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Kiso area,which has been long famous for forestry,is now under the state of the
 

decrease in natural cypress resources.Wood industry in this area will be sure to be
 

short supply of wood in the near future.

In this paper,the actual conditions of lumbering industry in Kiso are investigated
 

from the past to the present,and the construction of their development is studied.

Each lumbering factory has got through critical situations by lumbering different
 

kinds of wood.

But the present crisis is not the same as before:it must be conquered on the
 

assumption that the natural wood resources in Kiso will become extinct in the near
 

future.

It will be requested not only to change the kinds of lumbering wood in Kiso area,

but also to choose the substitutive kinds of wood from the worldwide view.

（Jour.Fac.Agric.Shinshu Univ.27：27-41,1990）

要 約

古くから有名林業地として知られる木曽谷地域では，現在天然木曽桧資源の枯渇化が進

んでいる。木曽谷に存在する木材産業は近い将来原木の確保が困難になることが確実であ

る。

本稿では木曽谷の主要な木材産業である製材業の過去から現在までの展開構造を実態調

査を行い考察した。過去から各製材工場は製材樹種を転換することで危機を乗り切り現在

に至っている。しかし今回の危機は近い将来の木曽谷に存在する天然林資源の消滅を前提

に乗り切っていかねばならない点で過去とは異なる。木曽谷内部で製材樹種転換を行うだ

けではなく広く世界的視野から代替樹種を選定することも必要であろう。
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1. は じ め に

長野県木曽地方は耕地面積は少なくその殆どを山林が占めている。全森林面積は15万

1,811ha，うち国有林が61％（９万2,813ha)，民有林が39％（５万8,998ha）と国有林が優

越している。これを蓄積から見ると全森林蓄積2547万4,550mでうち国有林が78％（1955万

6,203m）民有林が22％（591万8,347m）となっており国有林が面積蓄積ともに優越してい

る地域である。しかし古くから木曽に暮らす人々と山林との関わりは，自己の直接的生活資

材を得ていた一般地域とは異なり，ただ単に領主の藩有林や天皇家の御料林の最底辺での維

持管理労働に従事するという関係でしかなかった。戦前にサワラの風呂や木工用の木取材の

生産販売も一定程度あったが，木材生産において地域と密接な関係を持つに至ったのは，戦

後それも昭和34年の伊勢湾台風後の風倒木処理に伴う活発な木材生産以後のことである。そ

れ以降木曽桧，サワラを製材する多くの製材工場が木曽谷に開業した。また木工用木取材や

製材の端材を利用しての木工業者が多数成立し活発な生産活動を展開してきた。しかし原料

とする木曽桧及びサワラは天然生林であるため再生産は不可能であり，伐採した分だけ資源

は減少してきた。30年代から50年代の中葉までは地域森林施業計画以上に伐採することが何

の抵抗も無く行われてきた。60年代に入ると，今までも分かっていたとはいえ，資源枯渇が

目に見えるようになってきた。そこで急遽様々な取組みが行われ始めた。天然木曽桧，サワ

ラ資源は確実に連年減少しつつある。木材産業は天然資源の利用を前提に経営活動を行って

いる。多くの矛盾点を抱えながら現在の厳しい競争に打ち勝つための経営行動を取らざるを

得ないのが木材産業の現実である 。

本稿では木曽谷木材産業の内で最も代表的な木材産業といえる製材業にしぼって考察を加

えて行くこととする。考察の順序としては先ず木曽谷製材工場の展開構造を把握する。そし

て製材工場の現状を把握し，当面している問題点に関して考察する。木曽谷木材産業問題の

主要な一構成部分を占める木曽桧資源問題と製材工場問題に関して考察を加え，解決の方向

性を見出す一助としたい。

2. 木曽谷製材工場の展開構造

現在木曽谷に立地している製材工場が創業から今日までどの様な軌跡を辿りながら現在に

至っているのかを考察する。その際我々が先ず着目した視点は，木曽谷に立地する製材工場

が原木確保においてどの様な樹種転換をはかる中で今日に至っているのかについてである。

製材工場の原料基盤である原木の賦存状況及びその管理状況によって製材工場の立地が大き

く規定されているという理由からである。木曽谷の場合，山林の所有形態が古くは尾張藩の

藩有林，明治から戦前は御料林，戦後の林政統一以降は国有林として経営管理がなされてい

る。森林の管理運営の状況はそれぞれの段階における社会経済情勢によって大枠で規定され

る。森林からの生産物である林木を原料基盤として成立している製材業は，交通運輸手段が

未発達の段階においては特に地域に存在する森林の林木の賦存量に，そしてそこの森林の社

会経済的性格特に所有形態に大きく規定される。そのような事情から，木曽谷に製材工場が
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成立して以降，製材工場がどのような形で原木の樹種転換を行ってきたのかを考察して見る

ことは，現在の資源枯渇という厳しい状況の中で今後の展開方向を探る上にも有意義なこと

であると考える。

ここでは時期区分として， ．昭和の戦前期まで， ．終戦後から高度経済成長期の前ま

で， ．高度経済成長期， ．オイルショック以降50年代の時期， ．60年代の現在の時期，

の５期に時期区分を行う中で考察を進めてゆく。

第 期：昭和戦前期まで

木曽桧が江戸，大阪，京都等の都市で利用されるようになったのは，ほぼ400年前の近

世にまで遡る。しかし本格的に利用され始めるに至ったのは，江戸時代の尾張藩の藩有林か

注1. 類型別樹種転換は我々の個別聞きとり調査による

2. 伐採材積の推移は長野営林局事業統計書により作成

図１ 木曽谷製材工場の創業より現在までの樹種転換図
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ら伐出された材が木曽川の流送を経て名古屋の白鳥木場に集積され，大阪，京都方面の消費

都市へと出荷販売されたことに遡る。木曽谷は木曽桧材生産地ではあったが，地元の木材需

要は少なく，木工用材は住民が採材した御免白木と呼ぶ土居，榑木を用い，家作物，土木用

材は必要に応じて採材していた。御免白木のうち販売用は駄送で松本，諏訪，甲府，江戸等

に出荷されたが量的には非常に少なかった。

名古屋木材市場は木曽材を主体とし，美濃，飛驒材を加えた木曽川流送材の取引によって

発達した。これらは尾州材と呼ばれ高級材として取引された。しかし地元名古屋の需要は少

なく，名古屋木材市場は集散地市場的性格が強かった。江戸時代から明治の官林，御料林時

代になってからも木曽材の大半は名古屋に輸送され販売されていた。官林時代には約１～２

万m，明治22年御料林に編入以後徐々に伐出量は増加し，大正時代には年間12～13万mそ

して昭和戦前期には17～19万mが木曽川を流送されて名古屋市場に供給された。

昭和戦前期になると木曽谷に製材工場が立地し始める。木曽木協が行ったアンケート調査

によれば傘下の96工場中16工場がこの時期に創業していることとなる。しかしこの時期の製

材工場はサワラから桶の木取り材を挽く工場が中心で ，その他にはアスナロ，ネズコ，コ

ウヤマキ等の木曽５木や，サワグルミ等の広葉樹を取り扱っていた。このように戦前期にお

いては木曽谷と木曽桧とはその利用の面では切断された関係にあった。それは木曽谷の生活

水準や消費水準が木曽桧とは無縁の低い水準にあったこと，木曽桧製材工場を木曽地域の地

場資本によって設立出来るだけの経済基盤に欠けていたこと，交通運輸手段の未発達であっ

た当時においては仮りに木曽谷に製材工場が立地しても製品の輸送販売に支障が生じ，丸太

を木曽川で流送し大都市名古屋市場に送った方がメリットが大きかったこと，等の理由によ

っていた。

地元木曽谷の製材工場で木曽桧を挽き始めるのは戦時木材統制期からであるが，その後木

曽谷で木曽桧が製材され木曽桧製材産地としての地位を確立するのは，戦後のしばらくまで

待たなければならなかった。

第 期：敗戦から昭和33年まで

第 期は敗戦から伊勢湾台風の被害が発生する前年の昭和33年までとする。

この時期に木曽谷製材工場数は飛躍的に増加する。木曽木協のアンケート調査によれば昭

和20年から30年の間に28工場創業している。これは現在のほぼ1／3にあたる。創業した者は

戦地からの引き揚げ者が多い。木曽谷には地理的歴史的要因によって他地域に見られるよう

な精密機械工業等は馴染まず，地域資源に密着した木材産業しか立地出来なかった。戦後の

復興期における旺盛な木材需要に規定され，地域適合的な地場産業として製材業，木工業等

の木材産業が成立したのである。

ここで当時取り扱われていた樹種に関して考察して見よう。樹種から見た場合，この時期

はさらに前期と後期に区分することが出来る。

前期は昭和21年から26年までである。この時期はサワラを中心とする針葉樹や，ブナを中

心とする広葉樹が使われていた。製品はサワラの桶や下駄，広葉樹による鍬の柄や脱穀機等

の道具や農機具の部品などが生産されていた。この時期には調査工場26工場中わずか１工場

しか木曽桧を製材していない。未だ木工業時代であったと言うことが出来よう。

後期は木工業から次第に製材業への転換のなされた時期である。図１から見るとサワラ木
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工からサワラ製材へ，サワラ木工から広葉樹木工へと転換がなされている。この要因として，

戦後の復興用材としてのサワラに対する需要が増大したことが考えられる。また地場需要も

屋根板，外壁用材として増加した。

このようにして木工業から製材業への転換が進む中で次のような樹種転換パターンが現わ

れた。サワラ木工から木曽桧製材へ２工場，広葉樹木工から木曽桧製材への転換をはかった

工場が１工場存在する。また木工業にも新規参入が見られた。このようにして復興期の需要

増大を梃子に木曽谷に木曽桧，サワラを中心とした木材産業の産地形成が進んだのである。

この時期は木曽谷が素材供給基地から製品の生産地に転換した時期と言えよう。

第 期：高度経済成長期

第 期は伊勢湾台風の被害が発生した昭和34年から，第一次石油ショック発生までの時

期とする。この時期は製材工場の樹種転換パターンから見て34年から39年までの前期と40年

以降の後期に分けることが出来よう。

前期は木曽谷が木曽桧製材の産地として確立する時期である。その要因としては伊勢湾台

風の風倒木処理に伴う原木の大量供給と当時の高度経済成長に伴う製材品需要の著しい増大

が考えられる。樹種転換パターンから見てみるとサワラ木工から木曽桧製材への転換，サワ

ラ製材から木曽桧製材への転換，木曽５木以外の針葉樹（樅，栂を中心とする）から木曽桧

製材への転換があげられる。またサワラ木工からサワラ製材への転換も見られた。こうして

木曽谷は木工製品の生産地から木曽桧，サワラ製材の産地へと生まれ変わって行ったのであ

り，木曽谷国有林材に依存しそれの徹底的利用をはかる方向へと進んだのである。こうして

木曽谷地域の主要産業として木材産業が名実共に定着することとなった。木材産業は地域の

活性化に大きな役割を果たした。特に木曽桧製材工場は高級材を取り扱い，かつその製品が

高級化志向とも相俟って高価に販売出来，その利益率は大きく工場は規模拡大を重ねて急速

に大きくなっていった。

後期は前期同様木曽桧製材工場数の増加が見られた。これはサワラ製材工場の木曽桧への

転換であった。この時点で，我々が調査した工場のうちでの木曽桧製材工場８工場は総て出

揃ったことになる。しかしこの時期には木曽桧製材から広葉樹へ転換する工場が１工場，桧，

サワラ以外の針葉樹から外材へ転換する工場が１工場見られた。

この理由には以下の要因が考えられよう。伊勢湾台風に伴う風倒木処理が昭和39年をもっ

て完了したこと。よってその後木曽桧原木供給は減少傾向を辿ることとなる。このため木曽

桧製材工場の原木需要に対して供給が追い着かず，製材原木を確保出来なくなる工場も現わ

れた。彼等は他樹種への転換を迫られることとなった 。その転換の図式は木曽ひのき→サ

ワラ→広葉樹，樅栂等のその他針葉樹→外材と言う風に描くことが出来よう。すなわち，木

曽桧を頂点としてより利潤の少ない，よりリスクの大きい樹種の製材へと経営基盤の弱い工

場は転換せざるを得なかったのである。こうして木曽谷の木曽桧製材産地としての地位が確

立する過程で経営基盤の弱い工場は淘汰され，より強い工場が木曽桧製材工場としてその地

位を確固たるものとしたのがこの時期なのである。

第 期：第一次オイルショックから昭和50年代まで

この時期は製材業界の構造的不況と木曽国有林の天然林資源の枯渇化が顕在化する時期

である。
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この時期には全国的に見られた製材業界の構造的不況の波が木曽谷にも押し寄せた。木曽

谷製材工場の中にも転廃業に追い込まれた工場が相当数存在した。また生き残り得た製材工

場も樹種転換，兼業部門の新設または拡充，自己の製品の販売体制の整備等の行動様式を選

択することによって初めて生き残り得たのである。

この時期は木曽国有林の天然林資源の枯渇化が顕在化した時期でもあった。この問題が最

初に顕在化したのは昭和48年であった。伐採量の変化から見てゆくと，昭和48年に41万

7,076mであったものが49年には32万18mへと削減されてゆく。この木曽桧の供給の減少は，

多くの工場の転廃業と同時に樹種転換を迫ることとなった。

第 期まで木曽桧の中目材を扱っていた工場の中で，人工林ヒノキ製材へ転換した工場が

１工場存在する。また外材製材１工場と，広葉樹製材１工場が人工林ヒノキ製材へ転換した。

とは言えども天然木曽桧の減少するこの時期にあってもサワラ製材から木曽桧製材へ転換

する工場や，その他針葉樹製材から木曽桧製材へ転換する工場も存在した。

第 期：昭和60年代

この時期には我が国の景気は回復し，62年以降連年160万戸台を記録するなど住宅着工

戸数も大きな伸びを示した。それに伴い木材需要も増大した。高級材である木曽桧も順調な

売れ行きを示し，価格も異常なまでの高騰を示すに至る時期である。しかしこの時期に木曽

谷では木曽桧天然木資源の枯渇が顕在化してくる。この天然木資源の枯渇は木材業界，特に

製材業界に大きな衝撃を与えた。木曽木協では急遽全木連に実態調査を依頼するなど危機意

識を持つに至った。

国有林が生産する製材原木は今後７年間で半減し，年間伐出量３万５千m体制に移行す

ることを前提に考えると，この危機意識は当然のことと言えよう。木曽谷製材工場は新たな

る転換点に逢着しているのである。これを樹種転換パターンから見て見よう。すると樹種転

換は２つの方向で進んでいることが分かる。一方では広葉樹や外材，木曽桧中目材工場が人

工林桧製材へ転換する方向が見られる。他方では木曽桧を挽く大手工場による木曽桧の独占

化が見られ，それに付随する形で小規模工場の大手工場への系列化が進み，その中で木曽桧

への転換が進むという方向が見られる。

各製材工場は樹種転換と共に建て売り部門への進出，電子部品工場の兼営，ガソリンスタ

ンドの兼営，銘木や建材の販売，端材の有効利用の為の木工部門の併設等々の兼業部門の充

実，経営の多角化を図る中で生残りへの競争を続けている。

3. 木曽谷製材工場の現状

木曽谷には現在83の製材工場が立地しており，動力の総出力数は8,237kwで，年間素材

消費量は14万2,360mである。出力階層的に見ると37.5kw～75.0kwが最も多く32工場，次

いで75.0～150.0kwが22工場，150kw以上の階層が16工場となっており22.5～37.5kw以下

の階層は13工場となっている。吉野等の有名林業地を後背地とする製材産地に比べ，比 的

出力規模が大きい階層が多いと言えよう。これらの製材工場で約800名の労働者が就労し，

雇用の場の少ないこの地域では有力な就労先となっている。83工場全てで12万4,678mの国

産材を挽いており，うち78工場が11万3,421mの針葉樹を挽いている。国産の広葉樹を挽い
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ている工場は26工場で，１万1,257mに過ぎない 。

国産の針葉樹の殆どは木曽の国有林材である。63年度で木曽谷の国有林から20万2,258m

の木材が販売された。うち針葉樹は19万548mであり，広葉樹は１万1,710mであった。こ

の内輸送販売の6,511m以外は木曽谷で販売された。とは言え木曽谷で販売された原木の販

売先は木曽谷向けは74％であり，それに木曽谷以外の県内向けを加えると76％が長野県内向

けであった。残る24％の内訳は岐阜県12％，愛知県９％，その他３％となっており，木曽谷

木材産業と国有林との結び付きは強い。針葉樹のうち木曽桧は６万3,059mと最も多く，そ

れに次いで人工林桧が５万5,109mとなっている。サワラは２万6,511m，樅，栂，ヒバを

はじめとする他の針葉樹は４万4,629mであるが，各樹種とも材積的には少ない 。

木曽谷にも外材が２万8,036m（半製品を含む）入っている。外材の内訳は米材が２万

表１ 製材工場数，素材消費量

素 材 消 費 量

(KW以上―KW未満)
製 材

工 場 数

動 力 の

出 力 数 合 計 賃びき材

総 数 83 8,237 142,360 11,158

7.5～ 22.5 2 32 260 100

22.5～ 37.5 11 350 3,998 393

37.5～ 75.0 32 1,806 36,071 3,468

75.0～150.0 22 2,496 46,805 3,577

150.0～300.0 15 3,246 52,776 3,620

300.0以上 1 308 2,450 ―

出典：長野統計情報調査事務所資料

表２ 木曽谷国有林製品販売の販売先別内訳

公 売 随 意 契 約 合 計
販 売 先

材 積 比 率 材 積 比 率 材 積 比 率

木 曽 谷 57,299 58 57,085 100 114,384 74

その他長野県 2,613 3 2,613 2

長 野 県 計 59,912 61 57,085 100 116,997 76

愛 知 県 14,253 15 14,253 9

岐 阜 県 19,291 19 19,291 12

東 京 666 1 666 0

関 西 1,178 1 1,178 1

そ の 他 2,629 3 2,629 2

合 計 97,929 100 57,085 100 155,014 100

(注)1. 樹種別内訳は，掌握不能

2. 委託販売の販売先は，掌握不能

3. 長野営林局資料
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6,848mで96％を占め，残りは南洋材，北洋材である。外材が入っている関係から製材工場

も併用工場が24工場と多い。国産材が50％以上を占める国産材主体工場は18工場，外材が50

％以上を占める外材主体工場が６工場となっている。尚，外材のみの工場は存在していない。

外材を挽く工場は，出力規模階層から見ると小規模階層よりも中規模から比 的大規模な階

層（300kw）に分布している。１万9,779mの外材のうち１万5,890m（80％）は出力階層

150kw以上層で挽いている。とは言え木曽谷製材業に占める外材製材の割合は14％弱と高

くは無い。

国産材を挽く69工場のうち65工場で１万2,549mの板類を挽き，58工場で１万6,936mの

挽き割類を，63工場で３万5,349mの挽き角類を，38工場で１万286mの家具建具用材を挽

いている。

このように木曽谷製材工場は木曽谷国有林で伐採収穫された原木を使用して地場産業とし

て成立しているのである。

我々はこのような木曽谷製材工場の現状を把握するために26工場に対して個別聞き取り調

査を実施した。その調査結果から木曽谷の製材工場を類型化した。その類型化の基準は調査

結果の販売金額から見て特定の樹種を60％以上製材している工場をその樹種の専門製材工場

とした。この定義により類型化すると以下の如くなった。

類型：木曽桧専門工場８工場。

類型：サワラ専門工場５工場。

類型：人工林ヒノキ専門工場４工場。

類型：樅，栂専門工場１工場。

類型：広葉樹専門工場１工場。

類型：外材専門工場３工場。

類型：特定の樹種に特化することなく多種にわたって製材している２工場。

この類型化及びその工場数は前述の製材統計の分析から見た木曽地域に存在する製材工場

の実態とも一致している。

それでは以下，各類型別に考察を加えて行こう。

類型…木曽桧専門工場

この類型の工場は地域的には上松を中心に木曽福島，大滝，大桑といった木曽桧の集積

地に成立している。現在木曽桧製材の大手といわれる工場は戦前期に創業している。しかし

当時は桧ではなく，サワラ，ネズコ，コウヤマキ等を使用した木工業を営んでいた。これが

戦後初期からサワラの製材にも着手し，次いで伊勢湾台風の起きた昭和34年の風倒木処理を

契機に現在の木曽桧の製材に転換した工場が多い。また40年代に入り，一方ではプラスチッ

ク，ステンレス等の代替品の普及に伴いサワラの桶材が売れにくくなった。他方では木曽桧

に対する需要は増大し木曽桧製材に転換した工場も存在する。一般的に言えば，初発の木曽

桧製材工場は尺上材をひく比 的大規模工場が多く，後発の木曽桧製材工場には中目材を挽

く業者が多い。

尺上材製材工場の多くは年商10億円以上を示しておりこの地域では大手工場と言える。彼

等の中には独自に販売ルートを持ち，名古屋，東京方面に支店を持っているものも存在し，

全国各地に製品を出荷している。彼等は配下に賃挽工場を抱えたり倒産した工場を姉妹会社
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として梃入れするなど系列化を進めている。

これからの益々の資源枯渇化傾向に関しては高付加価値化や，人工林ヒノキへの転換を考

えている。各工場とも10％程度は人工林ヒノキを挽いてはいるが銘木級の木曽桧と同一のラ

インで挽くことは採算的に難しい。木曽桧から人工林ヒノキへの転換は施設，設備，生産ラ

インの点で難しい。

素材の入手先を見ると90％以上が国有林からの仕入である。随契での購入割合は12～33％

となっておりこの割合は連年減少傾向にある。これを補完する意味で名古屋の熱田市場や岐

阜県の付知，小坂，高山，荘川にまで買い付けに出かけている。仕入量は年間2,500mから

4,800mであるが，原木の値上がりが激しく近年２倍近くにはね上がっている。これに対し

て製品の値上がりは鈍くこの業種に固有な「原木高の製品安」という状況が起こっている。

製品の種類は表３の如くであり，尺上材，尺上Ｂ材・中目材，人工林ヒノキという材種に

表３ 製材原木の種類と製品の種類

径級等
製品の種類 (尺 上 材) (尺上Ｂ材・中目材) (人工林ヒノキ)

① 化 粧 材 40％ 30％ 50％

② 造 作 材 30％ 30％ 30％

③ 建 具 材 25％ 0％ 0％

④ 構 造 材 5％ 40％ 30％

注：個別ききとり調査表より作成

注）聞き取り調査より作成

図２ 木曽ひのき製品の流通経路
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より，元玉，２番玉，３番玉という丸太の構成部分によって，すなわち原木の質によって異

なっている。金額的に見て最も高級な尺上材に関しては化粧材が40％，造作材30％，建具材

25％，構造材５％となっているが，尺上Ｂ材や中目材になると化粧材30％，造作材30％，構

造材40％となり化粧材建具材が減少しその分構造材の割合が高まっている。人工林ヒノキは

化粧材50％，造作材30％，構造材30％である。近年の木曽桧原木の高騰は端材の利用をも促

し殆どの木曽桧製材工場は俎板，箸，箸立，酒升等を製作する木工部門をも設けるなかで天

然林資源の減少に伴うこの原木高騰を乗り切ろうとしている。

製品の販売先に関して見ると金額的に全製品出荷額の40％～50％が木曽官材市売市場へ出

荷されている。次いで多い出荷先として名古屋30％，関東10～20％，県内及び関西方面10％

となっている。

各販売先ごとの製品の特徴を見てみると，中京方面には柱角，土台角等の構造材や鴨井，

敷居，廻縁等の造作材が多く出ている。これは昔から名古屋は木曽材の集散地であったこと

から木曽桧への馴染みが強く，そのため建築用材として多く使用されてきているという伝統

によっている。

関東方面へは木曽桧の刺身ともいえる柾板が相当量出荷されている。これは神棚の部材や

高級料亭で使用される俎板や高級志向の消費者の注 に合わせて採材され販売されている。

また特殊の寸法の材が銘木以上の価格で好んで取引されるという傾向もある。

類型…サワラ専門製材工場

我々は５工場に対して個別聞き取り調査を実施した。

この樹種を製材する工場は桧専門の製材工場に比 すると年間取扱い材積，金額，資本装

備，従業員規模とも小規模である。

この製材工場の特徴は，創業当時はサワラを中心とする桶や下駄といった木工品を作って

いたことにある。その後の生活様式の変化で桶や下駄の需要の減少，建築用材の需要の増加

等により，木工で資金を蓄積していた階層はサワラ木工からサワラ製材へと転換して今日に

至っている。中には昭和34年に木曽桧に転換したが旨くいかず再びサワラの桶木取材に転換

した工場など一度は他の樹種に転換を試みたが失敗に終わってしまった工場も存在する。こ

の業種の中には副業としてアジロの天井板や野根板を作っているものも存在する 。

地域的には古くから木工業の多かった上松から南が多く，大桑，南木曽地域に集中立地し

ている。

素材の入手先は木曽桧と同様ほぼ100％国有林材を購入している。購入地域は木曽谷に所

在する営林署管内からが90％以上となっている。一部には名古屋から購入するものも存在す

る。木曽桧の素材価格と比 してサワラは単価が３分の１から４分の１でありm単価は尺

上材の良いもので10万円から12万円である。

製品の種類を見てみると，最も代表的な物として桶用木取り材がある。調査した５工場の

うち３工場が全製材量の90％以上を，１工場が60％を桶用の木取り材を挽いている。その他

には外壁用の板や建具材などの一般建築材が挽かれている。

販売先は桶用木取り材は名古屋，東京等の桶製造会社に納入している。造作材は北陸方面

の問屋送りが多い。

サワラ専門製材工場の中には人工林ヒノキ製材に転換しつつある工場が存在する。しかし
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現在雇用している従業員の高齢化と新規補充の不可能化は経営者等に近い将来は家内工業的

になってしまうのではなかろうかといった不安を抱かせるに至っている。また経営主の後継

者が存在しない工場では自分の代で工場を廃業したい意向を持っており，それまでなんとか

やっていければ良いといった消極的な姿勢が伺えた。サワラ専門工場は木曽桧専門工場に比

すれば小規模で資金力も無く，従業員の高齢化，経営主の高齢化，原木の減少と価格の高

騰，製品価格の伸び悩み等の困難な問題を抱えている。

類型…人工林ヒノキ製材工場

このタイプの工場を我々は４工場個別聞き取り調査した。人工林ヒノキを扱う工場の特

徴として創業が近年で比 的新しいということが上げられよう。昭和17年に創業して昭和57

年から人工林ヒノキを挽き始めた１工場を除けば37年，48年，49年の創業となっている。彼

等後発組が木曽桧やサワラ等木曽５木の製材に新規参入しようとしても既成の枠組みに入る

ことは出来なかった。しかし昭和40年代の後半は木曽桧やサワラの資源枯渇化が問題となり

はじめ，人工林ヒノキが見直されてきた時期であり，彼等が新規参入をはかり人工林ヒノキ

製材が開始された。

人工林ヒノキ製材の場合，職人的な木取り技術を要する木曽桧製材と異なり比 的機械設

備の自動化に伴う合理化が可能であるため，他の製材産地並みの資本装備で生産性を追求出

来るという特徴がある。自動皮剥ぎ機やツインバンドソーといった設備の導入が進んでいる。

また取扱量も年々増加してきているし，さらに規模拡大を目指している工場も存在している。

これは国有林が近年積極的に人工林桧をも販売し始めたことや経営主が製材業界の中では比

的若く革新的な行動をとっていることによっている 。

人工林ヒノキ製材工場がそれ以前に挽いていた樹種としては，広葉樹，木曽桧中目材，な

どがあげられる。木曽桧中目材は柱角中心であるが，節が多く等級が低い材が多く，単価が

伸びず，原木高の製品安であまり旨みがなかった。そこに人工林ヒノキが伐期に達し国有林

から販売されるようになってきたため，人工林ヒノキ材製材に転換を図ったのである。中に

は素材業から人工林ヒノキ挽製材に転換した工場も存在する。

素材の仕入先は，90％近くが国有林からの仕入れとなっている。このタイプの工場におい

ても近年２番玉以下を中心に挽く工場が出現するなど分化が進んでいる。

製品の種類は元玉は化粧材10％，造作材10％で残りは構造材である。これに対して２番玉

以降になるとほぼ100％が柱角，土台角に製材されている。端材はチップ利用のみである。

製品の販売先を見て見よう。木曽桧の販路に比 すれば関東の割合が減少し，その分中京

方面への割合が増えており，中京方面へ少ない工場でも60％販売し多い工場では100％とな

っている。今回の調査対象工場においては関西方面への出荷工場は存在しなかった。地理的

に県内消費地市場に近い楢川村等に立地する工場では，長野県下中心に出荷している。この

ように人工林桧製材品は中京方面及び地元向けに出荷販売されている。

木曽谷国有林から出荷される人工林ヒノキ材は木曽桧天然林材には劣るものの，年輪幅等

その材質は吉野でヘリコプター集材されている吉野桧に勝るとも劣らない高級材である。こ

の人工林材が所謂東濃桧材の最良質材部分として東濃桧材産地の産地形成に貢献してきたこ

とは周知の事実である。木曽谷国有林の天然木曽桧の枯渇が目に見えてきている現在，木曽

谷製材業の今後に向けて人工林ヒノキの国有林における販売方法や人工林ヒノキ材製材のあ
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り方，行動様式が非常に大きな意味を持つこととなろう。

類型…樅・栂等の針葉樹材製材工場

国有林で皆伐による木材生産を行う場合，所謂木曽５木の他にも樅・栂・ヒメコマツ・

トウヒ・シラベ等の針葉樹も伐採する。木曽谷にはこれらの樹種を製材する工場も存在して

おり，国有林材を徹底的に利用できる構造が形造られている。とは言え，これらの針葉樹は

63年の長野営林局木曽谷地域国有林材販売実績から見ればパルプ材２万５千mを含めても

約４万mにすぎず，木曽桧，サワラ，人工林ヒノキの合計11万４千500mに比 すれば木

曽谷製材業界においては副次的な位置を占めているに過ぎないと言えよう。

我々はこのタイプの工場を１工場個別聞き取り調査した。原木は国有林からほぼ100％入

手しており，その方法は随契が20％，公売が80％となっており随契枠は年々減少傾向にある。

製品の種類を見ると構造材が80％を占める。特に多いのが梁，桁等である。無節の良いも

のは柱にも挽かれる。米栂の柱に比べ年数の経過と共に色艶が出るので大工，工務店には好

まれる。鴨井，敷居，廻り縁等の造作材も挽かれるが量的には少ない。歩留まり率は約55％

～65％で端材はチップとして利用されている。

この種の製材工場は木曽桧の資源枯渇に伴う伐採量の減少に比例してまず真っ先に原木が

不足してくることが予測出来よう。この種の業者は対応策として外材への樹種転換を考えて

いる 。

類型…広葉樹製材工場

木曽谷国有林には広葉樹材も存在している。63年度の国有林の販売内訳を見ると広葉樹

用材としてはブナ，ナラ，ウダイカンバ，カツラ，シナノキ，センノキ，ケヤキ等があげら

れているが，多いものでも千m未満と決して多くはない。またパルプ等に7,313m販売さ

れ合計で約１万mに過ぎない。

木曽谷に立地している広葉樹製材工場に関しては３社個別聞き取り調査を実施した。創業

は３社とも戦後になってからである。うち２社は倒産したり行き詰った工場を買収して広葉

樹製材を開始している。彼等は家具メーカー，大手建設会社，梱包会社等と提携して製品を

出荷している。

素材の入手先を見ると，これまで国有林材に依存してきたが，国産の天然広葉樹の場合原

木の減少の度合いは木曽桧等の針葉樹に比 して一層急激であり，原木の手当てには各工場

とも気を使っている。木曽の国有林に加えて伊那，飯田，岐阜県高山，東北，北海道等原木

が有るところからはどこからでも購入している。しかし木曽谷の広葉樹製材だけではなく東

北，北海道においても天然木資源の枯渇は顕著で，１年に20％位の割合での生産縮小を余儀

なくされている。しかしアメリカ合衆国の80年から100年以前に伐採した跡地の広葉樹二次

林の伐採が進みそれが我が国にも輸入されており，国内資源の枯渇化に伴い外材の広葉樹に

転換している工場も出てきている。今後この傾向は益々強まるものと思われる。

製品の種類を見てみると広葉樹製材の製品には次の２つが上げられる。１つは床柱，上が

り框，敷居，玄関板，階段板等の一般建築用材として，もう１つは椅子やテーブル，箪笥等

の家具材としてである。家具材は自己の歩留まりを高くしようとする家具メーカーの意向に

よって最終加工に近い家具の部材にまで工場で挽いた上で出荷している。

広葉樹で梱包材を挽いている工場も存在する。広葉樹は固く強度が高い等梱包材として優
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れているため大手商社，電気会社からの注 が多い。

製品の販売先は家具メーカー，大手梱包メーカー，住宅メーカー等であり，各工場とも数

社と密接な繫がりを維持している。

今後の対応としては現在置かれた地元資源の枯渇化の中で次の二つの意向，二つの道が考

えられていることがわかった。その１つは外材への依存度をより一層高め危機を乗り切って

行く方向である。もう１つは高付加価値化を，例えば特殊乾燥技術，新商品の開発等ではか

り他産地や他の製材工場との競争に打ち勝って行く方向である 。

類型…外材製材工場

我々は外材製材工場を３工場個別聞き取り調査を行った。木曽谷に立地する外材製材工

場は港湾立地型の大規模工場とはその性格を異にしている。一般地域の構造材や造作材を挽

く工場とは異なり梱包用の木取り材を製材したり額縁等の木工品の木取り材を挽いている。

規模は零細であり，中には木工工場の賃挽製材を行っているものもある。

製材原木の入手は輸入商社との直接取引によっている。樹種は米マツ・米ツガ・米スギが

多い。製品の種類は梱包材，額縁用の木取材等である。梱包材は大手梱包会社と提携し契約

生産をしている。額縁の木取材に関しては木曽郡内の額縁工場へ出荷している。今のところ

短期的には需要も多くこの類型の工場には問題は無さそうである。しかし長期的に見た場合

原木としてカラマツをどのように利用して行くか樹種転換を考えている工場も存在する。

4. お わ り に

以上木曽谷の地場産業として地域経済に対して大きな役割を果たしている木材産業，中で

も最右翼である製材業に関して展開構造を考察してきた。その際，考察の手法は地域に所在

する国有林の資源との関わりで製材原木の樹種転換のパターンに視点をあてる手法によった。

過去から現在まで木曽谷木材産業は，藩，皇室，国と山林の所有形態が変化するのに伴っ

てその時々の管理経営主体に無自覚的に従属せざるを得ない形でその経営活動を行ってきた。

木材産業の側からの働きかけは少なかったし実際のところ不可能であった。なぜなら，以前

には伐出の生産力水準が低く，かつ消費地市場までの運搬手段の原始的技術段階等に規定さ

れて森林資源の保続が可能な範囲で木材生産が行われていたからであった。また山林の経営

主体に対して地域住民は従属を強いられていたからであった。しかし明治以降特に戦後の高

度経済成長期以降の伐出の生産力水準の高度化，交通運輸手段の飛躍的発達，消費者の高級

品志向はこの低位均衡の状況を打ち破った。特に近年になってくると本来的な保続が可能な

範囲内での木材生産から逸脱し，林業とは全く異質の保続を無視した資源略奪といっても過

言でもない規模での伐出活動を行うこととなってしまった。その構造が定着するに至る一番

の転機が伊勢湾台風であったことは言うまでもない。この風倒木処理を機会に木曽谷には多

数の製材工場が成立した。風倒木処理後もその最大規模の製材能力が維持され，それに相応

しい量の木曽桧を中心とする天然林材が伐出され過伐が繰り返されて来たのである。もちろ

んそこには出先である地元営林局，営林署だけでは解決できない国有林特別会計制度の矛盾

が存在し，この傾向を助長したことは言うまでもない事実である 。

このような情勢の中で地元木材産業特に製材業は製材原木の確保が難しくなって来ている。
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これは木曽桧製材工場だけではなくサワラ，広葉樹，その他の針葉樹を挽く工場にとっても

同じことである。しかし原木が枯渇すればする程逆に需要は増大し価格は高騰することとな

る。製品価格も庶民には手が届かない水準に高騰する。土地成り金か寺社建築等の特殊な用

途にしか木曽桧は使用できなくなる 。

また製材業界には共通の経営に関する悩みも存在する。資源枯渇化の進む中で原木高の製

品安の悩み。従業員の高齢化と新規補充の不可能化，資源枯渇の進む中での代替樹種への転

換問題 ，等々問題点が山積している。また地域全体として捉えると非常に貴重なものとな

りつつある木曽桧を地元で集成材に加工するとか，端材の徹底利用を木工で行うとか，木曽

桧でありながら元玉に比 すれば価格の面で有利に販売できない２番玉以降の製材方法を考

えて新製品を生み出すことを考えるなどの取組みが必要であろう。木曽桧に代表される木曽

谷木材産業の資源基盤に関する危機は，我々が考察してきたすべてのタイプの国有林に依存

する製材工場にとっての危機である。

木曽谷国有林からの人工林桧の伐出量は近年増大している。またその多くの部分が所謂東

濃桧の最上級品として地域外に流出している。これを木曽谷製材業界で確保し製品の販路の

開拓を行うことも必要であろう。木曽谷国有林の人工林ヒノキを代替樹種に指定して活用し

て行く場合にも，人工林ヒノキの伐期をどのように考えるかに関しても議論の別れるところ

である。国有林当局にとってだけでは無く，製材工場側にとっても各工場によってその利害

は一様ではなく対立している。今必要な視点は，木曽谷木材産業を地域に密着した地場産業

として，永続的組織体として如何に存立させ，地域住民の就労の場として機能させるべきか

という視点であろう。その実現に向けて国有林，木材産業，地域の諸産業，地域の自治体，

地域住民が一丸となって取り組んでゆくことが早急に求められている。また木曽桧，サワラ

等の代替樹種を一刻も早く開拓することも必要であろう。

注釈及び参考 献

1. 製材業者，木工業者の団体である木曽木協も事態を深刻に受け止め傘下の工場の実態及び要望

を汲み上げるために全木連に委託しアンケート調査を実施し調査報告『木曽木材産業振興ビジョ

ン』(1989年）をとり纏めた。またマスコミもNHKがウイークエンド信州で『揺れる木曽ひの

き産業』を特集（1989年７月15日放映）するなど木曽の木材産業は天然林資源枯渇の中でその岐

路に立たされている。我々は昨年から独自に個別聞き取り調査によって木曽谷木材産業の構造を

把握しつつある。本稿は製材業に関して先ず取り纏めたものである。

2. この桶の木取り材のことを９分25といった。９分25は厚さ９分，長さ２尺５寸のサワラ柾板で，

延幅９尺で１束とされ風呂桶１個分の側板となった。木曽谷を素通りするか進出してきた３都業

者の製材工場に持っていかれていた御料林材を地元木材産業で加工販売したという意味で画期的

な出来事であった。木曽谷の本格的な製材業はこのサワラ製材を契機としている。

3. 例えばサワラの桶材を挽いていたＥ木材は伊勢湾台風後に木曽桧製材に転換した。この時期に

は風倒木木曽桧供給が相当量あったことと，高度経済成長に伴う木材需要量の増大に支えられ容

易に木曽桧に参入できた。ところが，風倒木の処理が終わる昭和40年以降になると供給量の減少

と共に，原木購入の資金力や販売ルートの脆弱なＥ木材は木曽桧からの撤退を余儀なくされる。
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そこでＥ木材は木曽桧から前に取り扱っていたサワラに樹種転換し以前の様に桶材を挽くように

なった。

4. 例えばＡ木材は昭和51年に名古屋方面の小牧に販路開拓の為に支店を開設した。55年には電子

部品の組立工場を創設した。Ｂ木材は54年と60年に自社の製品を置く資材センターを地元と飯田

に開設した。このように自社独自の販売ルートをつくる工場や，異業種を兼営し経営を多角化す

る工場など各社それぞれが独自の方策でこの時期を乗り切ろうとしたのである。

5. 農林水産省長野統計情報調査事務所資料による。

6. 長野営林局利用課資料による。

7. しかし野根板やアジロの天井板を製作する職人不足で後継者問題等解決されなければならない

など問題も多い。これらの製作は伝統工芸と位置付け政策的支援を行うことが必要であろう。

8. しかし木曽谷に存在する人工林ヒノキの面積及び蓄積では，現在稼働している人工林桧製材工

場に加え木曽桧製材工場が人工林ヒノキ製材に転換した場合にはすぐに過伐になってしまう。近

い将来，現在天然木曽桧が抱えていると同じ問題に人工林ヒノキで突き当たることとなろう。

9. また銘木を扱ったり精密機械の下請け工場を兼営するなど原木の供給減少に備えている。

10. 木曽桧専門工場，サワラ専門工場に比 すればこの種の広葉樹等を原木としている工場におい

ては代替樹種問題により早くから取り組まねばならない厳しい状況にあった。結果的に代替樹種

への取組みは進んでいると言えよう。

11. 木曽谷の地域振興にとって多数の製材工場の成立とその旺盛な生産活動の展開は非常にプラス

に作用したことは事実である。しかし伊勢湾台風という一過的な製材原木供給の増大に対応した

生産体制が，風倒木処理後も持続し，逆に製材能力に相応しい原木を供給する為に国有林材の増

伐を施業計画以上に繰り返してしまう結果を招いてしまった。今にして思えば，伊勢湾台風の風

倒木処理後の原木供給に代替材導入などの対策を講じておくべきであったと思われるのである。

12. 特に昭和62年の秋口より高騰し始めた原木及び製品の価格は63年暮れから平成元年の消費税導

入前にかけて高騰し，例えば柾平材が61年でm単価78万円であったものが，ほぼ同一の製品で

63年の暮れには160万円になった。また原木でm単価183万円を記録したのもこの時であった。

13. 『木曽ヒノキ・サワラ代替・補完樹種の資源実態報告書』平成元年10月，長野営林局，が出さ

れている。今後，もう一歩進んで個々のタイプの製材工場で具体的にどの様に取り組んだら良い

のか，その指針が提示される必要があろう。
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