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【要旨】 
 

1. 欧州では木材関連産業の集積（クラスター）が進み、これが地域経済を支える大きな

柱となっている。ところが日本では、国土の 3分の 2を森林が占めるほど木材資源に

恵まれた国でありながら、国産材の供給は低下の一途をたどっており、それを加工す

る木材産業も疲弊する一方である。 
 

2. 丸太は重く、かさばるわりに単価が安く、しかも製材原価に占める丸太の比率が 7割

に達することから、サプライチェーンマネジメントが木材産業の競争力を大きく左右

する要因となる。このため、木材産業は森林資源近くの立地に競争優位があり、丸太

を輸入して製材加工する外材製材は、日本以外に存在しない。日本でそれが成立した

のは、丸太の内外価格差があったこと、グリーン材の時代は消費地製材に競争上の絶

対的優位性があったこと、のためである。 
 

3. このことは日本の木材産業が国際競争から遮断され、生産性向上のプレッシャーがか

からなかったことを意味する。また、輸入丸太の長期的な安定調達は容易でないこと、

国産材資源の供給が不安定であることが、規模の集約化の阻害要因となってきた。他

方で、住宅産業も構造問題を抱え、製材産業にイノベーションを促す圧力がそこから

はかからなかった。この 3点が、日本の木材産業が競争力を喪失した主たる要因であ

る。 
 

4. 90 年代半ば以降、木材は本格的な乾燥の時代に入り消費地製材の絶対的優位性が崩れ、

国際競争の時代に突入した。日本の木材産業は、もはや国産材をベースとしない限り

競争優位性を発揮することができない。そのためには木材の安定供給体制を構築し、

生産性を高めるための規模の集約化をはかることが不可欠である。 
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梶山恵司 

 

１．はじめに～木材関連産業のバリューチェーン 

 
木材関連産業（林業、木材産業、住宅産業）は本来典型的な地場産業であり、各段階で

付加価値を創造するバリューチェーンが健在であれば、地域経済を支える大きな力となり

うる。たとえばわが国に次ぐ世界３位の経済大国ドイツの木材関連産業の売上げは GDP
比５％にも達するほど、一大産業集積（クラスター）となっている。しかも、木材関連産

業はその資源の賦存状況から他にあまり産業が存在しない条件不利地域に立地する企業が

多いこと等から、ドイツの木材クラスターは木材チェーンとよばれ、その産業規模を上回

る意義が広く認められている。 
木材クラスターの重要性は、ドイツのみならず森林資源が豊富な北欧やオーストリア、

フランスのような他の欧州諸国やニュージーランド、北米でも同様である。たとえば、フ

ィンランドでは輸出に占める木材産業の割合は 4 分の 1 にも達するし、ニュージーランド

においては、木材関連産業は、農業、観光に次ぐ第 3 の産業規模となっているほどである。 
日本は国土の 3 分の 2 を森林が占めるほど木材資源に恵まれた国であり、先進国の中で

森林率がこれほど高い国は北欧以外には存在しない。しかも世界第２の経済規模を背景に

木材需要も巨大で、欧米にならえば、わが国でも木材関連産業の集積が発達し、これが地

域経済に大きな貢献を果たしてしかるべきである。 
ところが、国産材の供給は 1960 年代半ばをピークに低下の一途をたどっており、それ

を加工する木材産業も疲弊する一方である。さらには、バリューチェーンの 終段階とも

いえる住宅も国際比較では品質が劣る上、価格も割高であるなど、「林業⇒木材産業⇒住宅

産業」の各段階で付加価値をどこまで創造しているかは疑問といわざるをえない。 
日本とドイツはともに高度に発達した工業国であり、賃金も世界 高水準であるなど、

経済的な諸条件も共通点が多い。それにもかかわらず、ドイツではなぜ木材チェーンが成

立し、わが国ではなぜ木材産業は健全な発展をしてこなかったのだろうか。 
本稿では、こうした問題意識にもとづき、わが国で木材産業集積を実現するための課題

について、ドイツと比較対照しつつ分析する。 
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２．ドイツの木材利用の現状 

 
2.1 ドイツの木材カスケード利用 

丸太を直接加工ないし利用する木材産業は大きく、製材、木質パネル（合板やパーティ

クルボード、繊維ボードなどの木質ボード）、紙パルプの各産業に分かれる。また、近年注

目を集めている木質バイオマスエネルギーも、丸太利用の観点からは、木材産業の一部と

位置づけることができるだろう。 
そこでドイツの丸太の需要先について、これを詳しく分析した 2002 年のデータにもと

づいて見てみる。それによると、ドイツでは日本の人工林とほぼ同じ 1000 万 ha の森林か

ら 5400 万㎥と、日本の 3 倍の木材が生産されている。そしてその供給先をみると、製材

2950 万㎥、合板 50 万㎥、木質パネル 700 万㎥、紙パルプ 400 万㎥、バイオマスエネル

ギー利用 1300 万㎥となっている。このうち、エネルギー利用のほとんどは、搬出しても

採算が取れない材を所有者が自家用に利用しているものである。したがって商業利用の対

象となる丸太は、エネルギー利用の 1300 万㎥を除いた 4100 万㎥となる。 
そしてこの 4100 万㎥のうち、製材適材として製材および合板に用いられるのが 3000 万

㎥であり、残り 1100 万㎥が製材に適さないいわゆる低質材の利用である。木材はその生

産過程で曲がり材や節材、短尺材などの低質材が必然的に発生するため、この低質材をい

かに有効に利用するかが木材のカスケード利用の成否を左右するが、この点でわが国と根

本的に異なるのが、低質材の木質ボード利用である。というのは、ドイツの低質材生産 1100
万㎥のうち、木質ボード利用が 700 万㎥と、紙パルプ利用の 400 万㎥を大幅に上回る 大

の低質材利用先となっているからである。これに対し、わが国の木材生産量 1600 万㎥の

需要先は、1100 万㎥が製材、400 万㎥が紙パルプとなっており、木質パネルへの国産材の

供給はほとんどない。 
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2.2 低質材・工場残材と木質ボード 

木質ボードは、合板と同じ木質パネルの一種で、その用途は合板とほぼ共通しているが、

原料となる木材および加工方法が、合板とは大きく異なる。 
合板は丸太を薄く剥いだ単板を積層密着した板製品であり、製材丸太に比べ若干の曲が

り材などを使えるものの、基本的には製材適材の丸太を用いる。これに対し、木質ボード

は木材を細かく切削したもの（パーティクルボード）か、繊維状にほぐしてこれを形成し

て板製品にしたもの（繊維ボード）であり、このため紙パルプと同様、低質材が利用でき

る。 
しかも、両産業ともに低質材のみならず、製材の過程で大量に発生する端材やかんなく

ずなどの工場残材も利用することができる。実際、製材丸太 3000 万㎥の 3 分の１強にあ

たる 1100 万㎥の工場残材の供給先も、500 万㎥が木質ボード、400 万㎥が紙パルプ産業

となっており、低質材、工場残材ともに 大の供給先となっている。 
木質パネルも紙パルプも、低質材に加え、工場残材が安定的に供給されてはじめて成立

する産業である。したがって、木材のカスケード利用のためには、このような製材適材、

低質材、工場残材をカスケード利用できる木材産業の連関が不可欠であり、このいずれを

欠いても、木材の円滑な利用は停滞してしまう。 
 

2.3 世界の木質パネル産業 

図表２は、世界の製材と木質パネルの生産量（日本は需要）を比較したものである。こ

れをみると、製材と木質パネルの比率は世界的に 6：4 ないし 7：3 で大差ないのに対し、

木質パネルの内訳を見ると、日本とそれ以外とでは大きな差があることがわかる。すなわ

ち、日本では木質パネルのうち木質ボードは 3 割しかなく、合板が主流となっているのに

対し、北米ではその比率は逆転し木質ボードが 7 割を占めていること、欧州にいたっては

合板の生産は 1 割にも達せず、木質ボードの比率が 9 割を超えるほどである。 
木質ボードは装置産業であり、それが成立するためには、低質材に加え、製材工場から

の残材が安定的かつ大量に供給されることが不可欠である。ところがわが国ではそのどち

らの供給も不安定で量的にも不十分なため、木質ボード産業が成立しにくい。 
これが、日本の木質パネル利用の中で合板需要が特に大きい 大の理由であろう。 

 

　　　　　　生産量万ｍ3、構成比％

需要量 構成比 生産量 構成比 生産量 構成比 生産量 構成比

製材品 2,330 69 1,840 58 8,174 66 13,503 70

木質パネル 1,040 31 1,338 42 4,199 34 5,881 30

　　　合板 739 71 29 2 327 8 1,877 32

  　　木質ボード 301 29 1,309 98 3,872 92 3,974 68
（出所）Wood-based panels supply, trade and consumption, UNECE/FAO Forest Products Annual Market review, 2001-2002

　　　　木材需給表

（注）日本は需要量、他は生産量。

EU/EFTA 北米日本 ドイツ

図表２　世界の製材品と木質パネル生産量　2002年

 3



2.4 低質材利用の実態 

わが国では切り捨てされる間伐材を搬出（木材を伐採して林道端までもっていくこと）

して低質材利用しようという考えがあり、その生産効率をいかに上げるかが課題とされて

いる。しかしながら小径木の搬出が採算に合わず、そうした木が切り捨てされることはド

イツでも同じである。 

ドイツ林業は非皆伐施業であり、木材利用は基本的に胸高直径 20cm 以上の中径木～大径

木である。木材は径が太く材積が大きくなればなるほど生産性が上昇するのであり、ドイ

ツの木材生産はそうした木を伐採搬出して、その中で製材適材でない部分を低質材として

利用するものである。 

これは、例えばニュージーランドでも同じである。ニュージーランドの木材利用の殆ど

を占めるラジアータパインは、30 年で１本２㎥にもなる早生樹であり、30 年という短伐期

でありながら大径材利用である。そのうち製材に適さない部分がパルプ材として利用され

るが、その割合は２割である。なお、ニュージーランドでは間伐２回行われるが、2 回と

も切り捨てが多く、搬出するのはよほど条件の良いところだけである。 

 

 

３．日本との対比で見たドイツの木材産業 
 
上記のとおり、木質ボードは低質材に加え製材工場から大量に出てくる工場残材があっ

てはじめて成立する産業であり、その前提となるのは健全な製材産業である。つまり、製

材産業が健全でなければ、木材のカスケード利用は進まず、したがって、林業の成立も困

難になってしまう。 
そこで以下では、ドイツと日本の製材産業について比較分析する（なお、本章で用いる

データは両国ともに 2003 年である）。 
 
3.1 欧州におけるドイツ木材産業の地位 

まず、両国の製材需要をみて

り、需要の大きさは経済規模

にほぼ比例している。ところ

が、製材生産量では日独は逆

転する。というのは、日本は

製材品を 890万㎥輸入してお

り、国内生産量となると 1440
万㎥に過ぎないからである。

これに対し、ドイツでは製材

品の純輸入は 30 万㎥前後と

少なく、国内需要 1880 万㎥

みると、日本は 2330 万㎥、ドイツは 1880 万㎥となってお

0

500

1000

1500

2000

スウェーデン ドイツ フィンランド オーストリア フランス

（出所）Jaako Poeyry Consulting

図表３　欧州針葉樹製材生産量トップ５
万m3
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のほとんどが国内生産である。 
また、日本の製材は輸入丸太も用いており、国産材と外材の比率はおおむね 50：50 で

あ

州ではスウェー

デ

3.2 製材工場の集約化と小規模工場 

が激化した 90 年代以降、ドイツでも急速に集約化が

進

ランドやオーストリア

で

世界第 3 の経済

大

共通

し

るが、ドイツは丸太の純輸出国であり、製材はすべて自国材である。 
このドイツの製材生産量 1880 万㎥（うち針葉樹製材 1630 万㎥）は、欧

ンに次いで 2 番目の製材規模である（図表３）。スウェーデンの森林面積 2400 万 ha、
フィンランド 2000 万 ha に対し、ドイツは 1000 万 ha と北欧 2 カ国の 2 分の 1 以下にす

ぎない。それにもかかわらず、生産量は森林面積 2 倍のフィンランドを上回り、同 2.4 倍

のスウェーデンと肩を並べるまでになっているが、これはドイツの森林の成長が日本とほ

ぼ同じくらいに早く、ha 当たりの蓄積が北欧の 3 倍に達するためである。 
 

製材産業はグローバル化により競争

んだ。しかしながら、ドイツでは依然として、比較的規模の小さな製材工場も健在であ

る。たとえば、図表４の欧州の年間 10 万㎥以上の丸太を消費する製材工場の全製材量に

占めるシェアを見ると、フィンランド、オーストリアなどでは 8 割を超えており、寡占化

が相当に進んでいるのに対し、

ドイツでは 6 割強にとどまって

いる。 
フィン

は内需が小さく、輸出比率が

６割以上に達するほど外需依存

度が高いため（図表５）、量産の

規格品を製材する工場が自ずと

有利になる。 
これに対し、

国であるドイツでは例えば工

務店などの小規模需要などの製

材品に対する多様な内需が存在

し、比較的規模の小さな製材工

場でも、存在意義を発揮しうる

余地が大きい。これが、ドイツ

が北欧やオーストリアなどとも

っとも異なる点である。 
こうした事情はわが国と

ており、だからこそ、ドイツ

の製材産業はわが国の参考にな

りうる。 
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図表５　製材品生産量と輸出比率

（出所）Jaako Poeyry Consulting

100万ｍ ％

図表４　製材工場の規模別シェア
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3.3 製材工場の規模と生産性 

 もっとも、日本の製材産業は、ドイツと比較し

てもその零細さが際立っている。 
例えば、わが国製材工場は従業員 9 人以下が全

体の 85％を占めるほか、比較的規模の大きい従業

員 50 人以上の工場は全部で 40 社にすぎず、全体

の１％にも満たない。これに対し、ドイツでは従

業員 9 人以下の製材工場は全体の 3 分の２にとど

まっており、他方で 50 人以上の製材工場も全体

の５％に達している。 
さらに、両国の大手製材工場の違いを原木消費

量で比較してみると、日本では年間 20 万㎥以上

を消費する製材工場は 3 社なのに対し、ドイツで

は 28 社、また 10 万～20 万㎥が日本には 4 社し

か存在しないのに対し、ドイツでは 35 社存在し

ている（図表６）。 
つまり両国製材産業は、ともに大規模から小規

模まで存在しているとはいえ、日本では特に零細

工場の占める比率が高いのに対し、ドイツの場合、

小規模から超大型の製材工場まで比較的バランス

よく配置されている。 
この結果、１工場当たりの年間の平均丸太入荷

量は、日本が 2100 ㎥にすぎないのに対し、ドイ

ツはその 5 倍に相当する 12000 ㎥に達している。

また、従業員一人当たりの年間丸太入荷量ではド

イツが 1060 ㎥と、日本の 360 ㎥の 3 倍生産性が

高い。 
 

3.4  30 年間で開いた日独格差 

このように、ドイツと比較して日本の製材産業は、規模の集約化が進まず、生産性の低

さが際立っているが、1970 年までは、日本もドイツも 1 工場あたりの規模も生産性も大

差なかった。むしろ、当時丸太消費量に関しては、ドイツでは 1700 万㎥にすぎなかった

のに対し、日本では 6000 万㎥近くにのぼっており、生産量で日本はドイツを圧倒してい

たほどである（図表 7）。 
ところが、1970 年を境に、両国製材産業は対照的な道を歩み始める。 
日本ではこの間、生産性の低い工場がそのまま温存され続けた。この結果、日本の製材

産業は国際競争力を喪失し、製材工場の丸太消費量はいまでは、2200 万㎥にまで落ち込ん
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ドイ ツ

図表７　製材産業の丸太消費量

万ｍ3

(出所)木材需給報告書、Holzmarktbericht,ドイツ連邦消費者省
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図表8　製材工場当たり丸太消費量
ｍ3

(出所)木材需給報告書、Holzmarktbericht,ドイツ連邦消費者省
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図表9 製材工場従業員1人当たり丸太消費量
ｍ3

(出所)木材需給報告書、Holzmarktbericht,ドイツ連邦消費者省

年

原木消費量 日本 ドイツ

20万m3以上 3 28

10万～20万m3 4 35

5万～10万m3 21 37

(出所)日刊木材新聞､ドイツ製材業連盟

図表６　大手製材工場の日独比較
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でいる。 
これに対しドイツでは 1970 年以降競争が激化し

ズに対応できない製材工場は市場か

、品質・価格・サービスで市場のニー

らの退出を迫られ、製材工場の集約化が進展していっ

た。これによって生産性が上昇するとともに、当時 1700 万㎥にすぎなかった製材用丸太

。 
性が右肩上がりで上昇していったのに

特化戦略 

記のとおり比較的規模の小さい製材工

と比べ不利にならざるをえない小規模

ーレン州（ドイツ西部ルール地帯で、

ンランドの有名な林業コンサルタント

サルティングの報告書1を用いて、小規模工場の経営戦略をみてみる。 
ダーメードの注文製材であることであ

宅の設計に合わせた材をそろえて調達

に効率が良い。ところが、大手の製材

 
下の製材工場（針葉樹製材）では、生

万㎥までの製材工場でもその比率は 4
ほとんどが量産の規格品になる。 
ることが多いのも、特徴である。丸太

門ないし、針葉樹併用の工場が 5 割以

、丸太消費の 3 割強が広葉樹製材である。 
対に、2 万㎥以上の製材工場はほとんどが、構造材を中心とする針葉樹専門工場であ

性質･特徴を見ながら、用途に合わせて製材していくもの

で

                                                 

消費量も、いまでは 3000 万㎥にまで拡大している

図表８、９をみると、1970 年を境にドイツの生産

対し、日本の生産性の上昇は緩慢で、イノベーショ

る。 
 

3.5 小規模製材工場の

ンがほとんど起こっていないのがわか

ドイツの場合、集約化が進んでいるとはいえ、上

場も健在である。それでは、生産性の点で大手工場

工場は、どのようにして存在意義を発揮しているの

ここでは、ドイツのノルトライン・ウェストファ

工業が盛んな州）の木材産業を詳しく分析したフィ

会社ジャコペリ・コン

だろうか。 

小規模製材工場の特徴は、その顧客にあったオー

る。年間建築棟数の多くない工務店にとっては、住

したほうが、量産の規格製材品を買うよりもはるか

工場がこうした個別の注文製材に対応することは困

場の独壇場ともいえる。

難で、注文製材はまさに小規模製材工

実際、報告書によれば、年間丸太消費量 1 万㎥以

産量の 6 割強が注文製材品であり、5 万㎥から 10
割前後となっているが、10 万㎥以上では、製材品の

また、小規模製材工場は、広葉樹製材と併用であ

消費量が 1 万㎥/年以下の製材工場の場合、広葉樹専

上を占め

反

る。広葉樹製材はもともと、木の

あり、こうしたオーダーメード型製材は、小規模製材工場の独壇場である。 
なお、ドイツでは以上のカテゴリーに当てはまらない年間丸太消費量数千㎥程度の極端

な零細製材工場も多数存在しているが、その多くは工務店や内装業者が自家用に製材する

ものである。 

 
1 「ノルトライン・ヴェストファーレン州の木材関連産業の構造および市場分析 2002」 
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４．外材製材が成立した日本 

 

で製材する外材製材工場とでは、

規

4.1 製材の産業立地の特性 

材製材の場合、規模の拡大による生産性の向上をはか

り

になった。また、平均規

模

材

存在しない。 

さ

る

揮

4.2「ウッドマイル」と「地産地消」 

ちなみに製材工場の丸太の調達範囲は、ドイツでは通常半径 70 キロ以内、フィンランド

では 100 キロ以内となっている。フィンランドの調達半径がドイツより広いのは、平地で

の 3 分の 1

日本の製材工場の零細さと生産性の低さは、様々な問題をもたらしている。以下ではこ

の点を詳しく分析する。 
日本の製材産業は、国産材製材工場と輸入丸太を国内

模や製材品需要が異なり、問題の所在も異なることから、それぞれ個別に取り扱うこと

にする。 
 

均一の丸太が大量に輸入される外

、国際競争に勝ち抜くことが可能なようにみえる。 
実際、60 年代半ばに本格化した外材丸太による製材は、1970 年には国産材の丸太消費

量を追い抜き、以降、外材製材がわが国製材の主導権を握るよう

も、外材工場は国産材工場の４倍に達している。 
ところが、90 年代になると、外材丸太は徐々に輸入製材品に取って代わられるようにな

り、2003 年には外材丸太が 1060 万㎥にまで落ち込む反面、輸入製材品は 1200 万㎥（製

を丸太材積に換算）にまで増加するなど、外材製材は輸入製材品に対する競争力を喪失

しつつある（図表 10）。 
そもそも世界的にみて製材工場は森林資源の近くに立地しており、丸太を輸入して加工

する外材製材は、国境に近い地域で行われているだけで、わが国のような大規模な形で行

われてきた例は、欧米では

これは、①製材原価に占め

る丸太の比率が７割前後にも

達すること、②丸太は量がか

ばり、重い割に単価が安い

こと、③製材加工すれば材積

が半減するうえ、乾燥が加わ

ことからより軽くなること

のため、森林資源の近くに立

地することが、競争優位を発

するための前提となるから

である。 
 

あるという優位性のみならず、フィンランドの森林は成長が遅く蓄積がドイツ
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図表10　国産材、外材製材、製材品輸入別需給の推移
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（出所）木材需給表、丸太換算
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にも満たないため、それだけ広範囲から集荷しなければならないためである。 
このようにドイツでは、｢ウッドマイル｣が成立している。ウッドマイルとは、木材の産

地

ドマイルを木材購入の指標にしようとする運動である。その目

的

かかわらず日本でウッドマイルの運動が起こるのは、国内の林業、木材産業に

題があるからであり、その抜本的な改革を進めることこそが、真のウッドマイルとなる

地産地消」運動にも当てはまる。 
 

に上回る価格で取引されていた。だからこそ、日本に丸太を輸

出

材（グリーン材）利用だった時代は、消費地に近いところ

争上の絶対的優位性があったことである。グリーン材の場合、製材してから

時間が経つと、そりやわれが出たり、縮んだり、変色したりしやすくなり、それだけクレ

製材品がグリーン材で使われていた時代では、品質的に消

的に優位だった2。つまり、競争力の決め手は製材の需要者

格は二次的なものにすぎなかった。だからこそ、国内製材

である。 
本の木材産業は、国際競争から実質的に遮断された状態に

 

、製材需要は乾燥材・集成材へとシフトするようになり、外

えていた条件は大きく崩れることになる。というのは、乾燥材や乾燥した板を

張り合わせた集成材となると、それが適切に処理されていれば、時間がたっても劣化しな

                                                 

から消費地までの距離（＝ウッドマイル）が短ければ短いほど環境に負荷をかけない木

材利用であるとして、ウッ

とするところは国産材の利用拡大だが、本来なら、上記丸太の特性から、ウッドマイル

は自ずと成立するはずである。 

それにも

問

はずである。このことは、「

4.3 外材製材を支えた内外価格差とグリーン材利用 

それではなぜ、日本では丸太を輸入して製材する外材製材が長年にわたって成立してき

たのだろうか。 
その第一の理由は、丸太の内外価格差である。 
日本では長らく、丸太価格は国際価格を大幅に上回る価格で流通していた。例えば、欧

州の丸太価格は工場着価格で 8000 円/㎥前後であり、この価格は基本的には過去 10 年間

ほぼ横ばいである。ところが、丸太価格は 1990 年中頃でもスギで２万円、ヒノキで 4 万

円を越え、国際価格を大幅

しても輸出国では十分に採算が取れ、日本の外材製材はこのようにして国産材より安価

で大量に安定的に入荷する外材丸太を用いて製材加工することが可能だった。 
第二は、製材品利用が未乾燥

での製材に競

ームが出やすくなる。このため

費地に近い場所での製材が圧倒

にわたるまでの時間であり、価

に明らかな優位性があったわけ

つまり、グリーン材時代の日

あった。 
 

4.4 外材製材から製材品輸入へ

ところが、90 年代半ばから

材製材を支

いからである。 

 
2 中国木材堀川社長講演（http://www.zenmoku.jp/moku_kankei/keiei/pre_file/03.html） 
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つまり、木材は乾燥の時代に入って消費地製材の絶対的優位性は消滅し、日本の製材産

業は真に国際競争にさらされるようになった。 
図表 11 は 欧州の製材原価の内訳を示したものである。これによると、ドイツの製材品

１㎥当たり製造原価は、人工乾燥・モルダーがけで 153 ユーロ、2 万円強である。このう

ち丸太価格が 14000 円、製材歩留まりが 55％なので、丸太１㎥当たりの調達コストは大

体 7500 円である。これは製材の過程で発生する残材の売上げを計上していない数値なの

で、これを差し引けば、そのコストはさらに低下する。たとえば、ドイツの工場残材売上

げ

既に 2 万円を越えており、

れだけでドイツの製材

て

燥が必

須

製

い

である。 

際、国産材工場はいまでも 9000 近

平均丸

太

                                                 

は丸太１㎥当りに換算して 800 円なので、丸太の実質調達コストは 6700 円となり、製

材品 1 ㎥当たりの製造原価は 2 万円を割ることになる。 
これに対し、日本では輸入丸太（米ツガ）の価格は、工場着で

こ

原価に等しいことになっ

しまう。 
つまり、木材乾

の時代に入って、外材

材が成立した条件は根

底から覆ってしまった。

このことは、1995 年から

2004 年にかけての 9 年

間で、外材工場数が 2200
から 1100 へと半減して

ることに、もっとも象

徴的に表れている。 
 

 

５．昭和 30 年代の構造をひきずる国産材製材 
 

5.1 零細構造、低い生産性、価格 

国産材製材の 大の問題は、規模が零細で、生産性が低い昭和 30 年代の構造が温存され

てきたこと

実

くも存在し3、1 工場当たりの年間

入荷量は 1600 ㎥と驚くほど零細であ

る。また、既述のとおり、従業員一人当

たりの製材用丸太入荷量はドイツの

 
3 国産材工場と国産材・外材併用工場の合計。両者の構造は基本的に同じなので、本稿では両者をあわせ

国産材工場と呼ぶ。 

-40

0

40

80

ドイツ オーストリア フィンランド

120

160

その他

資本装備

人件費

丸太価格

工場残材売上げ

図表11　欧州の製材品１m3当り製材原価

ユーロ

20,600円 20,100円
22,000円

（出所）Jaako Poeyry Consulting

55 49
（前提条件）年間丸太消費量60万m3、トウヒ、人工乾燥、モルダーがけ、

　　　　　　製材歩留まり ％、フィンランドは ％。

（注）合計価格は、工場残材売上げを含まない。１ユーロ=135円として計算。

                            従業員1人あたり/年

原木使用量 m3 1,060 360

ドイツ 日本

工場出荷額 万円 2,280 1,560

（出所）木材需給と木材工業の現況平成14年版、ドイツ統計年鑑

（注）1ユーロ=135円で換算。

図表12　日独製材業生産性比較
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1060 ㎥に対し、日本では 360 ㎥しかなく、日本の生産性はドイツの 3 分の 1 にすぎない。

し

 

に優れていればそれも正当化されようが、特に国産製材

、乾燥材といっても含水率の表示がなかったり、寸法表示が的確でないもの

も はばらつきが多い。また、日本農林規格（JAS）外の製材品

未乾燥材（グリーン材）が大量に流通しているなど、品質管理

けではない。 
には、ドイツ工業規格（DIN）の取得義務付けはもちろ

い含水率、寸法表示、芯去り材などの条件をつける業界自主規

普及が 速化するなど、品質管理もはるかに徹底している。 
なるのが、乾燥である。 
るのも、1 年くらいがかかり、その間、木材が自然乾燥する過

ることができた。ところが現在の建築日数は大幅に短縮され、

及してくると、構造材として用いる材は乾燥材でなければ、まとも

家はできない。ところが、人工乾燥するためには一定以上の規模が必要で、国産製材工

でこれに対応しうる乾燥設備を持っているところはごく一部でしかない。 

3 多段階流通とマーケティング不在 

りながら、工務店と直接取引きをするわけではなく、

製

建築業者との直接取引きは 27％でしかなく、半分以上の 57％は木

はより高いものとなるだろう。 
ば小さいほど地元密着の工務店との注文製材で、

かも、この生産性は外材工場も加えた平均値なので、国産材製材工場の生産性となると、

これよりもさらに低くなる。 
他方で、製材工場の従業員一人当たり製材品等出荷額では、ドイツ 2100 万円強に対し、

日本は 1500 万円4と、日独格差は縮小する。つまり、日独製材工場では、従業員一人当た

り生産性で 3 倍の開きがあるのに、売上げでは 1.4 倍程度の差しかないことになるが、こ

のことはわが国製材品がそれだけ割高であることを意味する。 
実際、ドイツと日本の製材品価格（人工乾燥、モルダー加工）を比較すると、ドイツで

は 2 万円台後半なのに対し、スギの乾燥材では 55000 円に達しており、単純比較してわが

国製材品のほうが 6 割ほど高いことになる。 

5.2 品質の問題 

もっとも、品質の面でそれなり

品については

存在するなど、その品質に

や、構造用柱材であっても

が必ずしも徹底しているわ

これに対し、ドイツでは製材品

ん、構造用材にはより厳し

格の高規格品を定め、その

品質の関係で特に問題と

かつては、家一軒を建て

程で、くるいなどを修正す

しかもプレカットも普

加

な

場

 
5.

国産材は、工務店需要が主体であ

品市場や製材小売といった複雑な流通ルートに依存している。図表 13 の、製材工場の

製品販売先をみると、

材市売市場や木材販売業者との取引となっている。この統計は外材工場も含めた数値なの

で、国産材に限れば流通業者との取引割合

これに対し、ドイツでは規模が小さけれ

直接取引きをしている。 

                                                  
ただし、従業員 4 人以4 上。出所：平成 14 年工業統計表（経済産業省経済産業政策局調査統計部編）。 
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例えば、前出のジャコペリの報告書によれば、ドイツの 2 万㎥以下の製材工場では、7
割前後が工務店ないしは地域のビルダーへの直接販売となっている。ところが、2 万㎥以

上では量産規格品が主体となる木材流通業者への販売が徐々に多くなり、10 万㎥以上の製

材

から撤退するしかないだろう。ところが、

材工場が木材市売市場や販売業者

る方式では、その

分

の

つ

要

戦後まもな

くの製材産業そのものである。当時は外材の流入もわずかであり、地域材を使って地域の

の自然乾燥の過程で生じる狂いを修正しながら、

時

材は、住宅メ

ー

ら量産型にシフトしていくのに伴い、国産材製材需要は減退の

一途をたどり、国産材マーケットはニッチマーケット化していった。特に 2000 年に施行

工場となると、住宅メーカーへの直接販売が 3 割、流通業者が 6 割弱の構成となる。ま

た、これを地域別に見ると、2 万㎥以下では、その 9 割近くが同じ州内に販売しているの

に対し、規模が大きくなるにつれ州外への販売比率が高まり、10 万㎥以上ではさらに輸出

の比率が 3 割となってくる。 
このように、ドイツの小規模製材工場は工務店や地域ビルダーからの注文製材が主体で

あり、このため、製材品の直接の需要者である工務店のニーズに応えるべく、常に努力を

迫られる。これに対応できない製材工場は市場

製

に製材品を供給す

流通コストが嵩むのみならず、製

材品の直接の需要者である住宅産業

の需要動向を的確に把握できなくな

ってしまう。 
90 年代半ば以降の乾燥材需要へ

高まりに国産材はほとんど対応で

きず、これによって国産材需要が落

ち込んだのは、零細で乾燥施設を持

工場が少ないことのみならず、需

の変化に反応できない流通構造の

影響も大きい。 
 

5.4 50 年間変わらなかった国産材製材のビジネスモデル 

国産材製材の零細構造や多段階流通、グリーン材供給等々、これらはすべて

工務店（正確には棟梁と大工）が、製材品

間をかけて家を建てた。 
つまり、当時は国産材製材こそが、日本の製材産業そのものだった。 
それが大きく変わるのは、高度成長下で住宅メーカーなどの量産型住宅が台頭するよう

になった昭和 40 年代からである。その需要に応えたのは外材である。他方、国産製材は

こうした需要の変化には無反応で、その結果、国産製材は地域の工務店、外

カーや地域ビルダーなどの量産需要という市場の二極化が定着していった。 
そして、需要が工務店か

された品確法を契機に、工務店のシェアは大手メーカーにさらに奪われつつあり、ニッチ

27%

16%

35%

22%

図表13　製材工場の製材品出荷先別出荷量の構成

その他

建築業者

木材販売
業者

木材市売市場

（出所）木材需給と木材工業の現況平成14年版より富士通総研作成
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マ

る

材

昭和 30 年代の構造を引きずっているのだろうか。そ

ほとんど向上せず、競争力を喪失したのはなぜなのだろうか。戦後まもな

く間で成立していた木材産業集積が崩壊していったのは、なぜなのだろうか。以下では、

理論 
業主体の産業であることから、単独で成立

ター）が不可欠となる。ここでは、産業クラスター

ル・ポーターのモデルを用いる。 
ラスター理論は、その産業を支える裾野を含めて総合的に分析するもので、従来の産

えば、木材産業クラスターは、

素

総合的にとらえる。 
宅産業や家具産

業

ーである

と

ーケットがさらに縮小する事態

に見舞われている（図表 14）。 
こうした中、工務店の中では大

手メーカーの下請けやフランチャ

イズに加盟するところが増えてき

ており、そうなると工務店そのも

のは存続するにしても、使われ

は量産の規格品となり、国産材

の需要は一段と減少していくだろ

う。 
 

 
６．産業クラスター理論による木材産

 
それでは、日本の木材産業は、なぜ

の間、生産性が

業の構造問題分析 

この点を詳しく分析する。 
 

6.1 マイケル・ポーターのクラスター

木材産業は典型的な地場産業であり、中小企

する産業ではなく、その集積（クラス

論で有名なマイケ

ク

業分類とは異なる視点から分析できる点に特徴がある。たと

材である丸太を供給する林業から、製材品の需要者である住宅産業までの垂直方向や、

製材用機械メーカーやサービスなどの水平方向の多様な産業によって支えられている。 
既存の産業分類においては、これらの産業は別々のカテゴリーとして分類されるが、ク

ラスター理論では、これらを

特に木材産業は林業との連携が不可欠であること、また、その製品は住

などで需要される中間財であることから、木材産業を分析する場合、産業クラスター理

論による分析はより有効である。  
マイケル・ポーターによれば、競争力の根源は生産性向上にあること、そのためにはイ

ノベーションが欠かせないこと、そしてイノベーションを奨励する場がクラスタ

し、クラスターを形成する要因として、資源、支援産業・機関、競争環境、需要の４つ

の要因からなるダイヤモンドモデルを提唱している。 

0%

5年度 14年度

20%

40%

60%

80%

100%

100棟以上

10～99棟

９棟以下

図表14　戸建住宅施行会社の年間受注実績別割合の推移

（出所）住宅・建築主要データ調査報告、平成14年度戸建住宅編（住宅金融公庫編集）
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6.2 クラスター形成の４要因 

これを木材産業に当てはめて図式化したのが、図表 15 である。木材産業を軸に、木材資

源（林業）とそれを加工した製材品の需要（住宅産業）という流れが垂直方向にあり、こ

などの要因が相互に影響を与えあってダイヤモンドを

原動力となる。 

める木材資源の比率が７割と資源の重要性がことのほ

性は工場の規模に大きく左右されることから、木材ク

一定量安定的に供給されることが不可欠である。それ

には、設備投資はできず、規模の拡大も生産性の向上も進まない。資源要因は、木

 
需要（住宅産業） 

い要求が出されたり、新たな製

類似企業が激しい競争

の存在意義が出てくる。 

れに競争環境、支援産業・研究機関

形成し、イノベーションを促進する

①資源（林業） 

製材産業の場合、製造原価に占

か高い。しかも、木材産業の生産

ラスター形成のためには、資源が

なし

材産業集積の基礎条件である。

②

高度で要求水準の高い顧客が存在し、製材品への厳し

材品への開発要望が出されたりすることは、木材産業にイノベーションを促すことにつ

ながるのみならず、それに対応できない企業に対しては、退出を促す圧力となる。 
つまり、需要要因は、市場の要求に応えられない企業へ退出を迫ることによって産業

全体の生産性の向上を促す要因となる。 
③競争環境 

を展開しているクラスタ

ーでは、競争のプレッシ

ャーが企業にイノベーシ

ョン促進・生産性向上の

図表15 木材産業クラスターのダイヤモンドモデル図表15 木材産業クラスターのダイヤモンドモデル

資源
（林業）

強いインセンティブとな

る。 
④関連産業・支援産業 

関連・支援産業、体制

とは、製材機械メーカー、

研究開発をサポートする

私的・公的研究機関のこ

とである。こうした存在

はイノベーションをサポ

ートする要因であり、関

連産業・研究機関の支援

を求める企業があっては

じめて、関連・支援産業

安定した供給体制

木材産業

需要
（住宅産業）

高度で要求水準の
高い顧客

競争環境

競合企業間の
競争

関連産業・
支援体制

優れた機械メーカー
研究開発支援機関

資源
（林業）

（出所）「日本の産業クラスター戦略」石倉洋子他著（有斐閣）を参考に富士通総研作成。

安定した供給体制

木材産業

需要
（住宅産業）

高度で要求水準の
高い顧客

競争環境

競合企業間の
競争

関連産業・
支援体制

優れた機械メーカー
研究開発支援機関

資源
（林業）

安定した供給体制

（出所）「日本の産業クラスター戦略」石倉洋子他著（有斐閣）を参考に富士通総研作成。

木材産業

需要
（住宅産業）

高度で要求水準の
高い顧客

競争環境

競合企業間の
競争

関連産業・
支援体制

優れた機械メーカー
研究開発支援機関

（出所）「日本の産業クラスター戦略」石倉洋子他著（有斐閣）を参考に富士通総研作成。
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6.3 ダイヤモンドモデルが成立しない日本 

った主な理由は、競争要因が十分に

ことに求められる。上記のとおり、グリーン材利用が一般的だった時代

は

ており、国産材に関しては地域密着の工務店の根強い

ーケットとして、外材との競合を避けることができた。 
②小

源

を

りあえず原木市場に集荷されざるを得なかっ

た流通方法で木材を安定調達できるのは、小規模製材工場に限られる。だか

らこそ、規模の拡大を図ろうとする製材工場は、大量に安定的に輸入される外材丸太に

、為替の変動リスクや丸太の調達不安に陥るリスクなど、外

在的な不安定さがあり、外材製材の基盤も決して磐石なもの

、外材工場といえども容易に規模拡大を図れたわけではない。 
ように、日本の製材産業が資源の制約を受けてきたことは、大規模化・集約化を

なってきた。 
③イノベーション不在の背景 

ョンが進まなかった主な理由である。 
通は製材品市場などの仲介業者を経たものであり、自らマー

かった。つまり、日本の製材産業は特に工務店に依存する零

ら直接プレッシャーを受けることが少なかった。競争力を喪

場が存続してきた理由は、この需要要因に求められる。 
カー、木材産業支援のための研究機関も存在するが、イノベ

製材工場は少なく、こうした条件を有効利用する製材工場は

ベーション・生産性向上を可能とし、かつ要求する環境がき

わめて不十分だったのであり、ダイヤモンドモデルを描くことはできない。 

次に、日本の木材産業はなぜ昭和 30 年代の構造を引きずっており、イノベーションが進

まず、生産性で大きく遅れをとってしまったかを、ダイヤモンドモデルを用いて分析する。 
①昭和 30 年代の構造がなぜ温存されてきたか 

まず、日本の製材産業の構造変化がほとんどなか

機能しなかった

、製材してから消費地に届くまでの時間が勝負だった。このため、国内製材に絶対的

な優位性があり、国内製材は国際競争には直接さらされないできた。 
加えて、国内製材においても、国産材製材と外材製材とでは、競争がないに等しかっ

た。というのは、国産材は工務店、外材はそれ以外の住宅メーカーや地域ビルダーとい

った形で、それぞれ市場が分かれ

需要があるニッチマ

規模零細構造が固定化されてきた背景 

他方で、規模の集約化が進まなかった理由としては、資源要因が指摘できる。 
日本の人工林は戦後植林したものがほとんどで、林業は資源育成の段階であり、資

安定的に供給するシステムが構築されていなかった。この結果、国産材は偶然的にし

か供給されず、そうして伐採された材はと

た。こうし

依存してきた。 
しかしながら、外材製材

な条件の下であり、しかも

材丸太に依存することの潜

ではなかった。だからこそ

この

が成立したのも、丸太の内外価格差と未乾燥需要という特殊

阻害する 大の要因と

需要要因も、イノベーシ

国産製材の場合、その流

ケティングを行う必要がな

細工場に関しては、顧客か

失した小規模零細な製材工

他方、日本には機械メー

ーション意欲のある国産材

限られてきた。 
このように、日本ではイノ
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6.4 ドイツ木材産業のダイヤモンドモデル 

次に日本と比較するため、ドイツ木材産業にダイヤモンドモデルを当てはめてみる。 
①国際競争、資源の安定供給 

未乾燥時代は製材の特性から消費地での製材に絶対的優位性があったが、ドイツの場

合

の欧州通貨に対

し

安定した

ていた。このため、ドイツの木材産業はその

需要に見合うだけの材を確実に自国材で調達できた。だからこそ、製材工場は競争が激

化

②

因に関しても、ドイツでは住宅産業が健全で、その製材品に対する要

求

乾

がら、

住

く

よ

は、一定水準以下

、北欧やオーストリア、フランスといった製材が盛んな国々と距離的に近く、こうし

た優位性を利用できる状態にはなかった。 
しかも 1970 年の変動相場制への移行により、欧州は幾度となく通貨不安に見舞われ、

70 年代にドイツマルクは対ドルで 2 倍も切り上がっただけではなく、他

ても大幅なマルク高を余儀なくされた。 
つまり、ドイツは以前より厳しい国際競争にさらされてきたのであり、常に生産性向

上への圧力を受けてきたといえる。 
また、資源要因に関しては、ドイツでは林業が健全であり、そこからは毎年

量の木材が生産されるシステムが構築され

すれば、それへの対応として規模を拡大するための投資もできたのであり、生産性を

向上させるための大型化も可能となった。 
これは木材産業全体に対する競争圧力となり、その存在意義を発揮できない製材工場

の淘汰を進めることにもつながった 
高度で要求水準の高い住宅産業 
他方で、需要要

が高度なものだったことが指摘できる。 
例えば、ドイツでは、日本の住宅金融公庫の北海道の次世代省エネ基準よりも 3 倍厳

しい省エネ基準を、すべての新築住宅に義務付けている（図表 16）。このため、ドイツ

の新築住宅はすべて高気密高断熱仕様であり、その要請に応えるため、構造材に対する

燥基準も厳しい。こうした高度な要求があるからこそ、業界自主基準である優良規格

材も生まれてきた。 
省エネ基準は当然のことな

宅メーカー、工務店にかかわりな

適用される。工務店と取引するの

は基本的に地域の規模の小さい製材

工場だが、そうした工場でも、こう

した厳しい省エネ基準に対応しうる

うな乾燥材を供給できなければ、

生き残れない。すなわち、要求水準

の高い顧客の存在

の製材工場を淘汰する機能も果たし

てきた。 

図表16　日独住宅の省エネルギー基準

（出所）NPO法人外断熱研究所
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（出所）NPO法人外断熱研究所



こうした環境にあれば、当然、製材工場間での厳しい競争が生まれる。これがプレッ

産業に設備を供給する機械メーカーや、製材品の高度化を

サ

の製材機械も、いまやドイツ製にとって換

わ

 
７

 
7.

に入って消費地製材の絶対的優位性はなく

なり

材する外材製材はその存立基盤が根底から覆ることになり、外材工場の撤退が相次いでい

法は乾燥材への需要を一段と高め、これへの対応が遅

れる

の要因がそろわない中で、競争要因だけが

突如

に

く

再生は、木材ク

能

7.

位性が発揮できる国産材をベースとして近代産業

構 いくことであり、そのためには価格、品質、規格、

乾燥、納期、量などの条件をクリアーしていかなければならない。そうなってはじめて、

住宅メーカーや地域ビルダーに国産材を使ってもらえるようになり、外材に奪われたシェ

ア

工務店需要の拡大も重要である。従来の、県産材

住宅に補助金を出すなどの施策は、あくまでも既存の工務店ルートでの「需要拡大」を目

シャーとなり、イノベーション圧力をさらに高めることになる。 
もちろん、ドイツには木材

ポートする研究機関も存在しているが、それを求める製材工場があればこそ、支援産

業・研究機関が存在意義を発揮できた。この結果、ドイツの製材機械メーカーの競争力

は強く、かつては国産で占められていた日本

られつつある。 
こうした環境があればこそ、ドイツの製材産業は常にイノベーションの努力を強いら

れ、国際競争に生き抜いてきた。 
このようにドイツでは、ダイヤモンドモデルがきれいに成立する。 

 

．木材産業クラスターの構築 

1 クラスター形成のための総合的なアプローチ 
90 年代中ごろより木材利用が乾燥材の時代

、日本の製材産業は本格的な国際競争にさらされることになった。丸太を輸入して製

る。他方、2000 年に施行された品確

国産材製材も、そのシェアを輸入製材品に奪われつつある。 
つまり、クラスター形成の４要因のうち、他

出現したことで混乱が生じているのが現状であり、資源、需要などの他の要因を早急

整備していかないと、日本の木材産業は空洞化がさらに進んでしまうだろう。 
おりしも、戦後植林した人工林資源は成熟期を迎えつつあり、そうなった場合、せっか

の木材資源が行き場を失ってしまう。 
このように、木材産業 ラスター形成に向けて、資源および需要サイドの

条件整備と、関連産業・支援体制の整備といった総合的なアプローチによってはじめて可

となる。 
 
2 競争力の回復と国産材利用の拡大 

日本の木材産業の基本課題は、比較優

造に転換して、国際競争力を回復して

を奪回できるようになる。 
他方で、従来の国産材ユーザーである
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指し

ーケット化してきており、しかもそのマーケットが縮小を続けている中でのこうした対症

療法

デ

の

 
7.3

まず、国産材製材の規模の拡大が不可欠である。そ

のためには、外材工場が国産材工場に転換していくこと、国産材製材工場で意欲の高いと

ころの投資を促すこと、が必要である。 
幸い、製材工場の中には、国産材利用拡大に向けての新たな動きが出てきている。たと

越える日本 大の外材工場である中国木材は、九州で国

材を前提とした大規模な集成材工場を立ち上げたし、それ以外でも九州では、国産材工

動きが表面化してきている。東北でも

同

発を実現することが可

能

7.

とんどで、資源の成熟度から林業として成立す

る

いまや 40 年を越える人工林資源も多くなりつつあり、木材生産を前提とした

林業システムを構築すべきときに来ている。そのためには従来の 40～50 年で森林をすべて

って木を利用する長伐期施業への移行が不可欠だ

が

際競争に耐えうるためには、少なくとも流域で年間 10 万㎥

程

たものだった。ところが、かつては標準モデルだった工務店需要そのものがニッチマ

的なやり方では、需要縮小という流れを反転させることはできない。 
工務店需要減退の根幹にあるのは工務店の競争力低下であり、工務店の技術力、営業力、

ザイン力等、総合的なレベルアップをはかることこそが、国産材需要拡大のための本来

政策である。 

資源の安定供給体制の構築 

木材産業の競争力回復のためには、

えば、年間丸太消費量 100 万㎥を

産

場の中で、数万㎥を越える規模の製材工場を目指す

じような動きがあり、また、スギを用いた合板工場も、 近、生産量を急速に伸ばして

きている。 
しかしながら、こうした動きも、資源の供給者である林業が対応しなければ、あだ花に

終わってしまうだろう。上記分析のとおり、安定した供給体制があってはじめて木材産業

は設備投資ができるのであり、それによって生産性の向上や製品開

となる。 
つまり林業再生こそが、木材産業再生のための基礎要件である。 

 
4 木材産業再生と林業再生の関係 

日本の人工林は戦後植林されたものがほ

のは困難な段階だった。このため、林業の体制も保育中心で、木材生産のシステムは存

在していなかった。 

ところが、

伐採するという皆伐方式から、間伐によ

、これは木材生産（＝間伐）そのものが保育ともなるもので、この意味からも、新たな

林業システムの構築が不可欠である。 

そのためには、規模をまとめることが大前提である。そうでなければ路網を構築できず、

機械も利用できず、合理的な木材生産はできない。そもそも、木材産業再生のための木材

の安定供給も不可能である。国

度の材が安定的に生産されることが必要だろう。これは、間伐で 50 ㎥/ha 生産、間伐の

ローテーションを 10 年として 2万 ha であり、平均的な森林組合の管理面積である。 
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7.5 非経営林をどう林業システムへ取り込むか 

そのための 大の課題は、所有者のとりまとめである。わが国 大の森林所有者は実は

個人所有者であり、この層のほとんどは林業に対する知識も関心も少ない。つまり、非経

営

ージーランドでは、非経営林は多くなく、この部分は民間のコンサルタ

ト会社が所有者に対するサポートを行い、木材生産や木材販売の代行をしている。 

者が森林所有者の 7 割を占めるフィンランドでは、所有

者

有者連盟が果たしている。フィンランド林業、

木

業の再生もありえない5。 

低く、品質や規格に対応できなくなった零細工場の統廃合も進まず、生産性

の

の問題は、上記のとおり、国産材のメインユーザーである地域密着の工務店の競争力

。ドイツでは住宅メーカー、工務店の間で技術的な

差

、断熱性能が高くエネルギー効率に優れる快適で

資

林である。非経営林はいかなる林業先進国にも存在し、コンサルタントがこれをサポー

トする体制ができあがっている。たとえば、経営意欲の高い農家林家が多いドイツや企業

経営林が多いニュ

ン

他方、サラリーマン、年金生活

のための組織である森林所有者連盟が、一元的にコンサルタント機能を担っている。フ

ィンランドの木材産業は既に見たとおり巨大化しており、小規模所有者から生産される材

を大規模需要に結びつける機能を、森林所

材産業は、森林所有者連盟なしには成立しえない。 

日本にも所有者のための協同組織である森林組合が存在しているが、実際にやっている

業務は、県の林業公社や国の緑資源機構が管理する森林整備の下請け、保安林整備事業が

ほとんどであり、森林組合はその本来の業務であるはずのコンサルタント機能をまったく

果たしていない。その抜本改革なしに日本で林業が成立することは不可能であり、したが

って、木材産

 

7.6 住宅産業の構造改革 

木材産業再生のためには、住宅産業からのプレッシャーも不可欠である。そうでない限

り、生産性が

ボトムアップも実現しない。 

こ

強化の問題とも密接に結びついている

はなく、このため工務店も健全で、これが地域の製材工場と密接に結びついている。 

 

おわりに 

 

ドイツをはじめ欧州林業諸国では、木材価格 8000 円、製材品価格２万円である。それで

も林業は健全に産業として成立し、木材産業は国際競争力を維持し、木材関連産業全体と

しては、各段階で付加価値を創造するバリューチェーンが成立している。そして、そうし

た材をふんだんに使って建てられる家は

産価値の持続する住宅であり、その平米単価は 15～20 万円と日本と変わらない。つまり、

バリューチェーンの 大の受益者は、われわれ一般市民なのである。 

これに対し、日本はどうか。 

                                                  
林業の問題と改革案の詳細については、林経協月報 年 月号「ドイツとの比較分析による日本

林業・木材産業再生論」を参照。 
5 2005 1
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スギの価格はいまでこそ 1 万円前後になっているが、 近までは 2 万円だった。製材品

も

の

住宅産業の現状では木材はＣＯ２固定や排出削減に貢献していないことになってしまう。 

ろうか。 

はないだろうか。 

本の林業界、木材産業界には、こうした供給者の論理が蔓延しているが、このことこ

の構造を引きずっていることの象徴だろう。 

・ Jaakko Poeyry Management Consulting GmbH , 2002 “Struktur und 
rktanalyse der Forstwirtschaft und der Holzverbrauchenden Industrie in 

Nordrhein-Westfalen” 
・ 梶山恵司 2004「21 世紀日本の森林・林業をどう再構築するか」富士通総研経済

スギの乾燥材で 5万円である。それにもかかわらず、林業は成立せず、木材産業も停滞

の一途をたどるなど、木材関連産業は各段階でどれだけ付加価値を創造しているか、疑問

といわざるをえない。しかも、バリューチェーンの 終成果であるはずの住宅は、価格・

品質であまりにも問題が多いうえ、エネルギー効率も悪い。 

民生部門（家庭）のＣＯ２排出は 1990/2000 で 2 割も増加しており、民生部門のＣＯ２

排出の 4分の 1は空調関係である。つまり、日本の家の寿命が短いことと合わせ、日本

ドイツと比較すると、日本の林業、木材産業が国際標準からいかにかけ離れた存在であ

るかは、明らかである。それにもかかわらず、日本では林業・木材産業の凋落の理由を、

木材価格の下落や外材の流入におしつけてきた。しかしながら、木材価格がたとえば、2

万円に「回復」するとすれば、それを誰が負担するのだ

林業界、国産材製材業界からの、住宅品確法に対する批判も、これと同じことである。

品確法によって国産材のメインユーザーである工務店が打撃受け、国産材の需要が減退し

たと非難するものだが、住宅の構造は一般にはわかりにくく、一定の基準をクリアーする

住宅を保証させる制度は、たとえそれが現状では改善の余地が多いとしても、まずは住宅

産業の構造改善に向けた一歩といえるので

日

そが、業界が昭和 30 年代

木材価格の下落や外材のせいにするのではなく、自らイノベーション努力をし、生産性

を上げることこそが、林業・木材産業再生のための唯一の道である。 
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