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はじめに

　日本は、温暖多湿な気候であり、四季もはっきりしており、植生豊かな国土であります。一方で、雨量が多
く台風や落雷などの自然災害が頻繁に発生し、地震も多く発生する国でもあります。このため、日本人にとって、
自然は身近にありながら畏怖の対象であり、森や巨木を神聖なものとして崇める風土が形成されるとともに、
自然と共生し、自然を上手に利用する「木の文化」を育んできました。
　日本では、自然災害等が多い中で、古来より、住宅などの建築物をはじめ、身近な日用品に木材が利用され
続け、現在に至っています。このため、自然災害や火事に対応すべく、耐久性や耐火性などの性能を付加した
木材製品の開発が行われてきました。
　日本の森林資源は人工林を中心に成熟期を迎えており、伐採する年齢に達した森林が大半を占めています。
成熟した人工林を伐採し再造林することで、健全な森林を維持していくことができます。このサイクルを維持
するには、伐採した木材を有効に利用していくことが必要です。
　このため、木材の需要拡大が重要であり、その一つの方策として、日本の木材、特に付加価値の高い木材製
品の輸出を進めています。
　日本には、耐久性や耐火性などの性能を付与した木材や、オンドルに対応したフローリング材、日本の伝統
的な焼きスギや着色木材など、高度な加工技術により高い性能を有する木材製品が数多くあります。
　本パンフレットは、このような日本の優れた性能を有する木材製品を世界に広く普及するため、高い性能を
有する日本の木材製品を紹介するとともに、その性能を裏付けする客観的データや用途、効果などについても
掲載しております。
　本パンフレットを通じて、日本の高度な加工技術を活かした高性能な木材製品を海外の皆様にも広く知って
いただき、御活用いただければ幸いです。

平成 29年 10月

平成 29年 10月

　日本の森林資源は、1950 年代から植林されたスギ、ヒノキ、カラマツ等の人工林の多くが伐採期を迎える
とともに、地球温暖化防止、森林の整備促進、地域の活性化等に貢献する環境にやさしい木材の利用が見直さ
れ、我が国林業の成長化産業政策が推進される中で、海外への木材輸出への関心が高まっています。
　世界的には、経済の発展に伴い木材需要が大きく高まり、国内の木材資源だけでは必要な国内需要に応えら
れない国々においては、その需給ギャップを埋め合わせるため、海外からの木材供給が非常に重要な役割を果
たしています。
　このような中で、日本では近年、豊富な人工林資源からの木材生産量が増加し、日本国内における利用拡大
のみにとどまらず、輸出についても各国のニーズに応えられるような木材供給が可能となってきています。
　今後、日本からの木材輸出をさらに拡大していくためには、日本の優れた木材を日本の高度な加工技術で加
工し、高い付加価値が付いた木材製品を広く世界の皆様に紹介していくことが重要と考えています。
　今回紹介するパンフレットは、林野庁の支援により、我が国の誇る優れた性能を有する木材製品や日本の主
要な木材樹種を紹介するものであり、海外で日本産木材製品を扱う皆様に広く役立てていただけるものと期待
しています。

林 野 庁

一般社団法人 日本木材輸出振興協会
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新熱処理技術により耐久性・寸法安定性向上

水蒸気式高温熱処理木材 サーモウッド

木材を加熱することにより耐久性能や寸法安

定性を向上させる熱処理技術は、森と水の国

フィンランドで開発されました。日本ではフィ

ンランドの技術を応用し、より高品質な木材

を生み出す新熱処理技術「水蒸気式高熱木材

乾燥技術」に改良。薬剤を一切使用しないこ

とを前提に、「熱」と「水」だけを使用し、木

材の色合いを維持しつつ、木材の性能を最大

限に活かす技術開発に成功しました。こうし

て誕生した「日本型サーモウッド」は、環境

に配慮しつつ、木材の品質を最高度に高めた

革新的なマテリアルです。

東京大学弥生講堂アネックス

日本圧着端子製造株式会社

産地を問わない生産で
低コストを実現

リサイクルできるエコ木材

サーモウッドは、産地や樹種を限定しなくとも、高い耐久性・

寸法安定性が実現できるので、地域産材を用いることによ

り、各地の気候風土に合わせて、より低コストで、より最

適化した製品を生産することも可能になりました。

サーモウッドは、いっさい薬剤を使用していない安全な製

品であり、無垢材と同等です。そのため、使用後には、再

利用したり、燃料にしたりするなど、リサイクルが可能です。

高耐久性
サーモウッドは、含水率が低い割に、吸水性が低いため、

防腐性能が高く、木材を腐らせる菌類に対して、とても強

い木材です。屋外用途としても、理想的な性能を備えてい

ます。

抜群の寸法安定性

高熱木材乾燥技術により生まれたサーモウッドは、抜群の

寸法安定性を備えています。そのため、外壁やフェンスな

ど、目に触れる場所への利用に適しており、必要最小限の

メンテナンスで済むので、無処理木材よりもランニングコ

ストがかからず、経済的です。

養生後、試験片の幅を測定した後、試験片を、温度 30℃、相対湿度 95%に
保った高温高湿槽で 72時間加湿後、再び寸法を測定。サーモウッド（パイン）
は未処理乾燥材と比べて、膨張率が 1/5 ～ 1/4 程度に抑えられている。広
島県立東部工業技術センター（東工技第 11号）

高耐久
High Endurance

環境配慮
Ecology・Safty

低コスト
Cost Performance

寸法安定
Stable Dimension
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厳しい気象条件にも耐えうるエクステリア材

高度保存樹脂処理木材 ウッドデッキ

住宅や公共施設、大型の商業施設などでウッド

デッキは身近に見られるようになりました。し

かし、腐れやシロアリ被害、反りや割れなど、

経年劣化による修理や交換周期が短く、コスト

パフォーマンスの面での課題がありました。そ

の大きな理由は、耐久性を強化するための処理

が、材の表面のみにとどまっていたからです。

そこで、内部まで均一な高耐久性を持つウッド

デッキを開発すべく研究が続けられ、実用化さ

れました。それが京都大学木質科学研究所とメー

カーとの共同開発で実現した「マクセラム」です。

高度な保存処理樹脂技術により、木材表面だけ

でなく内部まで、厳しい規制をクリアした特殊

な樹脂を独自の加圧釜で浸透させています。従

マクセラムが施された小学校の階段。適度な柔らかさがあり、飛び跳ねたり
しても、衝撃が緩和され、転倒時の事故を未然に防ぐことができる

複合施設のウッドデッキ

実験期間：1994-2005 年（11年間）

写真：越井木材工業株式会社

キンチョウスタジアム（大阪府）、ベンチ（マ
クセラム、コシイスーパーサーモ（一部））

安心の防腐・防蟻処理

日差しや風雨に強く、屋外の景観材料として用途多彩

高度保存樹脂処理技術が施されたマクセラムでは、腐朽菌の繁殖を抑えられ、

シロアリが好まない材質に変化するため、食害も受けにくくなります。また、

単板内部の隅々まで樹脂処理をした後、積層しているので、どこを切っても均

一な性能を持ち、カット面への防腐処理も不要です。

土中埋没実験

無処理材とマクセラムを土中に埋めて、10年間放置しておいたとこ

ろ、目立った劣化や腐朽菌、白アリ等の被害はありませんでした。木

の芯まで特殊な樹脂を浸透させたマクセラムは、長期間土中に埋めて

も、高い耐久性を維持していることが実験からも証明されました。

特殊な樹脂処理によって吸水抑制効果も付加されます。寸法変化が極めて小さ

くなり、反りや割れが生じにくくなり、屋外での厳しい気象変化にも対応でき

る高い耐久性を実現しています。マクセラムは、屋外の木製デッキをはじめ、ボー

来のデッキと違い格段な耐久性と安全性を実現しています。

ドウォーク、フロア、ウォーターフロント、プールサイド、ベンチ、遊具、

パーゴラ、案内板、ガーデンファニチャーを始めとするエクステリア

として、多彩な用途に使用できます。

環境配慮
Ecology・Safty

用途多彩
Various Appli

高耐久
High Endurance

寸法安定
Stable Dimension
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耐久性・寸法安定性が向上

窒素加熱処理木材エステックウッド

木材を加熱・乾燥させ、性能を高める技術はいく

つかありますが、その中で注目されているのが、

窒素加熱処理（エステック処理）技術です。

200℃以上の窒素加熱で木の腐りやすい成分を分

解。これにより形状が安定し、軽量化も実現しま

す。従来の木材に比べて、耐久性も飛躍的に向上

しており、遊歩道でも 20年を超える耐久実績を

誇っています。

Ebisu Gardenplace Tokyo

ノンケミカルで
高い防腐・防虫性能を実現

耐水性と寸法安定性に優れ、乾燥も早い

エステック処理時には、乾燥とともに殺菌・殺

虫も行われます。その効果は長期間にわたり持

続され、養分や水分の少ない状態（平衡含水率 3%～ 7%）が維

持できるため、菌類やシロアリが寄り付きません。毒性の高い薬

品は一切使用しないノンケミカル防腐なので、危険な有害物質が

揮発する心配はありません。s

エステック処理を施すと、含水率が下がり軽量化するとともに、

木材の細胞構造が変化し、多孔質化します。このため、断熱効

果が増すとともに、輻射熱が減少し、ウッドデッキ、ルーバー、

フェンス、外壁材などのエクステリアとして適した材となりま

す。また、油性塗料の浸透性は通常の乾燥木材の約 1.5 ～ 2倍

あることから、木材保護塗料の効果が長期間持続され退色を遅

らせます。さらに、ヘミセルロースの改質により湿気や結露等、

保水しにくい構造となり、湿気による伸縮や歪みが少なく、床

暖房用フローリングでも保温効果とともに高い寸法安定性を発

揮します。

ヤニやアクが発生しない

エステック処理により、ヤニも除去されます。そのため施工後

にヤニが表面に出てきたり、アクの流出によって周囲を汚して

しまう心配も全くありません。

環境配慮
Ecology・Safty

用途多彩
Various Appli

高耐久
High Endurance

寸法安定
Stable Dimension

耐蟻性試験 ( 野外地中暴露 ) の観察・計測結果

観察・計測日：2004 年 11 月

暴露開始 (2002 年 11 月 ) から約 2 年経過

埋設地点：鹿児島県吹上浜（イエシロアリが多く生息している）

食害指数= 平均食害度× 食害発生率

実施機関 : 奈良県森林技術センター
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単板加圧注入技術により耐久性が向上

防腐・防蟻構造用合板 防腐・防蟻構造用合板

環境問題を重視している現代、環境負荷が大きいスク

ラップアンドビルドを繰り返す従来の住宅ではなく、

長期間にわたり住み続けることのできるストック重視

の住宅が求められています。日本では、長期にわたり

使われる質の高い住宅「超長期優良住宅」の普及に乗

り出しており、新たな住宅政策のもと、住宅の「平均

寿命」を延ばし、豊かな住生活を実現しています。

ここで一役買っているのが、「防腐・防蟻構造用合板」

です。高度な「防腐・防蟻処理」を施した合板を構造

上重要な部位（床、壁、屋根下地など）に使うことで、

木材の腐れを防ぎ、住宅の耐久性を高めます。特にメ

ンテナンス困難な部位（外壁、床下地、水廻り部分の

下地用材など）に耐久性の高い合板を使用することに

より、劣化に対する対策を十分行うことができます。

これらは、資産価値の高い住宅を守る基礎になります。

単板加圧注入処理では、張り合わせる前の単板の状態で、防腐処理を行ないます。木材を特殊な釜に入れ、高い圧力をかけ

ながら、保存薬を木材表面だけでなく、内部まで深く浸透させます。従来の接着剤に混入するタイプより防腐・防蟻性能が

向上し、木材保存処理技術の中では最も高い効果が発揮されます。

単板加圧注入技術による防腐防蟻処理

環境配慮
Ecology・Safty

高耐久
High Endurance

従来の処理 単板加圧注入処理

接着部分のみに防腐処理 単板全体に防腐処理
（接着剤に保存剤を混入） （単板内部まで保存剤が浸透）

保存剤を接着剤に混入するため、単板の接合部分に

のみ保存剤が浸透

保存剤を加圧注入するため、単板表面だけでなく、

内部の隅々まで保存剤が浸透

耐用年数（目安）は、5～ 10 年 耐用年数（目安）は、30 ～ 50 年

水周りや外壁への使用可能

防腐・防蟻処理を施すことで、構造上重要な部位に使うことができる
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高強度・高耐火、安全・安心な空間を創出

厚物構造用合板 ネダノン

ネダノンは厚さを 24mm、28mmのように従来よりはるかに厚

くした構造用合板で、スギ、カラマツ、ヒノキなどの日本の木

を主な原料にしています。現在、日本で建てられているほとん

どの木造住宅の床には、ネダノンが張られています。ネダノン

を床に使用することで、床ひいては建物全体の性能が飛躍的に

向上しました。ネダノンの生産量は、2000 年は 1%以下でした

が、2016 年には日本で生産される合板の約 38％（約 116 万

m3）を占めるようになりました。

ネダノンは火打と根太の両方

高性能のネダノン

ネダノンを張った床は、従来の厚さ 12mm合板を張った床と比

べて、耐震強度は４倍以上に高くなりました。また、床だけで

はなく屋根や壁に張ることにより、耐震性が非常に高い住宅が

設計できます。住宅では、ネダノンを長さ 75mmの釘を用いて

150 ～ 100mm間隔で留め付けますが、間隔 50mm、２列で留

め付けると、非常に耐震性の高い構面（床、壁、屋根）が構成

されます。日本では、このような構面を用いて、中・大規模の

木造建築が建てられています。

耐震性

従来の床と比べて、ネダノンを張った床は遮音性に優れています。また、たわみ

も小さくなり、床鳴りのトラブルもなくなりました。

遮音性と耐火性

また、ネダノンは厚いために、高い耐火性能を持っています。これにより、避難

時間に余裕ができることになります。また、準耐火性能の認証を得たため、アパー

トの床では設計が有利になるメリットがあります。

ネダノンは国家規格である JAS に適合する製品です。また、ネダノンを張った耐

力壁は国土交通省により強度の認定を取得しています。さらに、28mmのネダノ

ンを張った床は、国土交通省より 45分準耐火構造の認定を取得しています。

国の保障

住宅などに利用されたネダノンは、住宅が解体されたあと、パーティクルボード

などの原料となります。さらに使用期間を終えたパーティクルボードなどは、バ

イオマスエネルギーとして熱源や発電に利用されます。

リサイクル

ネダノンは火打と根太の両方を省略できるので、施工が
簡素化でき、自由度も向上する

高耐震
EarthQ Resist

環境配慮
Ecology・Safty

高遮音
Silence

高耐火
Fire Resistant

日本合板工業組合連合会「ネダノンマニュアル」
床の局部荷重に対する性能実験より
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優れた寸法安定性と幅広い用途

単板積層材（LVL）LVL （Laminated Veneer Lumber）

単板積層材（LVL）は薄板を積層してつくられて

います。丸太をベニアレースと呼ばれる機械で、

厚さ 2～ 4mmの薄板にして乾燥。単板の繊維方

向に平行に積層接着してつくられます。合板は主

に壁板や床板として、平面的に用いますが、LVL

は柱や梁のように細長い部材（軸材）として用い

ることができます。また、LVL は、製造工程の自

動化が可能で、生産性が高いことが長所の一つと

なっています。

小径木や曲がり材、間伐材など短い丸太からでも、

単板を縦つぎにして連続することにより、長尺通

直材の加工が容易にできます。また、単板積層数

を増減することによって用途に応じたどのような
駅舎

小学校体育館 レストラン内装

大学カフェテリア 展示ブース 病院内装

自由な寸法で製造可能

LVLの用途は、自由度は非常に高くなっており、構造材から内装材まで、広い分野で活用されています。

木造住宅建築用（構造材、造作材）、産業建築用（倉庫、体育館、橋梁、畜舎）、建具用（ドア、窓枠、ブラインド）、自

動車（トラックの荷台、バスの床）、輸送資材（パレット、梱包、コンテナ）、鉄道（枕木）、仮設材料用（足場板）、航空

機（室内装備）、電気部品（家電部材、絶縁材料）、台所用品（まな板、食器、柄）、室内装飾品（時計、飾物）、文房具（筆

記用具、彫刻具）、運動用具（ラケット類、ゴルフ用具）、音楽用品（ピアノ、オルガン、ギター）など。

多彩な用途

厚さの製品でも製造可能。幅、長さについては再割りすることもできます。

寸法安定
Stable Dimension

寸法自由
Size Free

意匠性
Advanced Design

用途多彩
Various Appli
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大規模な木材の現し空間を実現

耐火集成材　FRウがッド

日本では、石膏被覆、鉄骨とのハイブリッドなどの耐火集成材が開発されています。このうち、FRウッド　はスギ材の

みを利用した純木質の耐火構造部材です。中心の構造用集成材の周りを、難燃薬剤を含浸させた材で覆っているため、木

肌がそのまま現れている耐火木造建築物の建設が実現可能となり、木質のあたたかな空間を創出することができます。

これまで、木造の耐火建築物を実現する

ためには、石膏ボードなどの不燃材で木

を覆うことにより、耐火性能を確保して

いました。このため「木造ではあるが、

木は“見えない”」というジレンマがあり

ました。

そこで大学、研究機関と企業が共同で研

究開発し、実現したのが新技術製品　

「FR ウッド　」です。柱や梁となる荷重

支持部の周囲に難燃薬剤を注入すること

により燃え止まり層を形成し、たとえ火

災が起きても、構造を支える内部まで燃

焼が進行しない仕組みになっています。
  FR ウッド　は、従来の集成技術に加え、耐火性能が非常に優れているので、中高層
の木造建築を建てられるようになり、都市の木造化が可能になりました（ガラス等の
壁の内側で使用）。

FRウッド　は純木材なので、接合
部の納まりが容易

小断面から大断面まで、設計条件に応じて自由な設計が可能です。最小断面以上の

寸法 （※）であれば自由な断面設計ができ、いままで以上にさまざまなニーズに応え

られるようになりました。

耐火建築物を成立させるには、耐火構造の床・壁・天井との組み合わせが容易にでき

ることが必要です。FRウッド　は純木質部材のため、接合部や取り合い部の納まり

が容易で、従来の木工事でつくることができます。

中・高層の木質化が実現可能

自由な設計が可能

接合部の納まりが容易

※最小寸法は 260mm×290mm（荷重支持部 120mm × 120mm）で、最大寸法は認定ごとの規定が設けら
れています。

高耐火
Hard to Burn

寸法自由
Size Free

環境配慮
Ecology・Safty

石膏被覆型 ハイブリッド型 FRウッド　（Fire Resistant Wood）

木構造支持部 木構造支持部

難燃処理層

無処理層

鉄骨

耐火被覆石膏 木材（燃えしろ）

インサイジング処理

燃え止まり層

化粧材

無処理層

孔あけ処理

R

R

R

R

R

R
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コマ埋め込み技術で見た目にも美しく

床暖房対応フローリング　ゆかだん桧舞台

温水床暖房（韓国のオンドルシステム）に対応している高品質な無垢ひのきのフローリングの実用化に成功しました。こ

れまで、継続的に改良を続け、収縮率は 0.3mm～ 0.5mm（平均値）を実現しました。将来にわたり、劣化せず、長く使

用することができます。

床暖房対応の良質のフローリング材を安定して大量に提供

できるのは、内装の化粧材としては利用されなかった節の

ある桧材を有効活用し、大きな生産力を実現しているから

です。節の部分には、独自の高度処理の技術が施されてお

り、桧のコマ（枝）が隙間なく埋め込まれています。この

ため、化粧材の持つ美しい杢を保ったまま、フローリング

として、最適な状態で心地よく使うことができます。

床暖房温水温度を 60℃に設定した場合、表面温度が 30℃

～ 34℃となり、心地よいぬくもりが体にやさしく伝わり

ます。また、無垢材の調湿機能が発揮されるため、居間、

子供部屋、廊下をはじめ、特に湿気のある台所、脱衣所、

洗面所、トイレ、浴室に使用すると効果的です。

ゆかだん桧舞台を施した幼稚園の教室（財団法人 日本住宅・木材技術センター理事長賞受賞）

ゆかだん桧舞台は「HINOKI オンドルフローリング」として、特に韓国で人気を博しており、多くの公共施設や一般住宅

で取り入れられています。

独自技術
Unique Architect

低コスト
Cost Performance

環境配慮
Ecology・Safty

高耐久
High Endurance
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空気を浄化・快適な室内環境を創出

杉木口スリット材

「杉木口スリット材」は、科学的なデータに基づ

いた間隔で、スリット（溝）を入れた製品です。

スリットを入れることにより断面積が増え、意

匠性も向上します。材の管組織を横断する形で

加工し、木口面を表面に露出させているので、

スギが本来持っている浄化機能や調湿機能が最

大限に引き出されます。

施工した後は、豊かな杉の香りが漂い、森林の

中を歩いているような爽快感を感じます。

スギ材は他の樹種と比べて空気中の二酸化窒素やホルムアルデヒドなどの有害

ガスをよく吸収することが知られています。この機能をさらに高めたのが「杉

木口スリット材」です。木口面をより多く露出させることで、二酸化窒素やホ

ルムアルデヒドなどの有害物質の吸収力と揮発成分の発散を高めます。有害物

質が吸収された室内空間では、脳や体を活性化し、心と体の健康に大きな役割

を果たします。また、スギ材が発する揮発成分には人の免疫力を高める効果が

あり、健康に対する機能性も非常に高くなっています。

駅待合室

授乳室 キッズルーム

不純物を取り込み、揮発成分を発散

スギ木口スリット材は、一般の材と比べて、室内の湿度を一定に保とうとする

調湿作用が高いことがわかっています。これにより、カビ・ダニ・ウイルスな

どの微生物の増殖を防ぎ、快適な室内環境を創出することができます。

調湿作用により、快適な室内空間を創出

杉材を用いた住空間が人に与える効果について調査した結果、杉材を内装に用

いた部屋は白色塗装の無機質な部屋に比べ生理的に落ち着く空間であることが

わかりました。特に「杉木ロスリット材」を用いた部屋は一般的な杉板材（板

目材）に比べその効果が大きいことも分かりました。

こころとからだを落ち着かせる

※スリットの間隔や、使用面積などは、大阪府環
境農林水産研究所の実験データに基づいて製造し
ています。

健康促進
Health＆Relax

環境配慮
Ecology・Safty

意匠性
Advanced Design

出典：平成 21 年度大阪府立環境農林水産総合
研究所研究発表会要旨集・成果集（環境分野）
2009
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優れた意匠性と機能性、施工の自由性が向上

天然銘木シート　サンフット

最近の建築物では、新装・改装を問わず、壁面や天井などに好んで木質素材が使用されるようになりました。その理由は、

木材本来の持つリラックス効果に加え、空間に独特な高級感が演出できるからです。また、加工技術の進歩により、意

匠性を持たせながら、機能性を付加することができるようになったことも挙げられます。

Seoul Art Center1-Brazilian Koa SAN JOSE AIRPORT 

Russia Reception

天然ツキ板に特殊ベース基材を
貼り合わせることで、優れた
防火性を実現。

柱や壁面、木口などでも巻込みが
できるため、貼り合わせる必要が
なく、美しい仕上がりに施工する
ことができる。

サンフットの厚みは約 0.35mm
のシートタイプ。
あらゆる曲面への施工が可能。

世界中から銘木と呼ばれる美しい天然木
を調達。木目でもひときわ美しいツキ板
を選りすぐり提供。

曲面加工

豊富な樹種

巻込み加工

不燃材料

天然銘木シート「サンフット」は、

意匠性と機能性を持ったツキ板製品

です。特殊ベース基材を貼り合わせ

ることで、美しさを保ちつつ、優れ

た不燃性を実現しました。ホテルや

店舗、音楽ホールなどの内装を施す

目的で、多くの建築家やデザイナー

によって選好されています。 

意匠性
Advanced Design

施工容易
Easy to Install

不燃性
Fire-rated
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機能性と美を兼ね備えた伝統的壁材

焼 杉 板

焼杉板とは、表面をあらかじめ焼いて炭化させた板材のこと

です。日本の伝統的な建材で、主に建物の外壁に使われてい

ます。古くは武士や貴族の館から民家まで幅広く取り入れら

れてきました。そして、現代もなお息づき続けている伝統的

な部材です。特に、耐候性・耐久性と深みのある独特の黒色、

意匠性などが評価され、日本国外でも人気が高まっています。

木材の耐久性を高めるために、多くの場合、塗装や薬剤を注

入しますが、焼杉板は表面を焦がします。表面が炭化され保

護されるため、塗装しなくても腐りにくく、虫害などの被害

を防ぐ機能が高まり、メンテナンスも長期間不要です。

また、焼杉板には空気層ができるため、重量が軽くなり、躯

体にかかる負荷が少なくなり、断熱効果・耐火性能が高まり

ます。焼杉板は、機能性と美しさを兼ね備えた壁材です。

焼杉板の製造技法により、さまざまなタイプの焼杉をつくる

ことができます。

炭の表情がとても美しく、壁材に用いても

長期間にわたりメンテナンス不要です。

炭化して色の濃くなった冬目部分が浮き
出て「浮造り風」に仕上げたもの。

ブラシや布で磨くことにより、光沢を
持った焼杉板に仕上げたもの。

焼杉は、板の表面を特殊な道具で擦ることによりつくられています。春夏に成長した柔らかい木目の部分のみを削り、秋冬の堅い木

目を残すことによって、板の炭化した黒い部分が筋状に盛り上がり、白い部分が凹むようになり、木目を立体的に目立たせることが

できます。

伝統技術
Traditional

高耐久
High Endurance

高耐火
Fire Resistant

意匠性
Advanced Design

浮造タイプ 光沢タイプ炭付タイプ
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最新塗装技術、意匠性高く、多彩な用途

無垢カラー焼杉 UROCO

杉材を伝統の技で加工し、自然の木目を活かしな

がら鮮やかにカラーリングしたのが、無垢カラー

焼杉ＵＲＯＣＯです。杉の産地は、豊かな水を支

える天竜水系の天竜の森。冬目の模様がまるで天

竜の鱗の様であることから、この名が付きました。

ＵＲＯＣＯは杉板の表面を焼いて炭化させ、耐火

性と耐久性を高めた「焼杉（やきすぎ）」に、最

新の塗装技術を施したもの。さらに杉板の表面を

磨くことによって、硬い冬目以外の部分が削れ、

年輪の凹凸が美しく出てきます。

ＵＲＯＣＯの原板は、樹齢が 60年～ 120 年の天竜杉の最も外側の 4枚を使用。天竜の土地

柄から、樹齢が高く太い丸太が多く手に入るため、高品質なＵＲＯＣＯの原板を採ることが

できます。また、色や木目の良し悪しは機械ではなく、職人が１枚１枚原板を見極め、さらに、

加工段階、塗装段階などの作業も、すべて手作業で行っています。

１枚１枚、手間と時間を惜しまずに
つくられる

多彩な用途・工夫次第で無限の可能性
ＵＲＯＣＯは、杉材ならではの加工性、柔軟性のもと、高品質で意匠性の高い製品に仕上がっ

ています。またカラーバリエーションが豊富であるため、木製小物から部屋の内装まで、

規模を問わず、用途の可能性は無限に広がります。

独自技術
Unique Architect

高耐火
Fire Resistant

意匠性
Advanced Design

用途多彩
Various Appli

高耐久
High Endurance
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寧静・安らぎ・癒し

和室・茶室

社会的な環境が急速に変化する中、現代に生きる私たちは心の落ち着きを求めるようになりました。そのようなニーズ

に応えるべく「寧静、安らぎ、癒し」をコンセプトとしてつくられたのが「和室雅居（和室や茶室）」です。マンショ

ン等の住宅内に特別な空間を創出することができます。木材は京都の北山スギ、吉野スギをはじめ、質の高い材を使用。

日本の和室を基本として、ニーズに対応したさまざまな部屋にアレンジができる柔軟性の高い商品です。

和室は、今から 1200 年～ 1300 年前の奈良時代に、仏教文化のもとでつくられたといわれています。一般的な和室は広いスペー

スが「ふすま」によって仕切られて構成されています。「ふすま」は簡単に取り外しすることができるので、例えば「宴会」のとき

などは、他の部屋と連結することで、開放的な空間をつくることもできますし、「ふすま」を戻せば、お客様をお招きする小さな茶

室をいくつもつくることができます。また、和室の特徴のひとつである土壁は、湿度が高くなると水分を吸収し、乾燥すると放出

するので快適な生活空間を創出します。このように和室は、機能面や造形面から見て、非常に優れた部屋の様式なので、世界一快

適な部屋の造りといわれることもあります。現代では機械化が進み、住居も最新型になる中で、オールフローリングの住居が多く

なりました。そんな時代でも和室は現存出来るほどの価値を持っているのです。

独自技術
Unique Architect

伝統技術
Traditional

マンションの室内に和の癒しの空間を創出さまざまな和室を自由につくることができる

日本の質の高い材（ブランド材）を使用 コンセプトは、寧静、安らぎ、癒し

健康促進
Health＆Relax

意匠性
Advanced Design
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Representative Wood in Japan

日本の代表的樹種

Healthy ・ Safety ・ Comfort



Japanese Woods 01

杉
Sugi

Cryptomeria japonica ■　針葉樹　■　ヒノキ科

スギは、ヒノキと並んで、日本の代表的な樹種です。日本固有の針葉樹で、用途も多く、幅広く人気があります。スギは

銘木が多く、それだけに古くから人々に親しまれてきました。スギの名の由来は「直ぐ」です。円形の幹が大地から天に

向かって、真っ直ぐに伸びることからその名が付けられました。

年輪ははっきりしており、心材と辺材の色の差は明瞭です。心材は桃色から濃赤褐色まで幅があり、保存性は中庸です。

スギの気乾比重は 0.30 ～ 0.38（平均値）～ 0.45 で、日本産の針葉樹としてはやや軽軟といえます。このことがスギ

を加工する際の大きな利点となっています。スギの木材は、特有の芳香をもっており、杉材でつくられた建造物や内装、

家具などから、それを感じることができます。

木材

建築材（柱、梁、板など全般）、天井板、磨丸太、家具、建具、器具、包装、樽、高級割箸、造船など用途の範囲の広い

木材です。近年は合板や集成材としての利用が拡大しています。高級家具、天井板など装飾用に使われる高齢の天然ス

ギは大変付加価値が高いものです。また、樹皮を剥いだ丸太を特殊な砂で磨いた「磨き丸太」は床柱、桁、内装、工芸

などに使われます。

用途

正倉院は「世界の宝庫」と呼ばれ、奈良時代に大陸各地からシルクロードを

経由して集まってきた宝物が、1300 年もの時を経た今も当時の品質のまま

残っています。宝物の鮮やかな色と形を失わず、薬や香料は今でも効能を保っ

ているといわれています。その優れた保存機能は、宝物本体の保存されてい

る「スギの唐櫃」によるものとされています。

正倉院の宝物とスギの唐櫃

特性表

スギは日本の固有種 スギの材鑑（アキタスギ）

素木唐櫃雛型 正倉院模造
写真：東京国立博物館 研究情報アーカイブズ

気乾比重
平均収縮率（%） 強さ（MPa） 曲げヤング係数

（GPa）柾目方向 板目方向 曲げ 圧縮 せん断

0.38 0.1 0.25 64 34 5.9 7.4
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Japanese Woods 02

桧
Hinoki

Chamaecyparis obtusa ■　針葉樹　■　ヒノキ科

スギとともに日本を代表する樹種です。耐久性があり、特有の芳香があります。造林面積は、スギに次いで広く、ヒノキ

は、高級な材として、幅広く使われています。日本最初の正史である「日本書紀」には「スギとクスノキは舟に、ヒノキ

は宮殿に、マキは棺に使いなさい」と書かれています。ヒノキは古くから宮殿建設用として最適で最高の材であることが

知られていました。ヒノキの名は、尊く最高のものを表す「日」をとって、「日の木」という説があります。

心材の色は、淡紅色で辺材はほとんど白色です。特有の芳香とともに、清浄感があり、耐朽性も高い材です。心材の耐

久性が特に高く、長期にわたって水湿に耐えます。気乾比重は 0.30 ～ 0.38（平均値）～ 0.45 です。１年間に形づくら

れる細胞の形の変化が少ないため、年輪はあまりはっきりしていません。したがって、均質で緻密な材となり、上手に

仕上げると、美しい艶のある木肌となります。

なお、「ひのき」の名のもう一つの由来は「火の木」の意味で、古代に火おこしに使われたという説もあります。火おこ

しができるほど、内部までよく乾燥できるため、材として狂いが生じにくいといわれています。

木材

優れた性質をもつため、高級材として、非常に多くの用途に使われます。ヒノ

キ普請の家というと高級な家の代名詞として使われます。仏閣や神社、宮殿建

築には欠くことが出来ません。また、建具、彫刻（仏像など）木型、曲物、桶、

蓄電池のセパレーターなどが知られています。「ヒノキ風呂」はヒノキの耐久性

を活かした使い方です。

用途

特性表

ヒノキの名は「日の木」 ヒノキの材鑑

ヒノキ風呂

気乾比重
平均収縮率（%） 強さ（MPa） 曲げヤング係数

（GPa）柾目方向 板目方向 曲げ 圧縮 せん断

0.44 0.12 0.23 74 39 7.4 8.8
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Japanese woods 03

唐 松
Karamatsu

Larix kaempferi ■　落葉針葉樹　■　マツ科

唐絵（中国の絵画）のマツに似ていることが名前の由来です。日本の針葉樹のうち唯一の落葉樹であることから「落葉松」

と書くこともあります。分布するのは、樹形は美しく、秋には葉を黄金色に染め、秋の景色を美しく彩っている樹種です。

晩秋には葉を落とします。樹形が美しく、柔らかい感じがありますが、カラマツ材はどちらかというと重硬です。

心材の色は褐色ですが、若い間は比較的淡色で、大木になると濃色になります。辺材は黄白色です。春から夏へかけて

形づくられる細胞の形の違いが大きいため、年輪がはっきりとわかり、したがって肌目は粗くなっています。気乾比重

は 0.40 ～ 0.50（平均値）～ 0.60 で、重硬な針葉樹材の一つです。

高齢になって成長がおそくなった天然のカラマツは「天カラ」と呼ばれ、造林した若齢木と対照的に高く評価され、銘

木として高い値段で取引されます。心材の保存性は中庸です。

木材

電柱や杭丸太として利用されるほど、耐久性が高い材です。かつては、製材としての利用が難しい材でしたが、最近の

木材の利用・加工技術の進歩等により、カラマツの強度を活かした製品ができるようになり、積極的に使われています。

建築、土木用タンネージ、パレット、家具、梱包材、合板としての用途が多くなっています。また、カラマツは腐朽し

にくく、適度な弾力性があるので、ガードレールなどにも使われています。

用途

特性表

秋季には黄葉するカラマツ カラマツの材鑑

気乾比重
平均収縮率（%） 強さ（MPa） 曲げヤング係数

（GPa）柾目方向 板目方向 曲げ 圧縮 せん断

0.50 0.18 0.28 78 44 7.8 9.8
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Japanese woods 04

桧 葉
Hiba

Thujopsis dolabrata ■　針葉樹　■　ヒノキ科

ヒバの別称は「アスナロ」。その由来は「明日はヒノキになろう」といわれ、ヒノキに劣るようなイメージをもたれてい

ます。しかし、ヒバの持つ独特の芳香（ヒノキチオール）により、枯死しても芯まで腐らないほどの耐久性があり、木材

としては、ヒノキにひけをとらない優良材です。

この類の木材の特徴は、独得の芳香があるため、他の材とは容易に区別出来ます。耐久性が高く、水湿にも耐えるので、

土台などに用いられることが多く、平泉の中尊寺のように、周辺にヒノキの良材がない場合には仏閣などの建築にもよく

用いられたことが知られています。気乾比重は 0.37 ～ 0.45（平均値）～ 0.55 です。強さがあり、かつ耐久性があるため、

産地以外でも、木造住宅の土台に使う角材としての需要があります。ヒバの柱を多数使っている住宅も少なくありません。

心材は、淡黄色で、辺材は黄白色のため、色の差は少ない方です。年輪内の細胞の形の違いが少なく、肌目は精です。

木材

建築、とくに保存性が高く、強いので土台、根太などに用いら

れ、器具、風呂桶、漆器素地（能登地方の輪島塗）などにも用

いられます。

用途

特性表

青森のヒバ林は日本三大美林のひとつ ヒバの材鑑

気乾比重
平均収縮率（%） 強さ（MPa） 曲げヤング係数

（GPa）柾目方向 板目方向 曲げ 圧縮 せん断

0.45 0.19 0.27 74 39 7.4 8.8

ヒバの浴槽
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Japanese Woods 05

椴 松
TodoMatsu

Abies sachalinensis ■　針葉樹　■　マツ科

トドマツはその名に「マツ」がついていますが、マツ属ではなく、モミの仲間で、本州に産するモミ（A.frima）、シラベ

（A.veitchii）などと同類です。分布は、北海道に限られ、また、南千島、樺太などにもおよんでいます。北海道では、エ

ゾマツとともに、エゾ・トドと一括して呼ばれ、代表的な樹種です。

心材と辺材の色の差はほとんどなく、全体的にほぼ白色です。杢目は淡く穏やかで木地色は白っぽく、比較的、軽くて

柔らかな材です。その分、熱伝導率が低くなるので、手で触れるとほんのりと温もりを感じます。早材から晩材への移

行が早く、年輪がはっきりとしています。気乾比重は 0.35 ～ 0.44（平均値）～ 0.52 でやや軽重。材は割りやすく、

切削加工や乾燥も容易です。

木材

日本では、北海道で昔から建築用材として広く使われており、柱や梁など構造木材をはじめ、外壁板や天井板や床板、

下地材としても使われます。本州や四国、九州でのスギのように好まれて使われています。また、パルプ用材や造作材、

土木用、包装材、割り箸、まな板などに使われています。防風林として屋敷の周りに植えられることもあり、独特な景

観をつくっています。

用途

特性表

トドマツの林 トドマツの材鑑

気乾比重
平均収縮率（%） 強さ（MPa） 曲げヤング係数

（GPa）柾目方向 板目方向 曲げ 圧縮 せん断

0.40 0.14 0.35 64 32 6.4 7.8
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Japanese Woods 06

蝦夷松
EzoMatsu

Picea jezoensis ■　針葉樹　■　マツ科

日本では北海道に分布し、近縁のアカエゾマツも含めて「エゾマツ」と呼ばれます。トドマツと一緒にして「エゾ・トド」

と呼ばれて流通しています。エゾマツというマツのような名がついていますが、マツ属ではなく、トウヒの仲間です。材

の耐久性は高く、寒冷地での有用樹種です。「北海道の木」として指定されています。

心材と辺材の色の差のないこともありますが、心材が桃色を帯び、精な肌目をもっています。時間の経過とともに、色

が濃くなっていきます。木目もまっすぐに通っており美しく、建築材料に多く用いられます。ほとんど臭いがないのも

特徴です。軸方向細胞間道（樹脂道）をもってはいますが、材面に「やに」が滲み出てくることはあまりありません。

木材

建築、建具、パルプ、木毛、経木、さらに楽器用材としても重要です。北海道の住宅には、エゾマツやトドマツが多く

用いられており、ポピュラーな樹種です。また、音響に関係した性質が、楽器用材によく合うので、バイオリン、ピア

ノなどの楽器に使われます。また、スピーカーのコーンに使うパルプ材にもなります。

造林の他、防風林や公園樹、庭木としても植えられています。

用途

特性表

アカエゾマツの林 エゾマツの材鑑

気乾比重
平均収縮率（%） 強さ（MPa） 曲げヤング係数

（GPa）柾目方向 板目方向 曲げ 圧縮 せん断

0.43 0.15 0.29 69 34 6.9 8.8
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在来軸組⼯法
Japanese traditional framework method of construction

在来軸組工法とは、木造建築物の工法の一つで、木材を使用した土台や柱、梁などで建物を組み立てる工法のこと

をいいます。これは、木の軸を組み立てて建物を支える日本の伝統的な建築工法で、土台の上に柱を立て、その上

に梁を掛け渡し、斜めに筋違いを入れて補強し、壁を組んで作るものです。一般に在来工法は、間取りに融通が利

き、大きな開口部が作れ、室内で木の現しができることが特徴となっています。かつては、木材に溝を刻んで噛み

合わせる職人技的な工法でしたが、今日では、予め工場で材木をカットしたり、材の接合部に金物を用いたりする

など、工期の短縮や耐久性の強化、耐震性能の向上などが図られています。
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水蒸気式高温熱処理木材（サーモウッド） 
高度保存樹脂処理木材（ウッドデッキ） 
防腐・防蟻構造用合板 

越井木材工業株式会社 
KOSHII&CO.,LTD 

本社 大阪市住之江区平林北 1-2-158 
TEL：06-6685-2061 FAX：06-6685-8778 
http://www.koshii.co.jp 

上海オフィス Room 11A31,Shanghaimart, No.2299, 
Yanan Road West,Shanghai 200336,China 
TEL：+86-21-6236-2661 
FAX：+86-21-6236-2661 
http://www.jpkoshiiwoods.com 
 

窒素加熱処理木材（エステックウッド） 

江間忠木材株式会社 エコライフ事業部 
Emachu Mokuzai Co., Ltd. 

東京都中央区晴海 3-3-3 
TEL：03-3533-8211 FAX：03-3533-8219 
http://www.st-wood.jp 
 

厚物構造用合板（ネダノン） 

日本合板工業組合連合会 
Japan Plywood Manufacturers' Association 

東京都千代田区三崎町 2-21-2 
2-21-2 Misakicho Chiyoda-ku,Tokyo 101-0061 JAPAN 
TEL：+81-3-5226-6677 FAX：+81-3-5226-6678 
http://www.jpma.jp 
 

単板積層材（ＬＶＬ） 

一般社団法人 全国 LVL 協会 

東京都江東区新木場 1-7-22 新木場タワー8階 
TEL 03-6743-0087 FAX 03-5534-3959 
http://www.lvl.ne.jp 

 

耐火集成材 

鹿島建設株式会社 建築管理本部 
KAJIMA CORPORATION 

東京都港区赤坂 6-5-11 
TEL：+81-3-5544-0229 
https://www.kajima.co.jp 

 
 
 

床暖房対応フローリング（ゆかだん桧舞台） 

池見林産工業株式会社 本社・工場 
IKEMI.INK 

大分県大分市坂ノ市中央 1-３-48 
TEL：097-592-2122 FAX：097-593-2713 
http://www.ikemi.co.jp 

 

杉木口スリット材 

一般社団法人 大阪府木材連合会 

大阪市西区新町 3丁目６番 9号 
TEL：06-6538-7524 
http://www.mokuzai.or.jp 
 

天然銘木シート（サンフット） 

北三株式会社 海外サンフット課 
HOKUSAN, LTD 

東京都江東区新木場 1-７-６ 
1-7-6,Shinkiba,Koto-ku,Tokyo,136-0082 JAPAN 
TEL：+81-33521-2111  FAX:+81-33521-6644  
http://www.hoxan.co.jp 
 

無垢カラー焼杉（UROCO） 

株式会社フォレストフィーリング KIZARA 事業部 

静岡県浜松市東区安間町１ 
TEL：053-570-6539 FAX：03-6740-1789 
http://uroco.org/ 
 

和室・茶室（和室雅居） 

株式会社 ウッド・リー 
Wood Li 

本社  愛知県稲沢市日下部松野町 1－93 
TEL・FAX:0587-74-4708 Mobile:090-8550-9257 

中国営業所  遼寧省大連市金州開発区漢正街 5号 
TEL:0086-411-3933-9188 Mobile:133-1426-7687 
 

樹種に関する資料 

一般財団法人 日本木材総合情報センター 
Japan Wood-Prpducts Information & Research Center 

東京都文京区後楽１-７-12 
TEL：03-3816-5595 FAX：03-3816-5062 

情報提供元・参考資料



Japan Wood-Products Export Association
一般社団法人 日本木材輸出振興協会

Rinyu Bldg,  Kouraku,  Bunkyou-ku, Tokyo 

112-0004  Japan

林野庁 平成 28 年度 木材輸出特別支援補助事業により制作　2017 年 11 月
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