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【要旨】 

 

1. ドイツの森林面積は 1000万haとわが国人工林と同じながら、そこからはわが国の 3倍もの材が毎年

安定的に生産され、これを地域で加工・利用する「木材チェーン」が成立している。ドイツ林業を

支えるのは、長伐期・非皆伐施業と、実際に生産可能な森林資源の適切な把握（＝在庫調査）にも

とづく木材の安定供給である。ドイツ林業は、わが国林業のモデルとなりうる。 

2. ただし、林業の基礎的条件である所有者の特性に関しては、日独で大きく異なる。つまり、ドイツ

の個人所有者は経営意欲の強い農家林家が主体であるのに対し、わが国森林の最大の所有者層であ

る個人所有者のほとんどは林業に対する知識も関心もなく、また、林業収入に所得を依存していな

い。このため、わが国においては、所有者に働きかけを行い、これを取りまとめる組織が林業再生

のために決定的に重要な存在となる。 

3. 所有者とりまとめというソフト事業は、地域に根ざした地縁組織でないとこれを行うのは困難なう

え、競争政策が機能しにくいことから、森林組合がその中核的担い手となるのが、もっとも妥当で

ある。それゆえ、森林組合の抜本的なガバナンス強化と、他の事業体などとの公平さを確保するこ

とが不可欠となる。 

4. 現代林業の担い手としての森林組合に求められる能力は、森づくりそのものの技術のみならず、他

の林業事業体・大規模所有者との連携・コーディネート力、需要開拓のためのマーケティング、環

境への配慮等、多岐にわたる。このため、民間、行政、研究者等が、対等な関係にもとづくパート

ナーシップを組んで、森林組合をサポートする体制を構築することが、日本林業再生のための具体

的な第一歩となる。 

5. こうした認識にもとづき、林業再生の普遍的なモデル構築を目指した産学官協働によるパイロット

プロジェクトが、「富士森林再生プロジェクト」である。 
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１．はじめに 

 

わが国は、国土の 3分の 2を森林が占めるほど木材資源には恵まれた国である。その資源を利用する

産業は、地域に根ざした地場産業であること、製材や合板工場などの一次利用部門、加工された木材を

利用する住宅や家具などの二次利用部門を含め裾野が相当に広いことから、地域経済・社会を支える大

きな柱となりうる。ところが現実には、わが国林業および国産材関連の木材産業は衰退の一途をたどっ

ており、これを反映して森林も荒廃する一方である。 

日本と対照的なのが、ドイツである。ドイツの森林面積は 1000 万 ha とわが国人工林とほぼ同じ規模

であり、しかも、特に山間部である黒い森やバイエルンなどの南部において小規模所有形態が多くみら

れるものの、そこからは毎年4000万㎥、わが国の3倍もの木材が安定的に生産され、これを加工・利用

する木材関連産業の売り上げは、880 億ユーロ（１兆 2000 億円）、対ＧＤＰ比５％近くに達するほどで

ある（図表 1）。しかも、こうした産業はほぼ例外なしに森林資源の近くに立地しており（図表 2）、

地域で産出される資源を地域で加工・地域で利用する「木材チェーン」が成立している。また、その林

齢も弱齢林から 100 年を越える高齢級林までバランスよく構成されており、近年では広葉樹の面積・蓄

積も拡大するなど、森林の機能を十二分に引き出している。 

ドイツではなぜ林業が成立し、わが国ではなぜ林業が成立しないのだろうか。ドイツのみならず、欧

州からは大量の製材品が日本に輸入され、わが国林業と直接競合するにいたっているが、その競争力の

源泉はいったいどこにあるのだろうか。 

前稿（研究レポート No182「21 世紀日本の森林・林業をどう再構築するか」）では林業システムに焦

点を当てて分析したが、本稿では、ドイツ林業・木材産業と詳しく比較分析することによって、日本林

業・木材産業を再生するための具体的な道筋について、検討することにする。 

売上高 構成比

製材･合板等 86        10
住宅資材 87        10
住宅建設関連 120       14
家具 240       27
木材関連手工業 43        5
卸小売り 176       20
紙パルプ 132       15

計 884       100
ドイツGDP（1999年） 19,400   
木材産業売上高/GDP 4.6%
(出所)ドイツ製材業連盟

（注）98～2000年平均

億ﾕｰﾛ、％

図表１　ドイツ木材関連産業の売上高

ルール　
工業地帯

図表２ ドイツNRW州木材関連産業立地

（製材、木質ボード、製紙）

(出所)Clusterstudie　Forst & Holz NRW
（注）NRW州＝ノルトライン・ウェストファーレン州

木質ボード
紙パルプ
製材（針葉樹）
製材（針広）
製材（広葉樹）

ルール　
工業地帯

図表２ ドイツNRW州木材関連産業立地

（製材、木質ボード、製紙）

(出所)Clusterstudie　Forst & Holz NRW
（注）NRW州＝ノルトライン・ウェストファーレン州

木質ボード
紙パルプ
製材（針葉樹）
製材（針広）
製材（広葉樹）
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 ２．ドイツとの比較で見た日本林業の問題点 

 

2.1 森づくり 

ドイツと日本との 大の相違は、森づくりである。わが国林業は従来、植林して40～50年ですべて伐

採（皆伐）するという短伐期・皆伐方式をとってきた。ところが、皆伐方式では、その後の植林や保育

などにヘクタール当たり数百万円もかかり、皆伐による木材伐採収入でこうしたコストを賄うことはで

きない。九州などで大面積皆伐が行われた後に再造林されず放置された林地が拡大しているのは、この

ためである。 

短伐期・皆伐方式は、木材価格が十分に高い反面、人件費が安かった戦後まもなくに考え出された林

業方式であり、その前提条件は以前より覆っている。日本林業の悲劇は、それにもかかわらず、短伐

期・皆伐に代わるモデルが提示されていないことである。 

皆伐すれば、その後の植林から育林に多額の経費がかかることは、ドイツでも同じである。このため、

ドイツでは皆伐せず、間伐によって木材を収穫し続け、林齢が 100 年前後となった段階で、天然更新を

促しながら数回に分けて 終収穫を行うという可能な限りコストのかからない林業方式を採用している。 

たとえば、図表３は、ドイツ針葉樹の収穫表であるが、その概要は以下のとおりである。 

 年間成長量10㎥/ha、120年伐期として、総成長量は1200㎥。 

 40～50年生から利用間伐をはじめて90年生にかけて計300㎥収穫。 

 終段階の20～30年で3段階に分けて各300㎥づつ収穫。総収穫量1200㎥。 

 終伐は、群状で収穫。これによって、更新を促す。 

この方式では、上層木を 終伐採する

段階で、次代を担う木は既に20年前後に

まで成長しており、林地が丸裸になるこ

とはない。しかも、天然更新の際には、

広葉樹も進入してくることから、針広混

交林へと誘導していくことも可能である。

このため、更新のコストを 小限に抑え

ることができるのみならず、環境の面か

らも皆伐よりもはるかに優れた方法であ

る。また、大径木生産主体となるので、

木材資源の質の面でも有利である。 

わが国では樹種、気候、風土がドイツ

をはじめとする欧州とは異なっており、

天然更新は不可能というのが林業界での

結論のようである。しかしながら、ヒノ

キはいうまでもなく、スギ・カラマツで

も天然更新している例は実際に存在して

いるのであり、研究者や林業関係者はこ

蓄　

積

林　齢　（年）

m3/ha
図表３　ドイツの収穫表と最終伐の収穫方法

（出所）ウィーン農林大学造林研究室

保 育

間 伐

主 伐

風
向
き

蓄　

積

林　齢　（年）

m3/ha
図表３　ドイツの収穫表と最終伐の収穫方法

（出所）ウィーン農林大学造林研究室

保 育

間 伐

主 伐

風
向
き
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れをどう説明するのだろうか。必要なのは、そうした例を科学的に調査・分析・検証し、実際の施業に

役立てる理論体系を構築することであるが、残念ながら林業研究機関で、そのような研究を行っている

ところは少ない。 

ドイツではまた、蓄積や年間成長量をベースに、そこから年間伐採量のガイドラインを決めるという

ことを行っている。成長量の範囲内で伐採し、伐ったら植えることが持続可能な林業経営の前提となる

ことを考えれば、こうした伐採量のガイドラインの設定は林業の出発点となるものである。実際、30ha

以上の個人所有林には 10 年に一度、専門家による詳細な樹種、蓄積、成長量等に関する森林･林業概況

調査1が義務づけられており、調査書の表紙には、向こう 10 年間の年間伐採量のガイドラインが記載さ

れているほどである。もちろん、ガイドラインはあくまでもガイドラインであり、実際の伐採は、価格

の需給調整機能によって決定されるが、こうした年間伐採量の把握は、製材工場が年間の操業計画や設

備投資計画を立てる際に不可欠の情報となることはいうまでもない。 

これらの結果、ドイツでは毎年4000万㎥前後の木材が安定的に供給される（図表４）。だからこそ、

製材工場は、安定した地域資源を前提として事業計画、投資計画を立てられ、これがまた地域材の振興

につながるという循環をつくり出せるのである。 

ちなみに、1987 年以来 14 年ぶりに行われ、2004 年 9 月に発表された 2001 年連邦森林在庫調査

（Bundeswaldinventur）の結果でもっとも注目されたのが、蓄積と成長量である。今回調査では、針葉樹

の年間成長量は 14㎥/ha と従来実測地を大幅に上回る結果が出ると同時に、年間可能伐採量が、従来の

年間伐採実績 4000 万㎥の倍に当たる 8000 万㎥へと大幅に上方修正された。ドイツ林業研究機関や行政

は、この調査結果を、製材工場をはじめとする木材需要サイドに積極的に伝達する広報活動に力を入れ

ているが、これによって木材需要サイドが、設備投資や輸出計画などの事業計画を立てやすくして、供

給の拡大に対応できるようにすることを目指したものである。 

これに対し、わが国では年間の成長量のモニタリングさえ行われておらず、成長量・蓄積に関する正

確な統計も存在しないなど、森林林業の

もっとも基本的なデータすら整備されて

いない。わが国林業は、戦後拡大造林期

には成長量を大幅に上回って伐採したが、

採算が悪化するや一転して、皆伐後の再

造林放棄地が拡大する一方で、全体とし

ては成長量を大幅に下回る量しか伐採さ

れず、しかもそれが減少し続けている

（図表４）。木材がこのように無秩序に

出てきては事業計画を立てることは不可

能で、国産材を利用きるのは一定規模以

下の製材工場に限定されてしまう。 

                                                                            
1 正式名称は、“Forstliches   Betriebsgutachten , 10 jähriger  Inventur und Betriebsplanung”「林業経営調査－過去10年間の森林在庫調査

および向こう10年間の経営計画」。10年間の経営計画とは、年間伐採量のガイドライン。 

20

40

60

80

100

120

140

160

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

ドイツ

日本

（出所）各国森林統計より作成。
(注)　ドイツの2000年の生産量の急増は暴風雨の影響。2001年の減少は、その反動。

1990＝100

図表4　日独木材生産量の推移

年
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2.2 木材生産の採算性と木材販売 

長伐期・非皆伐は、収穫（間伐）の作業が再造林･保育を相当部分兼ねる施業方式であり、したがっ

て、間伐の採算性が確保できれば、基本的に林業は成立しうる。また、その施業単位は 0.5～１ha であ

り、５ha 程度所有していれば、数年に一度は間伐によって収入を得られる。このため、比較的規模の小

さい所有者でも、所有山林への関心を持続させることができる。 

それでは、ドイツの木材生産の採算性は実際にはどうなのだろうか。 

まず、木材価格はおおむね 15～80 ユーロ/㎥、平均で 50 ユーロ（7000 円）/㎥前後であり、スギの 1

万円/㎥前後と比べると 3 割程度安い（林道端価格。輸送経費は工場負担）。15 ユーロに近い部分は木

質ボードなどのいわゆる低級材であり、80 ユーロは大径材（末口 50ｃｍ以上）の元玉（根元に近い部

分）である。林齢40～50年生の間伐から出てくる材は当然、低級材の占める比率が高く、反面、高齢級

林分から出てくる材は相対的に大径材が多くなる。 

他方、ドイツにおける一人当たりの木材生産性はおおむね２～10 ㎥/時間であり、一人当たり 1 日で

２～３㎥に過ぎないわが国との生産性格差は歴然としている。また、ドイツの木材生産コストも 20～30

ユーロ/㎥と、わが国の２分の1以下である2。 

以上から、ドイツでの木材価格 50ユーロ/㎥、伐採搬出経費 25ユーロ/㎥として、所有者の手取り 25

ユーロ/㎥というのが一般的な相場といえる。ただし、ドイツの個人所有林では自家労働で伐採する農

家林家が多く、その場合、木材売り上げの相応部分が実際の手取りとなる。なお、木材価格は林道端で

の取引価格で、そこから製材工場までの運送は経費を自ら負担のうえ製材工場が行うが、その経費は４

～７ユーロ/㎥である。したがって、ドイツの原木の工場着価格は、55 ユーロ（8000 円）/㎥前後が相場

といえる。つまり、ドイツの木材価格はスギに比べ３割程度安いが、生産コストがわが国とは比較にな

らないくらい低いことによって、林業の採算性が確保されている。 

図表 5 は、木材価格、伐採搬出コストの国際比較だが、これを見ると一番木材価格が高いオーストリ

アでも 65 ユーロ/㎥前後である。半面、山岳林業主体で地形的な制約が多いオーストリアは生産コスト

の面でも不利なはずだが、それでも25ユーロ/㎥程度にすぎない。これが、林業の現実である。 

ドイツの高い生産性と低い生産コストは、

主として路網が整備されていることと、大

径木生産が主体であることによる。 

わが国では比較的大面積で皆伐する例が

多い。皆伐の作業だけを考えれば、伐採地

まで機械を運搬できればよく、伐採対象林

地に路網が整備されていなくても効率性に

問題はない。ところが、皆伐ではなく間伐

によって木材を収穫する場合、機械が林地

を自由に動き回れるわけではないので、路

                                                                            
2 ドイツでは、ほとんどすべての林地がこの生産価格であるのに対し、日本の場合、林道に近いなどである程度木材生産が

可能な条件のところでの生産価格である。 

0 10 20 30 40 50 60 70

Russia

Poland

Sweden

USA South

Finland

Germany

Austria

木材価格

伐採･搬出等

ユーロ/m3

図表5　木材価格の国際比較

工場着価格、1998

（出所）ドイツ製材業連盟
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網が整備されていなければ作業は不可能である。この点、ドイツの路網はトラックの通れる林道で 54ｍ

/ha（一般道は含まない）、作業道で 64ｍ/ha となっており、わが国とは比較にならないくらいの密度を

誇っている。 

なお、短伐期皆伐であっても、健全な木を育てるためには数回の除間伐は不可欠であり、本来なら皆

伐・非皆伐にかかわらず、路網は林業コストに大きな影響を及ぼす。ところが、わが国ではドイツに比

較して路網密度は 10 分の１にも満たず、コストがかかりすぎて、間伐がなかなか進まないのが現状で

ある。 

また、長伐期においては、木材の本格的な利用が始まるのは40～50年生くらいからであり、たとえば、

ドイツでは、木材生産の５割以上が胸高直径30cm以上の中径材～大径材利用となっている（図表６）。

一般に木材生産は、径が大きく、一本あたりの容積が大きくなればなるほど生産の効率が上がることか

ら、長伐期は木材の生産性の観点からも有利な林業方式である。 

それでは、所有者はいかにして木材を販売するのだろうか。 

ドイツの個人所有林の木材販売は、所有者が製材工場と直接交渉する、所有者が共同で製材工場と交

渉して販売先を確保する、国有林の販売に加えてもらう、の３通りある。このうち、 近増えてきてい

るのが、共同販売3である。これは、①90年代に入り製材工場の集約化が進み、個々の所有者が大手工場

に直接供給するのが困難となってきたこと、②製材工場の大型化にともなって、個別の価格交渉では所

有者に不利となる状況が生まれたこと、③従来、個人所有林の木材販売の面倒もみてきた営林署が、行

政改革による統廃合によってその余裕がなくなってきたこと、などによるものである。 

もちろん、所有者を取りまとめて一定量を安定的に供給してもらうほうが、製材工場にとってもメリ

ットが大きい。この結果、共同販売による木材価格のほうが、個別に製材工場と取引するより高く設定

できる。また、わが国のような原木市場を介してではなく直接取引きすれば、価格も安定させることが

できる。たとえば、図表７はドイツの南部に所在する所有者の共同販売組織と製材工場とが決めた有効

期間 2004 年７月から 12 月までの大径材の価格表であるが、このように製材工場が購入する価格は基本

                                                                            
3 たとえば、中部シュバルツバルト林業連盟（fms）には3700人の森林所有者が加盟し、7万7000haの森林から生産される木

材35万㎥の共同販売を行っている。 

　　　　　　単位：ﾕｰﾛ

クラス トウヒ モミ

A 121 116

B 69 63

C 45 40

D 25 25

末口直径

　　55cm以上

　　45-54cm

　　42-44cm

　　38-41cm
　　38cm以下

（出所） Forstwirtschaftliche Vereinigung 
　　　  Mittlerer Schwarzwald (FMS) 
（注）FMSとKlenk製材工場との取り決め価格

－30

＋５

図表７ ドイツ木材共同販売価格例

2004年7月1日～12月31日まで

トウヒ、モミ共通

－15

　０

－２

図表6　ドイツ胸高直径別木材生産（針葉樹）

10～20cm

20～30cm

30～40cm

40～50cm

50～60cm

60～70cm 70cm以上

（出所）ドイツ森林在庫調査2001
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的には半年間固定である。 

ドイツの原木価格は林道端での価格で、運送は製材工場が担当するが、こうした共同販売での価格は

製材工場着価格であり、所有者の共同販売組織が製材工場への運送も自ら行う｡これは、所有者の伐採

した木材を取りまとめて集荷すれば、林道から製材工場までの運送をより合理化できること、これによ

って運送コストを削減し、森林所有者の手取りを増やすためである｡ドイツの林道端から製材工場まで

の運送コストは上記のとおり４～７ユーロ/㎥程度であり、運送の合理化は 1 ユーロ単位であることか

ら、木材の共同販売による高めの販売価格を含めても、トータルでの収益の向上は数ユーロ（数百円）

といったところである。 

 

2.3 原木流通 

このように流通の合理化が進んでいるドイツと比べ、わが国では原木市場を介して原木が流通すると

いうきわめて特異な流通ルートをたどっている。原木市場は、取引の透明性を確保するなど、わが国に

おいては歴史的必然性もあり、戦後まもなくの時代には林業に貢献してきたことは確かだが、状況が根

本的に変化した現在、日本林業発展の阻害要因となりかねない状況を招いている。 

その第一が、流通コストである。 

原木市場での取引価格はスギ柱適材で市場価格1万円/㎥前後だが、これに、伐採･搬出、流通（運送+

市場手数料）の経費がかかる。このうち、林道端から市場までの運送経費が 2000～3000 円、原木市場で

の手数料が、スギで1500円前後である。したがって、伐採･搬出経費を5500円～6500円程度に抑えて木

材販売の収支はかろうじてバランスするが、この金額で伐採･搬出できる基盤がわが国には存在しない

に等しい。加えて、原木市場から製材工場への運送費もかかることから、工場着価格では1万2000円前

後になってしまう。この工場着価格でみると、直送した場合と比べ、原木市場手数料と市場から製材工

場への運送費合わせて3000円前後が、追加的に負担となる部分である。これは、原木価格の4分の１に

相当するもので、製材工場へ直送しているドイツが共同販売するなどして限界的な部分でさらなるコス

ト削減･収益性向上の努力をしていることと比べると、わが国流通経費の削減余地がいかに大きいかが

わかる。 

原木市場経由での流通の問題の第二は、需要に応えられないことである。 

ドイツの所有者は製材工場と直接価格交渉をすることから、需要動向には常に敏感であり（所有者に

木材生産 製材工場

600～1000円

図表８ 日独原木流通コスト比較
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図表８ 日独原木流通コスト比較
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（出所）富士通総研作成 
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とって製材工場は顧客、カスタマーである）、所有者は顧客が要望する材を、必要とする時期に、必要

な量供給する努力を強いられる4。また、木材伐採は、小規模所有者の共同販売であれ、単独であれ、販

売先を確保し、価格もある程度事前に把握してから行う。そもそも、森林は木材の在庫そのものともい

えるものであることを考えれば、これも当然であろう5。この結果、需要と供給のミスマッチは原則とし

ておきえず、この面からも流通の合理化をはかることができる。 

ところが日本の場合、木材を原木市場に出す場合、その材がいくらで売れるか、本当に売れるか、つ

まり、その材に対する需要があるかどうかもはっきりとは把握できない。しかも、原木市場での市場参

加者は買い手である製材工場だけなので、所有者側に価格交渉の余地はなく、木材販売・マーケティン

グを工夫する余地もない。 

また、原木市場での木材調達はコスト高であるのみならず不安定でもあることから、一定規模以上の

製材工場になると、原木市場からの木材調達に頼ることはできない。わが国の木材需要が、高度成長期

以降、安定的に供給され、流通も合理化された外材へとシフトしてきた 大の理由がここにある。 

ドイツで製材工場への直送ができる理由の第一は、木材生産活動が活発で材が一定量安定的に出てく

ること、かつ、樹種・樹齢・蓄積・成長などの（在庫）情報を把握していることである。このため、製

材工場は原木調達の見通しを立てやすく、また、自分の必要とする材のみの運送をアレンジすることも

容易となる。 

第二は、規模別の流通ができあがっていることである。小規模所有林から出てきた材の取引先は、中

小の製材工場であり、大規模所有林から伐採される材は、大手の製材工場がその取引先となる。また、

先に見たとおり、小規模所有者であっても、共同販売すれば、大手の製材工場と直接取引きすることが

可能となる。このように、ドイツでは供給サイド、需要サイドともに規模が合致しており、需給も規模

に応じて自ずと合致する。 

これに対し、わが国では、木材生産は散発的であることから、合理的に運送をアレンジすることがで

きず、コストも高くならざるを得ない。また、そのような状況では木材需要者である製材工場などに直

送できるわけもなく、とりあえず原木市場に集荷せざるを得ない。このため、製材工場も一定規模以上

になると国産材利用を前提としては事業が成立せず、国産材の需要者は自ずと小規模零細な製材工場と

なる。原木市場は、必要とする材を少量調達できることから、市場が提供する信用供与機能とあいまっ

て、小規模零細の製材工場にとっては都合のよいシステムといえるが、わが国需要の相当部分を担う中

堅以上の製材工場にとっては、まったく使えないシステムといえる。また、原木調達の見通しが立たな

い中では設備投資の計画すら立てられず、国産材を前提としては製材工場の規模を拡大することも不可

能である。そうした中でも国産材を積極的に利用しようとする中堅製材工場も存在しているが、その場

合、原木調達に相当の苦労を強いられるのが実状である。 

したがって、原木市場は今後、新たな需要開拓をするなど抜本的な改革をしていかない限り、その存

在意義を厳しく問われることとなろう。 

                                                                            
4  ただし、ドイツでは夏季伐採は行わず、そのため製材工場が散水器つきの土場を保有して、在庫の積み増しなどを行って

おり、決して所有者が一方的に負担するものではない。 

5  ドイツでは、森林概況調査をそもそも「森林在庫調査」（Waldinventur）と呼んでいる。 
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2.4 製材工場と製材品 

製材工場の集約化は世界的な傾向であり、ドイツも例外ではない。特に近年、針葉樹構造材では乾燥

が不可欠の条件となりつつあり、そのためには一定規模の資本装備を必要とすることから、これに対応

できない製材工場は市場からの撤退を余儀なくされている。 

もっとも、ドイツでは小規模製材工場も健在である。この点、たとえば、大手製材工場 3 社で製材品

の 9 割を生産するほど寡占化が進む林業大国フィンランドの製材業界とは一線を画している。これは、

フィンランドでは製材品の多くが輸出されることから、自ずと量産製材工場が優位になるのに対し、世

界第 3 の経済大国であるドイツでは製材工場のそれぞれの規模にあった多種多様な需要が国内に存在し

ていることから、中小製材工場であっても、その存在意義を発揮できるチャンスがあるためである。 

その代表的なのが、工務店の需要に合わせた注文製材である。工務店は住宅メーカーとは異なり、量

産の規格品よりも、建築する建物に合わせて材をそろえてもらったほうがよく、こうした需要に柔軟に

応えられるのは、中小の製材工場しかない。ただし、人工乾燥が必須なのは工務店需要でも、住宅メー

カー需要でもなんら変わりはない。 

このように、ドイツでは製材工場の製品流通も、直接取引きが主流であり、これもその規模によって

取引先が分かれている。すなわち、中小の製材工場は工務店や中小の建具・家具メーカー、大手製材工

場は住宅メーカーないしは、製材品を扱う卸･小売などの流通が主な取引先となる。このように、ドイ

ツの木材流通は、川上から川下まで、その規模にあった需給関係が成立していることによって、合理的

な流通体制を構築しているといえる（図表９）。 

ドイツではまた、製材品の品質管理も徹底している。まず、水分が多く、製材には適さない夏季伐採

は行わず、そのため製材工場は散水施設をもった広い土場を持ち、在庫管理に配慮している。また、芯

持ち材はひび、われがでやすいことから、構造材では芯去り材を使う努力が行われている。その代表的

なのが、ＫＶＨ（Konstruktionsvollholz）とよばれる構造用優良規格認証材である。これは業界自主規格

で、この認証を受けるには、含水率 15％±3％、芯去り材であることなどの条件をクリアーしていなけ

小規模
所有林

中小製材工場
（注文製材） 工務店

卸・小売り

小規模所有林
共同販売 大手製材工場

（量産規格品）
住宅メーカー

大規模所有林

中小建具メーカー
（受注生産）

大手建具メーカー
（量産規格品）

大
規
模
系

小
規
模
系

図表９ ドイツ木材流通概念図
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図表９ ドイツ木材流通概念図

（出所）富士通総研作成 
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ればならず、また、製材工場には定期的な外部検査が義務づけられている。 

なお、スギは他の樹種に比べ含水率が高く乾燥が難しいといわれるが、芯材とその周縁部とで含水率

が異なる芯持ち材で乾燥させようとするから、余計難しくなるわけである。仮に、長伐期化し大径材が

出てくるようになれば、芯去り材の利用も可能となることから、ムク材にこだわったとしても乾燥は容

易となろう。さらに、スギに関してはいわゆるヤング係数が低く、強度が劣るといわれているが、齢級

が高くなれば強度も高まるのであり（図表 11）、スギの強度の問題もわが国人工林の資源状況と関係し

ているといえる。このように、長伐期化は木材利用の観点からも十分検討に値する林業である。 

製材品の品質管理の徹底しているドイツだが、その価格は、通常の構造材（乾燥材）で230ユーロ/㎥

（3万 1000円）、規格品の構造材ＫＶＨで270ユーロ/㎥（3万 6000円）前後であることから6、スギの

乾燥材卸値5万5000円前後と比べると4割以上も安い。もっとも、スギの場合、齢級が低く径が細い関

係から芯持ち材としてしか利用できないなど、質の面でも両者は異なっており、必ずしも価格を直接比

較することはできない。ドイツの製材流通は基本的に直接取引きであり、上記価格に運送費を加えれば、

工務店が製材所から調達する価格となる。これに対し、わが国では、製材品が工務店にたどりつくまで

に製品市場や製材品小売等の多段階流通を経るため、 終価格はさらに割高になる。 

 ドイツと日本の木造新築住宅を比べると、平米単価は同程度であるものの、品質的にはドイツがはる

かに高いことから、わが国住宅が相当に割高といわざるをえないが、木材流通の問題にも住宅の高コス

ト体質の一端が表れているといえよう。 

わが国の製材品の多段階流通ルートは、コスト高の問題だけではない。製材品の直接の需要者である

工務店や住宅メーカーと直接取引きするドイツでは、そのニーズに応えられなければビジネスは成立し

ない。このため、製材工場は顧客のニーズに常に敏感である。ところが、国産材製材工場は、工務店や

住宅メーカーと直接取引きをするのではなく、営業やマーケティング、品質管理といった企業努力をあ

まり必要とされない製材品市場へと材を供給するのが通常であり、これでは、住宅市場のニーズを的確

に把握できない。実際、需要が乾燥材や集成材へとシフトしていることへの対応が遅れ、これがさらに

国産材需要の減退に拍車をかけたのは、国産製材がこうした安易な多階流通ルートに依存してきたこと

と深く関係しているといえよう。 

 

                                                                            
6 ムク材で断面サイズは、6×10から14×26cmまで。出所は、ドイツ南部シュバルツバルトにある製材所Schmid Holzの2004
年1月現在の価格表。   

林齢　（年） ヤング係数
40 61.5
55 64.7
65 71.9
80 88.3

（出所）山佐木材

図表11　スギ林齢とヤング係数

図表10 構造用高規格認証材(KVH)図表10 構造用高規格認証材(KVH)

（出所）ドイツ製材業連盟 



 10

３．日本林業が直面する課題 

 

3.1 林業コスト 

次に、ドイツとの比較分析を踏まえ、わが国林業の課題を整理してみたい。 

わが国林業が直面する 大の課題の一つは、林業コストの削減である。現状ではコストがあまりにも

高すぎるため、林業の正常な生産活動が行われず、材が安定的に供給されない。このため、原木流通の

合理化もはかれず、世界第 2 という巨大な内需がありながら、その需要の大部分を外材に奪われる結果

を招いている。 

林業のコストは大きく、造育林コストと木材生産コストに分かれるが、そのいずれもわが国では林業

が成立しないほどに高い。 

このうち、造育林コストの問題は、短伐期・皆伐に起因するところが大きい。すなわち皆伐を続ける

限り、たとえ木材生産によって収入を得たとしても、それで再造林経費をカバーすることは困難である。

これが皆伐後の再造林放棄地の拡大といった問題を引き起こしているが、仮に再造林されるにしても補

助金を前提としてのことであり、その後も下草刈りや除間伐などに多額の経費がかかりつづける｡これ

では1000万haにも及ぶ人工林を維持しつづけることはできない｡ 

したがって、日本林業にいまもっとも求められるのは、造育林を含めた林業の総コストを適切な水準

に下げることによって林業生産活動を正常化し、資源利用を促進することである。 

そのための前提となるのが、長伐期への移行である。 

長伐期へと移行すれば、まず、再造林・下草刈りなどの保育にかかわる林業コストを大幅に節約でき

る。現在の林齢構成では、50年生以下の森林が人工林の8割以上を占めているので（図表12）、仮に伐

期を100年に延ばせば、次の再造林が必要となるのは50年以上先のこととなる。わが国で天然更新がど

こまで可能かは未だ未知数であるが、植林を前提としても、造育林経費は半減することになる。 

短伐期では、投資である保育とその回収段階である収穫のプロセスが明確に分かれており、短伐期と

いいながらも、実際の投資期間は40～50年と異常に長い。このため、その間の経済情勢の変化によって

は投資回収の見込みが大きくはずれ、投資が息切れしたり、投資資金を一部回収した後に、再投資をあ

きらめてしまうなどの危険性が高くなる｡日本林業が直面している問題は、まさにこれである。 

これに対し、長伐期における収穫は間伐によ

るものであり、間伐はまた残った木を健全に

育てるための保育そのものの行為でもあるこ

とから、長伐期は、収穫と保育のプロセスが

ほぼ一致する施業体系である。このため、基

本的に間伐の採算性を確保できれば、林業の

主たるコストである育林と収穫の双方のコス

トをカバーできることになる。このように、

長伐期は安定して収入をあげることができる

システムであり、その名称とは逆に、収支バ

ランスが短期間で明確になる林業システムで
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図表12　人工林の林齢構成
万ha

年

（出所）森林林業白書
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ある。単に伐期を延ばすのが長伐期ではない。 

したがって、長伐期への移行においては、木材生産（間伐）の採算性をいかに向上させるかが、 大

の課題となる。現状では、木材の時間当たり生産性はよくてドイツの 10 分の１程度であり、多くの山

では、木材販売による収入で木材生産コスト（伐採・搬出・運送･市場手数料）を賄うことすらできな

い。このため、現在の木材生産は、補助金によるもの、公共事業によるもの、大面積皆伐や道路に近い

林地などでかろうじて収入を得られるところ、といった特殊要因によるものがほとんどである。 

木材生産の採算性の向上には機械化が必要なことはいうまでもないが、そのためには、路網整備と安

定した事業量の確保が不可欠である。林業機械は生産性は高いが、高価なので、一定以上の稼働率を確

保できなければ、コスト削減にはつながらないからである。ところが、林道、作業道合わせて 120ｍ/ha

のドイツと比べて、わが国路網密度はその 10 分の１程度に過ぎず、路網整備はあまりにも遅れている。

しかも、 大の森林所有層である小規模所有者を取りまとめるシステムがないわが国では、安定した事

業量を確保するのは容易でなく、このようなことから 90 年代に補助金によって大規模に導入された林

業機械の稼働率は、きわめて低位にとどまっているのが現状である。 

この意味からも、木材生産コスト削減は、小規模所有構造を克服することによって路網構築を行うと

ともに、事業量の安定的な確保をして、機械を使いこなすことが不可欠となる。 

 

3.2 需要拡大 

林業コストの削減とあわせ、わが国林業が直面するもう一つの大きな課題は、需要拡大である。ドイ

ツに比べれば資源は未成熟とはいえ、それでも 40/50 年生の山も多くなり、資源の有効利用をはかりつ

つ森林整備を進めることが、かつてないほどの大きな課題となっている。そうでない限り、経済的にも、

社会的にも、環境面からも、1000 万 ha におよぶ人工林整備を進めることはできず、持続可能な森林経

営を実現することもできない。実際、戦後植林された人工林も、いまでは資源の蓄積も進み、計算上、

年間5000万㎥前後の木材生産が可能なまでに成長している。人工林は間伐などによってその成長量の一

定量を伐採しないと適切に管理できなくなってしまうことから、言葉を替えれば5000万㎥前後の伐採量

は、適切な森林管理のためにも必要な量でもある。 

ところが、実際には国産材供給量（＝需要）は低下の一途をたどっており、いまでは、年間1600万㎥

（針葉樹では 1300 万㎥）にまで落ち込んでいる（図表 13）。わが国森林資源の蓄積、成長からすると、

この木材生産量はあまりにも少なく、ここにわが

国森林の荒廃した状況がもっとも端的に表されて

いる。 

国産材需要が一貫して下落してきている理由は、

供給が安定せず、国産材が工業資源の原材料とし

て利用できないためである。同じ一次産品とはい

え、 終消費者に直結する農産物とは異なり、林

業によって生産される材は工場で加工されなけれ

ばならない。しかも、年間1億㎥に近い世界第二

の木材需要の相当部分を賄うのは、資本装備が必
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針葉樹
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図表13　年間成長量と伐採量の推移

万ｍ3

（出所）林野庁「木材需給表」等
年
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要な乾燥材・集成材・木質ボード類などであることから、これら工場への原木の安定供給が、国産材大

量消費の前提となる。 

ところが、わが国では出てくる材があまりにも散発的なので、出てきた材はとりあえず原木市場に集

荷されざるをえない。そのような流通ルートでは小規模な製材工場でしか材を利用することができず、

そこで加工される材はグリーン材であったりして、小規模工務店が建築する在来工法でのニッチマーケ

ットでの利用がほとんどである。ところが、時代の変化とともにそうしたマーケットが縮小してきてい

るなかで、それ以外に行き場のない国産材の価格も、必然的に下がり続けてきているのである。 

こうした中、国産材需要拡大の観点から、 近では地域材のブランド化が志向されているが、これは、

その材に特別な価値を見出すからこそ可能となるのであって、その対象はやはりニッチマーケットであ

り、これによって国産材の需要が回復することはない。国内需要はもともと巨大であり、その需要に応

え、外材に奪われたシェアを奪回することこそが、国産材需要拡大の道である。そのためには、乾燥材、

集成材、木質ボード工場へ材を安定的に供給する体制を構築する以外にない。 

中でも対応が急がれるのは、木質ボード類への国産材の供給である。合板・ＯＳＢなどの木質ボード

は、森林整備（間伐）を進めるうえで、大量に出てくるはずの低質材の有効利用にもっとも適している

からである。しかも、国産材の主要ユーザーである木造軸組工法においても、従来の真壁工法から軸組

壁工法といっていいくらいに合板やＯＳＢを使った工法にシフトしてきており、木質ボードの年間需要

は原木換算で 1400 万㎥にも達するほどである。こうした木質ボード需要の増大はドイツでも同じで、

4000 万㎥の原木生産のうち、木質ボードへの原木供給が 1300 万㎥と、製材用への原木供給量 2000 万㎥

に次ぐ規模となっており、低質材の有効利用がはかられていることがわかる。ところが、わが国では、

木質ボードへの国産材の供給となるとわずか 30 万㎥にすぎず、ほとんどが輸入に依存している（図表

14）。 

その理由は、木質ボードは装置産業であることから大量・安定的に資源が供給されなければ成立せず、

しかも低質材であるがゆえにそれに見合うだけの低コストで木材生産ができなければならないからであ

る。すなわち、わが国林業の構造問題の抜本的な解決なしには、低質材の有効利用は不可能といえよう。

わが国では、低質材の利用をバイオマスエネルギーと直接結びつけようとする考えが流行しているが、

本来、バイオマスエネルギー利用は、もっとも付加価値の低い部分を 後に燃やして使うという副産物

利用であり、廃材利用ならともかく、いま問題となっている低質材が林地に放置されるいわゆる林地残

材の利用という点では、パルプチップや木質ボードなどの、より付加価値の高い木材利用をはかること

が先決である。 

万m3

国内 純輸入 計

製   材 2,000          420             2,420          
合板・ボード類 1,200        220           1,420         

製   材 1,130          2,600          3,730          
合板・ボード類 30             1,400        1,430         

（出所）木材需給と木材工業の現況（平成14年版）

　　　　ドイツ製材業連盟

ドイツ

日本

図表14　建設用材需要への原木供給に関する日独比較
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3.3 規模の取りまとめと森林組合 

わが国林業が直面する 2 大課題である木材生産コスト削減と国産材需要拡大の問題は、それぞれ独立

しているわけではなく、問題の根は同じである。すなわち、現代林業においては規模がまとまらなけれ

ば、路網構築も安定した事業量の確保もできず、したがって機械を効率的に使うことができない。また、

安定的に材を供給することもできず、乾燥材・集成材・木質ボード類といった現代建築が要求する品

質・需要に応えることもできない。 

したがって、わが国林業再生のための具体的な第一歩は、規模を取りまとめることから始まる。わが

国には大規模所有者も存在するが、それでも 1 所有者で一定規模以上の製材工場に安定供給できるほど

の大規模所有林はほとんど存在していない。わが国森林所有者の 大の所有者層は、実は小規模の個人

所有林であり、したがって、ここから材が安定的に出てこない限り、安定供給体制の構築はできない。 

ところが、わが国では、林業収入への依存度が高く、経営に積極的だった農家林家が健在だったのは

高度成長期までであり、その後の経済社会情勢の激変やそれにともなう林業をめぐる環境の根本的な変

化により、農家林家はいまでは少数派になってしまった。現在の個人所有者の多くは、林業収入に所得

を依存せず、かつ、林業に対する関心も知識もないサラリーマンや、不在村者である。したがって、わ

が国では、所有者に代わる林業の担い手が所有者情報を含め、地域資源の状況を的確に把握（＝在庫調

査）したうえで製材工場の需要と結びつけることをしない限り、安定供給はできない。つまり、年間の

事業計画を立て、いかなる樹種のいかなる口径の材がどの程度出てくるかを把握するとともに、製材工

場のニーズも聞き取りながら、需給をマッチさせることを行ってはじめて、安定供給・需要拡大が実現

する。ただし、資源が未成熟なことや路網が未整備であること等から、木材生産の採算が取れない森林

が多い現状では、補助金をうまく使いつつ所有者に働きかけを行い、所有者の同意をとりつけていかな

ければ、実際に利用可能な資源量の把握もできず、実際の供給にも結びつかない。 

つまり、所有者が担い手とはなり得ないというわが国所有者の特徴から、所有者の取りまとめという

ソフトを担う組織が、林業を成立させるうえできわめて重要な存在となってくる。この点、所有者が林

業経営に積極的で、たとえば市場の変化に自ら積極的に対応して共同販売の組織を立ちあげるドイツと

は、林業を取り巻く基礎条件が大きく異なる。 

それでは誰が所有者の取りまとめを行い、民有林整備の担い手となるかだが、この点に関しては、民

有林の 7 割をカバーし、小規模所有者のための組織である森林組合以上にふさわしい組織は存在してい

ない。 

もちろん、民間でも、生産性が高く、低コストで民有林整備を行っている事業体は存在している。し

かしながら、民間事業体が行うのは基本的には間伐（木材生産）といったハードの部分であり、その性

格上、数人のチームで事業を行っていることから、所有者に働きかけて取りまとめを行うというソフト

事業を民間事業体に期待するには無理がある。それでは、大手資本がそうした民有林整備事業に進出で

きるかというと、これもあまり期待できない。というのは、林業は農業と異なりその成果が出るのは数

年から数十年先のことであり、民有林整備の担い手となるには、その地域に根ざした地縁組織でなけれ

ば困難で、外部から参入した大手資本では、そうした地縁組織にはなりえないからである。したがって、

国公有林・保安林整備、公社公団造林などのハード中心の公共事業（以下、一括して「公共事業」）な

らともかく、所有者への働きかけなしには成立しない民有林整備となると、森林組合以外にそれを行い



 14

うる中核的な組織は存在していないのが現状である。このため、わが国で林業が成立するか否かは、森

林組合しだいといっても過言ではない。 

ところが、現実には所有者の取りまとめを行い、民有林整備を事業の中心としている森林組合は例外

的にしか存在しておらず、公共事業や原木市場、製材加工工場の運営といった民有林整備とは関係のな

い事業を行っている森林組合がほとんどである。中でも民有林整備との関係で深刻な問題となるのが、

公共事業である。民有林整備では所有者の取りまとめなどでノウハウや営業努力が必要とされるのみな

らず、コスト削減の努力なしには仕事を取れないのに対し、公共事業はそれほどの営業努力･経営努力

なしに仕事が取れるうえ単価も高い。事実、民有林整備を中核事業にすえている森林組合より、公共事

業中心の森林組合の方が、財務内容が良好なほどである。この結果、大多数の森林組合は民有林整備そ

っちのけで、もっぱら公共事業をやっているのが現実であり、このことが、わが国林業が成立するうえ

での 大の阻害要因となっているといっても過言ではないほどである。 

こうした中、競争を促進することによって改革しようとする政策が導入されてきているが、むしろ逆

効果となりかねない。というのは、公共事業中心の森林組合の場合、公共事業での競争が激化すればす

るほど公共事業獲得に熱心となり、民有林整備事業がますます顧慮されなくなってしまうからである。

このように、ハード中心で民間に委ねることができる公共事業と、所有者取りまとめというソフト事業

が中心で競争原理が働きにくい民有林整備とでは、競争の条件が根本的に異なることに十分に留意しな

ければならない。 

 

3.4 森林組合の先進事例 

近では森林組合が所有者の取りまとめを行い、民有林整備の担い手となる組合も出始めてきている。

そこで、以下に、そうした先進事例を紹介してみたい。 

先進事例は大きく2つのパターンに類型化される。 

一つは、もともと林業地帯で所有者の林業への関心が高く、かつ、所有者と森林組合との信頼関係が

すでに構築されているところである。例えば、組合幹部の強力なリーダーシップの下で、FSC 認証取得

を契機に（岐阜県東白川村）、あるいは組合長の決断の下に（高知県香美森林組合）施業の共同化を推

進した組合、または、非皆伐長伐期施業方針を組合員に説き、組合員から一括して長期施業委託を受け

た組合（岐阜県加子母村）等々である。また、第 3 セクターである高知県仁淀川流域のソニアは、現専

務が、かつて森林組合職員だった経験を生かし所有者に働きかけを行って実績を上げている。 

古くからある林業地帯では、間伐をすれば立木価値が向上することについては十分に承知している所

有者が多いことから、間伐による山林の経済的価値の向上についての説明は容易である。また、所有者

と組合との関係が緊密だったこともあり、あとは組合長や組合幹部が一丸となって共同化を所有者に働

きかければ、所有者は説得されやすい状況だった。 

さらに経費についても、上記 4 事例は基本的にはヒノキが多いとか、路網がある程度整備されていた

等で、立木の価値がもともと高いところであること、共同化することによって作業班と一体となった効

率的な間伐作業が可能となったことから、間伐によってむしろ相応の収入を得られたため、経費負担の

問題は発生しなかった。 
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第二は、林業の伝統が浅く、森林組合と所有者との関係が比較的希薄な地域での所有者の取りまとめ

に成功した事例（京都府日吉町森林組合）である。 

こうした地域では、所得を林業に依存する所有者はほとんどいないこと、林業に対する知識も関心も

希薄なことから、森林組合が間伐すれば立木価値も向上するといくら所有者に説いても、それだけで施

業を受注することはできない。まず必要なのは、所有者との間で信頼関係を構築することである。そこ

で日吉町森林組合は、所有林ごとの林分などを調査した詳細な見積り（森林整備プラン）を提示する手

法をとった。そうすれば、経費の透明性が高まり、所有者が施業を委託するかどうかの判断がやりやす

くなる。 

もっとも、いくら透明性が高まったからといって、所有者に経費負担が発生するとなれば、所有者か

ら施業委託を取り付けることは困難だろう。森林整備プランそのものを作成することは、現地調査の結

果を数値化していけばよいことから、それほど難しい作業ではない。重要なのは、所有者負担が発生し

ないような整備プランをどうやって作成するかである。 

これは単に現地の林分調査の数値を機械的に入れていくだけでの作業では、不可能である。対象林地

の間伐の方法やそれにかかる作業経費を適切に見積り、かつ、そのための道づくりまでも考え、それで

も所有者負担が発生しそうな場合、よりコスト削減をするなどの努力を迫られることになる。こうした

ことは、現場の作業班と一体となってはじめて可能となることであり、したがって、森林整備プラン作

成者と現場作業班との緊密な連携も不可欠となる。例えば、実際の見積りと作業結果とがかなり乖離し

た場合、プラン作成者と現場とで分析を行うなどを繰り返してはじめて、森林整備プランの精度を高め

ることができるといえる。 

このような努力の結果、日吉町森林組合では面積の 9 割を超える所有者が組合員となり、森林整備プ

ランを始めてから６～７年で人工林4000haのうちの要間伐林分の多くの間伐を終えた。 

以上、先進５事例は、公共事業による森林整備事業と私有林の整備事業の受注とでは、森林組合に求

められる能力が根本的に異なることを明確に示している。 

民有林整備では、所有者からの施業発注を待って森林整備を進めることは困難なので、積極的な営業

開拓と経営改善努力とが要求される。待っているだけで受注できた公共事業では、ただ単に作業量に応

じた経費を請求すれば事足りたが、個人所有林を対象とする場合、所有者に経費を負担させるようでは

受注できなくなるため、労働効率や経営効率が施業受注の分かれ目になるからである。 

反面、所有者に収益を還元すればするほどより多くの受注が可能となり、継続的に事業を確保できる

ようになる。そして収益力向上の成果を作業者にも配分すれば労働意欲が高まり、さらなる効率向上の

循環が築かれるようになろう。これまでの公共事業のように、労働日数を積み上げるのみのコスト算定

とはまったく次元の異なった森林整備ビジネスの世界が、そこには開かれている。 

作業道の効率的開設、機械効率の向上、伐出や造材技術の高度化、選木と密度管理能力の練磨、さら

には森林生態や土壌安定への配慮など、森林整備ビジネスは、本来はばひろい技術力の総合であるが、

民有林整備に積極的に進出することこそが、林業イノベーションを促し、森林整備ビジネスの世界を広

げる原動力となるのである。 
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４．林業再生と富士森林再生プロジェクト 

 

4.1 森林組合の社会的サポート 

以上から、林業再生のための喫緊の課題は、森林組合を抜本的に改革し、これを民有林整備の中核的

担い手となる組織へと発展させることにあることは、明らかだろう。わが国では 大の所有者層である

小規模所有者を取りまとめることによってはじめて、路網の構築・事業量の確保による機械の有効利用

とそれにもとづく林業コスト削減が実現できるし、また安定供給による国産材需要拡大が可能となる。

そして、ハード中心の民間事業体に所有者取りまとめ事業を期待することには無理があり、これを行い

うる組織は森林組合しか存在していない。 

そのような森林組合に求められる能力は、路網構築、選木技術、機械利用といった森づくりそのもの

のみならず、所有者取りまとめ、他の林業事業体、大規模山林経営者との連携、需要開拓等、多岐にわ

たる。しかし長年にわたって緩慢に続いた林業経済の衰弱と組合経営の体力低下、補助行政の下請け機

関化、人材の枯渇という多くの組合の実態、一方での社会経済環境の激変、森林機能に対する要請の高

度化・多様化などを勘案すれば、森林組合にのみこの取り組みを求めるのはあまりにも負担が大きすぎ

る。森林組合の自己改革にすべてをゆだねることは、逆にチャンスと可能性のすべてを押しつぶす結果

を招きかねない。だからこそ、民間、行政、研究者等が対等な関係にもとづくパートナーシップを組ん

で、森林組合をサポートすることが不可欠となるのである。 

森林組合サポートに不可欠の技術・知識・ノウハウ・経験を持った人材は、決して存在していないわ

けではない。地域林業の振興に貢献したいと意欲を燃やす林業経営者、技術力あり地域の間伐を積極的

に進めている林業事業体、現場に役立たたせるため、こうした事業体の生産性を調査分析している研究

者、林業・木材産業の再生を強く願う行政職員等々は、むしろ全国各地に存在している。また、森林組

合の先進事例も、前項にて紹介したとおりである。ただ、従来こうした人々・組織を結集する場や、仕

組みが存在していなかったがゆえに、努力が空回りに終わったり、努力の割に成果に乏しかったり、先

進事例が個別事例にとどまったりしていた。 

したがって、これからは、こうした人材・組織を発掘して、パートナーシップによる森林組合サポー

ト体制を構築し、具体的な成果へと結びつけることこそが、面的な普及をはかる第一歩となるだろう。

そのためには、単なる協議会方式ではなく、森林組合を核とした地域森林の間伐を実際に推進するよう

な具体的なプロジェクトが望ましい。プロジェクトであれば議論のみならず実行が求められることから、

それぞれの参加者の役割も明確になり、具体的な形で貢献してもらうことができる。 

ただし、所有者取りまとめという事業は競争政策が機能しにくく、その担い手となる森林組合を社会

的にサポートする必要から、森林組合の組織に関しては、公的性格を付与するなどの特別な措置が必要

となる。たとえば、民有林面積の 7 割がサラリーマン、年金生活者に所有されており、わが国と所有形

態上の共通点が多いフィンランドでは、所有者に森林所有者連盟（森林組合に相当）への加入と年会費

の支払いが義務づけられているが7、わが国所有形態の実情からしても、本来ならフィンランドと同様の

                                                                            
7 詳しくは、富士通総研研究レポートNo182「21世紀日本の森林・林業をどう再構築するか」参照。 
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制度が必要である。その場合、人事や組織、監査、ガバナンスなどで、規律を高める制度を構築しなけ

ればならない。 

また、森林組合が公共事業から撤退することも、森林組合の社会的サポートのための条件である。公

共事業は競争原理が機能する分野であり、民間が行うべき分野であることから、それを森林組合が行う

ことは競争の公平性を著しく損ねることになりかねない。そうした森林組合を社会的にサポートするこ

とは、正当化されえないだろう。仮に、森林組合がどうしても公共事業をやりたいというのであれば、

その関連部門を分離独立させるべきである。このようにしてはじめて、森林組合本来の業務である民有

林整備に取り組む基盤ができる。 

もっとも、公共事業からの撤退や森林組合に公的性格を付与するなどの政策が実現するには、時間が

かかる。このため、まずは、問題意識・やる気のある森林組合からサポートし、実績を作り上げていく

のが現実的な対応だろう。そうした組合をサポートするのは、路網開設・機械利用などで優れた実績の

ある民間事業体や他の森林組合、林業経営者、研究者などである。また、プロジェクト実施に際しては、

地形が急峻すぎず、所有状況もある程度わかっているなど、やりやすい地域を選んで始めることが鉄則

である。そうであれば、コスト的にも有利にできるし、所有者の了解もその分、取りやすくなる。そこ

で所有者への働きかけや実際の施業の技術などの経験を積んで熟練度を高めていけば、徐々に難しい地

域へと範囲を拡大していけるであろう。 
 

4.2 サポートする具体的項目 

森林組合に対するサポートは、主に以下の4項目が対象となる。 

4.2.1 所有者取りまとめのノウハウ 

所有者の大半は、林業の知識も経験も関心もなく、また、林業収入に所得を依存していないこと

から、森林組合からの働きかけなしには、所有者を取りまとめることは不可能である。働きかけに

際しては、所有林ごとに林分調査を行ったうえで、間伐・作業道開設の見積りを所有者に提示して

了解を取ることが基本である。その場合留意すべきは、見積りには責任を持つことである。たとえ

ば、実際に作業を行って見積り以上にコストがかかり、それをそのまま請求したのでは、次回以降

仕事が取れなくなるばかりか、口コミでそのうわさが広がり、森林組合に対する信頼そのものが大

きく損なわれてしまうだろう。反対に、見積りにコミットすることで信頼関係が醸成されていけば、

所有者の取りまとめは加速度的に進展するようになろう。 

取りまとめのノウハウで参考となるのは、京都日吉町森林組合の事例である。他にも森林組合先

進事例があるが、それらはもともと所有者と山が近く、森林組合と森林所有者との信頼関係も時間

をかけて醸成されてきたものであることから、林業機械などの技術的な面はともかく、所有者への

働きかけのノウハウ･経験については、これを一般化し、他に移転することは難しい。これに対し、

日吉の場合は、「森林プラン」を軸に、意図的に短期間で所有者を取りまとめてきたことから、そ

の手法は一般化されうるし、それを普遍化することも可能となる。 

また、取りまとめの出だしの段階では、自治体の広報や座談会の開催を有効に利用することが肝

要であり、自治体と一体となってこれを行う必要がある。これによって、森林整備（間伐）に本気

になって取り組む姿勢をアピールすれば、より所有者の了解は取りやすくなるからである。 
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4.2.1 機械の効率的な利用と路網構築 

所有者取りまとめは、単にそのソフト面でのノウハウだけの問題ではなく、技術的な裏づけとの

セットでなければならない。いくら詳細な見積りを提示しても、負担が大きければ所有者の了解を

取ることはできないからである。したがって、取りまとめに際しては、機械化と路網構築による林

業コストの削減を実現し、所有者負担をできる限り小さくするか、もしくは、条件のよいところで

は所有者に還元することが、取りまとめの成否を左右する大きな要因となる。 

そこで具体的に求められるのは、長伐期化による大径木生産にもある程度耐えられるだけの将来

性のある路網を設計し、かつ、可能な限りそれを低コストで開設する技術、および、その地形に合

った林業機械を選択し、その能力を十二分に使いこなす技術である。 

このため、森林組合に対しては、まず、路網設計と林業機械の効率的な使い方の指導が不可欠だ

が、幸い、一部森林組合、林業経営者、民間林業事業体が、路網構築や効率的な機械利用で成果を

あげており、また、生産性や機械利用に関する優れた研究成果も存在している。したがって、森林

組合サポートで求められるのは、これら先進事例の先導者と研究者が協力して、現場で指導してい

く体制を構築していくことである。 

現場での技術指導となる対象は、森林組合に属する作業班に限らない。現場での技能の向上は、

林業に従事するすべての技能者に求められる課題であり、民間の事業体でも、意欲あるところに対

しては、森林組合作業班と一緒になってレベルアップをはかることが不可欠である。そもそも、民

有林整備は従来、手付かずに近い状態だったこともあり、間伐を低コストで行える技術的裏づけが

できれば、その潜在的な事業量は膨大で、それに応えていくためにも技能者の技術力の向上が急が

れる。 

4.2.3 間伐指導 

間伐は森づくりでもっとも重要かつ基礎となる技術である。しかも、その成果が現れるのは、十

数年から数十年先のことであることから、実際の間伐をその方法別に長期にわたってモニタリング

したうえで、これを体系化する作業が不可欠である。ところが、わが国は短伐期皆伐林業だったこ

ともあり、そうした間伐の研究は一部でしかなされていないのが実情である。したがって、まずは

一部林業経営者がすでに実践している長伐期林の過去の間伐方法を調査・分析し、これを体系化し

たうえで、その理論を研究者が現場で指導することが必要となる。また、その実践に際しては、研

究者がモニタリングを行い、将来の森づくりにフィードバックできるような研究体制の整備をしな

ければならない。 

間伐方法に関しては、現場と研究者とで試行錯誤を繰り返して、その技術を確立していくしかな

い。 

4.2.4 需要開拓 

国産材需要拡大のためには、所有者への働きかけを背景とした年間の事業計画にもとづく出材量

の把握はもちろん、必要に応じて近隣の森林組合や大規模所有者との連携による地域材の安定供給

体制を構築することが不可欠である。そうなってはじめて、流通・加工から 終ユーザーにいたる

まで川下との効率的連携を組織化し、流域の木材循環を回復させることができる。 
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そこで求められるのは、川下の需要動向の把握、交渉力、コーディネート力等々であり、こうし

た能力は民間に求めるしかないであろう。もっとも、それが実際に必要となるのは、所有者取りま

とめが順調に進み、技術的な裏づけもできて、材がある程度安定的に出せる見通しが立つようにな

ってからのことである。 

 

4.3 富士森林再生プロジェクト 
上記森林組合の社会的サポート体制を構築するためには、パイロットプロジェクトによってまずは実

践することが必要である。そこで、民間、行政、研究者等が、対等な関係にもとづくパートナーシップ

を組んで、ひとつの地域モデルを作り上げ、既存の制度・予算の枠組みで、21 世紀にふさわしい森林整

備モデルを構築するために必要な諸条件を明るみに出す実証実験を試みることにした。これが、「富士

森林再生プロジェクト」である。 

具体的には、地元富士森林組合をプロジェクト実施主体とし、これを地元自治体、森林組合関係者、

研究者、民間シンクタンク、ＮＰＯなどが様々な面からサポートし、将来的には森林組合が中核的担い

手となって、1万haの地域森林から毎年1000haの間伐を行い、5万㎥の木材生産を行いうる体制を構築す

ることを目標としている。 

関係者への働きかけを経て本プロジェクトが本格的に稼動し始めたのは、全体会合が開催された 2004

年６月からである。そこで図表 15 のような本プロジェクトの主旨に関して十分な議論を行い、理念の

共有化をはかったうえで、8 月に日吉町森林組合にて、富士森林組合職員、静岡県森連、全森連、富士

農林事務所、農林中金などが参加して、1 週間にわたる現地研修を行った。その内容は、林分調査実地

研修、作業現場視察、日吉町森林組合職員との意見交換等々であり、単に取りまとめのノウハウにとど

まらず、施業のあり方や地域森林管理の中核的担い手となっている森林組合の経営問題などについても、

議論を深めた。 

そして、この研修にもとづき9月に取りまとめ候補地（第1プラン）10haあまりを選定して林分調査

を行い、全体会合にてプランについて検討を行った後、富士宮市、静岡県農林事務所、県森連の参加を

得て、候補地の所有者を対象とした森林組合主催の説明会を開催した。結果 8ha の取りまとめに成功し

たが、2ha、2人の所有者の同意を得られなかったのは、10万円を越える見積り上の自己負担が発生し、

所有者がこれに躊躇したためである。 

こうした経緯を経て実際の間伐作業に入ったのは 11 月からで、現場では、静岡県林業技術センター、

静岡大学、東京大学による、作業現場の工程調査が行われた。今後は、作業班をもまじえた生産性に関

する分科会によってデータ解析を行い作業の改善案を作成したうえで、第 1 プラン地に隣接する場所を

対象として第 2 プランを作成し、年度明けにも作業に入る予定である。従来、林業においては、現場と

研究との乖離が著しいきらいがあったが、本プロジェクトにおいては現場と研究が直結している。そし

て、第 2 プランが計画通り進行すればプランの確度に自信をもてるようになることから、市や県の広報

活動などを大々的に展開して、本格的な取りまとめ・間伐作業に入ることができよう。 

本プロジェクトは本格的に稼動してから半年程度しか経っておらず結論をだすには早すぎるものの、

短期間で関係者間の連携が強化されたことは、大きな成果の一つとして指摘できる。地元森林組合、県

森連、富士宮市、芝川町、静岡県などの地元関係者はもともとみな問題意識が高かったが、本プロジェ
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クトを契機に、理念の共有化がはかられ、共通の目標が設定されたことによってそれぞれの果たすべき

役割が明確になり、組織力を発揮できる体制が整った。また、9 月の作業対象地域の所有者に対する説

明会も、こうした様々な協力・支えがあったからこそ可能となったのであり、職員３名の地元森林組合

だけでここまで来れたかは、疑問である。 

なお、富士地区には数百ヘクタールのまとまりを持つ製紙会社などの社有林も多いことから、プロジ

ェクトが順調に進展すれば、そうした大規模所有者との連携を強め、木材の共同販売や共同施業などの

道を開くことも視野に入ってくるだろう。 

 

図表15 富士森林再生プロジェクト 

 

主旨 
 

◆ 地域森林組合が中心となって、森林情報・所有者情報を総合的に整理・分析したうえ

で、所有者にコンサルティングを実施し、区域所有をとりまとめ、効率的・合理的に森

林整備を推進する体制を構築する。 

◆ 森林組合を軸に、川上から川下まで真に連携できる体制を構築し、この事業で産出され

る材を可能なかぎり域内利用する。 

◆ 森林組合がこうした事業の中核的担い手となるよう、研究者、先進事例先導者など、民

間・行政が当該森林組合をサポートし、コンサルティング能力、施業技術能力、調整能

力などの向上を図る。 

◆ プロセスならびに成果をひろく公開し、問題点をふくめて、関心をよせるすべての人々

の積極的検討に供する。 

関係者 
 
森林組合関係   富士森林組合  プロジェクト実施主体 
 静岡県森林組合連合会  実行サポート、県内普及の担い手 
 全国森林組合連合会 全国普及の担い手、事務局 
 京都府日吉町森林組合 プロジェクトサポート 
 
研究者  渡邊定元 元東京大学教授（富士宮市在住） 
  静岡県林業技術センター、静岡大学、 東京大学、独立行政法人研究機関 
 
行政   富士宮市、芝川町 実行サポート、広報 
 静岡県、県富士農林事務所 後援、実行サポート、県事務局 
 林野庁 協力 
 
民間  農林中央金庫 事務局 
    NPO法人穂の国森づくりの会 広報 
 第一プランニングセンター 広報 
 富士通総研 プロジェクト取りまとめ 
 
（出所）富士通総研作成 
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５．おわりに 

 

以上分析のとおり、所有者取りまとめの体制構築はもちろん、技術レベルの抜本的な底上げ、

路網構築、量をまとめての需要開拓等々、わが国林業が克服すべき課題は大きい。このことはしか

し、改革の余地もビジネスチャンスも、それだけ大きいことを意味することに他ならない。 

これら日本林業の挑戦に立ち向かうためのキーワードは、連携である。木材の共同販売にせよ、

技術力の向上にせよ、相互に協力し合うことこそが、日本林業にもっとも求められていることであ

る。例えば、北海道などの国有林を含め大規模所有林が多い地域においては、これらが協力し合っ

て木材の共同販売を行うだけでも、マーケティング力は飛躍的に高まるだろう。技術力もしかりで

ある。現状では、技術力を高めれば高めるほど、事業量は広がり得るのであり、そうなれば一段と

安定供給による需要拡大の可能性が高まる。連携・協力という大きな枠組みがあってはじめて、競

争政策も取り入れることが可能となる。その逆はありえない。 

・ 個人所有林（農家林）においては、林業経営基盤の安定があってはじめて、森林の多面的機

能を発揮することができる。 

・ そのためには、①所有者に対する、造林、経営、林業技術に関するコンサルタント、②十分

な路網と機械利用、③経営の枠を超えた協力関係、が不可欠である。 

・ 特に小規模分散的所有形態においては、林業連盟的組織による共同での木材販売・路網整備

と機械利用によってはじめて、その構造的困難を克服できる。 

これは、ドイツ南西部林業地帯であるシュバルツバルトの博物館にある林業解説の一節だが、小規

模所有構造が支配的な林業地において、現代林業を成立させるうえでの普遍的な理論であり、わが

国林業の進むべき道をも示唆するものである。 
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