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 道内日本海側のトドマツ等の森林資源は今後供給量の増加が見込まれるものの、国内人口の

減少、域内の製材工場の減少に起因する需要の低迷が課題となっている。一方、中国、韓国等

の近隣諸国では日本産木材の輸入が増加している。本報では、国内先進地域の事例検証、木材

輸出における物流・商流の諸課題の検証等を通して、道内日本海側の木材集積地である留萌港

における輸出の可能性及び行政の行うべき役割について検討する。 
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1.  背景  

 

 留萌地域のトドマツ人工林等の森林資源は、5～10年

後に伐採適期を迎え、主材・間伐材の供給量の増加が見

込まれるものの、長期にわたる道産材の価格低迷等の影

響による木材加工工場の激減、人口減少による域内需要

の低迷、担い手不足が課題となっている。また、留萌産

材は市場価格が低迷するパルプ・チップ用材としての用

途が6割を占めているものの、紙需要の減退が予測され

ており、新たな販路の拡大が課題とされている。 

また、留萌港は、古くから上川・空知地方の産業・生

活物資の流通拠点として栄えてきたが、近年は港湾背後

圏の人口減少や建設資材の需要低迷により、港湾取扱貨

物量は減少し、港湾の利用が停滞している。そうした中、

貨物量が増加する品目の一つとして、原木移出があり、

道外の木材加工業者に販路を拡大し、2008年以降1万5千

トン程度の道外移出が行われている(図-1)。 

 
図-1：留萌港からの原木移出量 

 

一方、世界に目を転じると、中国では住宅需要が拡大

傾向で海外産木材需要が拡大しており、韓国においても、

香りの良さなどからヒノキ・スギの内装材市場が人気と

なっている。中国・韓国等における原木の取引価格は日

本国内より高くなったため、国内利用が主であった国産

木材の輸出は近年、九州地方、青森県等を中心に拡大傾

向にある。そこで、農林水産省では2013年8月に「農林

水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」をまとめ、林産

物について2020年までに現在の2倍の250億円への輸出拡

大を打ち出している。 

こうした背景を踏まえ、留萌市、留萌振興局等の地元

行政機関、民間企業等による「留萌流域森林・林業活性

化協議会」では、2013年5月にトドマツ人工林の木材利

用促進のため、国有林や道有林、民有林の所管を超えた

共同出荷を含む実行計画を策定した。また、北海道、留

萌市、民間シンクタンク、北海道開発局等の有志による

「中国・ロシア勉強会」においても、道産木材の輸出の

ための輸送ルート検討、国内先進地域の情報収集等を行

ってきた。北海道開発局港湾空港部では、上記の会議等

への参画と意見交換を通じて、留萌港からの原木輸出の

可能性について物流・商流の両面からの調査を行った。 

 

 

2 .本報の目的・方法 
 

 本報においては、上記の経緯を踏まえ、北海道産木材

の継続輸出を実現するための課題及び方策を検討する。 

具体的には、3.4章で日本・北海道の原木生産・輸出

の現状、5章で世界の木材需給の動向を俯瞰し、輸出相

手国における日本産木材へのニーズを明らかにする。さ

らに、6.7章で南九州、青森県における原木輸出の先進

事例の分析を行い、輸出の各工程におけるニーズ・施策

を整理する。また、8章では各章の整理を踏まえ、留萌

港における木材輸出の実現可能性についての検討を行う。 



 

3.  日本の原木輸出の現状 

 

(1)原木の輸出量の推移 

 国産原木の利用は、安価な北米・ロシア・東南アジア

等の輸入原木の増大により長らく低迷していたが、近年

は国際価格の上昇により、国産材回帰が進み、木材自給

率は増加傾向にある。 

また、中国、韓国、台湾等の旺盛な木材需要に伴い、

原木輸出が急増している(図-2)。直近の2013年（11月ま

で）の原木輸出量は23.3万㎥(トン換算で27.9万トン)、

輸出額は27.3億円である。輸出港は志布志港、細島港等

の九州地方に集中しており、全国の8割強を占める(図-

3)。一方、原木生産量が全国１位の北海道の輸出は、道

南スギを輸出する函館港を除き、ほぼ実績がない。 

 

図-2：日本からの相手国別原木輸出量 

 

図-3：輸出港別の原木輸出量 

 

(2)港湾別の原木輸移出量 

 国内の港湾別の原木輸移出量（2011年）をみると、北

海道の苫小牧港、十勝港、函館港が上位を独占し、留萌

港も第9位である。これは、北海道が原木輸送を海上に

依存していることに加え、北海道が原木生産の19％（全

国1位）を占めているためだが、上記4港が原木の大量輸

送に適した港湾機能を有しているともいえる。 

 また、他の上位の港湾も林業の盛んな地域の背後圏に

位置しており、原木の搬出港の立地条件が、背後の生産

地の近傍に位置することであることを示している。 

また、輸出上位の細島港、志布志港は移出量よりも輸

出量が多く、輸出が国内移出の延長ではなく、全く異な

る商流の構築により実現していると推測される。 

表-1：日本港湾の原木輸移出量 

順位 都道府県 港名 輸出 移出 輸移出

1 北海道 苫小牧 32 144792 144824

2 北海道 十勝  86516 86516

3 北海道 函館 4860 43240 48100

4 鳥取県 境 2054 43076 45130

5 広島県 尾道糸崎  39870 39870

6 青森県 野辺地  29586 29586

7 宮崎県 細島 14353 10300 24653

8 大阪府 阪南  24024 24024

9 北海道 留萌  16787 16787

10 愛媛県 松山  14830 14830

11 鹿児島県 安房  14756 14756

12 鹿児島県 志布志 11876 2040 13916

合計 67,267  578,780 646,047 

（出典：2011年港湾統計） 

 

(3)バルク船とコンテナ船の輸送方法の違い 

 国内からの原木輸出は、コンテナ船、バルク船の双方

で輸送されており表-2のような特徴がある。原木の輸移

出を行う港湾はコンテナ荷役機能のない港湾も多い。 

 

表-2：バルク船、コンテナ船のニーズの違い 
 コンテナ船 バルク船 

利点 ・小ロットの受注があって

も柔軟な対応が可能。 

・定時運航が可能。 

・コンテナに比べ、運搬・

荷役は安全。 

・コンテナに比べ安価。 

・寄港先は選択可能。 

欠点 ・揺れにより、容器を破損

する恐れがあり、船社が嫌

がる場合がある。 

・中国ではコンテナを傾け

て木材を投げ卸すなど、採

取扱が乱暴なケースあり。 

・受注のロットが大きい場

合、原木を積み切れない可

能性がある、 

・スポット傭船する必要が

あり、調達に手間がかか

る。 

 

(4)木材専門商社の役割 

原木の海外取引においては、A材(構造材)、B材(集成

材・合板用)、C材(パルプ・チップ用)の用途に応じた販

売先は多岐にわたるため、マッチング、代金回収、クレ

ーム処理等を担う専門商社の仲介が必要不可欠である。 

 

 

4．北海道の原木生産の現状 

 

(1)北海道の原木生産の現状 

 北海道内における原木の生産量は、344万㎥（2011

年）で全国の19％を占める。道内の人工林の樹種別面積

は、針葉樹が多く、トドマツ52％、カラマツ30％の2種

が8割以上を占め、スギ、ヒノキが多い道外とは異なる

樹種分布となっている。 

北海道林業統計（2011年度）における振興局別の森林

伐採材積量割合は、オホーツクが28％、十勝が19％と上

位を占め、製材工場の多くは両地域に分布する。 

一方、留萌振興局管内の材積量は2％に過ぎないが、

留萌港の背後圏には、近隣の上川(11%)、空知(6%)、宗



 

谷(2%)があり、これらを含めると22％に達する。道内日

本海側の特徴として、製材工場が減少したため、道内に

おける競争力が道東に比べ低い。そのため、留萌港から

の販路拡大が望まれている（図-4）。 

製材工場はオホーツク・
十勝・日高に集中

日本海側は製
材工場が少な
い。
→留萌港から
の原木販路拡
大は重要

留萌港

苫小牧港

十勝港函館港  
出典）林野庁資料（2008年） 

図-4：北海道内の製材工場の分布 

 

 (2)北海道産カラマツの動向 

 

図-5：トドマツ、カラマツの樹種別の特徴 

 

 樹種別の動向をみると、カラマツは、道内向けに安定

した需要があるため、道外への移出は少ない状況となっ

ている。道産カラマツの産地は道東（オホーツク、十勝、

釧路、根室）が中心であり、加工についても需要家であ

る製材工場等も同じくオホーツク、十勝に集中している。 

 今後の供給について、北海道のカラマツ林は、現在は

伐期を迎えている森林が多いことから、今後は伐採でき

る森林資源は少なくなる（図-5）。主な用途は、製材が

55％のほか、パルプが20％、合板が13％である。製材の

多くは梱包材（パレット、魚箱等）として利用される。 

 

(3)北海道産トドマツの動向 

 トドマツの産地は道東が47％と最も多いものの、日本

海側でも23％を占める。しかし、製材工場は、近年の林

業不況により日本海側は激減したため、日本海側産トド

マツの需要先は殆ど無いのが現状である。 

 今後の供給について、今後5～10年後に伐採できる森

林資源が増大する予定である。そのため、現在流通して

いるのは間伐材が主である。主な用途は、製材が62％、

パルプが34%で、製材の多くは建築材として利用される。 

 トドマツの構造材としての評価は、カラマツに比べ劣

るものとされている。では、なぜ道内でトドマツが多く

植林されてきたかというと、本州原産のカラマツが病気

に弱く、道内での植林適地が少なく残存率が低かったの

に対し、北海道に原生するトドマツは残存率が高く、パ

ルプ等への利用を意図したことに起因している。 

 

（4）北海道における主要樹種の輸出意向 

 カラマツ、トドマツの輸出意向について、北海道森林

組合連合会（道森連）へのヒアリングを行った。(表-3)。 

 
表-3：道森連における樹種別の輸出意向 

 トドマツの方向性  カラマツの方向性  

森林資源管

理  
北海道全体として、今後

伐採適期を迎えるトドマ

ツの利用拡大が課題とな

っている。道森連では、

トドマツの利用拡大対策

を模索しているところ。  

カラマツについては、道

内での安定した需要を確

保しつつ、資源管理（伐

採量の適正化・平準化、

伐採後の植林）を行う方

向としている。  

需要動向  特に、日本海側産のトド

マツは、上川など内陸に

比べ、C級等の低級材が多

い上、近くにトドマツの

需要先がない。C級材はチ

ップ用として道内での需

要があるため、それより

上のランクのB～C級材を

輸出・移出したい。  

現在は、道内での需要が

十分にある状況。遠方か

ら無理に集荷しても、輸

送コストがかかる、調達

コストの上昇、資源枯渇

が早まるため、資源管理

に努める。  

輸出への意

向  
民有林（道森連）と、道

有林・国有林は、トドマ

ツ利用拡大については同

じ課題を共有しており協

力できるため、出荷量・

ロットの確保については

十分対応可能。  

道内需要と供給のバラン

スが取れているため、カ

ラマツ原木を道外へ移出

するより、道内向けに原

木を出荷・製品化する姿

勢に努める。  

 

 

5．世界の木材需給の動向 
 

(1)主要国の木材受給動向

 
図-6：世界の木材（産業用丸太・製材）輸入量 

 

世界食糧機関「FAO STAT」によると、図-6のとおり、

日本の品目別・国別の木材輸入量は、10年前と比較する

と、産業用丸太（原木）の輸入量は、1,391万㎥から476

万㎥に減少し、全世界に占めるシェアは12%から4％に低

下した。一方、中国の輸入量は、1,851万㎥から4,340万

㎥に急増し、シェアは16%から35％に上昇している。    



 

製材については、米国の輸入量が2008年のリーマンシ

ョックに起因する国内の住宅着工戸数減により大幅に減

少する一方で、中国の輸入量が、国内の需要増加により

大幅に増加している。 

 
図-7：世界の木材（産業用丸太・製材）輸出量 

 

 翻って、図-7のとおり、木材輸出量を10年前と比較す

ると、原木についてロシアは原木の輸出税率引上げを受

けて、3,169万㎥から2,043万㎥へと減少したが、依然と

して世界一の地位を占めている。なお、ロシアは2012年

のWTOの加盟に伴い、原木の輸出税率を引き下げる予定

であり、今後の輸出増への転化も想定される。 

製材については、カナダの輸出量は米国での需要減等

により減少する一方、ロシアの輸出量は原木から製材へ

の輸出形態のシフトにより大幅増となっている。 

  

(2)中国の木材輸出入の概況 

a)中国の輸入動向 

中国は、急激な経済発展に伴い原木輸入量は2001年は

1851万㎥、2011年は4340万㎥と大きく拡大している。中

国の原木輸入増加の背景は、中国政府が原木の輸入を促

進するため、2008年に原木の輸入税を撤廃した効果した

ことにあると思われる。2011年における主要輸入相手国

は陸続きのロシア（シェア33％）が第1位であり、ニュ

ージーランド（17％）、アメリカ（12％）からの輸入も

増加している。なお、日本からの輸入量は0.1%（35,430

トン）とわずかである。 

b)中国政府の林業政策 

中国国内の原木生産量は、1998年の大洪水を契機とす

る森林保護政策により減少した。2002年以降は増加に転

じているものの、大きな需給ギャップがあるため、輸入

量は依然として高い水準にある。 

また、中国は木材パネルや木製家具等の木材加工品の

輸出にも力を入れており、中国政府が2009年に発表した

「林産業再生計画」によると、その原料として6,000万

㎥以上の原木輸入が必要と見込まれており、輸入原木を

加工し、合板等の製品として再輸出する計画がある。合

板等の輸出量は、10年前と比較すると146万㎥から1,437

万㎥に急増している。 

c)中国木構造設計規範への日本産木材の記載 

中国では、日本の建築基準法に相当する「木構造設計

規範」において、日本産のスギ、ヒノキ、カラマツが木

造建築物の構造材として指定されておらず、我が国の軸

組工法も木構造として認められていないため、中国への

原木輸出の障壁となっている。2009年に同規範の改定作

業が開始され、日本木材輸出振興協議会が、同改定作業

に参加し、3樹種の構造材として明記し、軸組工法を木

構造として位置づけるよう提案を行っており、2013年に

は同提案を含めた改正案として盛り込まれた。同規範は

2014年に改正され、告示・施行される見込みである。 

d)中国における日本産材、道産材の市場性 

 中国は陸続きのロシアからエゾマツ等を大量に輸入し

ている。ロシアの樹種構成は北海道の森林植生に近いた

め、道産トドマツは安価なロシア材と樹種的に競合し、

市場性は低いと思われる。その点、スギ、ヒノキはロシ

アやニュージーランド等の輸出国に存在しない材である

ため、異なる売り込みが可能となっている。  

ただし、中国における日本産材の用途や流通加工経路

は明らかになっていないものの、多様な需要があること

から、トドマツ材についてのニッチな市場は存在する可

能性はある。また、中国木構造設計規範の改正を踏まえ、

カラマツは輸出需要が高まると推測する。 

 

(3)韓国の原木輸入の概況 

a)韓国の原木輸入の動向 

 韓国は木材自給率の向上を目指しているものの、木材

自給率は16%に過ぎない。韓国の原木輸入量は、2001年

は712万㎥、2011年は600万㎥と若干減少している。2011

年における主な輸入相手国は、ニュージーランドが60％、

アメリカ・カナダが21％を占めており、日本のシェアは

2％（68,040トン）に拡大している。2001年当時、22％

を占めていたロシアからの輸入は3％に激減している。 

b) 韓国の原木需要 

韓国の新設住宅戸数の9割以上が集合住宅であり、内

装材に仕様する香りのよい日本産ヒノキの人気が高い。

また、型枠・桟木、内装材（壁、床）、サイディング

（外壁板）などの需要がある。 

c)韓国における日本産材、道産材の市場性 

韓国で使用される原木長さは3.6ｍで、これは北海道

材独自の規格の長さ3.65ｍとマッチする。また、型枠桟

木のニーズがトドマツの材質に適していることから、韓

国での北海道トドマツの市場性はあると推察される。  

なお、ニュージーランド、北米の輸入材はマツ科の樹

種が太宗を占めており、トドマツ・カラマツとの市場が

競合する可能性があることに留意する必要がある。 

 

(4)台湾の原木輸入の概況 

a)台湾の原木輸入の動向 

台湾の原木輸入量は、台湾政府貿易統計によると2003

年は84万トン、2011年は58万トンと減少傾向にある（1

トンは0.835㎥相当）。2011年における主な輸入相手国

は、マレーシアが52％、ニュージーランドが12％を占め



 

るが、日本も9％のシェアを占め、拡大傾向にある。台

湾は森林資源の厳格な管理を行っており、樹木の伐採は

少量に制限されている。 

b)台湾における日本産材、道産材の市場性 

日本から台湾に輸出される原木の多くはスギであり、

建築用コンクリート用の型枠用材、土木用杭木などに利

用されている。北海道からは函館港より2011年に4,860

トンの道南産スギが輸出されたが、単発の輸出に留まっ

た。北海道から台湾への輸出にあたっては、距離的に近

い九州地方より地理的優位性が劣るものの、スギとは異

なる道産材の品質の良さを示す必要があると考える。 

 

 

6．原木輸出の先進地域の取組 

 

(1) 商社の働きかけにより輸出が実現した事例 

青森県西北地方に位置する地方港湾・七里長浜港での

取組について、青森県・青森県森林組合連合会（青森

連）へのヒアリングを行った。 

原木輸出は、国内の木材商社より、従来より国内取引

のあった青森連に打診があり、七里長浜港より2010年、

に中国向けの原木5,088トンの輸出が実現した。 

七里長浜港は関税法上の開港ではなかったものの、青

森連が県関係機関と連携し、税関や貿易の手続きを確認

し実現に至った。2012年以降は、七里長浜港の野積み場

が、東日本大震災の復興資材の保管に利用されるため、

輸出港は青森県下北地方の大湊港にシフトしている。 

 輸出について、同協議会は商社の打診があって実施し

たものであり、中国国内での取引は商社に一任している

ため、把握していないとの立場であった。なお、七里長

浜港では、原木に限定したものではないが、表-4の支援

が行われている。 

 

表-4：七里長浜港の支援事例 

港湾管理者(県) 港湾施設（野積み場、上屋）の減免制度 

利用促進協議会 船舶寄港助成金制度 

 

(2)  森林組合の連携により輸出が実現した事例 

 また、原木輸出の動きが活発な宮崎県・鹿児島県の取

組について、九州地方整備局港湾空港部港湾物流企画室

へのヒアリング及び文献調査を行った。 

a)課題 

 九州内の木材の自給率は6割超であり、製材用に限る

と85％に及ぶため、九州域内の市場は飽和状態にある。

樹種の太宗を占めるスギの生産は、戦後植樹した人工林

が伐採適期を迎え、今後さらに増加する見込みであり、

増加分は輸出に振り向ける戦略が必要とされていた。継

続輸出の課題として、各森林組合の取扱量が少ないため、

大量の原木を定時・定量出荷ができないことがあった。 

b)県をまたいだ森林組合の連携による集荷の取組 

 そこで、2011年4月に、南那珂地区、都城地区(宮崎

県)、曽於地区(鹿児島県)の３つの森林組合が、主に韓

国に向けた海外輸出促進に取り組むため、各組合が50万

円ずつ出資し、木材輸出戦略協議会を発足し、同年6月

に、韓国向け第１回トライアル輸出を実施した。さらに、

同年9月には、鹿児島県森林組合連合会、曽於地区森林

組合が、志布志港に、原木集荷買取センターを開設した。 

 同協議会では、現地ニーズの把握、国内向けとは異な

った長さの原木の生産など先進的な取組を行っている。

その効果として、３組合が共同集荷を行うことにより、

大ロット（年間11万㎥）の原木の確保が可能となり、現

在はスギは１ヶ月で1,000㎥、ヒノキは2ヶ月で2,000㎥

を集荷する体制を確立している。 

さらに、原木集荷買取センターの開設により、低質材

の定額買取、受注から出荷までの時間短縮、安定供給体

制を確立した。海外からの受注は、福岡県の木材商社が

担っており、森林組合は安定出荷・コスト縮減のための

体制構築に力を注いでいる。 

c)円高への対応と信頼関係の構築 

 また、継続輸出に向けた課題として、円高への対応が

ある。2011年～12年の超円高の際は、商社から赤字にな

っても輸出を継続したい、輸出先の韓国の顧客からも定

期輸出を望むとの声があった。そのため、同協議会では、

少なくとも2年間は赤字になっても輸出を継続すると判

断し、結果、顧客との信頼関係の構築につながった。 

d)行政機関の支援内容 

 なお、志布志港、細島港における木材輸出の促進のた

め、鹿児島県、宮崎県では表-5のとおり、輸出経費、販

路拡大、商談経費の補助を行っている 

 

表-5：鹿児島県・宮崎県の支援事例 

鹿 児 島 県

「かごしま

材輸出促進

対策事業」 

1）補助対象者：国内の継続した木材輸出を計

画している企業・団体 

2）補助対象：県産材 

①輸出経費補助、②商談経費補助 

宮崎県「宮

崎材東アジ

ア輸出促進

事業」 

1)チームみやざきスギ韓国輸出促進事業 

①韓国最大の住宅展示会への出展 

②韓国建築資材関係者の宮崎県見学会招聘 

③輸出促進駐在員設置業務 

2）東アジア販路拡大事業 

①海外展示・商談会への参加 

②海外企業対象の県内見学会 

③県産材のトライアル輸出 

④県産材輸出サポーターの設置 等 

e)九州経済団体連合会の取組 

 九州経済団体連合会にある九州次世代林業研究会で 

は「九州地域の森林・林業・木材産業アクションプラ

ン」を2013年5月に策定しており、官民一体となった市

場調査やPR活動を実施している。また、アジアの市場特

性やニーズを踏まえた上で、高付加価値の素材や製品の

調査研究を行っている。 

 



 

(4)  ジェトロ・日本木材輸出振興協会の支援内容 

ジェトロは特定商品群を代表する団体による海外販路

開拓・拡大の取組への集中的な支援をしている。 

その支援を受けて、日本木材輸出振興協会は、2012年

～14年の3カ年に亘って「木材の対中国輸出プロジェク

ト」を実施しており、前述の「木構造設計規範」の改訂

委員会への日本人専門家の派遣、日本産木材の利用方法

等に関する情報提供・意見交換、マッチング型商談会等

の総合的なマーケティング支援を行っている。その他、

輸出先の住文化・ニーズにマッチした付加価値の高い木

材製品のブランド化、体制構築の支援等も行っている。 

日本木材輸出振興協会の取組は、全国を対象としたも

のであり、北海道側も積極的に関与すべきと考える。 

 

 

7.  原木輸出実現のための各工程のニーズ・施策 

 

 6章の事例整理を踏まえ、原木の輸出の工程を、①生

産、②集荷、③陸送、④燻蒸・輸出手続き、⑤船積、海

上輸送、⑥船卸、⑦現地加工、⑧販売に分類し整理する。  

さらに、原木輸出の初期段階、成熟段階に分け、プロ

セス、行政機関等に求められる施策について検討した。 

 

(1) 初期段階の各工程における要点 

 
図-8：初期段階におけるニーズと施策 

 

 原木輸出の初期段階では、貿易ノウハウに精通する商

社からの発注があり、森林組合連合会が集荷をとりまと

め、各森林組合に定量の原木供給を要請する商社主導の

流れが一般的である。一方、同品質のより安い国内外の

材が現れた場合、商社は他地域材に流れる可能性がある。  

そのため、継続輸出のための官民による施策として、

図-8に示す、①地元への情報収集支援、②⑤陸送・海上

輸送費支援、③大ロット化に対応した施設・仕組みの確

保、⑥知名度向上のための試験輸送等が有効と考える。 

 

(2) 成熟段階の各工程における要点 

 
図-9：成熟段階におけるニーズと施策 

 継続輸出が実現した成熟段階においても、原木素材の

輸出のみでは国内外の産地との競争による取引価格の低

下が懸念される。そのため、図-9に示す、③の大量・安

定供給を支える定額買取支援は、林業家の継続生産に有

効と考える。また、⑦現地ニーズに合う商品開発支援、

⑧地元森組・企業、行政機関の連携による海外販路の開

拓、商社と協力したマーケティング支援等は、付加価値

の高い木材加工品の輸出を実現するため有効と考える。 

 

 

8.  留萌地域における木材輸出の実現可能性 

 

留萌地域では、2013年12月に韓国での型枠桟木等の需

要を見据え、道森連が木材商社に働きかけ、留萌産トド

マツの苫小牧港から、韓国・光陽港へのサンプル輸出が

行われた。今回は丸太131本（30㎥）のコンテナ船輸送

に留まったが、今後は留萌港からのバルク船による輸出

が期待されるところである。 

さらに、留萌地域は、原木生産量が現行の3万㎥から

伐採適期を迎える5～10年後には4万㎥への増加が見込ま

れており、留萌港では原木の燻蒸や保管に適した埠頭用

地は既に確保されている強みを持つ。 

一方、物流の課題として、大ロットの集荷・出荷体制

が確保されていない点が挙げられる。留萌地域は生産量

が増加するとはいえ、輸出用原木の継続輸出にあたって

は供給不足が懸念されることから、宗谷・上川等の周辺

地域との連携による留萌港からの原木集荷を図る必要が

ある。そのため、既存の官民の協議会等による輸送支援、

定額買取等の支援施策が必要と考える。 

また、商流の課題として、海外での知名度不足、現地

ニーズの詳細把握が挙げられる。そのため、日本木材輸

出振興協会等のマーケティング・販路開拓支援の活用、

木材商社との現地の評価・ニーズの共有が必要と考える。 

北海道開発局港湾空港部では、今後も輸出促進業務を

通じた物流・商流のノウハウを活用し、事例分析や情報

収集を通じ、港湾物流の活性化、道産農林水産品の輸出

拡大に向けて、引き続き取り組んでいく所存である。 

 

謝辞：本研究を進めるにあたり、多大な調査協力を頂い

た北海道、留萌市、中国・ロシア勉強会の皆様、現地調

査にてご尽力頂いた青森県、北海道森林組合連合会、九

州地方整備局港湾空港部等の皆様、統計分析でご協力を

頂いた㈱クマシロシステム設計のご担当の皆様に、深く

感謝の意を表します。  

参考文献： 

1)林野庁「平成24年度 森林・林業白書」 

2)留萌流域森林・林業活性化協議会「留萌材の販路拡大のため

の実行計画」(2013年5月) 

3)日本木材総合情報センター「原木受給情報システム開発事業

関連海外情報」 

4)港湾統計、貿易統計、台湾政府貿易統計、FAO STAT 

5)九州経済団体連合会「九州地域の森林・林業・木材産業アク

ションプラン」（2013年5月） 

6)南日本新聞(2013年5月27日)、林政ニュース(同5月29日) 他 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


