ開催し、日本産木材や利用技術について説明し、日本産木材

の「適材適所、適材適用」を説明するとともに、わが国の木材加工・利用技術の高さや

製品の良さを宣伝した。 

セミナーの開催・運営の実施概要は以下のとおり。 

 

「日中木材利用促進セミナー」の開催状況 

開催日時 平成 26 年 2月 24日（月） 午前 10時～午後 4時 

会  場 上海交通大学徐匯キャンパス内 

プログラム 10:00～10:05 開会挨拶    

10:05～10:50 日本木造建築の変遷、性能及び今後の傾向  
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（講師：独立行政法人森林総合研究所 フェロー 神谷文夫氏） 

10:50～11:00 質疑 

11:00～11:50 中国の中大規模木造建築 

（講師：上海交通大学 副教授 劉 傑氏） 

11:50～12:00 質疑 

12:00～13:00 （休憩） 

13:00～13:40 住友林業の木造住宅                                                

（講師：住友林業上海商貿有限公司 部長 不破 隆浩氏） 

13:40～13:50 質疑 

13:50～14:40 木造軸組金物工法の概要 

（講師：MISAWA HOMES 課長 王 世琦氏）                                                             

14:40～14:50 質疑 

14:50～15:00  休憩 

15:00～16:00 実習：木造軸組躯体の組立                         

（日本木材輸出振興協会、MISAWA HOMES） 

協力機関 上海交通大学木造建築研究センター、上海交通大学船建学院 

参加者数 中国国内木材・木造関係者等 60 名 

 

その他 

参加者を対象としたアンケート調査の結果 

・アンケート回答者数：32名（回答率 53％） 

・セミナーに対する満足度：100％ 

 

「日韓木材利用促進セミナー」の開催状況 

開催日時 平成 26 年 1月 24日（金） 午後 1時 30分～5時 

会  場 COEX（Convention & Exhibition） 3F  Seminar Room 301 

プログラム 13:30～13:40 開会挨拶    

13:40～14:20 日本産木材の等級区分と加工状況  

（講師：吉野中央木材株式会社 専務取締役 石橋 輝一氏） 

14:20～14:50 韓国における木材の利活用の方法と事例 

（講師：韓国山林組合中央会中部木材流通センター 柳 在潤氏） 

14:50～15:00 （休憩） 

15:00～15:40 木材利用のコマーシャルポイント                                                

（講師：東京大学 准教授 井上 雅文氏） 

15:40～16:20 韓国における日本産木材の利用への取組 

（講師：ナイス株式会社 事業開発本 課長 井谷 圭吾氏）                                                             

16:20～17:00 質疑 

協力機関 株式会社 Neocean gate 
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参加者数 韓国国内木材・木造関係者等 105名 

 

その他 

参加者を対象としたアンケート調査の結果 

・アンケート回答者数：45名（回答率 43％） 

・セミナーに対する満足度：96％ 

 

なお、中国、韓国でのセミナーの開催に関する記事や広告を現地の媒体に掲載し、開

催の告知や開催内容の案内を行うととともに、日本産木材の広報宣伝に努めた。 

 

本事業により得られた結果を輸出に携る事業者、各地方自治体、関係行政・業界団体、

必要とする一般者等への配布、関係情報の公開・提供などを行い、事業実施効果の最大

化及び情報の共有化を図るとともに、本事業に関連する問い合わせ・相談等に対応し、

状況に応じたフォローアップに努めた。 

 

５  事業効果  

本事業の実施効果は、以下のとおりであると考えられる。 

 中国設計基準における木造軸組技術規基準条項解説に関する提案の作成・提出、

さらにこのために改定委員会を始めとする中国側関係機関への説明や協議・調

整は、中国における日本産木材のジャパン・ブランド確立に大きく寄与した。 

 

 中国、韓国における「日本産木材利用促進セミナー」の開催（参加者計 165名）、

中国、韓国の現地専門誌への広告・記事の掲載（中国、韓国向けカラー広告掲

載各 2回、記事掲載各 2回）、作成した現地国語のパンフレットの配布（中国語

版、韓国語版パンフレット各 1,000 部）による日本産木材や技術についての広

報・情報発信は、中国、韓国における日本産木材の認知度向上に大きな効果が

あったと考えられる。 

 

 以上のような実践的な取組により、中国、韓国向け木材輸出の拡大を図る上で直面

している諸共通課題の解消及び付加価値の高い国産材製品の輸出拡大に資する日本

産木材のジャパン・ブランドの確立が大きく進展した。このような事業効果は、平

成 25 年の木材輸出額が、前年の 93 億円から 31.7％増の 123 億円に増加したこ

とにも現れていると考えられる。 
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中国設計基準における木造軸組技術規基準条項解説提案作成検討会議 

 

 

改定委員会を始めとする中国側関係機関との協議・調整 
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中国国内で軸組モデル住宅を活用した改定委員会責任者へのアピール 

 

 

日中木材利用促進セミナー（上海） 
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日中木材利用促進セミナー（木造軸組躯体の組立実習） 

 

 

日韓木材利用促進セミナー（ソウル） 
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作成・配布した「Japan Wood Brand」パフレット（左：中国語版  右：韓国語版） 

 

  

現地媒体に掲載された広告や記事による広報宣伝例（左：中国向け  右：韓国向け） 


