










H I S T O R Y I Nara: where the first afforestation was implemented in Japan 

西暦1500年代、濁り酒ではない透明な酒「清酒(seishu)」を発明したこと

等により 、日本酒の生産効率は飛躍的に向上し、酒の長期保存が可能と

なりました。また、日本酒は古くは壺や甕（かめ）で醸造、保存、輸送を行って

きましたが、1582年にこの奈良の地で杉を用い た大桶が開発され、大量生産

が可能になりました。さらに、吉野杉の樽が 輸送の主流となってい っ たこと

により、日本酒を全国へ輸送することが可能になりました。近年、自然の気候

の中で温度管理が可能な吉野杉の大桶の良さが見直されてきています。

日本で最初に植林が行われた地、奈良。
Nara: where the first af forestation was implemented in Japan. 

As a result of development of refined Sake (Seishu) in the 1500s, the production efficiency 
of Sake improved dramatically and long-term preservation of Sake became possible. Sake 
had been brewed, preserved and transported in pots and crocks back then, but in 1582, a 
large vat made of cedar was developed in Nara and that enabled handling of large volumes 
of Sake. Large vats made of Yoshino cedar became the main mode of transporting Sake, 
and they enabled Sake to be transported across the country. In recent years, there has 
been renewed awareness of the Yoshino cedar vats'ability to control temperature in 
natural climates. 

写真上：古くから醤油づくりに木桶を用

いてきた小豆島のヤマロク醤油では、

木桶職人を復活させるプロジェクトが

進行中。木の町、奈良県吉野町の製材

所で挽かれた材料（吉野杉）を使ってい

る。 下：カンナで仕上げられた美しい

側板。これを組み合わせ、竹の＂タガ＂

で

締め上げて木桶に仕上げていく。

Photo above: A project to revive 
wooden barre l  c ra f t sman  is 
ongoing at a soy sauce brewery 
cal led "Yamaroku Shoyu" in  
Shodoshima. They have kept using 
wooden barrels from old times, and 
t imbers (Yoshino cedar) from 
sawmill at Yoshno-cho, Nara are 
used as materials. Photo below: 
Plane finished side planks. These 
planks are held with hoop of 
braided bamboo and assembled 
into barrels. 

日本の奈良では、500年以上も前の西暦1500年代から、持続

可能な林業が行われてきました。特に、西暦1500年代後半～

1600年代前半は城郭建築、及び城下町の建造のために各地で

多星の木材が消費されました。吉野は、京阪神に近い和歌山港

の上流部にあたるため、多量の木材が紀ノ）IIを通じて和歌山港・

大阪港に運ばれ、大阪城や伏見城の建造 に用いられました。

吉野林業地域にある）1|上村には、約400年前 に植林され た

日本最古の人工林が今も残っています。

In Nara, Japan, sustainable forestry has been undertaken since the 1500s. 
Especially from the late 1500s to the early 1600s, a large amount of timber 
was consumed in various places for castle and castle town constructions 
Since Yoshino is located in the upper reaches of Wakayama Port, which is 
close to Kyoto, Osaka and Kobe areas, a great amount of timber was 
transported to Wakayama port and Osaka port through Kinokawa river to 
build the Osaka and Fushimi castles. In Kawakami village in Yoshino 
forestry area, the oldest artificial forest in Japan, which was afforested 400 
years ago still remains today. 

日本酒との関係
Relations with Sake (=rice wine) brewing 
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一目でわかる年輪幅の違い
Recognizable difference of annual ring width 
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Spaced planting Spread annual rings 

L
Dense Planting Dense annual『ings

奈良の木の特徴として、年輪幅が緻密で均ーであることがあげられます。これは、敢えて植林の間隔を狭くする

ことにより木と木の競争を激しくし、直径方向に太ることを抑制することで生まれるものです。年輪幅が緻密で

あることにより、奈良の木は強く美しい材になるのです。また、これにより、木が持つ様々な有効成分も多く含んで

おり、リラックス効果や抗菌·ウイルス作用が期待されるなど、奈良の木を使うことが健康増進の 一 助になる

可能性も研究の結果から示されています。
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F E AT U R E I Nara's proud superior material- Yoshino Wood 

゜
緻密で均 ーな年輪
Dense and uniform annual rings 
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強くしなやか
Strong and Flexible 

11111 

節が少ない
Less knags 

°
 

カビ・大腸菌・ウィルスに強い
Mold/ E. Coli bacteria/ Virus resistant 

， 
美しい色合い

Beautiful color 

皇
丈夫で長持ち

Sturdy and Durable 

e 
心地よい肌触り

Pleasant texture 

⑯
気分を落ち着かせる香り

Calming scent 

One of the major characteristics of Nara trees is that its annual ring width is dense and uniform. This is created by daringly 

restricting the planting intervals, intensifying competition between trees and suppressing growing diametrically. These dense 

and uniform growth rings turn Nara trees into strong and beautiful materials. Moreover, with such annual rings, Nara trees 

contain many active ingredients that have a relaxing effect and antibacterial/anti-virus effect, and thus the research shows 

that utilizing Nara trees can help promote human health. 
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E X A M P L E I Usage example of "Nara wood" 

■1．吉野杉の家（奈良県吉野町） 建築 家の長谷川豪とAirbnbのコラボレー

ションにより、吉野町が建設。単なる宿泊施設ではなく、ゲスト（旅行者）とホスト

（地域コミュニティ）が交流し、新たな関係を構築する場として、地元住民の手

で守り運営されている魅力的な 場所だ。 ■2. 谷中の町 家（東京都台東区）

準防火地域であり、住宅でさえ準耐火の基準を満たすことが求められる物件

だが、ち密な計算と設計により、無垢の奈良の木を構造・内装に 使用した。

■3．五條市上野公園総合体育館：シダ一ア リー ナ（奈良県五條市） 地元産業

である木材産業の活性化をコンセプトに取り入れた 物件。五條市 や周辺

自治体で生産される集成材や木製品を利用した「地場産業のショ ー ケ ー ス」。

■4．ときのもり（東京都港区） 東京、白金台にオ ープンした奈良の魅力を発信

するレストラン。内装に奈良の木を使用しているほか、椅子等の家具も奈良の

木を使った ものだ。

(1) The Yoshino Cedar House (Yoshino-cho, Nara) - Yoshino-cho built "The Yoshino Cedar 

House" in collaboration with the architect, Tsuyoshi Hasegawa, and Airbnb. This is not just 

an accommodation facility, but a fascinating place for guests (travelers) and hosts (local

community) to interact and build a new relationship, and is protected and managed by local 

residents. (2) Yanaka house {Taito-ku, Tokyo) - A wooden house in Tokyo was required to

meet all the semi-fireproof construction standards of the semi-fire protection district. With

elaborate calculation and design, it successfully used solid Nara wood for its framework and 

interior decoration. (3) Gojo city Kozuke Park gymnasium : Cedar Arena (Gojo city, Nara) - A 

facility that was built with a concept of revitalizing the local lumber industry. This is a 

"showcase of local industry," using laminated wood or other wooden products produced in

Gojo city and its neighboring communities. (4) Restaurant "Tokinomori" (Minato-ku, Tokyo) -

A restaurant that presents the appeal of Nara opened in Shirogane, Tokyo. Nara wood was 

used for its interior decorations and some furniture like chairs. 
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■5．近鉄奈良駅前広場（奈良県奈良市） 近鉄奈良駅

の駅前広場 のリニュー アルに合わせ て木を採用。コン

クリート柱を覆うように不燃木材を配置。 ■6．セトレ

ならまち（奈良県奈良市） 奈良の観光地である猿沢

池の湖畔に建つこのホテルは、外装、内装、 家具など

様々なところに奈良の木を使用。全32室に吉野杉が

使われており、奈良の木の心地よさを肌で体 感できる

ホテルとなっ ている。 ■ 7. 奈良県庁エレベ ー タ ー

ホール（奈良県奈良市） 奈良の木の柾目 を魅せる

木質化を実施。ルー バ ーとして横方向に 配置し、美しい

柾目が際立ち、空間の広がりを感じさせるデザインに。
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(5) Kintetsu Nara station square (Nara city, Nara) - A station

square at Kintetsu Nara station renovated with Nara wood.

Fire-resistent wood is placed covering the concrete pillars. (6)

SETRE Naramachi (Nara city, Nara) - A hotel located at the

lakeside of Sarusawa pond, a famous sightseeing spot. Nara

wood is used for various places such as its exterior, interior

decoration and some furniture. Yoshino cedars are used in all

32 rooms. It is a hotel where you can experience the allure and

comfort of Nara wood first-hand. (7) Elevator hall at Nara

prefectural government office (Nara city, Nara) - A project to 

display the beauty of Nara wood grain. Nara wood is arranged

horizontally as louvers, which are designed to accentuate the

beauty of edge grain and make the space feel larger. 



E X A M P L E I Usage example of "Nara wood" 

Interior design: MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 

Photo: DAICI ANO 

■ 9． 代官山蔦屋書店（東京都渋谷区） 奈良県と 蔦屋書店の

コラボレ ー シ ョ ンにより2 0 17年に、イ ベ ン ト スペ ー ス

「GARDEN GALLERY」にて奈良の木のインスタレ ーションを

実施 。そのほか、蔦屋書店内での奈良の木のプロダクト販売や、

ト ー クショー、ワ ー クショップなど多彩なイベントを実施した。

■10. HOUSE VISION 2 2016 TOKYO EXHIBITION（東京都

江東区） 2016年、東京にて実施されたHOUSE VISION2に

出展。建築家の隈研吾氏のデザインが デザインしたモニュメント

に奈良の木を使用。インパクトのある作品となった。

(9) Daikannyama Tsutaya bookstore (Shibuya-ku, Tokyo) - As a collaboration 

event of Nara prefecture and Tsutaya bookstore, Nara wood was installed in 

the event space called "GARDEN GALLERY" in 2017. Various other events

were also held, including sales of Nara wood products at Tsutaya

bookstores, talk shows, and workshops. (10) HOUSE VISION 2 2016 TOKYO

EXHIBITION(Koto-ku, Tokyo) - Nara wood was used in a remarkable

monument designed by an architect, Kengo Kuma, at HOUSE VISION 2 in

2016. The monument made a strong impact. 

国
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■ 8.JofJ I N S  六 本 木 ヒ ル ズ店

（東京都港区）アイウエアブランド「JINS」

が六本木ヒルズにオ ー プンしたハイエンド

層向け新業態。奈良の宝物殿で ある正倉

院の『校倉造』をイメ ー ジしたデザイン

で、全面に吉野桧を用いている。吉野桧の

ち密な年輪が、普遍的で凛とした美しさ

を演出している。

(8) J of JINS Roppongi Hills shop (Minato-ku,

Tokyo) - A shop opened at Roppongi Hills by an

eye wear brand "J INS"as a new business for

higher-end. This shop has unique architectural

design featuring "azekura-zukuri"of Shosoin, a

treasure repository of Nara, using Yoshino

cypress for the entire surface. The dense annual 

rings of Yoshino cypress produce universal and 

dignified beauty. 

奈良は、1300年以上前に日本の首都がおかれたところです。

そのころから、交易の道「シルクロ ー ドの最東端Jとして、

様々な異国の文化・人材を受け入れ、発展を遂げてきた国際都市でした。

そして、奈良には、今でも1000年以上前から残る建造物や文化があります。

例えば、ユネスコ世界遺産に登録されている法隆寺は西暦607年に建造されたとされ、

1400年以上もその姿を維持してきた世界最古の木造建築物といわれています。

また、710年に遷都した平城京の街の造営にも多くの木材が使用されたといわれています。

様々な異国 文化を受け入れ、木造建築の技術を発展させてきた奈良。

ここには、木を愛する文化もしっかりと根付いています。

このドキュメントを読んでくださった方には、ぜひ、奈良県へお越し いただき、

奈良の木とともに、奈良の文化にも触れてもらえたらと思います。

Nara used to be the capital of Japan 1,300 years ago. Since then, as the "easternmost 

point of Silk road"(the avenue of trade), this international city has been developing greatly 

by welcoming in cultures and human resources from abroad. There are buildings and 

cultures that still remain from over 1,000 years ago. For instance, Horyuji, registered on the 

UNESCO World Heritage list, is said to have been built in 607 AD, which makes it the oldest 

wooden building in the world that managed to maintain its figure for over 1,400 years. Also, 

it is believed a large amount of Nara wood was used for the construction of the town 

around Heijo-kyo where the capital was transferred in 710 AD. Various foreign cultures 

have been absorbed and wooden construction techniques have been developed in Nara. 

A "Tree-loving culture" is surely rooted here as well. Thank you for reading this document. 

We would like to invite you to visit and experience Nara wood and the culture of Nara. 




