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• ⽊材活⽤⼤型建築の新築着⼯⾯積が増加
• ＩＣＴを活⽤したスマート林業を全都道府県でモデル的に導⼊
• 林業の全作業について操作の簡易化や遠隔操作化、⾃動化を図る機械を開発

―
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⽬指すべき姿※

・現状の課題
取組を⾏う
主体 取組

地域に
おける
研究開発
・実証事業
(4.3)

産業界
(企業)

政府
(⼤学・国研含)

規制・公共
調達・標準
(4.5)

産業界
(企業)

政府
(⼤学・国研含)

研究開発
・⼈材
(4.6)

産業界
(企業)

政府
(⼤学・国研含)

国際戦略
(4.8)

産業界
(企業)

政府
(⼤学・国研含)

ELSI対応
(4.9)

産業界
(企業)

政府
(⼤学・国研含)

改良・開発したＩＣＴ機器等の導⼊推進

市場領域ロードマップ【具体的な取組】 市場領域名︓⽊材活⽤⼤型建築・スマート林業

ICTを活⽤したスマート林業の
全都道府県での導⼊推進

スマート林業に資するＩＣＴ機器等の改良・開発
• 政府事業による各地の実践成果も踏まえ、ＩＣＴ⽣産管理システムをは
じめ、ＩＣＴ機器等の改良・開発を実施

開発した林業機械の導⼊推進
産学官連携により林業の各作業（伐採・集材・運材、造林作業）の操作の
簡易化や遠隔操作化、⾃動化を図る機械開発を実施
• 省⼒化機械開発推進対策【林野庁】

引き続き実施/普及のための取組

⽊材活⽤⼤型建築の普及に向けた実証等
• CLT等を活⽤した先導的建築等による建築の実証等【林野庁/国交省】
• 都市部における⽊質耐⽕部材を活⽤した建築の実証等【林野庁】
• 内装⽊質化等促進のための実証等【林野庁】
• 公共建築物の⽊造化の推進【林野庁】

(スマート林業)
• 記憶に頼る資源・境界情報をデジ
タル化することで、⼈⼿と時間を
かけることなく森林を管理・利⽤
するとともに、⽣産計画から伐採、
出材までの情報をＩＣＴで管理す
ることで、事業を効率的に運営す
る必要がある

• 伐採から運搬を⾃動化することで、
林業⽣産性をアップするとともに
労働災害の発⽣しやすい作業を現
場から排除する必要がある

• こうした課題の解決に資するICT
等先進的技術を組み込んだ林業を
実践する林業経営者は限定的で、
横展開が進んでいない

レーザ計測等センシング技術による資源情報の整備・利⽤
• 標準仕様に準拠した森林クラウド、ＩＣＴ⽣産管理システムの導⼊を促
進【林野庁】

※記載されている課題が解決等している状態を、個別項目における目指すべき姿と考える。

ＩＣＴを活⽤したスマート林業を各地で実践
個別の実践事例における成果
を技術⾯・経済⾯から分析・
整理し、ICT導⼊効果を「⾒
える化」して普及

各事例の成
果を総括し
とりまとめ

スマート林業技
術体系や利⽤⽅
法モデルを提⽰

(⽊材活⽤⼤型建築)
• 新たな⽊質建築部材や構法、⽊質
耐⽕部材等の普及のための実証等
を積み重ね、検証内容等を広く伝
えることが必要である

・⾰新的林業実践対策【林野庁】

更新・充実・普及

設計・施⼯の標準的な⼿法等の整備
• 構造設計者向け⼿引書の作成
• 加⼯・施⼯マニュアルの作成等
• 設計⼿法や部材等のデータベース化
• 標準図⾯の作成等
• BIM活⽤の課題整理・標準化
• ⼤型⽊造建築物向けの⽊材供給ルートの確⽴

引き続き実施品質・性能の確かな⽊材・⽊質部材の普及・供給体制整備
• JAS構造材事業の実施【林野庁】

(⽊材活⽤⼤型建築)
• ⼤型⽊造建築物の設計・施⼯を⾏
うための標準的な⼿法やその⼿引
書の整備等が⼗分でなく、コスト
⾼になっているとともに、設計
者・施⼯者が取り組みにくくなっ
ている

普及・運⽤
⾼耐⼒な⽊質建築資
材等の規格の整備・
運⽤【林野庁】

• ⽊材活⽤⼤型建築に対して品質・
性能の確かな部材を安定的に供給
できる⽣産・流通体制を整備する
必要がある

引き続き実施設計・施⼯の標準的な⼿法等の整備
• ⺠間の取組の⽀援【林野庁】

(⽊材活⽤⼤型建築)
• ⽊材活⽤⼤型建築物においては、
⾼耐⼒・⾼耐久な部材や構法等が
求められるが、現状の⽊質部材や
構法等は性能・コスト・汎⽤性等
の⾯で⼗分でない

• ⽊材活⽤⼤型建築物に対しては、
⾼い防耐⽕性能が求められるが、
現状の⽊質耐⽕部材はコスト・汎
⽤性等の⾯で⼗分でない

• ⽊材活⽤⼤型建築物の設計・施⼯
等に携わる⼈材が不⾜している

• 特に⾼層の⽊材活⽤⼤型建築物に
ついて、普及に向けた設計・施⼯
技術の開発が求められている

• 国内の林業の活性化に向けて、建
築物に国産材を多く活⽤する必要
があるが、そのための技術・製品
開発等が⼗分でない

• ⽊造建築物の外⽪耐久性について、
中⾼層住宅にも対応した基準の整
備が求められている

• ⽊材活⽤⼤型建築物の床衝撃⾳遮
断性能の確保の必要性が顕在化し
ている

開発・普及等

開発・普及等

開発・普及等

⽊質耐⽕部材等の開発・普及
• 性能の⾼い準耐⽕構造等、規制の合理化に対応する技術・製品開発
• 各部材の耐⽕性能向上・合理化に向けた技術・製品開発等

⾼耐⼒・⾼耐久部材等の開発・普及
• 新規開発部材の強度に関する試験の実施
• 各種規格の改定等や意匠や規模に合わせた耐⼒壁（５倍〜１5倍相当）
の開発

• 15倍相当耐⼒壁⽤⾦物等の部材の接合部品の技術・製品開発
• 普及に向けた合理的な構造部材等の開発
国産材利⽤拡⼤にむけた製品・技術の開発・普及
• 国産材を活⽤した２×４材の開発・普及
• 国産材を活⽤した横架材の開発・普及

引き続き実施
技術の開発・普及に向けた取組
• ⺠間が⾏う技術・製品開発等への⽀援【林野庁】
• 技術の普及のための講習会等の実施【林野庁】

内容の充実、引き続き実施
⽊材活⽤⼤型建築について学ぶ環境の整備
• 設計者・施⼯者向けの講習会等の実施【林野庁/国交省】
• 設計等のマニュアルの整備、技術情報の集約・公開等
【林野庁/国交省】

混構造建築物の設計・施⼯技術の開発
• 新しい⽊質材料を活⽤した混構造建
築物の設計・施⼯技術の開発

【国交省】

⽊材活⽤⾼層建築物の設計技術等の整備
• 集成材構造による中⾼層建築物の設計技術等の整備
• 保有⽔平耐⼒計算による設計例の作成・⼀般化
【(国研)建築研究所】

(輸出)
• 輸出先国における規制・規格、需
要者が要求する品質その他の性能
について理解し、それに応じた製
品・技術を提供する必要があるが、
情報収集や情報に基づく製品開発
等が⼗分でない

(共通)
• ⽊材の利⽤が地球温暖化等の社会
的課題への対応策となることにつ
いて理解を得る必要があるが、⽊
材の利⽤は環境に悪影響であると
いう印象を持つ需要者が存在する

引き続き実施

輸出先国の法令・規制・各種規格や市場状況に関する情報の収集【林野庁】

本格的な輸出の実施

輸出促進活動の推進
• 海外⾒本市への出展等の推進【農林⽔産省/林野庁】
• 輸出先国の情報収集等【林野庁】
• モデル的取り組みを活⽤した輸出促進【林野庁】
• ⽊造建築に係る⼈材育成【林野庁】
• 製品・技術開発⽀援等【林野庁】

引き続き実施

川上〜川下が連携した輸出体制の整備
• モデル的取組を踏まえた体制の構築

輸出先国の需要に応じた製品・技術の開発

⽇本産⽊材・技術の知名度の向上
• モデル住宅等を活⽤したPR活動
• 輸出先開拓に向けたセミナー開催等

川上〜川下が連携した輸出体制整備
• 素材⽣産業者から輸出業者までが連携した企画・⽣産・輸出のモデル
的取組

ポストコロナ社会も⾒据えた⽊材を活⽤することの意義についての普及啓発
・各種普及啓発・顕彰事業【林野庁】

森林資源の循環を担保できる形での⽊材の供給体制の整備

引き続き実施

⽊材活⽤⼤型建築の普及に向けた取組
• 普及に向けた課題把握や⽅策検討のための官⺠のネットワーク（ウッ
ド・チェンジ・ネットワーク）の構築・運営【林野庁】

• 普及にむけた冊⼦の作成やシンポジウムの開催等【林野庁/国交省】
• ESG投資において⽊材利⽤が評価されるための対策の検討・実施【林
野庁/国交省】

バイオ戦略 木材活用大型建築・スマート林業市場領域ロードマップより林野庁業務資料として作成

※海外展開に向けた活動においては、ポストコロナ社会における情報発信の⽅法等を⼗分に検討することに留意


