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１．研究開発プロジェクト名 
快適な天然素材住宅の生活と脱温暖化を「森と街」の直接連携で実現する 

 
２．研究開発実施の要約 
 研究開発目標 

森を守る仕組みとしての，森と街を直結した家づくりビジネスの実現。 
■研究概要 

わが国の二酸化炭素排出量削減のためには、100年単位で持続できる住宅建設と、削

減の実証的研究が必要である。持続可能な森林利用や、日本人一人ひとりの最大支出で

ある住宅ローン負担の軽減のためにも，木材を利用した住宅の建設と、その長期健全性

の実証が必要である。しかし，現在わが国では，外材を用いた短命な家づくりが主流と

なっており、それに合わせた短期的な金融システムしか存在していない。そのため100
年単位の森林の計画的利用ができず、荒廃した森は二酸化炭素の貯留もできなくなって

しまっている。 
この状況と戦い，減価する速度が低く，生活コストが低い住まいづくりによって，二

酸化炭素排出量の少ない住宅建設を実現し、全国各地に森から住宅に至る、一貫した生

産システムを構築し、それと同様のモデルを各地に作り上げていくことが当プロジェク

トの使命である。また，それは疲弊する日本の地方経済や雇用状況を改善することにも

つながるはずである。育林の手法や木材の生産方法の違いによる木材の性質、建て方の

違いによる室内温湿度などの違いを調査し、その性能に見合った金融などの社会システ

ムを構築する。もって森林管理者から木材加工者、居住者が共同で作る住宅の概念と必

要な基礎理論を確立する。 
以上は，1990年代に行われた新しい地域・生活再生型住宅産業の試みを進化させ，林

業・金融・認証を含み，かつ伝統構法やCO2削減，エネルギー自給の視点を加味し，地

域特性を生かしつつ全国に普及するモデルを作る新たな歴史的挑戦である。 
 

 実施項目・内容 
当プロジェクトでは本年度，以下のような研究開発・調査を行った。 

A. 森を守る仕組み ― 森と街の直接連携のために 
 ・ 国産材の潜在的生産量についてのシミュレーション分析 

・ 持続的な林業・林産業を妨げている要因についての分析 
・ 持続的な林業・林産業を広げていくためのマニュアルに係る調査研究 

B.「森と街」を直結した家づくり ― 国産木材多用住宅の性能評価 
 ・ 木材の物性調査、及び、化学成分の利活用に関する調査 

・ 木材多用型住宅の室内温熱環境実測 
・ 国産木材多様住宅実務を広げていくためのマニュアルに係る調査研究 

C. 「森と街」を直結した家づくりビジネスの実現に向けた仕組みづくり 
― 国産木材多用住宅の普及に必要となる仕組み 
 ・ 「森と街」を直結した家づくりビジネスの実現に向けたモデル分析 

・ 国産材需要拡大のための社会技術の提案に関する研究 
・ 日本の住宅と国産木材の需給構造についての計量経済分析 
・ 「森と街」を直結した家づくりビジネスの実現に必要となる認証制度の創
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設 
D. 2050年LCCO2カーボンニュートラル達成への排出削減シナリオの策定 
― CO2削減シナリオ（埼玉大学グループ） 
 ・ 住宅建設・解体までを含めた垂直連携型木材流通システムのLCA評価 

 
 主な結果 

本プロジェクトは，森を守る仕組みとしての「森と街」を直結した家づくりビジネス

の実現を通して，2050年LCCO2カーボンニュートラル達成への排出削減シナリオを策

定することを目的としていることから，本年度は，上記Ａ～Ｄについて下記のように研

究開発を実施し、ミニラウンドテーブル（以下、ミニRT）等を行った。 
 

A. 森を守る仕組み ― 森と街の直接連携のために 
A1. 国産材の潜在的生産量についてのシミュレーション分析【埼玉大学】 
日本は世界有数の森林保有国であるが、木材自給率は26.0％に過ぎず、林業経営も

助成頼みとなっていることから森林整備も進まず、結果として日本の森林は崩壊寸前

の状態となっている。そこで、現存する森林の潜在的供給能力を検討し、日本の森林

が如何なる状態になっているかを考察した。 
その結果、現在の日本の森林保有量であれば、自然成長量だけで日本のすべての木

材需要を国産材だけで賄えることが明らかになった（前田拓生（2013）「『森と街』

の直接連携の必要性についての考察」『高崎経済大学論集 第55巻第2号』）。 
 

A2. 持続的な林業・林産業を妨げている要因についての分析【埼玉大学】 
日本の森林保有量であれば、自然成長量だけで日本のすべての木材需要を国産材だ

けで賄えることが明らかになったにもかかわらず、現在20％程度しか供給されていな

い。 
この理由について木材流通構造の面から検証した結果、大規模な業者は大量仕入れ

大量出荷することで規模の経済を活かすとともに、プレカット工場経由で木材流通経

路を短縮化するなど合理化を図り、激化している住宅販売競争でシェア拡大を進めて

いる。このような競争により、素材となる国産材も需要され、自給率も高くなっては

いるものの、それは輸入製材との価格見合いで購入されているだけなので、素材産業

の経営は厳しいままであり、森林整備に資金は回らない。他方、外材よりも国産木材

を選好する傾向の強い中小業者は厳しい経営状況の中で多くが破たんし、残った業者

も国産木材の調達に問題を抱えていることがわかった。 
また、このような状況を解決のためには、市場経済からの経路とは異なるオルタナ

ティブなルートとしての「森（林業等）と街（住宅需要）」を一元的に管理する事業

スキームが必要であることがわかった（前田拓生（2013）「『森と街』の直接連携の

必要性についての考察」『高崎経済大学論集 第55巻第2号』）。 
 

A3. 持続的な林業・林産業を広げていくためのマニュアルに係る調査研究【早稲田

大学、及び、天然住宅】 
「森（林業等）と街（住宅需要）」を一元的に管理するとしても、「森」自身も助

成金等に頼らずに自立した経営を行う必要がある。また、森林を自立して経営できる
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のであれば、そのスキルをマニュアル化することで、持続的な森林を広げていくこと

ができる。 
そこで本プロジェクトでは、助成金に頼らずに持続的な森林経営を行っている林業

（自伐林業）を実地調査し、そのノウハウをまとめマニュアルを作成する予定である

（林業マニュアルサマリー版_付録1）。 
 
 

B.「森と街」を直結した家づくり ― 国産木材多用住宅の性能評価 
B1. 木材の物性調査、及び、化学成分の利活用に関する調査【名古屋大学】 

「森」自身が持続可能になっても、そこから産出される木材が住宅建材として使用

されるためには強度等を科学的に検証する必要がある。そこでここでは乾燥法の異な

る実大製材を対象としたクリープ試験、乾燥方法による化学成分の変化に関する調査 

（芳香性成分分析）、及び、木材漬け込み水を用いた抽出成分の分析を行った。 
下記は、それぞれの分析結果である。 
 
B11. 乾燥法の異なる実大製材を対象としたクリープ試験 

実大梁材の長期間荷重性能試験（クリープ試験）において、クリープ変位（たわ

み量）の季節変動の仕方が乾燥法によって異なることが明らかとなった。すなわち、

低温乾燥および薫煙乾燥により得られた材は温度と湿度変化に起因する季節変動

が小さい一方で、高温乾燥材および中温乾燥材は影響が大きかった。 
 
B12. 乾燥方法による化学成分の変化に関する調査 （芳香性成分分析） 

昨年度の主要化学成分分析（セルロース、ヘミセルロース、リグニン）に引き継

き、乾燥条件の芳香性成分への影響について解析を始めた。今年度は分析手法につ

いて検討し、その結果、水蒸気蒸留法とガスクロマトグラフィ質量分析計を組み合

わせることによって、芳香性成分を詳細に解析できることが分かった。今後、この

方法を用いて乾燥方法が芳香性成分に及ぼす影響について調査する。 
 
B13. 木材漬け込み水を用いた抽出成分の分析 
 溶媒分画およびガスクロマトグラフィ質量分析法によるリグナン分析 

2011年度に採取したスギ材浸漬前の水「：前」および浸漬後の水「：後」につい

て、浸漬水中の成分の安定性、抽出効率、抽出手順の再現性を確認するため、あら

ためて酢酸エチル抽出を行った。その結果、酢酸エチル抽出物収量、水抽出物量に

ついては、2011年度と2012年度の結果は、ほぼ同じであった 
 2011年度に調製した水抽出物の酵素加水分解および分解物のGCMS分析 

2011年度、水抽出物を酵素加水分解した結果、有用成分としてジヒドロデヒドロ

ジコニフェリルアルコール（DDDC）、ラリシレジノール（LR）およびピノレジ

ノール（PIN）といったリグナン類が検出された。その検出量が少量であったため、

本年度、リグナン生成量の増大・検出効率の向上を目的とし、あらためて 2011年
度の約5倍スケールにて酵素加水分解した。その結果、DDDCおよびPINは確認さ

れたが、2011年度の分析において確認されたLRは今回、検出されなかった。また、

2011年度の場合と比較して、リグナン類の検出量が極めて少なかった。抽出物の保
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管期間（室温）に変質等が起こった可能性が示された。 
 2011年度に採取した水の溶媒分画、水抽出物の酵素加水分解および分解物の

GCMS分析 
抽出物の保管期間中（室温）に成分の変化が見受けられたため、2011年度に採取

した水（化学的変質をできる限り抑制するために冷蔵保存されていた）を、あらた

めて溶媒分画し、水抽出物について酵素加水分解（リグナン生成量の増大・検出効

率の向上を目的とし、2011年度の約5倍スケール）および分解物のGCMS分析を行

った。その結果、DDDC、LRおよびPINといったリグナン類が確認されなかった。

低温においても、水試料の保管期間に成分の変質等が起こった可能性が示された。 
 2011年度に分析した水抽出物酵素加水分解物のGCMS分析結果の定量的評価 
定量分析結果から、初めに用いた200 ml（2011年度は200 mlの水を用いた）の

浸漬水から得られる抽出物の酵素分解により、DDDC、LR、PINが それぞれ約45 µg、
50 µg、30 µg得られることになる。今回の浸漬水は、角材（寸法：130×130×3000 mm、

4本）を約150リットルの水に漬け込んで得られたものであるから、全浸漬水、すな

わち上記寸法角材4本から得られる抽出物からは DDDC、LR、PINがそれぞれ約

33.75mg （45×150/0.2×1/1000）、 37.5 （50×150/0.2×1/1000）mg、22.5 （30
×150/0.2×1/1000）mgが得られることになる。 
 今後の検討事項 
新規に水を採取し(手配済み)、浸漬水成分の安定性、抽出操作および成分分析の

再現性を調査する。 
 

B2. 木材多用型住宅の室内温熱環境実測【早稲田大学】 
本プロジェクトでは木材を多用するとともに「適気密」にすることにより、住宅が

長寿命を実現すると考えている。そこでここでは、一般の木造住宅よりも木材を多く

使用した住宅（木材多用型住宅）を対象に、壁内温熱環境実測を通すことで、壁内に

おける結露・カビといった住宅の性能劣化に対する木材多用型住宅の健全性を掲示す

るため、室内温熱環境実測やエネルギー消費量調査を行った。 
その結果、一般の木造住宅よりも木材を多く使用した住宅（木材多用型住宅）を対

象に、壁内温熱環境実測を通すことで、壁内における結露・カビといった住宅の性能

劣化に対する木材多用型住宅の健全性を掲示することにある（川村圭、保井孝一、小

濱翔馬、橋本亜沙、倉持拓也、遠藤彩和、高口洋人：「木造住宅の室内表面積におけ

る木材使用量の違いが室内環境に与える影響」,日本建築学会大会関東支部研究報告

集,2012） 
 

B3. 国産木材多様住宅実務を広げていくためのガイドに係る調査研究【天然住宅】 
適気密で、しかも、人にやさしく（健康的に安全）、国産木材を多用した住宅を設

計・施工するためには、通常とは違った建築スキルが必要となる。 
そこで本プロジェクトでは、上記のような住宅を設計・施工するために必要となる

実務的な事項をまとめた「実践ガイド」を作成中である（実践ガイド目次_付録2）。 
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C. 「森と街」を直結した家づくりビジネスの実現に向けた仕組みづくり 
― 国産木材多用住宅の普及に必要となる仕組み 

C1. 「森と街」を直結した家づくりビジネスの実現に向けたモデル分析【早稲田大学】 
「森と街」を直結した家づくりビジネス（以下、垂直連携システム）は流通業者が

存在しなくなるため、製材や丸太の在庫切れを起こしやすくなる可能性や短期支払能

力が低い製材所などについては丸太購入の支払いが滞る可能性がある。 
そこでここでは、林業者・林産業・建設業者といった各事業者が垂直連携システム

に移行するための移行プロセスを掲示することを目的として研究を行った。 
この研究の結果、垂直連携システムへ移行するには製材所も排除せず、徐々に人工

林に移行していくことが望ましいことがわかった。しかし、乾燥を行わないことは生

産される住宅の品質の観点からは望ましくないことから、垂直連携開始当初はグリー

ン材の販売により直接取引する工務店を集めて製材製品の販路を確保し、発生した利

益で製材所の財務状況を改善してから乾燥設備への投資や林業者との直接取引およ

び利益還元を行うことを提案する（岡村幸枝、倉持拓也、遠藤彩和、保井孝一、川村

圭、高口洋人：「林業再生のための森林施業計画および木材流通システムに関する研

究」,日本建築学会大会関東支部研究報告集,2013、及び、遠藤彩和、倉持拓也、川崎

正博、小濱翔馬、高口洋人：「林業再生のための木材流通システムの再構築に関する

研究」,日本建築学会大会関東支部研究報告集,2011） 
 

C2. 国産材需要拡大のための国産材・木造建築需給システム研究【早稲田大学】 
国産材の利用が促進されない背景には、国内林業の弱体化のみならず、国内林業か

ら林産業・建設業そして住宅購買者・非住宅施主にいたる社会構造（以下、国産材・

木造建築需給システム）において複数の問題が相互に関連しており、国産材・木造建

築需給システム内の1つの課題を解決するだけでは国産材の需要拡大には至らないこ

とが挙げられる。そこで文献調査とヒアリング調査を通して、国内林業から林産業・

建設業そして住宅購買者・非住宅施主をとりまく社会構造における各ステークホルダ

ーの国産材需要拡大への課題認識についての分析を行った。 
その結果、素材価格の引き上げが国産材需要拡大に対して最も感度が高いことが示

唆され、この点の改善がまず重要であることが明らかになった。（内田俊平、遠藤彩

和、倉持拓也、川村圭、保井孝一、高口洋人：「国内林業・木造住宅生態系再生のた

めの社会技術の提案」,日本建築学会大会関東支部研究報告集,2013）。 
 

C3. 日本の住宅と国産木材の需給構造についての計量経済分析【埼玉大学】 
C1、C2ではモデル分析により、垂直連携システムに移行するための移行プロセス、

および、国産材需要拡大に向けた新たな需給システムを掲示した。ここでは現実の日

本の木材需給に関わる経済データを用いて、それぞれの市場（住宅市場、製材品市場、

木材市場）の需給構造及び関係性を計量経済分析により明らかにした。 
その結果、地方圏に比べて、大都市圏を含む7都府県では住宅供給の価格弾性値が

高いことが示唆されることから、パワービルダー等によって建売住宅等の低価格住宅

の大量販売が促進されている可能があるがわかった。また、地方圏の住宅需要では所

得及び人口増加率のパラメータが有意なことから、近年の景気悪化、少子高齢化、人

口の二極化現象等の影響を受け、住宅需要が低迷し、新築着工戸数の減少を招いてい
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ることが窺える。 
他方、外材国内製材の需要は地方圏の新築戸数の派生需要となっていることから、

地方圏の住宅戸数低迷を製材工場がまともに受け、厳しい経営になっていることがわ

かった。また、輸入製材の需要は大都市圏の新築戸数の派生需要となっていることか

ら、大都市圏は価格競争が激しいものの、数量自体は地方圏ほど低迷していない。そ

こに「新生産システム」1等の政策によって、木材流通を含む市場のグローバル化が進

展したので、一気に大規模化に拍車がかかったものと推察される。 
以上より、「新生産システム」等の推進は、輸入製材の需要を高めるだけになり、

「国産材の利用拡大を図るとともに森林所有者の収益性を向上させる仕組みを構築

する」ことにはつながらなかったといえよう。 
さらに本計量経済分析により、国産材国内製材の需要が住宅の派生需要となってい

ないことや、国産丸太の需要が総製材量の派生需要となっていないことがわかった。

つまり、国産丸太や国産材国内製材は建材としての外材の需給の調整としてのみ需要

されているといえる。 
以上から「国産材の利用拡大を図るとともに森林所有者の収益性を向上させる仕組

みを構築」が必要性であること明らかである（前田拓生（2013）「日本の住宅と国産

木材の需給構造についての計量経済分析」『高崎経済大学論集 第55巻第4号』）。 
 
参考文献 

林野庁（2011）『平成23年度 森林・林業白書』 
 

C4. 認証制度の創設【天然住宅、及び、早稲田大学】 
既存の住宅に関わる認証制度は、人体への健康、長寿命性、森林や環境への配慮に

ついて、限定的にしか定義していない。 
本プロジェクトで創設を考えている認証制度では、住宅の長寿命性を認証すること

を通して、新たな中古住宅市場の構築を目指すとともに、これまではほとんど注目さ

れてこなかった「健康」という面から、住宅の新たな価値を認証すると同時に、深刻

な問題となっている日本の森林活用においても、認証によって森林と林業の持続可能

な仕組みを促していく。 
この新しい認証制度は、人間－住宅－森林（環境）との間に連続性を持たせること

で、住宅と人の関係のあり方、住宅そのもののあり方、住宅を通した環境との共生の

あり方を、経済的優位性を持った社会システムとして作り上げることを目的としてい

る（森と街をつなぐ住宅認証概要_付録3） 

                                                   
1 政府としても森林所有者等の収益を向上させる対策を模索している。その対策の一つが、平成 16
（2004）年度から平成 18（2006）年度にかけて実施された「新流通・加工システム」であり、またその

後、平成 18（2006）年度から平成 22（2010）年度までの 5 年間、引き続いて実施された「新生産システ

ム」である。ここで「新流通・加工システム」とは「国産材の利用が低位であった集成材や合板等の分野

で、地域における生産組織や協議会の結成、参加事業体における林業生産用機械の導入、合板・集成材等

の製造施設の整備等を推進するものであり、全国 10 か所でモデル的な取組を実施した」ものである（林野

庁（2011）ｐ.155 引用）。また、「新生産システム」とは「製材の分野で、民間のコンサルタントによる

プランニング・マネジングについての助言の下、施業の集約化、安定的な原木供給、生産・流通・加工の

各段階でのコストダウン、住宅メーカー等のニーズに応じた最適な加工・流通体制の構築等の取組を川上

から川下までが一体となって実施するものであり、全国 11 か所のモデル地域で取組が行われた」ものであ

る（林野庁（2011）ｐ.155 引用）。 
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D. 2050年LCCO2カーボンニュートラル達成への排出削減シナリオの策定 
D1. 住宅建設・解体までを含めた垂直連携型木材流通システムのLCA評価【早稲田大

学、及び、埼玉大学】 
昨年度の研究では、垂直連携型木材流通システムにより建設された国産材多用の木

造住宅及び、現状型システムにより建設された一般木造住宅の2パターンのみの

LCCO2比較検証を行った。昨年度は、林業過程における伐採方法や植林方法、森林の

炭素貯蔵量等も含めた詳細なLCCO2の比較検討は行っていなかったうえ、運用時の

CO2排出量の削減に関しては検討していなかった。しかし、住宅にかかるCO2排出量

の内、運用時における割合は約80%※1と多いため、この部分も検討する必要があっ

た。そこで本年度では、林業から、製材所における加工、工務店における住宅建設、

解体、木材の再利用までの各段階での作業を幾つかのパターンに細分化し、より詳細

で汎用性の効く木材流通システム、住宅のLCCO2比較検証を行った。 
その結果、住宅生産のLCCO2について、林業の持続可能性を考慮した垂直連携型林

業を用い、運用時の空調もバイオマスで代用することが有効であることがわかった

（保井孝一、川村圭、小濱翔馬、橋本亜沙、倉持拓也、遠藤彩和、高口洋人：「垂直

連携型住宅生産システムに関する研究-木材多用型住宅のLCCO2検証-」,日本建築学

会大会関東支部研究報告集,2012）。 
 

 
E.ミニRT等の実施【天然住宅、及び、埼玉大学】 

上記Aについては「日本を明るく元気にする“良い仕事”フェアー（東京ドーム）」

にて、本プロジェクトのブースを出展。Cについてはグリービル認証に関する建築学会

公開WGを、Dについてはエクセルギーに関する建築学会公開WGをそれぞれ実施した。

また、Bについては仙台で「将来の天然住宅の施主づくりのためのセミナー」としてミ

ニラウンドテーブルを実施した。 
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３．研究開発実施の具体的内容 
（１）研究開発目標 
地球温暖化・気候変動対策においては、国産材による木質多用住宅の市場規模を大幅に

拡大させつつ、昭和30年代の7年間約5000万m3程度（現政権目標シェア50％）の出荷量を

再現し、それにともなって発生するバイオマスの経済的な利用を推進する必要がある。そ

のためには、これまでのサプライサイドからのモデルではなく、デマンドサイドからのビ

ジネスモデルの構築が必要であり、さらにそれを保証する金融の仕組みを確立していく必

要がある。資産としての住宅の価値を大幅に高めるような長期優良低炭素住宅の技術的実

現が必要である。 
そこで本プロジェクトでは以下のA~Dの項目について研究開発を行った。 

 
A. 森を守る仕組み ― 森と街の直接連携のために 
 ・ 国産材の潜在的生産量についてのシミュレーション分析 

・ 持続的な林業・林産業を妨げている要因についての分析 
・ 持続的な林業・林産業を広げていくためのマニュアルに係る調査研究 

B.「森と街」を直結した家づくり ― 国産木材多用住宅の性能評価 
 ・ 木材の物性調査、及び、化学成分の利活用に関する調査 

・ 木材多用型住宅の室内温熱環境実測 
・ 国産木材多様住宅実務を広げていくためのガイドに係る調査研究 

C. 「森と街」を直結した家づくりビジネスの実現に向けた仕組みづくり 
― 国産木材多用住宅の普及に必要となる仕組み 
 ・ 「森と街」を直結した家づくりビジネスの実現に向けたモデル分析 

・ 国産材需要拡大のための社会技術の提案に関する研究 
・ 日本の住宅と国産木材の需給構造についての計量経済分析 
・ 「森と街」を直結した家づくりビジネスの実現に必要となる認証制度の創

設 
D. 2050年LCCO2カーボンニュートラル達成への排出削減シナリオの策定 
― CO2削減シナリオ（埼玉大学グループ） 
 ・ 住宅建設・解体までを含めた垂直連携型木材流通システムのLCA評価 

・ 2050年住宅のカーボンニュートラル実現のためのシナリオ検討およびエ

ネルギー消費量と温室効果ガス排出実態データベース整備とそのライフ

サイクル評価手法の検討 
 
上記A~Dについての研究目標は下記の通りである。 

 
A. 森を守る仕組み ― 森と街の直接連携のために 

A1.  国産材の潜在的生産量についてのシミュレーション分析 
日本は世界有数の森林保有国である（図3-A-1及び図3-A-2）2。しかしながら、木材

自給率は26.0％3に過ぎず、林業経営も助成頼みとなっていることから森林整備も進ま

                                                   
2 日本の森林面積は世界で 24 位（233 か国中）、OECD 諸国（34 か国）の中では 6 位。 
3 林野庁（2010a）を参考。 
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ず、結果として日本の森林は崩壊寸前の状態となっている4。 
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図3-1-A-1 OECD諸国の森林面積 

【出所】国際連合食糧農業機関（FAO）『Global  
Forest  Resources  Assessment 2010』Table3 

図3-1-A-2 各国の森林面積 
【出所】国際連合食糧農業機関（FAO）『Global  
Forest  Resources  Assessment 2010』Table3 

 
そこでここでは、まず現存する森林の潜在的供給能力を検討し、日本の森林が如何

なる状態になっているかを考察する。 
 

参考文献 
林野庁（2010a）「平成22年木材需給表（用材部門）」 
稲熊利和（2010）「林業活性化の課題」『立法と調査』参議院http://bit.ly/PkjP2I 
国際連合食糧農業機関（2010）『Global  Forest  Resources  Assessment 2010』 
 

 
A2. 持続的な林業・林産業を妨げている要因についての分析 

A1では、現在の日本の森林保有量であれば、自然成長量だけで日本のすべての木材

需要を国産材だけで賄えることが明らかになる。にもかかわらず、現在20％程度しか

供給されていないため、このまま国産木材の需要が増加しない場合には、多くの森林

で急速に林冠が閉鎖し、経済的な問題の他、自然災害の増加等の問題が生じる可能性

がある。 
他方、日本の住宅建築では新設住宅着工の約47％が木造であり、中でも戸建住宅の

木造の割合は約86％である5。木材需要は住宅需要の派生需要なので、本来であれば

自国の木材で自国の住宅を建設することで木材の売上資金が森林側に流れ、林業・林

産業（以下、「林業等」）地域の生活を成り立たせ、森林の整備も可能になるはずで

ある。しかし実際には木造住宅建築は輸入木材需要を高めているが、国産木材の需要

増には大きく寄与していない。 
                                                   
4 稲熊（2010）pp.122-124 などを参照。 
5 国土交通省 HP 

http://bit.ly/PkjP2I
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この理由について木材流通構造の面から具体的に検証し、市場経済に依存した効率

的なシステムでは地域経済にとって重大な問題を生じさせることを明確にするとと

もに、その解決のためには市場経済からの経路とは異なるオルタナティブなルートと

しての「森（林業等）と街（住宅需要）」を一元的に管理する事業スキームが必要で

あることを示す。 
 
参考文献 

稲熊利和（2010）「林業活性化の課題」『立法と調査』参議院http://bit.ly/PkjP2I 
国土交通省HP「木造住宅の現状」（木造住宅の振興施策について‐木造住宅関連デ

ータ）http://bit.ly/UB2wNo （2013年11月アクセス） 
 
 

A3. 持続的な林業・林産業を広げていくためのマニュアルに係る調査研究 
「森（林業等）と街（住宅需要）」を一元的に管理するとしても、「森」自身も助

成金等に頼らずに自立した経営を行う必要がある。また、森林を自立して経営できる

のであれば、そのスキルをマニュアル化することで、持続的な森林を広げていくこと

ができる。 
そこでここでは、助成金に頼らずに持続的な森林経営を行っている林業を調査研究

するとともに、そのノウハウをマニュアル化することを目的として調査研究を行った。 
 
 

B.「森と街」を直結した家づくり ― 国産木材多用住宅の性能評価 
B1. 木材の物性調査、及び、化学成分の利活用に関する調査 

「森」自身が持続可能になっても、そこから産出される木材が住宅建材として使用

されるためには強度等を科学的に検証する必要がある。 
そこでここでは木材の物性調査、及び、化学成分の利活用に関する調査を通じて、

木材の強度等を科学的に検証することを目的として、乾燥法の異なる実大製材を対象

としたクリープ試験、乾燥方法による化学成分の変化に関する調査 （芳香性成分分

析）、及び、木材漬け込み水を用いた抽出成分の分析を行った。 
ここで乾燥法の異なる実大製材を対象としたクリープ試験の目的は下記の通りで

ある。 
昨年度は短期荷重での物性試験において木材乾燥法により材料の粘り度に違いが

あることが認められた。短期荷重（数秒から数分の荷重期間）での挙動は、地震や台

風などの短期の事象に対する抵抗性能であると考えることができる。その一方で、居

住空間としての性能を考えた場合、数か月あるいは数年の長期間での挙動についても

評価を行わなければならないだろう。今年度は、長期間荷重性能試験（クリープ試験）

を実施し、各種木材乾燥法（高温乾燥、中温乾燥、低温乾燥、および薫煙乾燥）によ

り木材の長期における力学耐久性に違いがあるかどうか実験的に検証した。 
また、乾燥方法による化学成分の変化に関する調査 （芳香性成分分析の目的は下

記の通りである。 
乾燥方法による化学成分の変化に関する調査 -芳香性成分分析- 
今年度は芳香性成分の乾燥条件による影響の調査に着手した。芳香性成分の分析方

http://bit.ly/PkjP2I
http://bit.ly/UB2wNo
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法は溶媒抽出法や水蒸気蒸留法などの方法があるが、木材から感じる“におい”を分

析する方法としては、水蒸気蒸留法が最も適していると判断し、今年度はその分析手

法の確立を目指した。 
 

B2. 木材多用型住宅の室内温熱環境実測 
また、本プロジェクトでは木材を多用するとともに「適気密」にすることにより、

住宅が長寿命を実現すると考えている。 
そこでここでは、一般の木造住宅よりも木材を多く使用した住宅（木材多用型住宅）

を対象に、壁内温熱環境実測を通すことで、壁内における結露・カビといった住宅の

性能劣化に対する木材多用型住宅の健全性を掲示することにある。 
 

B3. 国産木材多様住宅実務を広げていくためのガイドに係る調査研究 
適気密で、しかも、人にやさしく（健康的に安全）、国産木材を多用した住宅を設

計・施工するためには、通常とは違った建築スキルが必要となる。 
そこでここでは上記のような住宅を設計・施工するために必要となる実務的な事項

について「実践ガイド」としてまとめることを目的として調査研究を行った。 
 
 

C. 「森と街」を直結した家づくりビジネスの実現に向けた仕組みづくり 
― 国産木材多用住宅の普及に必要となる仕組み 

C1. 「森と街」を直結した家づくりビジネスの実現に向けたモデル分析 
「森と街」を直結した家づくりビジネス（以下、垂直連携システム）は流通業者が

存在しなくなるため、製材や丸太の在庫切れを起こしやすくなる可能性や短期支払能

力が低い製材所などについては丸太購入の支払いが滞る可能性がある。 
そこでここでは、林業者・林産業・建設業者といった各事業者が垂直連携システム

に移行するための移行プロセスを掲示することを目的として研究を行った。 
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C2. 国産材需要拡大のための社会技術の提案に関する研究 
国産材の利用が促進されていない背景には、国内林業の弱体化のみならず、国内林

業から林産業・建設業そして住宅購買者・非住宅施主をとりまく社会構造（以下、国

産材・木造建築需給システム）において複数の問題が複雑に絡み合っているため、国

産材・木造建築需給システム内の1つの問題を解決するだけでは国産材需要拡大には

至らないことが挙げられる。ここでは、文献調査とヒアリング調査を通して、国内林

業から林産業・建設業そして住宅購買者・非住宅施主をとりまく社会構造（以下、国

産材・木造建築需給システム：図3-1-C）における各ステークホルダーの国産材需要

拡大への課題認識を把握することで、国産材需要拡大に向けた新たな需給システムを

提示することを目的とする。 
 

 
図3-1-C 国産材・木造建築需給システムが有する関係性の簡略図 

 
 

C3. 日本の住宅と国産木材の需給構造についての計量経済分析 
C1、C2ではモデル分析により、垂直連携システムに移行するための移行プロセス、

および、国産材需要拡大に向けた新たな需給システムを掲示した。 
C3では現実の日本の木材需給に関わる経済データを用いて、それぞれの市場（住宅

市場、製材品市場、木材市場）の需給構造及び関係性を明らかする。 
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C4. 認証制度の創設 
既存の住宅に関わる認証制度は、人体への健康、長寿命性、森林や環境への配慮に

ついて、限定的にしか定義していない。 
本プロジェクトで創設を考えている認証制度では、住宅の長寿命性を認証すること

を通して、新たな中古住宅市場の構築を目指すとともに、これまではほとんど注目さ

れてこなかった「健康」という面から、住宅の新たな価値を認証すると同時に、深刻

な問題となっている日本の森林活用においても、認証によって森林と林業の持続可能

な仕組みを促していく。 
この新しい認証制度は、人間－住宅－森林（環境）との間に連続性を持たせること

で、住宅と人の関係のあり方、住宅そのもののあり方、住宅を通した環境との共生の

あり方を、経済的優位性を持った社会システムとして作り上げることを目的としてい

る。 
 
 

D. 2050年LCCO2カーボンニュートラル達成への排出削減シナリオの策定 
D1. 住宅建設・解体までを含めた垂直連携型木材流通システムのLCA評価 

昨年度の研究では、垂直連携型木材流通システムにより建設された国産材多用の

木造住宅及び、現状型システムにより建設された一般木造住宅の2パターンのみの

LCCO2比較検証を行った。昨年度は、林業過程における伐採方法や植林方法、森林

の炭素貯蔵量等も含めた詳細なLCCO2の比較検討は行っていなかったうえ、運用時

のCO2排出量の削減に関しては検討していなかった。しかし、住宅にかかるCO2排
出量の内、運用時における割合は約80%※1と多いため、この部分も検討する必要が

あった。 
そこで本年度では、林業から、製材所における加工、工務店における住宅建設、

解体、木材の再利用までの各段階での作業を幾つかのパターンに細分化し、より詳

細で汎用性の効く木材流通システム、住宅のLCCO2比較検証を行った。 
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（２）実施方法・実施内容 
本年度、本プロジェクトでは上記A～Dのそれぞれについて下記のように実施した。 
 
A. 森を守る仕組み ― 森と街の直接連携のために 

A1. 国産材の潜在的生産量についてのシミュレーション分析 
A11 供給される木材の平均齢級の推計 
日本は世界有数の森林保有国であるが、木材自給率は26.0％に過ぎず、林業経営も

助成頼みとなっていることから森林整備も進まず、結果として日本の森林は崩壊寸前

の状態となっている。そこでここでは現存する森林の潜在的供給能力を検討する。 
この場合、森林の潜在的供給量は自然成長量のうち供給に回らなかったものと考え

られる。ただ樹種によって供給に回すことができる齢級が異なることから、その点を

調査する必要がある。そこで以下では、まず、森林の自然成長量のうち、生産に回っ

たと考えられる量を推計し、そこで使用された樹木の齢級を特定する。 
この推計に当たって、日本の森林保有量は5年ごとに調査される林野庁（2007）及

び林野庁（2002）により、齢級6（1齢級から19齢級以上まで）ごとの森林面積及び材

積量等のデータが樹木別に取得できるので、平成19年と平成14年のデータを比較すれ

ば、この期間の成長量を材積ベースで推計できる。しかし、この調査では森林の齢級

ごとの本数が明記されていないため、どのように伐採され、どの程度伐採されずに残

っているのかを推計することができない。 
そこで森林の都道府県別齢級別の樹木数を推計するため早尾（1961）および林野庁

計画課（2002）・林野庁計画課（2003）のデータを利用した。早尾（1961）には樹

種別に齢級ごとの胸高直径と樹高が都道府県別に掲載されている7。また、林野庁計画

課（2002）・林野庁計画課（2003）では都道府県を地域ごとに区切り、樹種別の幹材

積（1本あたりの材積）を胸高直径と樹高から算出する方程式（実証データから推計

したもの）を掲載している。これらのデータより、都道府県別の齢級別胸高直径と樹

高を推計することができ、そこから都道府県別の齢級別幹材積を推計することできる。

都道府県別の齢級別幹材積がわかれば、都道府県別の齢級別蓄積は林野庁（2007）及

び林野庁（2002）でわかっているので、平成19年及び平成14年それぞれの都道府県別

の齢級別樹木本数を推計することができる。なお現状、日本の森林の半分は民有林（人

工林）であり、民有林のうちスギの割合が60％、ヒノキの割合が22％、合わせた割合

は82％である。また、製材のうちスギとヒノキの割合も65％であることから、ここで

はスギとヒノキの樹種のみを分析8をし、そこから全体を推計する。 
図3-2-A-1-1は上記の方法により推計したスギとヒノキの樹木数（平成19年）を齢級

別に表したものである9。図3-2-A-1-2は林野庁（2007）と林野庁（2002）に記載され

                                                   
6 齢級とは、5 年を一括りにし、林齢 1～5 年生を 1 齢級、6～10 年生を 2 齢級、以下、3 齢級、4 齢級と

続く。 
7 但し、すべての都道府県、すべての齢級のデータが記載されているわけではないので、適宜推計が必要

になる。 
8 スギについては前田拓生が、ヒノキについては遠藤彩和氏（早稲田大学創造理工学研究科 修士課程）

が同様の方法で推計を行った。 
9 林野庁（2007）及び林野庁（2002）に記載されている都道府県別齢級別の材積を、推計した幹材積で割

って樹木数を算出した。しかし、スギ、ヒノキともに特に 2 齢級～4 齢級までの樹木数に問題があった（平

成 14 年と平成 19 年を比較すると平成 19 年の樹木数が多い状況になった）。これは①林野庁（2007）及

び林野庁（2002）の当該齢級の材積が正しくないのか（特に 1 齢級・2 齢級の値が非常に小さく、都道府
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ている齢級別の樹種別（スギ・ヒノキ）の材積である。図3-2-A-1-1及び図3-2-A-1-2
からわかるように、ヒノキはスギに比べて成長が遅く、間伐を積極的に行わない（ま

たは行う必要がない）ことから、8齢級くらいまでの本数がスギに比べて多い状態に

なっていることがわかる。また近年、「住宅の品質確保の促進等に関する法律（2000.4.1
施行）」の関係で「径級 18～22cm（四寸角柱適寸）の需要が増え10」ていることか

ら、胸高直径が22cm以上であることが伐採の条件と考えれば、上記推計により、スギ

では8齢級以上、ヒノキは12齢級以上で胸高直径が22cmを上回ることになる。したが

って、ヒノキは12齢級から伐採が行われるものとする。但し、スギについては概ね50
年生から伐期に入ると考えられている11ことから、ここではスギは9齢級から伐採が行

われているものとして推計する。 
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図3-2-A-1-1 スギとヒノキの本数（H19年） 

【出所】林野庁『森林資源現況調査』を基にスギは前田拓生が、

ヒノキは遠藤彩和が推計 

図3-2-A-1-2 スギとヒノキの本数（H14年） 
【出所】林野庁『森林資源現況調査』を基にスギは前田拓生が、ヒ

ノキは遠藤彩和が推計 
 
   A12 伐採木材の材積の推計 

図3-2-A-1-3及び図3-2-A-1-4はそれぞれスギ及びヒノキの本数を示したものである

が、ここでは平成14年について一期ラグを取っている。一期ずらすことで同じ齢級の

1期後の状況を観測することができる。つまり、伐期以降の齢級について平成14年に

存在していた本数が平成19年で減少しているのは伐採されたものと考えることがで

きる12。 
 

                                                                                                                                                     
県別にみても 0 表示が目立つ）、②推計した幹材積に誤りがあるのか（特に 1 齢級・2 齢級の成長を大き

く見過ぎている可能性もある）のいずれかと考えらえる。ここでは②と考え、樹木数で時系列的な逆転現

象が起こらないように 1 齢級～4 齢級の成長率を適宜調整した。 
10 山口県林業指導センター（2004）p.10 引用。 
11 独立行政法人 森林総合研究所 森林農地整備センターHP（http://bit.ly/ULi0Zw）などを参照。 
12 実際には枯死や災害等も考えられるが、ここでは減少は伐採されたものとして推計する。 

http://bit.ly/ULi0Zw
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注）例えばH14の3齢級はH19で4齢級になっていることから、H14の一期ラグを取ることで、同じ齢級の1

期後の状況を観測することができる。 
図3-2-A-1-3 H14（一期ラグ）とH19の本数（スギ） 

【出所】林野庁『森林資源現況調査』を基に前田が推計。 
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注）例えばH14の3齢級はH19で4齢級になっていることから、H14の一期ラグを取ることで、同じ齢級の1

期後の状況を観測することができる。 
図3-2-A-1-4 H14（一期ラグ）とH19の本数（ヒノキ） 

【出所】林野庁『森林資源現況調査』を基に遠藤彩和氏（早稲田大学）が推計 
 

以上を踏まえ平成15年～平成19年（5年間）の伐採による木材供給量を推計したも

のが図3-2-A-1-5である。 
これによるとスギ9齢級以降の伐採による木材供給量の推計値は8,517万m3、ヒノキ

12齢級以降の伐採による木材供給量は2,082万m3であるため、スギ及びヒノキの伐採
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による供給量は10,599万m3と推計できる。ここでスギとヒノキの合計の材積は木材供

給量の65％であることから、伐採による推計総量は16,306万m3となる。ところで立木

から伐採した木材を丸太にすると歩留まりは7割程度と考えられる13。したがって、丸

太の粗材積は11,414万m3となる。ここで実際の当該期間の木材供給量は8,121万m3で

ある。この値は推計した値の7割程度であることから、強度や質等を考慮すれば、ほ

ぼ妥当な値と考えられる。またスギ、ヒノキ各々の木材供給量の比も概ね4：1であり、

推計値と一致する。 
 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

スギ ヒノキ 合計

19齢級以上

18齢級

17齢級

16齢級

15齢級

14齢級

13齢級

12齢級

11齢級

10齢級

9齢級

（1000m3） （H14年一期ラグとH19年の差）

（単位：千m3）

スギ9齢級以降の伐採による生産量（推計）

ヒノキ12齢級以降の伐採による生産量（推計）

ス ギ： 85,171
ヒノキ： 20,823
合 計：105,994

H15年からH19年

国産丸太供給量（実績値）

全体 スギ ヒノキ

H15年：15,171 6,989 2,027
H16年：15,615 7,491 2,004
H17年：16,166 7,756 2,014
H18年：16,609 8,059 1,991
H19年：17,650 8,848 1,986
合計 ：81,211 39,143 10,022

樹種：スギとヒノキ

 
注）当該グラフはスギが9齢級以降、ヒノキが12齢級以降の各齢級のH14一期ラグの樹木数からH19の樹木

数を引いて、齢級ごとの幹材積を掛け累積したもの。つまり、H14一期ラグにより各齢級の1期後の

変化を観測できるので、H19で減少しているのは主に伐採によると考えられる（ヒノキは成長が遅

いことから、胸高直径が22cm以上となる12齢級とした）。 
図3-2-A-1-5 主伐期以降の伐採による生産 

【出所】林野庁『森林資源現況調査』を基にスギは前田拓生が、ヒノキは遠藤彩和が推計 
 
参考文献 

稲熊利和（2010）「林業活性化の課題」『立法と調査』参議院http://bit.ly/PkjP2I  
国土交通省（2012）『平成23年度 建設業許可業者調査の結果について』 
全国建築労働組合総連合（2009）『工務店モニター調査 第15回結果報告』 
農林水産省（2001）『平成13年木材流通構造調査』 
農林水産省（2011）『平成23年木材流通構造調査』 
農林水産省（2012）『木材価格統計調査』 
早尾丑麿（1961）『日本主要樹種林分収穫表』林業経済研究所 

                                                   
13 例えば、山本博一氏（東京大学新領域創成科学研究科）「ヒノキ天然木の更新状況と資源管理上の問題点

（科研費研究成果報告会）」http://bit.ly/VyhW47 など参照。 

http://bit.ly/VyhW47
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山口県林業指導センター（2004）「長伐期施業に対応する森林管理技術の開発」『試

験報告 第１７号（H16.3発行）』http://bit.ly/SF85a8  
林野庁（2010a）「平成22年木材需給表（用材部門）」 
林野庁（2009）『平成21年度 森林・林業白書』 
林野庁（2010b）『平成22年度 森林・林業白書』 
林野庁（2011）『平成23年度 森林・林業白書』 
林野庁（2002）『森林資源現況調査（平成14年3月31日現在）』 
林野庁（2007）『森林資源現況調査（平成19年3月31日現在）』 
林野庁計画課（2002）『立木幹材積表 西日本編』日本林業調査会 
林野庁計画課（2003）『立木幹材積表 東日本編』日本林業調査会 

 
 

A2. 持続的な林業・林産業を妨げている要因についての分析 
日本が高水準の木材輸入を続ける理由について、特に歴史的な変遷過程について

は、前田（2011）でマッチング理論を用いて分析を行った。 
ここでは国が行った政策14により、2000年頃からプレカット材が在来木造住宅を

中心に多く使用されるようになり、木材の流通構造に大きな変化が現れ、国産材の

自給率が高まらない要因ともなっている可能性がある。 
この点について農林水産省（2001）、農林水産省（2011）、及び、林野庁（2010b）

を中心に調査分析を行った。 
 
参考文献 

前田拓生（2010）「日本における木材の需給ギャップについての考察」『高崎経済

大学論集 第54巻第1号』高崎経済大学経済学会 
林野庁（2010b）『平成22年度 森林・林業白書』 
農林水産省（2001）『平成13年木材流通構造調査』 
農林水産省（2011）『平成23年木材流通構造調査』 
 
 

A3. 持続的な林業・林産業を広げていくためのマニュアルに係る調査研究 
助成金に頼らずに持続的な森林経営を行っている林業を対象に実施調査（四国）を

行った。 
 
 

B.「森と街」を直結した家づくり ― 国産木材多用住宅の性能評価 
B1. 木材の物性調査、及び、化学成分の利活用に関する調査 

B11. 乾燥法の異なる実大製材を対象としたクリープ試験 
実験は寒冷地である宮城県栗原市において専用の実験棟内で実施した。実験棟内

の様子、および架台の設置状況を図3-2-B-1-1に示す。 
 

                                                   
14 「新流通・加工システム」や「新生産システム」 
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図3-2-B-1-1 実験棟内の様子および架台の設置状況 

 
 

各種木材乾燥法で得られた実大梁材の３等分点４点曲げ法によるクリープ試験

（一定の荷重を長期間負荷する試験）を開始した。試験体寸法は120mm（幅）×

210mm（梁せい）×4000mm（長さ）とした。各乾燥法ごとに３体（合計12体）

用意したが、乾燥法ごとに材質の偏りがないように配慮した。すなわち、縦振動法

による動的ヤング率（材料の変形しにくさを表す指標）を予め計測し、材質のバラ

ツキが均等になるようにした。荷重レベルは曲げ強さの15％程度とした。中央の曲

げたわみ、水分の吸脱着による寸法変化量、含水率、および試験体周囲の温湿度を

継続して計測した。 
 
B12. 乾燥方法による化学成分の変化に関する調査 （芳香性成分分析） 

試験体はH22年度に曲げ試験を行ったサンプル（高温乾燥品）を用いた。水蒸気

蒸留は(株)黄河製水蒸気蒸留装置（ピュアスティーラーライト K-HJ200）を用いて

行った(図1)。蒸留塔に水300 ml入れ、のち金属メッシュの架台を設置した。30 g
の試験体を1×1×2～3 cm程度のチップに小片化し、架台に載せた。蒸留塔を電気

コンロで過熱し水蒸気を発生させた。水蒸気を水流冷却装置にて冷却し、凝結水を

ビーカーに集めた。芳香性成分は凝結水上に油状物質として得られた(図3-2-B-1-2)。
凝結水が100 mlになるまで蒸留を続けた後、得られた凝結水を100 ml容分液ロート

に移し、20 mlのヘキサンで抽出した。ヘキサン抽出液をガスクロマトグラフィ質

量分析計に供し、芳香性成分を解析した。 
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水 

試験体 

蒸留塔 

水流 

冷却装置 

 
図3-2-B-1-2 水蒸気蒸留装置 

 
B13. 木材漬け込み水を用いた抽出成分の分析 
 溶媒分画およびガスクロマトグラフィ質量分析法によるリグナン分析 
2011年度に採取したスギ材浸漬前の水「：前」および浸漬後の水「：後」それぞ

れ150 mlについて、酢酸エチル抽出（50 ml × 3回）を行い、本抽出液を濃縮乾固し

て酢酸エチル抽出物を得た。また、水層部を濃縮乾固して水抽出物を得た。次いで、

水抽出物の一部（約4 mg）を1 mlの酢酸緩衝液（pH 5）に懸濁させ、これにβ-グル

コシダーゼ溶液（0.5 U/μl）100 μlを加え、酵素加水分解（50U、36℃、約20時間)
を行った。分解反応液について酢酸エチル抽出(3 ml × 4回)を行い、本抽出液を濃縮

乾固して酵素分解物を得た。この画分についてガスクロマトグラフィ質量（GCMS）
分析を行い、リグナンが検出されるかどうかに注目した。 

 
 2011年度に調製した水抽出物の酵素加水分解および分解物のGCMS分析 
2011年度に調製した抽出物について、上記の手順に従い酵素加水分解および分解

物GCMS分析を行った。 
 

 2011年度に分析した水抽出物酵素加水分解物のGCMS分析結果の定量的評

価 
2011年度のGCMS定性分析結果について、定量的評価を行った。 
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B2. 木材多用型住宅の室内温熱環境実測 
本年度は、下記について木材多用型住宅の壁内環境実測調査を行った。 

① 内部結露の発生の有無 
② カビ発生の有無 

図3-2-B-2に壁内断面図を示す。 

 

図3-2-B-2 壁内に設置したセンサの取付け位置と壁の仕様 
 

なお、壁内環境実測調査としては、下記の①②を行った。 
 

① 内部結露の発生の有無 
壁内結露の発生を確認するため、壁内の隣り合う測定箇所間で温度差が最も大き

かった壁内通気層と断熱材表面の温度、露点温度の比較を行った。 
 

② カビ発生の有無 
壁内温度と壁内相対湿度から壁内におけるカビ発生の有無について各測定箇所に

おいてそれぞれ検討を行った。 
 

B3. 国産木材多様住宅実務を広げていくためのガイドに係る調査研究 
適気密で、しかも、人にやさしく（健康的に安全）、国産木材を多用した住宅を設

計・施工するために必要となるスキルを、設計段階から洗い出し、実際の施工段階で

問題となる点を実務者を交え検討し、手順を確認しながら、各段階の作業工程も含め、

調査研究を行った。 
 
 

C. 「森と街」を直結した家づくりビジネスの実現に向けた仕組みづくり 
― 国産木材多用住宅の普及に必要となる仕組み 
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C1. 「森と街」を直結した家づくりビジネスの実現に向けたモデル分析 
「森と街」を直結した家づくりビジネス（以下、垂直連携システム）は流通業者が

存在しなくなるため、製材や丸太の在庫切れを起こしやすくなる可能性や短期支払能

力が低い製材所などについては丸太購入の支払いが滞る可能性がある。 
そこでここでは、林業者・林産業・建設業者といった各事業者が垂直連携システム

に移行するための移行プロセスを掲示するため、以下の表3-2-C-1-1に基づき、垂直連

携型木造住宅生産システムに移行するための移行プロセスの検証を行った。 
 

表3-2-C-1-1 研究概要 

 
垂直連携による木材流通と支払の安定

性の検証 
垂直連携システムへの移行方法の提案

と検証 

目的 
卸売・小売業者を流通経路から除いた

場合における木材の供給と木材

流通や支払いの健全性の検討 

垂直連携システムに段階的に移行して

いくための 
プロセスの提案 

ソフト 思考支援ソフトウェア、STELLA9.1.4 マルチエージェントシミュレーション

ソフトウェア、artisoc3.0 
 

 
 

C2. 国産材需要拡大のための社会技術の提案に関する研究 
国産材の利用が促進されていない背景には、国内林業の弱体化のみならず、国内林

業から林産業・建設業そして住宅購買者・非住宅施主をとりまく社会構造（以下、国

産材・木造建築需給システム）において複数の問題が複雑に絡み合っているため、国

産材・木造建築需給システム内の1つの問題を解決するだけでは国産材需要拡大には

至らないことが挙げられる。 
そこで文献調査とヒアリング調査を通して、国内林業から林産業・建設業そして住

宅購買者・非住宅施主をとりまく社会構造における各ステークホルダーの国産材需要

拡大への課題認識についての分析を行うため、以下の項目から、国産材需要拡大に向

けた新たな需給システムの検討を行った。 
 
（1 ) 国産材・木造建築需給システムの現状調査 
（2 ) 国産材・木造需給システムのボトルネックの抽出 
（3 ) 国産材・木造建築需給システムの実績値とモデル値比較 
（4 ) 社会技術導入による国産材需要量への効果検証 
 
なお、ここで社会技術とは、社会問題の解決や社会的価値実現に向けて、自然科学

と人文・社会科学の複数領域の知見を統合して新しい社会システムを構築していくた

めの技術を指し、①問題の全体像の把握、②異なった分野の知識の統合、③問題を解

決するための知識連携、の3つのアプローチに基づいて開発された解決策と定義15され

るものとして考察する。 
需給システムにおける問題は、図3-1-C（前掲）に示すように自然科学と人文・社

会科学の複数領域の問題が複雑に絡み合っているものである。よって、需給システム

                                                   
15 社会技術研究開発センター「社会技術の研究開発の進め方に関する研究会」より 
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における国産材需要拡大においては、従来の問題解決手法ではなく、需給システムを

俯瞰することにより問題点の関係性を把握し、その問題を解決する社会技術を用いる

ことが必要となる。 
 

C3. 日本の住宅と国産木材の需給構造についての計量経済分析 
現実の日本の木材需給に関わる経済データを用いて、それぞれの市場（住宅市場、

製材品市場、木材市場）の需給構造及び関係性を明らかするため、ここでは計量経済

分析を行った。 
 

C4. 認証制度の創設 
人間－住宅－森林との間に連続性を持たせることで、住宅と人の関係のあり方、住

宅そのもののあり方、住宅を通した環境との共生のあり方を、経済的優位性を持った

社会システムとして作り上げることを目的とした、新しい認証制度を構築するため、

下記に基づく調査研究を行った。 
 
① 「人や環境（CO2削減を含む）の健康・健全性」「住宅の長寿命性」日本の森

林の持続的活用」の３面から評価する。 
・ 必ず取らなければこの認証を受けることのできない「必須項目」と、それに

加点されていく「オプション項目」に分けられ、それぞれが評価項目を持つ 
・ 最低レベルである「必須項目」には、市場の30％以上（できれば50％）が入

る程度で考えていき、一般性を失わないように設計する。 
・ ３面の比重は、健康40％、住宅40％、森林20％程度で考える。 

 
② 住宅における健康評価を重点的な視点とする 
・ 住宅内の有害化学物質、電磁波、放射線については、実際に計測し、必須項

目とする。 
 

③ 住宅を、持続可能な社会資本として評価する 
・ 地震大国である日本で、「持続可能な社会資本として、豊かな住環境を次世

代に残す」ための認証制度という面を強調する。 
・ 長期間住み続けても著しい性能劣化が起こらないように維持管理すること

を「住宅のリスク・マネジメント」と考え、認証制度の特徴の一つとする。 
 

④ パッシブな住宅設計＋アクティブな住まい方 のセットを高く評価する 
・ここでのパッシブとは自然を受け入れながら共生していくことをいい、アク

ティブとは積極的に自然を利用して生活に取り入れていくことをいう。これか

らの価値として、自然の摂理を利用した設計思想である「パッシブ型住宅」を

評価し誘導していく。 
・ 「パッシブ型住宅」を生かすための「アクティブな住まい方」もセットとし

て評価するが、その部分は「住まい方アドバイス」として、認証制度とは別

に資料を作成する。 
・ ただし従来のアクティブ型住宅も評価の対象とする。「必須項目」さえクリ
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アできれば、細部で評価できる点について、オプションで評価を加えていく。 
 

⑤ 竣工前（ルートA）、竣工後（ルートB）の2つの認証手順を作成する 
・ ルートAは、建設時にチェックしなければ分からない項目を含む。全体的な

内容。 
・ ルートBは、竣工後の新築を評価するととともに、中古住宅を含む。限定的

な内容。 
 

 
D. 2050年LCCO2カーボンニュートラル達成への排出削減シナリオの策定 

D1. 住宅建設・解体までを含めた垂直連携型木材流通システムのLCA評価 
住宅にかかるCO2排出量の内、運用時における割合は約80%16と多いため、この部

分も検討するため、下記のような方法を調査した。 
 
D11 設定方法 
素材生産である林業から、製材所における加工、工務店における住宅建設、さらに

住宅運用面、改修、解体、木材の再利用までのCO2排出量算出の設定条件を表3-2-D-1
示す。 

林業は、垂直連携型林業・一般型林業・地産地消型林業の3つに分類（表3-2-D-2）
し、それぞれの林業における伐期を設定することで、その成長率から伐採材積、伐採

本数を算出した。以上の条件のもと、育林方法、伐採方法、植林の有無により各CO2

排出量を算出した。また、端材のバイオマス利用の有無と森林のCO2固定量について

も検討を行った。 
林産業では、垂直連携型・地産地消型の2つに分類（表 3-2-D-3）し、製材加工方

法と乾燥方法による各CO2排出量を算出し、林業同様に、丸太から製材にする際に発

生する端材のバイオマス利用の有無についても検討を行った。加えて、製材所から住

宅建設現場までの輸送に関するエネルギー量も算出した。 
住宅生産工程については、木材使用量の違いによって分類した木材多用型住宅モデ

ル・現状木造軸組モデルの2タイプに分類した※1。林業、林産業の各段階で算出した

CO2排出量をCO2原単位に換算し、建設時から解体時までのCO2排出量を算出した。

また、運用時については、断熱性能の違いから次世代省エネ基準と旧省エネ基準に分

け空調付加をシミュレーション17により算出した。さらに空調をバイオマス利用あり、

利用なし（通常空調）の場合に分けて想定し、各空調負荷を算出した。 
 

 

                                                   
16 保井・高口他（2012）参照 
17 シミュレーションソフト THERB を使用。 
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パターン数n

伐期（年） 3 垂直連携型栗駒：7０年 現状型（一般林業）：50年 現状型（地産地消）：50年

伐採本数(本/ha) 3 7０年後に○○本/ha伐採 50年後に○○本/ha伐採 50年後に1800本/ha伐採

材積量（m3立木/ha） 3 間伐＋主伐　（年間） 間伐＋主伐　（年間） 間伐＋主伐　（年間）

幹材積量（m3立木/本） 3 材積量÷伐採本数 材積量÷伐採本数 材積量÷伐採本数

育林方法 【垂直連携型栗駒モデル】 【現状型（地産地消）モデル】

育林作業（kg-CO2/ha) 下刈、枝打ち、除伐、間伐①における作業エネルギー 下刈、枝打ち、除伐、間伐 における作業エネルギー

伐採方法 【垂直連携型栗駒モデル】 【現状型（地産地消）モデル】

伐採作業（kg-CO2/ha) 間伐②、主伐における作業エネルギー 主伐における作業エネルギー

植林方法 【垂直連携型栗駒モデル】（伐採した分植林） 【現状型（地産地消）モデル】（伐採した分植林） 【全モデル共通】（植林なし）

植林作業（kg-CO2/ha) 下刈、枝打ち、除伐、間伐①における作業エネルギー 下刈、枝打ち、除伐、間伐①における作業エネルギー 伐採のみで、放置

バイオマス利用方法 【無駄なしモデル（立木→丸太の際の廃棄量を再利用）】 【再利用なし】

バイオマス利用①(kg-CO2/ha) {１－（立木→丸太の歩留まり）｝×｛伐採量（m3立木）｝×｛熱量(MJ/m3）｝×｛2次エネルギー排出係数※1（kg-CO2/MJ）｝

固定量計算方法 【垂直連携型栗駒モデル】（伐採した分植林） 【現状型（地産地消）モデル】（伐採した分植林） 【全モデル共通】（植林なし）

固定量（kg-CO2/ha) 

2

3

2

1

2

CO2蓄積量(kg-CO2/本）＝幹材積(m3)×容積密度(kg/m3)×拡大係数×炭素含有率(0.5)×(44/12)に、材積量（本/ha）を乗じ、伐期で割ると年間の固定量となる

設定条件

林業

製材加工方法 【垂直連携型栗駒モデル】 【現状型（地産地消）モデル】

製材加工（kg-CO2/m3製材） 製材工場のみで一括生産 原木市場→輸送→製材工場→輸送→プレカット工場 

乾燥方法 【垂直連携型栗駒モデル】 【現状型（地産地消）モデル】

乾燥(kg-CO2/m3製材) 木質ペレット使用 文献２p.55 [大規模製造型製材]より引用

バイオマス利用方法 【無駄なしモデル（丸太→製材の際の廃棄量を再利用）】 【再利用なし】

バイオマス利用②(kg-CO2/ha) {１－（丸太→製材の歩留まり）｝×｛丸太量（m3丸太）｝×｛熱量(MJ/m3丸太）｝×｛2次エネルギー排出係数※1（kg-CO2/MJ）｝

物流ルート（製材所→住宅建設現場） 栗駒→東京都目黒区（４４０km） 多摩→八王子（２４km) 海外陸上輸送＋船舶輸送(ロシア）

物流（kg-CO2/m3製材) 移動にかかるエネルギー量 移動にかかるエネルギー量 国内輸送分に＋する

2

林産業

3

2

2

木材使用量（m3製材/戸） 2 【木材多用型住宅Y邸（軸組）モデル】 【現状木造軸組モデル】

建設時木材（kg-CO2/戸） 2 【木材多用型住宅Y邸（軸組）モデル】 【現状木造軸組モデル】

建設時木材以外（kg-CO2/戸） 2 【木材多用型住宅Y邸（軸組）モデル】 【現状木造軸組モデル】

【木材多用型住宅Y邸（軸組）モデル】 【現状木造軸組モデル】

改修時（kg-CO2/戸） 2 【木材多用型住宅Y邸（軸組）モデル】 【現状木造軸組モデル】

解体時（kg-CO2/戸） 2 耐用年数100年（1回/100年）解体 耐用年数50年（２回/100年）解体

部材再利用方法 【木材多用型住宅Y邸（軸組）モデル】 【現状木造軸組モデル】 【再利用なし】

バイオマス利用方法 【木材多用型住宅Y邸（軸組）モデル】 【現状木造軸組モデル】 【再利用なし】

住宅の二酸化炭素固定量（kg-CO2戸・年） 2 【木材多用型住宅Y邸（軸組）モデル】 【現状木造軸組モデル】

3

3

解体時のＣＯ２排出量にそのまま含まれる

解体時のＣＯ２排出量にそのまま含まれる
【100％再利用】｛住宅木材使用量（m3製材）｝×｛熱量(MJ/m3丸太）｝×｛2次エネルギー排出係数※1（kg-CO2/MJ）｝

【50％再利用】｛住宅木材使用量（m3製材）｝×５０％×｛熱量(MJ/m3丸太）｝×｛2次エネルギー排出係数※1（kg-CO2/MJ）｝

（100％再利用）解体時に廃棄される木材にかかるCO2排出量を100％差し引く

（50％再利用）解体時に廃棄される木材にかかるCO2排出量を50％差し引く

【バイオマス利用想定】→給湯、電気、空調のうち、空調（暖房）の年間使用エネルギー量（kWh/年）を０と想定した 

断熱性能→【旧省エネ基準】

工務店→住宅

断熱性能→【次世代省エネ基準】
運用時（kg-CO2/戸）※１ 3

バイオマス利用③(kg-CO2/戸） 

部材再利用(kg-CO2/戸） 

表 3-2-D-1  CO2排出量算出の設定条件 
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表3-2-D-2 垂直連携型林業・一般型林業・地産地消型林業の特徴 

林業形態 伐期 伐採本数 材積量 特徴 参照 

垂直連携型林業 70 年 1,630(本/ha) 803(m3 立木/ha) 
長伐期であるため、 

伐採本数に対して 

材積量が大きい 

※3 

一般型林業 50 年 1,800(本/ha) 405(m3 立木/ha) 
短伐期であるため、 

伐採本数に対して 

材積量が小さい 

※4 

地産地消型林業 50 年 1,123(本/ha) 461(m3 立木/ha) 
東京都奥多摩町の 

林業における数値 
※5 

 

※3：遠藤、高口他（2011） 
※4：林野庁（2007） 
※5：東京都産木材による木造住宅の LCA 調査実行委員会（2004） 

 
表3-2-D-3 垂直連携型・地産地消型の林産業の特徴 

林業形態 流通 乾燥方法 材の搬送距離 

垂直連携型林産業 一業者のみの流通 ペレットを利用 長距離 

地産地消型林産業 多業者を経て流通 ペレット利用しない乾燥方法 短距離 
 

 
 
D12 住宅生産・運用・改修・解体におけるLCCO2のシステム境界 
素材生産から製材加工、住宅建設、解体までのLCCO2評価を行う上での、住宅建

設から解体までのシステム境界図を図 3-2-D-1に示す。資材製造から工務店までの輸

送・建設・運用・改修・解体と解体現場から中間処理施設・再生工場までの輸送はシ

ステム境界に含むものとする。また、木材多用型住宅は耐用年数を100年、現状木造

軸組住宅は50年で一度解体し、建て直すものとした。 
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現状型住宅50年×2回建設

木材多用型住宅100年×1回建設

資材、廃材運搬

工事エネルギー量 住宅運用エネルギー量

資材投入量、廃棄物量

運搬

作業員通勤

使用車両・重機製造

現状型システム

木材製造

木材以外の
資材製造

垂直連携型システム

木材製造

資材製造時CO2排出原単位 システム境界

 
図3-2-D-1 LCCO2のシステム境界 

 
D13 住宅生産システムのケース設定 
本研究においては、各工程における作業方法の違いを組み合わせる事で幾通りのケ

ースを考えることができるが、ここでは、代表的な３つのモデルで比較するものとす

る。 
モデル①～③の設定を表3-2-D-4に示す。モデル①は、垂直連携型木材流通システ

ムにより生産された木材で木材多用型住宅を建設し、運用時の空調負荷をバイオマス

で代用したモデルである。すなわち、無駄を極限まで無くしたモデルである。次にモ

デル②は、モデル①と同様に垂直連携型木材流通システムで木材多用型住宅を建設す

る。しかし、植林や部材再利用はせず、さらに住宅運用時の空調負荷もバイオマスで

の代用はなしとしたモデルである。最後にモデル③は、現状型木材流通システムによ

り生産された木材で現状型住宅を建設し、運用時の空調付加を旧省エネ基準としたモ

デルである。 
 

参考文献 
保井孝一、高口洋人他：「垂直連携型住宅生産システムに関する研究-木材多用型住

宅のLCCO2検証-」,日本建築学会大会関東支部研究報告集, 2012を参照。 
遠藤彩和、高口洋人 他：「林業再生のための木材流通システムの再構築に関する研

究」, 日本建築学会大会学術講演梗概集, 2011 
林野庁: 統計情報,樹種別齢級別面積,人工林(5条森林)(計画対象民有林) , 2007 
東京都産木材による木造住宅のLCA調査実行委員会: 東京産木材による木造住宅の

LCA調査報告書-多摩産の構造部材による木造軸組工法上棟までのインベン

トリ分析-,2004 
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表 3-2-D-4 住宅生産システムのモデルケース 
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（３）研究開発結果・成果 
（２）のような実施方法、実施内容の結果、それぞれ下記のような成果を得た。また、

ミニラウンドテーブル（以下、ミニRT）等を行った。 
 
A. 森を守る仕組み ― 森と街の直接連携のために 

A1. 国産材の潜在的生産量についてのシミュレーション分析 
森林の自然成長量のうち、生産に回ったと考えられる量を推計し、そこで使用され

た樹木の齢級を特定化したところ、スギの伐期は9齢級から、ヒノキの伐期は12齢級

からと推計できた。 
ここで平成14年の蓄積量を基準とすれば、伐期以降の齢級において平成14年時点の

蓄積量よりも多い平成19年の蓄積量を伐採しても自然成長が見込めることから、その

後5年（つまり、平成24年時点）で平成19年の蓄積量に回復しているはずである。し

たがって、平成24年時点でも同量の伐採が可能となる。換言すれば、伐期以降の齢級

において平成14年時点の蓄積量よりも多い平成19年の蓄積量は、本来伐採可能である

のに、伐採しなかった材積と考えられ、つまり、当該材積は潜在的供給量ということ

ができる。 
具体的には図3-3-A-1-1で平成14年時点の蓄積量よりも多い平成19年の蓄積量は、

つまりスギ9齢級以降の伐採可能な蓄積は28,678万m3である。また図3-3-A-1-2で平成

14年時点の蓄積量よりも多い平成19年の蓄積量は、つまりヒノキ12齢級以降の伐採可

能な蓄積は1,942万m3である。 
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図3-3-A-1-1 H14とH19の蓄積（スギ） 
【出所】林野庁『森林資源現況調査』 

図3-3-A-1-2 H14とH19の蓄積（ヒノキ） 
【出所】林野庁『森林資源現況調査』 

 
したがって、スギとヒノキで伐採可能な蓄積量の合計は30,621万m3となる（図

3-3-A-1-3）。 
ここで上述の通り、日本の民有林のうちスギの割合は60％、ヒノキの割合は22％

である。また、これまでの分析でスギは成長力が強いため、実際には伐採されずに

残っている蓄積量がヒノキに比べて圧倒的に多いことがわかる。したがって、ヒノ
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キ程度の蓄積量が他の樹種の標準と考え、ここではその他の樹種の蓄積をヒノキの

潜在量の約8割（その他の樹種割合18％÷ヒノキの樹種割合22％）とし、森林全体の

伐採可能蓄積量を32,209万m3と推計した。 
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H19年： 30,455
合計 ：166,195

樹種：スギとヒノキ

 
注）当該グラフはH14年の蓄積量を基本とした場合に、H19年がH14年と同じ蓄積になるまで伐採が可能

と考え、その際に伐採可能になる各齢級の蓄積量を累積したもの（スギは9齢級以降、ヒノキは12
齢級以降） 

図3-3-A-1-3 H19年の潜在的生産量 
【出所】林野庁『森林資源現況調査』を基に前田が推計。 

 
この32,209万m3は伐採せずに残っている潜在的な供給可能量なので、先に推計した

実際の伐採量（16,306万m3）を合計すると、平成14年から平成19年までの間、森林

の自然成長によって伐採可能となる材積は48,515万m3と推計できる。なお、伐採によ

る木材供給量の推計をそのまま当てはめた場合、丸太の粗材積は歩留まりを7割とし

て33,960万m3になる。とはいえ、強度や質を考慮すると粗材積の7割強しか出荷され

ないことから、実際に供給される量は24,162万m3となる。 
以上より、平成15年から平成19年の間、実際の製材用材需要量は16,619万m3なの

で、これまでの推計から現状の森林保有量による自然成長量により、国内の製材用材

需要の1.45倍の木材供給力が存在していると考えられる。 
このように平成15年から平成19年の間の森林の自然成長による森林全体の伐採可

能蓄積量は48,515万m3と推計できた。 
ここで丸太の粗材積を求める際には7割の歩留まりとして推計した。このうち破棄

された3割には立木を伐採し、樹皮をはぎ、玉切り等することによって丸太にならな
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かったものが含まれる。ここで樹皮は平均で10％（スギ）とした場合、樹皮等は薪炭

材として使用することは可能であり、その量は4,852万m3となる。また残りの2割はパ

ルプ・チップ用材として使用することが可能であり、その量は9,703万m3となる。ま

た上述の推計では、丸太から製材になるまでに強度や質等の関係で歩留まりが7割程

度と考えている。しかし、強度や質に問題がある場合でも合板用材であれば問題はな

い。したがって、合板用材として使用可能な材積は9,542万m3となる。 
ところで日本の実際の国内木材需要は平成15年から平成19年の合計が43,992万m3

であり、そのうち用材需要は43,199万m3である。用材需要うち、製材用材需要が38.5%
の16,619万m3、パルプ・チップ用材需要が43.2%の18,659万m3、合板用材需要が

14.9％の6,435万m3、その他用材需要が3.4％の1,485万m3となっている。なお、しい

たけ原木需要は288万m3であり、薪炭材需要は503万m3である。 
以上から、上記の推計より、樹皮等は10％（4,851万m3）なので薪炭材需要を十分

に賄える（4,312万m3は化石燃料に代わってバイオマス利用等が可能）。また、しい

たけ原木利用については間伐材で可能と思われる。したがって、玉切りの残材をパル

プ・チップとして利用する（9,421万m3）ことを認めれば、用材利用可能な材積は43,664
万m3となる。これだけの材積があれば、製材用材として16,619万m3を充てたとして

も、残りを合板用材として6,435万m3、パルプ・チップ用材として18,659万m3、その

他用材として1,485万m3をすべて賄うことができることになる（残り466万m3）。 
 
 

A2. 持続的な林業・林産業を妨げている要因についての分析 
A21 木材流通構造の現状分析 

A21-1 プレカット材の普及と木材流通構造 
日本が高水準の木材輸入を続ける理由について農林水産省（2001）、農林水産省

（2011）、及び、林野庁（2010b）を中心に調査分析を行った。 
図3-3-A-2-1からわかるようにプレカット材の在来木造住宅に使用されている割合

は2000年に52％であったものが、2008年には86％と急速に拡大している。そして「こ

のようなプレカット材の普及に伴い、寸法安定性の優れた乾燥材や集成材への需要が

高まっている18」。ここで集成材そのものは住宅の新築着工件数が減少していること

から、2007年以降、減少している（図3-3-A-2-2）ものの、「寸法安定性に優れてい

ることから、プレカット材の普及を背景に利用が広が」り、「平成20（2008）年の木

造軸組工法住宅の管柱における集成材のシェアは6割強に達している19」。しかし、「国

内で生産された集成材の多くは、欧州や北米から輸入されたラミナを原料としてい

る20」ことから集成材の増加は国産材の需要にはつながらない。 
他方、乾燥材については、プレカット材の使用割合が増加とともに「品質・性能の

確かな木材製品に対する消費者ニーズの高まりにより、曲がりや狂い、割れが起きに

くい乾燥材21」の需要が高まっている。しかし、「建築用製材品に占める人工乾燥材

                                                   
18 林野庁（2010b）p.122 引用。 
19 林野庁（2010b）p.124 引用。 
20 林野庁（2010b）p.124 引用。 
21 林野庁（2010b）p.124 引用。 
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の割合はいまだ3割程度22」であり、輸入製材の需要が高まる要因となっている。 
 

  

図3-3-A-2-1 プレカット材の割合23 図3-3-A-2-2 集成材の供給量24 

 
A21-2 木材流通構造の分析 

以上みてきたようにプレカット材の使用の高まりは、その素材として外材丸太や

輸入製材の需要を高まることになった。このような傾向は木材流通構造（農林水産

省（2001）、農林水産省（2011））から窺える。図3-3-A-2-3と図3-3-A-2-4は農林

水産省（2001）、農林水産省（2011）を基に国内の木材流通構造を鳥瞰したもので

ある25。 
 

                                                   
22 林野庁（2010b）p.124 引用。 
23 林野庁（2010b）図Ⅴ－１６引用。 
24 林野庁（2010b）図Ⅴ－２０引用。 
25 ここでプレカット工場の出荷については農林水産省（2001）・農林水産省（2011）ともに製材品材積ベ

ースではなく、住宅戸数ベースになっている。そこでプレカット工場の出荷量は農林水産省（2001）のプ

レカット工場への入荷量を基準に前田拓生が推計した。 
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図3-3-A-2-3 平成13年の木材の流れ 

【出所】農林水産省（2001）を基に前田拓生が推計 
 

 
図3-3-A-2-4 平成23年の木材の流れ 

【出所】農林水産省（2011）を基に前田拓生が推計 
 

ここから、まず、輸入丸太に関しては平成13年から平成23年にかけて絶対量も割

合もともに大きく減少している（年：絶対量[割合]、平成13年：1,098m3[48.3％]、
平成23年：432万m3[27.4％]）ことがわかる。この点に関して当該期間は新興国の経

済成長等もあり、外材丸太の需給が逼迫し価格が高騰していること、加えて平成18
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年に森林・林業基本計画（新しい森林・林業基本計画）が策定され、製材工場の素

材生産者からの直接調達を推奨されたことから、海外からの外材丸太輸入を抑え、

輸入丸太の供給が減少したことが推測される。 
ところで図3-3-A-2-5は、国産材と輸入丸太の価格を表したグラフであるが、この

グラフからプレカット材の普及が広がった2000年代前半から国産材の価格は下落傾

向であるのに対して、輸入丸太の価格は上昇傾向にある。本来は国産材の価格が下

落していることから、国産材に競争力が付き、国産材が需要されるはずであるが、

図12及び図13からわかるようにこの10年（平成13年～平成23年）でプレカット材の

使用が大幅に増えたことから、価格が国産材に比べ高くても、プレカットに適した

輸入材の需要が減少しなかったと推測される。この推測が正しければ、この間、図

3-3-A-2-3及び図3-3-A-2-4から輸入材の供給量は減少しているのに、国産材の供給量

は輸入材に比べて減少していないことから、国産材は超過供給から価格の低下を招

いていると考えられる。 
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図3-3-A-2-5 国産材と輸入丸太の価格 

【出所】林野庁『木材製品卸売価格累年統計』 
 
次に注目すべき点は建築業者のプレカット工場からの入荷量（割合）である。建

築業者のプレカット工場からの入荷量（割合）は平成13年に8.8％であったものが、

平成23年には24.9％まで増加している。また、輸入製材について絶対量は1,434万
m3（平成13年）から1,081万m3（平成23年）と減少しているものの、製材工場から

の出荷割合では38.7％（平成13年）から40.6％（平成23年）と伸びている。 
以上のようにプレカット材の普及の拡大は輸入丸太や輸入製材の需要を高める一

方、「新しい森林・林業基本計画」などによって国産材の供給量を高めても供給過

剰によって価格が下がり、林業、林産業の復興につながっていないことがわかった。 
このような傾向が販売規模によって違いがあるか否かを以下で検証する。 
図3-3-A-2-6及び図3-3-A-2-7は農林水産省（2001）、農林水産省（2011）を基に

販売規模別に木材流通状況を鳥瞰したものである26。 

                                                   
26 図 15 は販売金額が 5 億円以上（プレカット工場のみ 10 億円以上）、図 16 は販売金額 5 億円未満（プ

レカット工場のみ 10 億円未満）の木材流通状況をみたものである。なお、ここでもプレカット工場の出荷

は製材品材積ベースではなく、住宅戸数ベースになっている。図 15 と図 16 はともに、プレカット工場の

出荷量は農林水産省（2001）のプレカット工場への入荷量を基準に前田拓生が推計した。 
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図3-3-A-2-6 木材の流通状況（販売金額5億円以上_大規模事業者） 
【出所】農業水産省（2001）、農林水産省（2011）を基に前田が推計 

 

 
図3-3-A-2-7 木材の流通状況（販売金額5億円未満_中小規模事業者） 
【出所】農業水産省（2001）、農林水産省（2011）を基に前田が推計 
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図3-3-A-2-6（販売規模の大きな業者の木材流通状況）より、製材工場からの出荷

は45.7％（平成23年）が木材販売業者向けであるものの、平成13年から大きく減少

している（340万m3→211万m3）一方で、プレカット工場への出荷が増加している（48
万m3→97万m3）。また、製材工場から建築業者への直販は大きく減少している（79
万m3→27万m3）。木材販売業者からの出荷は同業者への出荷が57.3％と最大である

が、建築業者向けが21.1％（303万m3→301万m3と微減）で、プレカット工場向けが

13.7％（121万m3→195万m3と大幅増加）である。プレカット工場からの出荷は建築

業者向けが72.5％と最大で平成13年からも大幅に増加している（62万m3→301万m3）。

以上から販売規模の大きな業者は平成13年に比べてプレカット工場経由で建築業者

へ出荷する傾向が強まっていることがわかる。実際、規模の大きな販売業者だけで

あれば、建築業者の入荷の47.5％がプレカット工場からである（木材販売業者からは

47.5％）。 
他方、図3-3-A-2-7（（販売規模の小さな業者の木材流通状況）より、製材工場か

らの出荷は50.0％が木材販売会社向け、22.2％が建築業者への直販であり、プレカッ

ト工場向けは2.3％である（絶対量は平成13年から平成23年でそれぞれ減少してい

る）。木材販売業者からの出荷は建築業者向けが61.1％と最大で絶対量も増加してい

る（592万m3→674万m3）。その他は同業者向けが30.8％（204万m3→340万m3と増

加）、プレカット工場向けは4.5％（9万m3→50万m3と増加）となっている。プレカ

ット工場からの出荷は建築業者向けが45.0％と最大で67万m3から72万m3と増加し

ている。以上から販売規模の小さな業者は木材販売業者経由で建築業者へ出荷する

傾向が強まっていることがわかる。実際、規模の小さな販売業者だけであれば、建

築業者の入荷の78.3％が木材販売業者からである（製材工場からの直販は12.4％で、

プレカット工場からは8.3％となっている）。 
 

A22 「森と街」の直接連携の必要性 

A22-1 大規模業者の問題 
このように販売規模の大きな業者は、規模の経済性を活かして、木材問屋（外材

問屋、納材問屋、付売問屋、ひき立業者等）、材木店、建材店といった木材流通業

者間の複雑な木材流通経路を避け、プレカット工場経由で木材を流通させているこ

とがわかる。また図9の通り、新築住宅着工は減少する中、木材市場の出口としての

住宅市場も競争が激化しているため、コスト削減の観点から木材流通経路の短縮は

さらに先鋭化し、プレカット材に適した材の需要が増加することになろう。 
そのため国内製品よりも輸入製材が選好される中、国内製材の素材としての国産

材は供給過剰になっていると推測される。とはいえ、乾燥技術を持ち、大量に材を

出荷できる設備を持つ大規模な製材工場は、外材に比べて価格が低い国産材を素材

として入荷を増やしている27ことから、近年自給率は高くなっているが、これはあく

までも外材とのコスト見合いで選好しているに過ぎず、素材生産者である林業・林

産業の活性化にはつながらない。むしろ、パワービルダー等の新興の低価格住宅を

                                                   
27 林野庁（2009）では『平成 20（2008）年における 1 工場当たりの平均素材入荷量では外材専門工場の

約 4 分の 1 と低位にある。しかしながら、近年は年間素材消費量が数万㎥規模の大型の国産材製材工場が

増加しており、国産材を利用する環境が着実に整いつつある』とある。 
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売りとする住宅メーカーが増える中、仕入れ価格引き下げ圧力が強くなり、さらに

一層素材生産業者の経営を困難にしていることが推測される。 
 

A22-2 中小業者の問題 
他方、中小業者については、相変わらず複雑な木材販売業者経由の木材流通経路

が主流である28ため、中小の建築業者は中間マージンを多額に支払うことになる。一

方で、上述の通り、大手のパワービルダー等と激しい価格競争を強いられることか

ら、厳しい経営状況が続き、多くの業者が破たんしたと考えられる（図3-3-A-2-8）29。

破たんしなかった業者も、全国建築労働組合総連合（2009年）より、住宅着工の減

少や価格競争の激化から厳しい経営には変わりなく、今後も中小建築業者の減少は

続くものと思われる。 
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図3-3-A-2-8 資本金階層別建築業者の推移 

【出所】国土交通省『建設業許可業者調査の結果について』 
 
しかし、このような中小建築業者は全国建築労働組合総連合（2009）のアンケー

トによると国産材の使用姿勢がかなり高い。これは、上述の通り、木材流通経路が

複雑で輸入製材よりも国産材の方が高くなっているにもかかわらず、国産木材の使

用姿勢が高いという結果になっている30。加えて、中小建築業者としても低価格の材

を木材調達において重要なポイントとしているが、他方で「国産材であること、地

域材であること」を調達ポイントの上位に置いている31。つまり、大規模建築業者が

プレカット材を中心とする木材流通を先鋭化する中、規模は大きくないものの中小

建築業者が中心となって国産材を調達しているという構造になっていることがわか

                                                   
28 この傾向は全国建築労働組合総連合（2009 年）等からのわかる（ｐ.52）。 
29 資本金 5000 万円未満の建築業者、特に個人の建築業者の減少が多い。他方、規模の大きな建築業者は

若干であるが増加している。 
30 全国建築労働組合総連合（2009）p.54「＜4-22＞国産材の使用姿勢」より。2009 年時点で 60.4％ 
31 全国建築労働組合総連合（2009）p.53「＜4-21＞木材調達の重要点」より。但し、中小の建築業者も「持

続可能な森林経営から生産されたもの」を木材調達の重要ポイントとはあまり考えていない。 
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る。とはいえ、中小の建築業者が購入する木材の量は個々には限定的なので、規模

の経済が働かず、また、より小規模な製材工場では乾燥設備が整っている業者は少

ない32ことから、品質を求めればコストが高くなり、激しい競争の中、生き残りが難

しい状態になっている。中小の製材工場は乾燥設備等を整えるための設備投資をし

ても規模の経済が働かないことから大規模製材工場におされ、中小製材工場の破た

んも増加傾向にある33。 
 

A22-3 「森と街」の直接連携の必要性 
以上みてきたように、大規模な業者は大量仕入れ大量出荷することで規模の経済

を活かすとともに、プレカット工場経由で木材流通経路を短縮化するなど合理化を

図り、激化している住宅販売競争でシェア拡大を進めている。このような競争によ

り、素材となる国産材も需要され、自給率も高くなってはいるものの、それは輸入

製材との価格見合いで購入されているだけなので、素材産業の経営は厳しいままで

あり、森林整備に資金は回らない。他方、外材よりも国産木材を選好する傾向の強

い中小業者は厳しい経営状況の中で多くが破たんし、残った業者も国産木材の調達

に問題を抱えていることがわかった。 
このような状況は木材流通の構造的な問題というよりも、経済合理主義やグロー

バル化の進展の結果といえる。したがって、木材流通構造を変革しても、または、

素材産業を効率化させても、製造工場等を大規模化させてみても、結局は出口とな

る住宅市場の競争の中で合理化の名の下、国産材の使用増加や林業等の復興、森林

の整備などの改善はおろか、むしろ、木材流通を含む市場のグローバル化の進展に

よってますます状況を悪化させるだけになろう。 
したがって、このような状況を打開するためには、国が行っている「新流通・加

工システム」等ではなく、出口としての住宅販売及びその維持管理等を組み込んだ、

しかも、フェアトレード34のような仕組みを加えたオルタナティブな木材流通経路が

必要となる。このように住宅販売及びその維持管理等を一元的に管理する経路にす

ることによって、住宅建築等の環境負荷を軽減できるとともに、系列となる林業等

へ負担を押し付けるのではなく、事業スキーム全体として吸収する仕組みを構築す

ることが可能になる。また、林業等に負担を押し付けないだけでなく、経済性と自

立を促すフェアトレードのように林業等が育林も含めて成り立つように適正な価格

で取引する制度的な仕組みも構築することで林業等の持続可能性を高めることがで

きる。 
 
参考文献 

稲熊利和（2010）「林業活性化の課題」『立法と調査』参議院http://bit.ly/PkjP2I  
国土交通省（2012）『平成23年度 建設業許可業者調査の結果について』 
全国建築労働組合総連合（2009）『工務店モニター調査 第15回結果報告』 
農林水産省（2001）『平成13年木材流通構造調査』 
農林水産省（2011）『平成23年木材流通構造調査』 

                                                   
32 林野庁（2010b）「零細な製材工場では、乾燥機の導入・運転コストが経営の負担」（p.124 引用）。 
33 稲熊（2010）ｐ.125 参照。 
34 渡耒（2012）pp.88-89 を参考。 

http://bit.ly/PkjP2I
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農林水産省（2012）『木材価格統計調査』 
前田拓生（2010）「日本における木材の需給ギャップについての考察」『高崎経済大

学論集 第54巻第1号』高崎経済大学経済学会 
林野庁（2010a）「平成22年木材需給表（用材部門）」 
林野庁（2009）『平成21年度 森林・林業白書』 
林野庁（2010b）『平成22年度 森林・林業白書』 
林野庁（2011）『平成23年度 森林・林業白書』 
林野庁（2002）『森林資源現況調査（平成14年3月31日現在）』 
林野庁（2007）『森林資源現況調査（平成19年3月31日現在）』 
渡耒 絢（2012）「フェアトレードの可能性」『横浜国際社会科学研究 第 16 巻第 

6 号』 
 
 

A3. 持続的な林業・林産業を広げていくためのマニュアルに係る調査研究 
助成金に頼らずに持続的な森林経営を行っている林業（自伐林業）を実地調査し、

そのノウハウをまとめマニュアルとして完成させるべく、現在、作成中である（林業

マニュアルサマリー版_付録1）。 
 
 

B.「森と街」を直結した家づくり ― 国産木材多用住宅の性能評価 
B1. 木材の物性調査、及び、化学成分の利活用に関する調査 

B11. 乾燥法の異なる実大製材を対象としたクリープ試験 
図3-3-B-1-1に各乾燥法に典型的なたわみの推移を示す。たわみは水分の吸脱着に

よる寸法変化量を除いた純たわみの値である。また、比較を容易にするため縦軸（た

わみ）のスケールを６mmに統一している。４月初旬の負荷開始と同時に６～１１

mm程度たわみが生じるが、その値には乾燥法による違いは認められなかった。そ

の後、どの乾燥条件でも９月頃まで増加する傾向を示したが、秋から初冬にかけて

一転して減少に転じた。それからは計測終了の３月初旬にかけてほぼ一定値を示し

た。 
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図3-3-B-1-1 典型的なクリープたわみの経時変化 

 
乾燥法による違いは以下の２点に集約できる。第一に薫煙乾燥材は季節変動（す

なわち温湿度変動）によるたわみの変化が極めて小さいということである。図

3-3-B-1-2に前月とのたわみ差を各乾燥法ごとの平均値で示す。薫煙および低温乾燥

材、特に薫煙乾燥材は月毎のたわみ変動もまた小さいことが分かる。第二に昼夜の

温湿度変動による一日内でのたわみ変化が高温、中温に比べて薫煙および低温が小

さいということである。 
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構造材料として使用する場合、熱や水分その他の外的要因による変形量を小さく

見積もれることは、設計上、ひいては構造物の安全上重要である。この点において

薫煙および低温乾燥法、特に薫煙乾燥の優位性が示された。 
 

B12. 乾燥方法による化学成分の変化に関する調査 （芳香性成分分析） 
水蒸気蒸留で得られた芳香性成分の様子（図3-3-B-1-73）およびそのガスクロマ

トグラム(図3-3-B-1-4)を示す。 
 

 
図3-3-B-1-3. 水蒸気蒸留で得られた芳香性成分 
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図3-3-B-1-4. 水蒸気蒸留で得られた芳香性成分のガスクロマトグラム 
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このクロマトグラムの結果から、スギの芳香性成分であるδ-cadineneや

epi-cubenolなどを検出することができ、その他の成分についても精度よく分離する

ことができた。 
 今後、乾燥条件を変えた試料について分析し、乾燥条件が芳香性成分に及ぼす

影響について解析する。 
 

 
B13. 木材漬け込み水を用いた抽出成分の分析 
 溶媒分画およびガスクロマトグラフィ質量分析法によるリグナン分析 

2011年度に採取したスギ材浸漬前の水「：前」および浸漬後の水「：後」につい

て、浸漬水中の成分の安定性、抽出効率、抽出手順の再現性を確認するため、あら

ためて酢酸エチル抽出を行った。その結果、酢酸エチル抽出物収量、水抽出物量に

ついては、2011年度と2012年度の結果は、ほぼ同じであった(図3-3-B-1-5)。 
 

 
図3-3-B-1-5 水抽出物量および水試料の酢酸エチル抽出物量 
 

 2011年度に調製した水抽出物の酵素加水分解および分解物のGCMS分析 
2011年度、水抽出物を酵素加水分解した結果、有用成分としてジヒドロデヒドロ

ジコニフェリルアルコール（DDDC）、ラリシレジノール（LR）およびピノレジ

ノール（PIN）といったリグナン類が検出された。その検出量が少量であったため、

本年度、リグナン生成量の増大・検出効率の向上を目的とし、あらためて 2011年
度の約5倍スケール にて酵素加水分解した。その結果、標準試料のマス解裂様式と

の比較により（図3-3-B-1-6）、DDDCおよびPINは確認されたが、2011年度の分

析において確認されたLRは今回、検出されなかった（図3-3-B-1-7）。また、2011
年度の場合と比較して、リグナン類の検出量が極めて少なかった。抽出物の保管期

間（室温）に変質等が起こった可能性が示された。 
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図3-3-B-1-6 加水分解物中に検出された化合物およびリグナン標準試料のマス解裂様式 
 

 
図3-3-B-1-7  酵素加水分解物酢酸エチル抽出物のGCMSチャート 

図3-3-B-1-7上28.9分ピーク化合物 

図3-3-B-1-7上36.9分ピーク化合物 

DDDC標準試料 

PIN標準試料 
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28.9分のDDDCについては、m/z 486を用いた選択イオン検出（SIM）分析によ

れば極微量検出され、36.9分のおそらくピノレジノールについては、m/z 502を用

いたSIM分析によっても、痕跡程度にしか検出されなかった（図3-3-B-1-7）。 
 

 2011年度に採取した水の溶媒分画、水抽出物の酵素加水分解および分解物の

GCMS分析 
抽出物の保管期間中（室温）に成分の変化が見受けられたため、2011年度に採取

した水（化学的変質をできる限り抑制するために冷蔵保存されていた）を、あらた

めて 溶媒分画し、水抽出物について酵素加水分解（リグナン生成量の増大・検出

効率の向上を目的とし、2011年度の約5倍スケール）および分解物のGCMS分析を

行った。その結果、DDDC、LRおよびPINといったリグナン類が確認されなかった

（図3-3-B-1-8）。低温においても、水試料の保管期間に成分の変質等が起こった可

能性が示された。 

 
図3-3-B-1-8   酵素加水分解物酢酸エチル抽出物のGCMSチャート 
 

 2011年度に分析した水抽出物酵素加水分解物のGCMS分析結果の定量的評価 
定量分析結果から、初めに用いた200 ml（2011年度は200 mlの水を用いた）の

DDDC ? 

上図20～43分の選択的検出 
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浸漬水から得られる抽出物の酵素分解 により、DDDC、LR、PINが それぞれ約45
μg、50μg、30μg得られることになる。今回の浸漬水は、角材（寸法：130×130×3000 
mm、4本）を約150リットルの水に漬け込んで得られたものであるから、全浸漬水

（すなわち上記寸法角材4本）から得られる抽出物からはDDDC、LR、PINがそれ

ぞれ約33.75mg （45×150/0.2×1/1000）、 37.5 （50×150/0.2×1/1000）mg、
22.5 （30×150/0.2×1/1000）mgが得られることになる。 

 
【今後の検討事項】 
新規に水を採取し(手配済み)、浸漬水成分の安定性、抽出操作および成分分析の

再現性を調査する。 
 

B2. 木材多用型住宅の室内温熱環境実測 
本年度は、下記について木材多用型住宅の壁内環境実測調査を行った。 

① 内部結露の発生の有無 
② カビ発生の有無 

実測結果は下記の通りである。 
 

■①-1 冬期（内部結露） 

冬期における外気の影響による結露の発生の有無について検討を行った。図 
3-3-B-2-1に1月1階部分の通気層の壁内温度変化と断熱材の外側部分の露点温度を、

図3-3-B-2-2に1月2階部分を示す。1階部分の通気層の温度は-5℃から10℃の間で

変化し、2階部分は5℃から25℃の間で変化している。また1階部分の断熱材の外側

部分の露点温度は-15℃から5℃の間で変化し、2階部分は-5℃から5℃の間で変化

している。2階に比べ1階の温度が10℃近く低くなっているが、これは2階の測定箇

所が暖房室にあることから暖房の影響によるものと考えられる。また常に通気層

温度は断熱材表面露点温度よりも高い温度を示しているとから、冬期において1階
2階ともに断熱材表面に結露が発生していないことが考えられる。 

 

 
 

 
図3-3-B-2-1 冬期 1月 1階部分通気層気

温および断面材表面露点温度 
図3-3-B-2-2 冬期 1月 2階部分通気層気

温および断面材表面露点温度 
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■①-2 夏期（内部結露） 
室内の冷房の影響による外気との温度差で発生する壁内結露についての検討を行っ

た。図 3-3-B-2-3 に 7月の 1階通気層の壁内温度変化と断熱材の外側部分の露点温度、

図 3-3-B-2-4 に 8 月の 2 階部分を示す。通気層の温度は 15℃から 25℃の間で変化し、

断熱材の外側部分の露点温度は 20℃から 35℃の間で変化している。常に断熱材表面露

点温度は通気層温度よりも高い温度を示している。このことから、夏期において断熱

材表面に結露が発生していないことが考えられる。 

 

 
  

図 3-3-B-2-3 夏期 1階 7月 通気層露点

温度および断面材表面温度 
図 3-3-B-2-4 夏期 2階 8月 通気層露点

温度および断面材表面温度 
 
■②-1 冬期（カビ発生） 

図3-3-B-2-5に1月における1階部分壁内全測定箇所の壁内温度と壁内相対湿度の分布

を、図3-3-B-2-6に1月における2階部分を示す。青い枠の部分は乾性カビが発生する温

度と相対湿度の範囲、赤い枠の部分は湿性カビが発生する温度と相対湿度の範囲であ

る。全ての測定箇所の温湿度分布は乾性カビが発生する条件の範囲に含まれなかった。

そのため、冬期において1階2階ともに壁内ではカビが発生する可能性がないものと考

えられる。 
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図3-3-B-2-5 冬期 1月 1階 各測定箇所 
温湿度分布 

図3-3-B-2-6 冬期 1月 2階 各測定箇所 
温湿度分布 

 
■②-2 夏期（カビ発生） 

図3-3-B-2-7に7月における壁内全測定箇所の壁内温度と壁内相対湿度の分布を、図 
3-3-B-2-8に7月における2階部分を示す。青い枠の部分は乾性カビが発生する温度と相

対湿度の範囲、赤い枠の部分は湿性カビが発生する温度と相対湿度の範囲である。1階
と2階ともに冬期とは異なり、通気層と断熱材の一部で乾性カビが発生する可能性のあ

る条件を満たした。しかし、長期的に乾性カビが発生する可能性がある温湿度を保っ

ていないこと、通気層によって換気が行われていることなどから夏期における1階と2
階の壁内ではカビが発生している可能性は低いと考えられる。 

 

  
図 3-3-B-2-7 夏期 7月 1階 各測定箇所 
温湿度分布 

図 3-3-B-2-9 夏期 7月 2階 各測定箇所 
温湿度分布 
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B3. 国産木材多様住宅実務を広げていくためのガイドに係る調査研究 
適気密で、しかも、人にやさしく（健康的に安全）、国産木材を多用した住宅を設

計・施工するために必要となる実務的な事項をまとめた「実践ガイド」を作成中であ

る（実践ガイド目次_付録2） 
 
 

C. 「森と街」を直結した家づくりビジネスの実現に向けた仕組みづくり 
― 国産木材多用住宅の普及に必要となる仕組み 

C1. 「森と街」を直結した家づくりビジネスの実現に向けたモデル分析 
C11 垂直連携による木材流通と支払の安定性の検証 
垂直連携システムは流通業者が存在しなくなるため、製材や丸太の在庫切れを起こ

しやすくなる可能性や短期支払能力が低い製材所などについては丸太購入の支払い

が滞る可能性がある。システム内の木材流通および支払いシミュレーションにて上記

の検証を行った。 
 

C11-1 シミュレーションモデルの作成と前提条件 
システムダイナミクス理論に基づいた思考支援ソフトウェア、STELLA9.1.4を用い

て図3-3-C-1-1のような木材流通・支払シミュレーションモデルを作成した。システム

内には「林業者」「製材所」「工務店」が1社ずつ存在し、林業者・製材所は丸太・

製材製品をそれぞれ必要時間かけて生産し、工務店の発注に応じて在庫から掛けで販

売する。表 3-3-C-1-1に設定条件を示す。 
 

 
図3-3-C-1-1 木材流通・支払シミュレーションモデル 
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表3-3-C-1-1 木材流通・支払シミュレーション設定条件 
内容 設定 

生産必要時間 丸太：1 か月 グリーン材：0.25 か月 乾燥材：1.25 か月 11) 
支払期間 掛売で丸太・製材購入の 1 か月後に現金・預金で支払 

製材・丸太生産 工務店の年間建設戸数/12 か月分を各月見込み生産 
木材発注 リードタイム 1 か月で住宅 1 戸分をまとめて発注 
在庫切れ時 生産が終わるまで販売が遅延し、建前が行えない 
現金不足時 「不渡り」としてシミュレーション終了 

計算期間・間隔 期間：1 年間 間隔：1 か月（ただし、dt 0.1=約 3 日） 
試行回数 各ケースにつき 100 回 
製材在庫量 棚卸資産額から逆算 

 

 
C11-2 工務店の住宅工事受注件数のばらつきの推定 

モデル上の工務店の住宅工事の月間受注戸数[戸/月]には乱数によるばらつきがあ

り、木材を使用する建前の段階の工事現場の数も月ごとにばらつきがあるものとする。

受注戸数は正規分布と仮定し、建設業の四半期売上高の年間売上高に占める割合の標

準偏差を1か月単位に変換して求めた。表3-3-C-1-2に結果を示す。 
 

表3-3-C-1-2 工務店の月間受注戸数 標準偏差 
工務店資本金 
階級[百万円] 

年間建設戸数 
[戸/年] 

月間工事受注戸数の 
標準偏差[戸/月] 

~20 ~12 

年間建設戸数 
[戸/年]の 

1.13% 
20~50 12~30 1.13% 
50~100 30~60 0.96% 

100~1000 60~606 1.42% 
1000~ 606~ 2.31% 

 

 
C11-3 シミュレーション結果 

表 3-3-C-1-2の各年間建設戸数に相当する代表値として3種類の年間製材流通量

1,300、7,800、20,000m3製材/年の製材所について、それぞれグリーン材または乾燥

材を生産・販売した時の在庫切れと不渡りの発生頻度を求めた。結果を図3-3-C-1-2
に示す。すべてのケースで現状の在庫量と同じでも品切れ率は低く、工事受注件数の

ばらつきが大きくなる20,000m3製材/年のケースでも3％以下であった。また、乾燥材

とグリーン材の間に顕著な差は見られなかった。垂直連携による流通の安定性には問

題がないといえる。また、3ケースすべてにおいて林業者もしくは製材所の不渡りは1
度も発生しなかった。これは4.で林業者と製材所の利益率を必要経費よりも高く設定

したことにより現金・預金に余裕ができたためと考えられる。 
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図 3-3-C-1-2 各ケースの在庫切れ率と試行時の月間住宅建設戸数の標準偏差 

 
C12 垂直連携システムへの移行方法の提案と検証 
製材所が工務店ともしくは林業者と直接取引しようと考えた場合、必ずしも年間製

材流通量が同意程度である事業者が近辺に存在するとは限らない。そこで、自身の生

産量よりも使用量が少ない事業者を相手に、取引先を段階的に増やしていくことを考

えた。 
 

C12-1 仮想的な製材製品流通市場の作成 
マルチエージェントシミュレーションソフトウェア、artisoc3.0を用いて多数の事

業者が存在する仮想的な製材製品流通市場を作成し、製材所が段階的に取引先の工務

店を増やしていけるか検討を行う。表 3-3-C-1-3に設定条件を示す。簡単のため市場

には「製材所」「製材小売業者」「工務店」の3者のみが存在するものとし、存在数

の比率は国内の製材所数および製材小売業者数、工務店数から1：2：50と概算した。

初期条件として製材所は全て製品を卸売業者に、製材小売業者は複数の工務店に製材

製品を販売している。製材所は1ステップ（以下、1試行）ごとにランダムに工務店に

垂直連携による取引を打診していき、対象の工務店は以下の条件を満たせば取引を開

始するものとする。 
 

・ 製材所の(短期支払い能力)当座比率が現在の取引先より高い 
・ 使用する材の樹種・乾燥の有無が製材所と同じ 
・ 製材所の垂直連携以外の販売量が自身の使用量より多い 

 
製材所は取引先の工務店が増えると利益の発生により時間の経過当座比率が上昇

し、他の工務店に取引先として選ばれやすくなる。 
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表3-3-C-1-3 垂直連携移行シミュレーションの設定条件 
内容 設定 

エージェント数 製材所 1、製材小売 2、工務店 50 
製材所規模 年間製材量 7,800m3

製材/年(住宅 300 戸/年) 

当座比率 初期値：製材所 83±15%、製材小売 95±15% 
製材所は毎ステップ取引先工務店数×1%の上昇 

各工務店の 
使用樹種 

グリーン材スギ(7.8%)、乾燥材スギ(1.8%)、 
その他(90.4%) ※かっこ内は確率 

各工務店の 
年間建設戸数 

1~9 戸(71.9%)、10~49 戸(19.5%)、51~99 戸(7.2%)、100~999(1.4%)11) 

※かっこ内は確率 
計算期間 50 ステップ(1 ステップを特に何年間とは定めない) 
試行回数 各ケースにつき 1000 回 

 

 
C12-2 シミュレーション結果 

図3-3-C-1-3にマルチエージェントシミュレーション時の例を、図 3-3-C-1-4に
1,000回試行時の結果の平均を示す。全試行中、工務店1社以上と製材製品の直接取引

が行われたのは、スギグリーン材の場合で25%、乾燥材の場合で10%であり、流通量

の多いグリーン材(国産材では81.5%を占める)の方がよい結果が得られた。また、平

均して直接取引量はそれぞれ903m3製材/年、205m3製材/年と年間製材量の11.7%、

2.7%にとどまった。この理由は、製材小売業者は工務店に対して数が少ないため多数

の工務店が同一の業者に依存しており①この業者の*当座比率を製材所は初期値で上

回らない限り依存するすべての工務店とは直接取引が行えないこと、②スギ材を使用

している工務店は全体の約10%しか存在せず、当座比率35で製材小売業者を上回って

も使用樹種がマッチングする工務店が少ないことが挙げられる。 
 

 
図 3-3-C-1-3 マルチエージェントシミュレーション時の例 

 

                                                   
35 当座比率＝安全性分析の指標の一つ、企業の短期の負債に対する支払い能力を判断する指標。 
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図3-3-C-1-4 移行成功率および移行後の平均流通量 

 
C12-3 垂直連携システム段階的移行シナリオの提案 

以上の結果から、垂直連携システムへ移行するには製材所も排除せず、徐々に人工

林に移行していくことが望ましい。しかし、乾燥を行わないことは生産される住宅の

品質の観点からは望ましくない。そこで、垂直連携開始当初はグリーン材の販売によ

り直接取引する工務店を集めて製材製品の販路を確保し、発生した利益で製材所の財

務状況を改善してから乾燥設備への投資や林業者との直接取引および利益還元を行

うことを提案する。図3-3-C-1-5に提案の内容を示す。 
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図3-3-C-1-5 垂直連携システム移行方法の提案 

 
 

C2. 国産材需要拡大のための社会技術の提案に関する研究 
C21. 国産材・木造建築需給システムの現状調査 

C21-1 調査概要 
社会技術の提案を行う上で、まずは国産材・木造建築需給システムの現状を調査し

た。調査概要を表3-3-C-2-1に示す。各ステークホルダーの国産材需要拡大に対する課

題認識、および需給システムが抱える問題の全体像と関係性を把握することを目的に、

需給システムにおける問題の把握が可能となる文献を対象とした文献調査78件、なら

びに林業従事者2名と製材工場社内に山林部を持ち林業も同時に実施する企業K社へ

の合計3件のヒアリング調査を実施した。 
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表3-3-C-2-1 現状調査概要 
調査目

的 
国産材・木造建築需給システムが抱える 

問題点とその関係性の把握 
調査手

法 
文献調査 

ヒアリング調査 

調査期

間 
2012年5月～11月 

2011年 
12月15日 

2012年 
6月／7月22

日 

2011年 
8月1日／2日 

調査対

象 

研究文献・雑

誌 
50報 

78件 
山林部を保
有する製材
工場K社O氏
（宮城県） 

林業者 
N氏 

（高知県） 

林業者 
H氏 

（徳島県） 報告書 16報 
書籍 12冊 

調査内

容 
林業者・林産業・建設業及び購
入者・施主が抱える問題点と問

題に対する知見 

林業者が認識する実務現場での問題点 
問題に対して自ら実施する解決策 

 

 
C21-2 国産材・木造建築需給システムにおける問題点とその関係 

現状調査によって明らかとなった需給システム全体の問題点とその因果関係を図

3-3-C-2-1に示す。なお、問題間の関係性には正と負の影響関係が存在し、例えば負の

影響については「製材工場の規模拡大が進まない」と「素材価格の低下」における関

係においては相反する関係となっており、製材工場の規模が拡大するほど素材価格の

低下が起こることを示している。これより、需給システムにおける国産材需要の縮小

には、32の項目が影響を与えていることが明らかとなった。 
 

 
図 3-3-C-2-1 国産材・木造建築需給システムにおける問題点と因果関係 

 
C22. 国産材・木造建築需給システムのボトルネックの抽出 
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C22-1 国産材・木造建築需給システム現状モデルの作成 
国産材需要拡大のためには、需給システム全体のボトルネックを把握し、根本的な

問題解決を図る必要がある。そこで、システムダイナミクス理論を用いた思考支援シ

ミュレーションソフトSTELLA9.1.4（以下、STELLA）を用いて、需給システムの現

状の要素間影響モデル（以下、需給システム現状モデル）の作成を行った。 
STELLAを用いた要素間影響モデルの例を図3-3-C-2-2に示す。STELLAにおいては

ストック、フロー、コンバータとコネクタの計4つの概念を用いてモデルが構築され

る。ストックは要素の蓄積を示しており、フローによる流入出によって値が変化する。

その流入出を行うフローは変数もしくは定数であるコンバータによって流量が決定

される仕組みとなっている。また、各要素間の影響を示すツールとしてコネクタが存

在し、コネクタの元となる要素がコネクタの矢印先に示される要素に影響を及ぼし、

値を変化、決定することを示している。 
 

 
図 3-3-C-2-2 STELLAによる要素間影響モデルの例（例：林業） 

 
ここでは、要素の現状値の決定もしくは要素が与える影響の数値化・関係式の作成

のために政府が発表する統計値等を用いて現状値ならびに関係式を作成し、定性的な

要素においては、政府・企業・大学等の調査や報告書、ならびにヒアリング調査の結

果を用いて全32の項目の要素についての現状の妥当値を設定した。なお、定量的に把

握することが可能であった要素においては、全要素の実績値が存在したH22年の値を

需給システム現状モデルの現状値として定めた。表3-3-C-2-2に需給システムにおける

主要な要素の関係式一覧を示す。 
 

表3-3-C-2-2 国産材・木造建築需給システム現状モデルにおける主要な要素の関係式 
要素 関係式 単位

製材用素材価格 ＝ 国産製材卸売価格（乾燥材） - 加工・乾燥・流通コスト 円/m3素材

市場における製材用素材価格 ＝ (製材用素材供給量/国産素材需要量)* 円/m3素材

高性能林業機械保有に伴う
必要伐採面積

＝ [高性能林業機械の保有台数*高性能機械導入コスト*(1-補助率)]/[市場における素材価格-1m3あたりの平均伐採コスト] ha/年

伐採面積 ＝ 高性能林業機械保有に伴う必要伐採面積 + 林家・個人経営体の間伐・主伐率 ha/年
植林面積 ＝ 伐採面積*植林率 ha/年

設備投資意欲 ＝ 需要量による影響係数*1 ―
乾燥材供給割合 ＝ 国産製材乾燥材割合 + 設備投資意欲 %

国産製材（乾燥材）供給量 ＝ 国産素材供給量*歩留まり率*乾燥材供給割合 m3製材/年
国産製材（乾燥材）価格 ＝ 国産製材（乾燥材）卸売価格 + 国産製材（乾燥材）入荷費用 円/m3製材

建設業者の国産材使用意欲 ＝ 0.33*乾燥材供給割合+0.34*国産材価格の魅力+0.33*購買者の国産材の素材や性質に対する知識 ―
購買者 購買者の国産材使用意欲 ＝ [(0.66*国産材価格の魅力)+(0.06*国産材利用に対する重要性の認識+0.11*国産材への愛着+0.17*国産材の素材や性質に対する知識)] ―

国産材価格の魅力 ＝ [国産製材（乾燥材）価格/外材製材（乾燥材）価格]*影響係数 ―
国産材使用住宅需要の割合 ＝ 0.5*購買者の国産材使用意欲+0.5*建設業者の国産材使用意欲 %

林業

林産業

建設業

建設業
購買者

log1 .5 0.8
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C23. 国産材・木造建築需給システムの実績値とモデル値比較 

C23-1. 国産材・木造建築需給システムにおけるボトルネックの抽出 
作成した需給システム現状モデルを用いて感度分析を実施した。感度分析において

は、32要素の中でも現状調査により国産材需要拡大により影響を及ぼすと考えられる

10要素と32の要素以外において、国産材需要拡大に寄与すると考えられる「木造住宅

一戸あたりの木材使用量」、「非住宅建築の木造代替率」の2要素を含む、合わせて

12要素を対象とした。各要素±30%の変移に対する国産材需要量の現状値からの変移

率を求めることで、需給システム全体の国産材需要量に最も影響をおよぼす要素の抽

出を行った。感度分析結果を図3-3-C-2-3に示す。国産材需要量に最も影響をおよぼす

のは国産製材価格であり、±30%の変移で国産材需要量がmin-12.7%, max17.3%と変

移する。その他、住宅一戸あたりの木材使用量(min0%, max13.1％)、製材用素材価格

(min-4.8%,max12.8%)、製材工場の規模(min-5.4%,max7.2％)、国産材の素材や性質

に対する知識(min-6.3%,max6.3％)、非住宅建築木材代替率(min-4.0%,max4.0%)が国

産材需要量に影響を与える上位6要素となった。 
 

 
図3-3-C-2-3 各要素値±30％の変移に対する国産材需要量の感度 

 
製材価格を下げることが国産材需要拡大に有効であることが明らかになった。この

ことから、現状システムにおいて製材価格低下を促す際に他要素に与える影響を再び

感度分析することで、現状システムが抱えるボトルネックを抽出する。感度分析対象

は、32要素のうち現状調査より国産製材価格に強く影響を受けると考えられる6要素

と、「立米あたりの利益」を含む計7要素とする。結果を図3-3-C-2-4に示す。国産製

材価格を下げることにより、購買者の国産材使用意欲、建設業者の国産材使用意欲、

製材工場における規模、供給製材における乾燥材割合の4要素は現状値から値が向上

した。一方で、林業施業意欲、立米あたりの利益、素材価格の3要素はそれぞれ現状

値より大きく値が悪化した。図3-3-C-2-3より、林業施業意欲・製材用素材価格が現状

値よりマイナスの値へと変移すれば、国産材需要量は現状に比べ大きく縮小すること

が明らかである。また図3-3-C-2-1より、林業施業意欲の低下は国産素材価格の低下に

起因する。以上のより、現状の需給システムにおける国産材需要拡大のボトルネック

は『素材価格の低下』にありと言える 
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図3-3-C-2-4 国産製材価格±30％の変移に対する他要素の感度 

 
C23-2 国産材需要拡大のための社会技術の提案 

前項より、ボトルネック解消の予条件として、「国産製材価格の低下」と「製材用

素材価格の上昇」が導出された。この2つの与条件を満たす社会技術としてidea1を、

その他国産製材価格に影響を受けることなく国産材需要拡大に影響を及ぼす要素で

あった『林業施業意欲の向上』、『住宅一戸あたりの木材使用量の増加』、『国産材

の素材や性質への知識の向上』、『非住宅建築木造代替率の向上』、以上4項目にお

ける社会技術をそれぞれidea2～idea5の社会技術として、さらには次世帯の購買者・

建築施主に向けた国産材拡大のための社会技術をidea6に提案した。それぞれの提案

内容を以下に示す。 
 

C23-2-1 idea1 垂直連携型住宅生産システム 
現状の需給システムにおける木材流通・住宅生産の概要（以下、現状型システム）

を図3-3-C-2-5に示す。現状では様々な林産業者により流通過程が細分化され、林野庁

の流通調査を基に試算した結果では、製材1ｍ3あたり約1.7万円の中間マージンが発

生している。そこで、林業者・素材工場・建設業者の三者が連携することで流通の効

率化・中間マージン削減を図る垂直連携型住宅生産システム（以下、垂直連携型シス

テム：図3-3-C-2-6）を提案する。本システムの特徴は、通常の流通効率化とは異なり、

三者がグループ連携を行うことで、得られた利益を林業者・製材工場・工務店によっ

て分配し、林業者の素材価格の上昇・利益確保を可能にする点である。また、製材工

場においては製材端材を用いたペレットでの低温人工乾燥を行うことで、乾燥コスト

を削減する。また、工務店は連携先の林業者の持つ山林において間伐ツアーや講習な

どを開催し、購買者や建築施主が林業を知る機会を設けることで、より国産材が選択

されようアピールを行う。垂直連携システムにより期待される効果を表3に示す。 
 

  
図 3-3-C-2-5 現状型システム概要 図3-3-C-2-6 垂直連携型システム概要 

 
C23-2-2 idea2 施業集約自伐林業システム 

自伐林業とは、林業施業を委託せず、山の保有者自身が行うことを意味する。自ら
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林業施業を実施することから人件費の削減が可能となり、また、少人数（1人～家族

単位）で施業を行うことで自ずと維持管理費の小さい小型林業機械で施業を実施する

ため、林業収益の向上を図ることが可能となる。本システムでは、自伐林業家による

推進団体を設立し、林業施業を行う林家・個人経営体への講習・実演などにより自伐

林業の推進を図る。さらに、推進団体は林業施業に消極的な森林保有者に自伐林業と

集約化を同時に促進し、現状集約化停滞の要因となっている保有・施業分離問題の解

決を図る。施業集約自伐林業システムにより期待される効果を表3-3-C-2-3に示す。 
 
 
 
 

表3-3-C-2-3 社会技術適応により期待される効果 

 
 

C23-2-3 idea3 国産材多用型建築普及認証制度 
国産材を多用した住宅や建築（以下、国産材多用型建築）を、環境優良建築として

認証し、国産材多用によるシックハウス減少や、林業への貢献度を認証により保証す

ることで建築物への高付加価値化を行い他建築との差別化を図る。さらに、国産材多

用住宅の購買者に対しては、低金利で住宅購入が可能となるインセンティブを設ける。

期待される効果を表3に、主な認証項目を表3-3-C-2-4に示す。 
 

表 3-3-C-2-4 国産材多用型建築の主な評価項目 

 
 

C23-2-4. idea4 林内放牧・地域連携プラン 
所有している山に牛を放牧し、下草を食べてもらう。放牧することにより、獣害被

害が減少し、山の安全性が向上する。それにより、林内放牧地を安全な山で牛と触れ
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合える場として一般に開放し、地域ぐるみで山を活性化させ、観光地として山に人を

呼び込む。林内放牧・地域連携プランにより期待される効果を表3-3-C-2-3に示す。 
 

C23-2-5. idea5 長伐期施業・大規模建築木造化一体プラン 
非住宅の中でも、大規模建築における木造化を推進することは、国産材需要拡大に

向けて効果的であることが考えられる。しかし、大規模建築においては、大径材（も

しくは大径材を用いた集成材）が必要であることから、現状の50～60年伐期では今後

の需要に対応することが出来ない可能性が高まる。そこで、長伐期施業移行・大規模

建築木造化一体プランを提案する。長伐期施業移行促進を図り、大規模建築施主は長

伐期施業を行う林業家から優先的に材を購入し、林業家の材の販路を担保する。期待

される効果を表3-3-C-2-3に示す。 
 

C23-2-6. idea6 森林・木材知識育成プラン 
次世代森林・木材知識育成プランの概要を表5に示す。小、中、高等学校の必修科

目として導入し、最終的には環境配慮行動をとれる人材を育成する。野外実習として

林業施業を行うことで、山での経験に加えて、林業施業費用の削減につながる。期待

される効果を表3-3-C-2-5に示す。 
 

表3-3-C-2-5 次世代森林・木材知識育成プラン概要 

 
 
C24. 社会技術導入による国産材需要量への効果検証 

C24-1 社会技術導入におけるモデルの設定条件 
提案した6つの社会技術において、現状の需給システム導入した場合の国産材需要

量への効果を検証する。それぞれの社会技術における各要素の前提条件を表3-3-C-2-6
に、社会技術が1％普及することによって変化する需給システム内の各要素の値を表

3-3-C-2-7に示す。 
 

表 3-3-C-2-6 社会技術導入により変化するモデルの前提条件 
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表 3-3-C-2-7 各社会技術が1％普及することによって変化する要素値 

 
 

C24-2 社会技術導入結果 
表3-3-C-2-6・表3-3-C-2-7の値から、現状モデルを基に社会技術導入による新たな

需給システムのモデル構築を行い、社会技術導入による国産材需要量の変化を検証し

た。垂直連携型住宅生産システムの普及率に伴う国産材需要量と国産製材価格・製材

用素材価格の推移を図3-3-C-2-7に示す。モデルによる算出の結果、垂直連携住宅生産

システム導入と全需給システム内に占める10％の普及に伴い、国産製材価格は現状の

76,220円/m3製材から75,460円/m3製材に低下し、製材用素材価格は9,310円/m3素材か

ら9,310円/m3素材上昇することが明らかとなった。また、国産材需要量は656万m3製

材から659万m3製材へと拡大し、最大1.3倍（822万m3製材）の需要量拡大が可能であ

ることから、垂直連携住宅生産システムは国産材需要拡大のための社会技術として有

効であることが示された。最後に、全ての社会技術が10％普及すると仮定し、各社会

技術を複合して導入した際の国産材需要量を図3-3-C-2-8に示す。idea1：垂直連携住

宅生産システムの10％普及を前提とし、それぞれ社会技術を複合して新たな需給シス

テムの構築を図ることで、最大49.6万m3の国産材需要拡大が可能となった。 
以上の結果から、提案された6つの社会技術を現状の需給システムへ導入し、普及

を図ることで、新たな需給システムの構築と国産材需要拡大を図ることが可能である

ことが明らかとなった。 
 

 
図 3-3-C-2-7 垂直連携型住宅生産システムの導入率の変化による国産材需要量・製材用素

材価格国産製材価格の推移 
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図3-3-C-2-8 各社会技術普及率10％時の社会技術複合導入による国産材需要量の変化 

 
 

C3. 日本の住宅と国産木材の需給構造についての計量経済分析 
本プロジェクトでは、日本の木材需給に関わる市場（住宅市場、製材品市場、木材

市場）について計量経済分析を行い、それぞれの需給構造及び関係性を明らかするこ

とで「新生産システム」等 が木材流通を含む市場のグローバル化の進展により状況

を悪化させてしまった要因を考察した（詳細は前田（2013）を参照）。 
結果は下記の通りである。 
大都市圏を含む7都府県36では住宅供給の価格弾性値が高いことが示唆される。こ

れはパワービルダー(低価格分譲戸建て会社)等によって建売住宅等の低価格住宅の

大量販売が促進されている可能があることを意味する。また、大都市圏を含む7都府

県以外の道府県（以下、その他道府県）の住宅需要では所得及び人口増加率のパラ

メータが有意なことから、近年の景気悪化、少子高齢化、人口の二極化現象等の影

響を受け、住宅需要が低迷し、新築着工戸数の減少を招いていることが窺える。 
そのような中、外材国内製材の需要はその他道府県の新築戸数の派生需要となっ

ている。したがって、その他道府県の住宅戸数低迷を地方圏の製材工場がまともに

受けることになる。他方、輸入製材の需要は7都府県の新築戸数の派生需要となって

いる。したがって、当該地域は価格競争が激しいものの、比較的戸数の減少は少な

い。そこに「新生産システム」等により、木材流通を含む市場のグローバル化を進

展させたことから、一気に大規模化に拍車がかかったものと推察される。 
以上より、「新生産システム」等の推進は、輸入製材の需要を高めるだけになり、

「国産材の利用拡大を図るとともに森林所有者の収益性を向上させる仕組みを構築

する」ことにはつながらないものといえよう。なお、国産材国内製材の需要が住宅

の派生需要となっていないことや、国産丸太の需要が総製材量の派生需要となって

いないことは重大な問題であり、その点を改善することで「国産材の利用拡大を図

るとともに森林所有者の収益性を向上させる仕組みを構築」すべきことが明らかに

なった。 
 

参考文献 

公益財団法人不動産流通近代化センター『2012 不動産業統計集』 

                                                   
36ここでは、公益財団法人不動産流通近代化センター（2012）及び国土交通省のデータを基に推計した結

果、住宅価格の変動が高いと推測される、埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫の 7 都府県とそ

の他の道府県に分けて分析を行った。 
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国土交通省『建設着工統計調査報告』、『都道府県地価調査』、『建設工事費デフ

レータ』 
前田拓生（2013）「日本の住宅と国産木材の需給構造についての計量経済分析」『高

崎経済大論集 第55巻４号』http://bit.ly/18QqdVt  
 

C4. 認証制度の創設 
人間－住宅－森林（環境）との間に連続性を持たせることで、住宅と人の関係のあ

り方、住宅そのもののあり方、住宅を通した環境との共生のあり方を、経済的優位性

を持った社会システムとして作り上げることを目的として、この新しい認証制度の創

設に向け、認証制度の内容を構築中である（森と街をつなぐ住宅認証概要_付録3） 
 
 

D. 2050年LCCO2カーボンニュートラル達成への排出削減シナリオの策定 
D1. 住宅建設・解体までを含めた垂直連携型木材流通システムのLCA評価 

住宅にかかるCO2排出量の内、運用時における割合は約80%※1と多いため、この

部分も検討する必要があった。 
そこで本年度では、林業から、製材所における加工、工務店における住宅建設、解

体、木材の再利用までの各段階での作業を幾つかのパターンに細分化し、より詳細で

汎用性の効く木材流通システム、住宅のLCCO2比較検証を行った。 
この検証により、下記の結果を得た。 
表3-2-D-4（前掲）に示したモデル①～③におけるCO2排出量原単位、総CO2排出

量を比較した結果を図3-3-D-1、表3-3-D-1に示す。 
図 2の結果から、旧省エネ基準の断熱性能である現状型木造軸組住宅を建設するモ

デル③に対し、次世代省エネ基準の木材多用型住宅を生産するモデル②では、全体で

のCO2排出量を21%削減することが可能であると分かった。さらに、空調負荷をバイ

オマスで代用することにより、モデル③に比べ33%のCO2排出量削減効果があること

が分かった。 
また、住宅生産システム全体のCO2排出量に対して、運用時が最大の割合を占めて

おり、運用時のCO2排出量削減が住宅生産のLCCO2に対する削減に最も寄与するこ

とが分かった。 
運用時において、旧省エネルギー基準に対し次世代エネルギー基準の断熱性能とす

ることで、運用時のCO2排出量は大きく減少するが、さらに運用時の空調負荷をバイ

オマスで代用することで、より多くのCO2排出量削減効果が期待できることが分かっ

た。 
さらに、植林を行った場合に対し植林を行わない場合では、作業工程が増えるため

CO2排出量原単位は増加したが、住宅生産システム全体でのCO2排出量に対する影響

は微々たるものである事が明らかになった。そのため、林業から製材所、住宅建設、

さらに住宅運用面、改修、解体、木材の再利用までの全体のLCCO2を考えた場合、

林業の持続可能性を考慮し植林を行うべきであると言える。 
以上より、住宅生産のLCCO2について、林業の持続可能性を考慮した垂直連携型

林業を用い、運用時の空調もバイオマスで代用することが有効であると考えられる。 
 

http://bit.ly/18QqdVt
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図 3-3-D-1 モデル①～③におけるCO2排出量原単位、総CO2排出量 

表 3-3-D-1 モデル①～③の比較 

 
 
 

 
E.ミニRT等の実施 

上記Aについては「日本を明るく元気にする“良い仕事”フェアー（東京ドーム）」

にて、本プロジェクトのブースを出展。Cについてはグリービル認証に関する建築学会

公開WGを、Dについてはエクセルギーに関する建築学会公開WGをそれぞれ実施した。

また、Bについては仙台で「将来の天然住宅の施主づくりのためのセミナー」としてミ

ニラウンドテーブルを実施した。 
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（４）会議等の活動 
・実施体制内での主なミーティング等の開催状況 

年月日 名称 場所 概要 

4/8 全体会議 早稲田大学 H24年度の研究・開発についての

確認 
4/17 認証会議 早稲田大学 認証制度作成について 

4/24 埼玉大学会議 早稲田大学 研究・開発についての確認及び検

討 
5/22 埼玉大学会議 早稲田大学 研究・開発についての確認及び検

討 
5/24 連絡会 名古屋大学 名大・東京在住グループとの連絡

会 
5/29 認証会議 早稲田大学 認証制度作成について 

6/19 埼玉大学会議 早稲田大学 研究・開発についての確認及び検

討 
7/5 認証会議 早稲田大学 認証制度作成について 

7/19 埼玉大学会議 早稲田大学 研究・開発についての確認及び検

討 
8/14 認証会議 早稲田大学 認証制度作成について 

8/30 埼玉大学会議 早稲田大学 研究・開発についての確認及び検

討 
9/10 事務局会議 早稲田大学 実践マニュアル及びラウンドテー

ブルに関する打ち合わせ 
9/27 埼玉大学会議 早稲田大学 研究・開発についての確認及び検

討 
11/2 埼玉大学会議 早稲田大学 研究・開発についての確認及び検

討 
12/14 埼玉大学会議 早稲田大学 研究・開発についての確認及び検

討 
1/7 埼玉大学会議 早稲田大学 研究・開発についての確認及び検

討 
2/6 埼玉大学会議 早稲田大学 研究・開発についての確認及び検

討 
2/22 埼玉大学会議 早稲田大学 研究・開発についての確認及び検

討 
3/6 埼玉大学会議 早稲田大学 研究・開発についての確認及び検

討 
3/16 埼玉大学会議 早稲田大学 研究・開発についての確認及び検

討 
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４．研究開発成果の活用・展開に向けた状況 
2011年3月11日の東日本大震災に伴い，研究開発成果の一部を当PJメンバーも参加する

「仮設じゃない復興住宅プロジェクト」へ活用し，被災地支援を行っている。 

その一環として岩手県陸前高田市でも復興事業に向けて計画中である。 

 
 

５．研究開発実施体制 
 

 （１）埼玉大学グループ 

① 外岡 豊（埼玉大学，教授） 

② 実施項目： 

・ 削減シナリオ作成と総括 

・ 住宅エネルギー消費量DB整備 

・ LCA評価ソフト整備 

・ 2050年までの排出削減への実践的経路提示 

・ 実験住宅設計実測 

・ 超低排出住宅仕様策定 

・ 住宅を例にした持続可能社会化への実践総括 

 

（２）名古屋大学グループ 
① 福島和彦（名古屋大学，教授） 
② 実施項目： 

・ 低温乾燥国産スギ材の性能評価（短期・長期）による，建築材料としての可能

性の検討（名古屋大学，宮城県林業技術総合センター，東北職業能力開発大学

校，栗駒木材，天然住宅） 
・ 材質の物理的・化学的評価による，材料の耐久面における低温乾燥法の優位性

の検討（名古屋大学） 
・ 製材所に安価に導入可能な材料品質（強度・含水率）非破壊評価法の開発（栗

駒木材，宮城県林業技術総合センター，名古屋大学） 
・ 森～街連携技術について社会展開のための意見交換セミナー，天然住宅モデル

以外の技術モデルの照会・内容の相違点の検討を行い，他技術を含めた連携の

方法について検討した（名古屋大学） 
・ 未利用バイオマスの有効活用のための，バイオマス変換技術移転シナリオの策

定（名古屋大学） 
・ 超低温木材乾燥装置の製造による，高性能な木材の普及（栗駒木材，天然住宅） 
・ 労働生産性の現状調査による，工場生産ラインの効率化と人材育成の仕組み作

り（栗駒木材，天然住宅，東北職業能力開発大学校） 
・ 林産地・都市双方とともに考える林業・林産業復興モデル（天然住宅） 

 
（３）天然住宅グループ 

① 相根昭典（天然住宅，代表理事） 

② 実施項目： 
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・ 日本の天然木質住宅に適した住宅認証の作成 

・ 天然木質住宅における長期使用を促進するための中古住宅市場の創設 

・ 住宅所有者のCO2削減努力を促し得るファイナンス・スキームの創設 

・ 事務局（全体会議の開催，成果公表物の作成，Roundtable・公開フォーラムの

開催等） 
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６．研究開発実施者 
 

研究グループ名：埼玉大学 

  

  氏名 フリガナ 所属 
役職 

（身分） 

担当する 

研究開発実施項目 

○ 外岡 豊 
ト ノ オ カ 

ユタカ 

埼玉大学経済

学部 
教授 削減シナリオ作成と総括 

 
田中  昭雄 

タナカ ア

キオ 

熊本大学大学

院自然科学研

究科 

特任教

授 
省エネ対策技術評価分析 

 小笠原 伸 
オガサワラ 

シン 

早稲田大学

WABOT-HOUSE 

研究所 

副所長 地域連携の組織化 

 鈴木 進 
スズキ ス

スム 

特定非営利活

動法人 木の

家だいすきの

会 

代表 国産材木造住宅開発 

 前田 拓生 
マエダ タ

クオ 

埼玉大学経済

学部 
研究員 

カーボンオフセット金融

制度の作成 

 国府田 諭 
コウダ サ

トシ 

埼玉大学経済

学部 
研究員 

エネルギー消費量DB基礎

計算 

 高口洋人 
タ カ グ チ 

ヒロト 

早稲田大学理

工学術院創造

理工学部建築

学科 

教授 

省エネ自然素材住宅の温熱環

境・エネルギー消費量実測、LCA

解析 

 倉持 拓也 
ク ラ モ チ 

タクヤ 

早稲田大学創

造理工学研究

科 

修士課

程2年 

省エネ自然素材住宅の温

熱環境 

 遠藤 彩和 
エ ン ド ウ 

サナ 

早稲田大学創

造理工学研究

科 

修士課

程2年 

エネルギー消費量実測、

LCA解析 

 川村 圭 
カ ワ ム ラ 

ケイ 

早稲田大学創

造理工学研究

科 

修士課

程1年 

省エネ自然素材住宅の温

熱環境 

 保井 孝一 
ヤスイ コ

ウイチ 

早稲田大学創

造理工学研究

科 

修士課

程1年 

エネルギー消費量実測、

LCA解析 

 
内田 俊平 

ウチダ シ

ュンペイ 

早稲田大学創

造理工学部 
4年 エネルギー消費量実測 

 岡村 幸枝 
オ カ ム ラ 

ユキエ 

早稲田大学創

造理工学部 
4年 LCA解析 
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 中島 裕輔 
ナカジマ 

ユウスケ 

工学院大学工

学部建築都市

デザイン学科 

准教授 実験住宅の実測 

 
関野茉祐 

セキノ マ

ユ 

工学院大学大

学院工学研究

科 

修士課

程1年 
実験住宅の実測 

 

研究グループ名：名古屋大学 

  

  氏名 フリガナ 所属 
役職 

（身分） 

担当する 

研究開発実施項目 

○ 福島 和彦 
フクシマ 

カズヒコ 

名古屋大学大

学院生命農学

研究科 

教授 

研究グループの統括，バ

イオマス変換技術移転に

関する統括 

  
佐々木 康

寿 

ササキ ヤ

ストシ 

名古屋大学大

学院生命農学

研究科 

教授 
乾燥材の性能評価，耐久

性能に関する統括 

  
山崎 真理

子 

ヤマサキ 

マリコ 

名古屋大学大

学院生命農学

研究科 

准教授 

乾燥材の強度評価，強度

性能と含水率の非破壊検

査法の開発，耐久性能の

検討 

  安藤 幸世 
アンドウ 

コウセイ 

名古屋大学大

学院生命農学

研究科 

助教 
乾燥材の強度評価，実大

クリープ性能評価 

  今井 貴規 
イマイ タ

カノリ 

名古屋大学大

学院生命農学

研究科 

准教授 
バイオマス変換技術移転

シナリオの策定 

  松下 泰幸 
マツシタ 

ヤスユキ 

名古屋大学大

学院生命農学

研究科 

准教授 

乾燥材の化学的性質の評

価，バイオマス変換技術

移転シナリオの策定 

  青木 弾 
アオキ ダ

ン 

名古屋大学大

学院生命農学

研究科 

助教 

乾燥材の化学的性質の評

価，バイオマス変換技術

移転シナリオの策定 

  岡山 朋子 
オカヤマ 

トモコ 

名古屋大学エ

コトピア科学

研究所 

特任講

師 

人材・雇用システムの構

築，地域連携 

 
下村 委公

子 

シモムラ 

イクコ 

名古屋大学大

学院生命農学

研究科 

非常勤

事務職

員 

名古屋大学チームの事務

およびデータ整理 

  都築 知佳 
ツヅキ チ

カ 

名古屋大学大

学院生命農学

研究科 

修士課

程2年 

木材利用シミュレーショ

ン，応力波計測 
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  大矢 彩加 
オオヤ ア

ヤカ 

名古屋大学大

学院生命農学

研究科 

修士課

程2年 
木材物性試験データ解析 

  取違 俊弥 
トリチガイ 

トシヤ 

名古屋大学大

学院生命農学

研究科 

修士課

程1年 
応力波計測 

  小川 敬多 
オガワ ケ

イタ 

名古屋大学大

学院生命農学

研究科 

修士課

程1年 
木材物性試験データ解析 

  水谷 真夕 
ミズタニ 

マユ 

名古屋大学大

学院生命農学

研究科 

修士課

程1年 
クリープ試験データ解析 

  河原 賢 
カワハラ 

ケン 

名古屋大学農

学部 
4年 クリープ試験データ解析 

  山本 知華 
ヤマモト 

チハナ 

名古屋大学農

学部 
4年 木材物性試験データ解析 

  石松 幹子 
イシマツ 

ミキコ 

名古屋大学農

学部 
4年 応力波計測 

  大橋 愛 
オオハシ 

メグミ 

名古屋大学農

学部 
4年 応力波計測，技術移転 

 

研究グループ名：天然住宅 

  

  氏名 フリガナ 所属 
役職 

（身分） 

担当する 

研究開発実施項目 

○ 相根 昭典 
サガネ ア

キノリ 

一般社団法人

天然住宅 

共同代

表 

研究グループの統括、認

証制度 

  田中 優 
タナカ マ

サル 

一般社団法人

天然住宅 

共同代

表 

中古住宅市場、認証制度

の検証と作成 

 
中條 加月

沙 

ナカジョウ 

カヅサ 

一般社団法人

天然住宅 

スタッ

フ 
認証制度の検証と作成 

  
井上 あい

み 

イノウエ 

アイミ 

一般社団法人

天然住宅 

スタッ

フ 
中古住宅市場の作成 

 柳澤 聡子 
ヤナギサワ 

サトコ 

一般社団法人

天然住宅 
研究員 

認証制度の検証と作成、

事務局 

 橋本 早苗 
ハシモト 

サナエ 

一般社団法人

天然住宅 

スタッ

フ 
認証制度の検証と作成 

 早田 之彦 
ハヤタ ノ

ブヒコ 

一般社団法人

天然住宅 

スタッ

フ 
認証制度の検証と作成 

  小野寺 郷 
オノデラ 

ゴウ 

一般社団法人

天然住宅 

スタッ

フ 
認証制度の検証と作成 
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 長瀧 修司 
ナガタキ 

シュウジ 

一般社団法人

天然住宅 

スタッ

フ 
認証制度の検証と作成 

  小川 直也 
オガワ ナ

オヤ 

アミタ株式会

社 環境認証

研究所 

研究員 認証制度の検証と作成 

 
佐々木美貴 

ササキ ミ

キ 

ＮＰＯまちぽ

っと 
研究員 

中古住宅市場の作成、認

証制度の調査 

  馬越 尚子 
ウマゴエ 

ナオコ 

NPOまちぽっ

と 
研究員 

中古住宅市場の作成、認

証制度の調査 

  西畑 ありさ 
ニシハタ 

アリサ 
鴻遼堂 代表 

中古住宅市場の作成、認

証制度の調査 
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７．研究開発成果の発表・発信状況、アウトリーチ活動など 
 

7-1．ワークショップ等 

年月日 名称 場所 参加人数 概要 

8/9 建築学会WP 日本建築会

館 
20名 グリーンビル認証について 

8/21 建築学会WP（宿谷昌則・ 
東京都市大学教授） 

日本建築会

館 
30名 エクセルギーについての基礎

的知識を共有するための講義

及び質疑応答 
10/21 心がよろこぶ家づくりセ

ミナー 
ArtGallery  
そあとの庭

（仙台） 

20名 将来の天然住宅の施主づくり

のためのセミナー 

11/1 日本を明るく元気にする

“良い仕事”フェアー 
東京ドーム 1000名 天然住宅ブース展示。天然住

宅代表（相根）講演（15分） 
 
 

7-2．社会に向けた情報発信状況、アウトリーチ活動など 
①書籍、DVD（タイトル、著者、発行者、発行年月等） 
・前田拓生『成熟経済下における日本金融のあり方 ―『豊かさ』を実感できる社会のた

めに―』大学教育出版、H25年4月発刊予定 
 
②ウェブサイト構築（サイト名、URL、立ち上げ年月等） 

・本プロジェクトのHP：森街プロジェクト http://morimachi.net/（2011/1/23より開設） 
 
③学会（7-4.参照）以外のシンポジウム等への招聘講演実施等 

なし 
 

 
7-3．論文発表（国内誌  6件、国際誌  0件） 

（国内誌） 
 前田拓生「住宅リフォーム産業の市場経済における意義と存立条件」『高崎経

済大学論集』第54巻第3号、H24年2月 
 前田拓生「林業から住宅建築までを一元的に管理するシステムと環境保全」『高

崎経済大学論集』第54巻第4号、H24年3月 
  前田拓生「『森と街』を直接連携させる必要性についての考察」『高崎経済

大学論集』第55巻第2号、H25年1月 
  前田拓生「日本の住宅と国産木材の需給構造についての計量経済分析」『高

崎経済大学論集』第55巻第4号、H25年3月 
 田中昭雄,外岡豊,  東日本大震災後の住宅エネルギー需要の変化と地域性, エ

ネルギー・資源学会論文誌 2013年３月 Vol34No2,通巻198号     
 岡村幸枝、倉持拓也、遠藤彩和、保井孝一、川村圭、高口洋人：「林業再生のた
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めの森林施業計画および木材流通システムに関する研究」,日本建築学会大会関東

支部研究報告集,2013 
 内田俊平、遠藤彩和、倉持拓也、川村圭、保井孝一、高口洋人：「国内林業・木

造住宅生態系再生のための社会技術の提案」,日本建築学会大会関東支部研究報告

集,2013 
 

7-4．口頭発表（国際学会発表及び主要な国内学会発表） 
①招待講演  （国内会議  0 件、国際会議 0 件） 
②口頭講演  （国内会議  5 件、国際会議 1 件） 
③ポスター発表（国内会議  0 件、国際会議 0 件） 
 

（口頭発表） 
 前田拓生「『森と街』を直接連携させる必要性」2012年度 生活経済学会関東部会、

日本女子大学（討論者：赤塚朋子・宇都宮大学教授） 
 国府田 諭,外岡 豊, 家計調査と冷暖房度日データを用いた地域別住宅エネルギー

消費原単位の推計,第29回ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ経済･環境ｺﾝﾌｧﾚﾝｽ講演論文要旨集(ｴﾈﾙｷﾞｰ･資
源学会),2013 

 田中昭雄,外岡豊,住宅エネルギー需要の東日本大震災後の経時変化、日本建築学会

東日本大震災2周年シンポジウム、2013 
 田中昭雄,外岡豊,  東日本大震災後の住宅エネルギー消費原単位の構造変化, 第29

回ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ経済･環境ｺﾝﾌｧﾚﾝｽ講演論文要旨集(ｴﾈﾙｷﾞｰ･資源学会),2013 
 田中昭雄・外岡豊，東日本大震災の住宅エネルギー需要への影響の研究，第31回エ

ネルギー・資源学会研究発表会講演論文集，202 
 Y,Tonooka,A Project Report: “Achieving Climate Change Abatement and 

Comfortable Life by a Partnership between Forestry and Natural House in 
Urban”.AFC2013，Bangkok，Thailand 
 

7-5．新聞報道・投稿、受賞等 
①新聞報道・投稿 
・外岡豊，埼玉新聞寄稿,リオ＋２０に寄せて－地球環境危機と世界経済危機を乗り越

えるための第一歩 2012.6.29 
・ 
②受賞 
 なし 
 
③その他 
なし 
 

 



社会技術研究開発 
研究開発プログラム「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会」 

平成２４年度 「快適な天然素材住宅の生活と脱温暖化を「森と街」の直接連携で実現する」 
研究開発プロジェクト年次報告書 

77 

提言・呼びかけ 
【提言１】 

 

政策のテーマ   炭素税の導入に合わせ、「ウッドマイレージ」税の導入を 

対象 地方の行政・議会、国（関係省庁：            ）、 
その他（                        ） 

 
① 政策提言 

地球温暖化防止と同時に国内の経済回復を目指すには、「フードマイレージ（食べ物が生

産されて届けられるまでの二酸化炭素排出量を表示する試み）」と同様に、「ウッドマイ

レージ」等、輸送に関わる二酸化炭素排出量を表示する仕組みを創設し、その量に応じた

炭素税負荷を導入することが効果的である。 
② 背景および現状の問題点 

政府は2011年末に「地球温暖化対策のための税」（地球温暖化対策税）の導入を盛り込

んだ2012年度税制大綱を決定した。2012年10月1日から実施された「地球温暖化対策の

ための税」は二酸化炭素排出量１トン当たり289円で、現行の石油石炭税に上乗せされる

形で化石燃料の利用量に応じて課税される。しかし、地球温暖化防止と同時に国内の経済

回復を目指すには、エネルギー等の輸送に関わる二酸化炭素排出量を表示する仕組みを創

設し、その量に応じた炭素税負荷を導入することが効果的である。 

③ 政策の概要 

木材を運ぶための距離に利用する交通機関を掛けることで、移動に関わる二酸化炭素排出

量を明示できる。その環境負荷（具体的には二酸化炭素量）に応じて炭素税をかける。内

外無差別原則に基づき、国内の木材も同様の計算をし、炭素税をかける。 

④政策の実施により期待される効果 

木材の移動に伴う二酸化炭素排出量の抑制が期待できるとともに、国内の最大資源でもあ

る木材を有効に活用できるようになり、経済浮揚効果が期待できる。 

⑤ ④の裏付けとなるプロジェクトの研究開発成果 
裏付けになる外材との差、国内輸送の短縮効果を計算できる（比較例あり）。 
政策の経済効果は計算していない。 
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【提言２】 
 

政策のテーマ   再生素材の利活用推進のために「バージン資源税」の導入を 

対象 地方の行政・議会、国（関係省庁：            ）、 
その他（                        ） 

 
① 政策提言 

国内の建築廃材の再利用の促進を促すために「新品資源税」を導入する。 

② 背景および現状の問題点 

国内ではあまりにも短期の住宅利用年数のために、社会資産を形成しない住居が蔓延して

いる。そのため人々は住宅貧乏とも言える暮らしを強いられ、建築廃材は限りなく増加し

続けている。 

③ 政策の概要 

デンマークでは建設などの砂の利用に対して、バージン資源税を導入している。同様に増

え続けている国内の建築廃材の再利用の促進を促すために「新品資源税」を導入する。 

④政策の実施により期待される効果 

木材の利用時に再生資源の場合には税負担がないが、新品資源を使った場合には税負担が

かかるようになれば、新品を避けて再利用するインセンティブが働く。それによってゴミ

の減量とともに、新品資源の乱費を防げる。 

⑤ ④の裏付けとなるプロジェクトの研究開発成果 

長寿で、住宅の健全性、素材の生産の健全性を示す必要性がある点に関しては、本プロジ

ェクト平成22年度研究開発実施報告書、及び、当該報告書に関連する前田拓生（2011）
「日本の既存住宅市場における問題点とその活性化に資する制度・インフラにつての考

察」『高崎経済大学論集第54巻第2号』で詳述。 
 
※平成22年度研究開発実施報告書（pp.57-70） 
http://www.ristex.jp/examin/env/program/pdf/H22houkoku_tanaka.pdf  
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【提言３】 
 

政策のテーマ   電気とクルマの自給自足を 

対象 地方の行政・議会、国（関係省庁：            ）、 
その他（                        ） 

 
① 政策提言 

家庭内の電気と電気自動車による電気を自給していく試みを推進するための政策を施す。 

② 背景および現状の問題点 

住宅建築時の二酸化炭素排出量以上に大きいのが、居住時の生活に利用するエネルギー消

費からの二酸化炭素排出である。エネルギー量では暖房・給湯が大きいが、二酸化炭素排

出量では電気に由来する部分が大きい。また、自家用車による二酸化炭素排出量も大きい

ことから、その両者のエネルギーを自給する方向を示す。 

③ 政策の概要 

政策の内容としては、経済的に不可能ではないレベルに達しているため補助金の性質には

合致しない。長期の利益になるため、長期の融資に対する金利優遇策か、税額控除の仕組

みが望ましい。 

④政策の実施により期待される効果 

家庭内で太陽光発電などにより発電し、家庭内の電気を自給すると同時に、特に地方では

不可避の車による二酸化炭素排出を防ぐことができる。その技術は日本が国際的に最も優

位性を持つことから、国際的な競争力を増すことにつながる。 

⑤ ④の裏付けとなるプロジェクトの研究開発成果 
住宅建設・運用・改修・解体におけるLCCO2については本プロジェクト平成23年度報告

書（下記※）に記載している。 
 
※平成23年度研究開発実施報告書（pp.44-45） 
http://www.ristex.jp/examin/env/program/pdf/120926_008.pdf  
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【提言４】 
 

政策のテーマ   「無垢木材の性能表示制度 

対象 地方の行政・議会、国（関係省庁：            ）、 
その他（                        ） 

 
① 政策提言 

簡易な計測システムで全ての構造用製材の性能表示を！ 

② 背景および現状の問題点 

無垢材の流通促進には品質保証が不可欠であるが、JASの認証は製材で二割といわれ、性

能数値を明示した機械等級材はさらに少ない。結果として無垢材の信頼性が低いとされる

原因となっている。集成材ではほぼ100％がJAS認証材となっており、集成材が選好され

る原因となっている。 
また、現状では供給過剰もあり、JAS材と無等級材で価格差がほとんど見られないことか

ら供給側にJAS認定費用を負担する動機が乏しく流通量が少ない原因となっている。市場

メカニズムでは解消できていない問題であり、JASの認定を義務化する、又は、JAS認定

材利用を義務化すべきである。 

③ 政策の概要 

既に公共建築ではJAS材の使用を求めているが、民間建物では規制がない。 
民間建物でも公共建築同様にJASの機械等級材の使用を義務づけることで、無垢材に対す

る信頼性が向上し、流通が促進される。ただ、JASの取得が規模・資金的な理由から難し

いような工場の場合、暫定的に、公的な（例えば「準JAS」というような）認定を別途作

り、当該認定を受けていれば流通できるようにしておく。 

④政策の実施により期待される効果 

外材には同様の性能表示が行われており、信頼性において外材と同等水準になる。また、

目視による基準ではなく機械等級による性能表示とすることで、客観的に評価することが

可能となり、無垢材のインターネット通販・サプライチェーンによる発注（現物を見なく

とも発注できるようになる）が可能となる。なお、準JASのような認定を新設することで、

今までも独自に科学的な検証等を行っていたが、JAS認定を取れていないような小規模な

工場にとって、高付加価値化が図られることから、林産業の発展にもつながる。また、小

規模でも負担にならない（が、科学的には評価できる）認定で、付加価値になるのであれ

ば、事業者も積極的に参入するだろうし、規模に関係なく「木材は科学的な検証をして流

通に乗せるものだ」という認識が根付けば、品質面で外材にも十分に対抗できる。 
本来、産業全体としてもガリバー企業だけではなく、規模の面で多様化していることが大

切（ガリバー企業は変化に対して脆弱だが、産業は常に変化に晒されているため、様々な

面で多様化していることが大切）なため、準JASのような認定を新設すべきである。 
⑤ ④の裏付けとなるプロジェクトの研究開発成果 

簡便にヤング率を計測する技術（応力波法）の応用：丸太材の高含水率時に製材のヤング

率を評価する方法  縦振動法による動的ヤング率計測の実施等 
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【提言５】 
 

政策のテーマ   天然乾燥材促進のための無利子・固定資産免除 

対象 地方の行政・議会、国（関係省庁：            ）、 
その他（                        ） 

 
① 政策提言 

天然乾燥期間中の金利負担・土地費用がゼロとなる仕組みづくりを 

② 背景および現状の問題点 

天然乾燥が、木材の品質確保およびエネルギー消費の観点から高温乾燥材よりも優れてい

ることは明らかであるが、在庫量や金利負担の低減という観点から、多くの製材所で人工

乾燥が行われている。天然乾燥に係わる費用をゼロにできれば、基本的に人工乾燥は不要

となり、製材に関わるエネルギー消費を大幅に削減することができる。 

③ 政策の概要 

伐採費用（再植林）に対する無利子（もしくは超低利）融資制度の創設 
天然乾燥場の固定資産免除。あるいは公的な天然乾燥場の整備 
融資制度については、初回出荷時までの限定利用 

④政策の実施により期待される効果 

天然乾燥材の普及促進によるエネルギー消費量・CO2排出量削減 

⑤ ④の裏付けとなるプロジェクトの研究開発成果 

現在の日本の木材流通における問題点については、前田拓生（2013）「「森と街」の直

接連携の必要性についての考察」『高崎経済大学論集第55巻第2号』で詳述。 
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【呼びかけ１】 
 

呼びかけのテーマ 国産木材についての性能証明を 

対象 一般市民、関係者（具体的に：              ）、 
その他（                        ） 

 
① 呼びかけ 

木材の性能をヤング率や含水率などで表示し、販売時に性能がわかるようにする。 

② 背景および現状の問題点 

国産木材が外材に負けている状態になって久しいが、現状ではすでに国産木材の価格の方

が外材を下回るに至っている。つまり「価格競争に敗北した」というのは誤認識である。

実際には国産木材の性能が不明で、安心して使える状態になかったことが大きい。 

③ 呼びかけの概要 
木材市場の時点で木材の性能が表示されていれば、購入者も安心して購入できる。そのた

め最低限の指標として、ヤング率と含水率が表示することが望まれる。 

④呼びかけにより期待される効果 
安心して国産木材が利用されることになれば、国産木材の自給率を向上させることができ

る。価格競争ではなく、性能競争に入っていくために必要な第一歩として提案する。 

⑤ ④の裏付けとなるプロジェクトの研究開発成果 

それらのデータを取るのに本プロジェクト平成23年度研究開発実施報告書（下記※）で

記載したように簡便な方法としてクリープ試験等がある。それらを活用して実現したい。 
 
※平成23年度研究開発実施報告書（p.14） 
http://www.ristex.jp/examin/env/program/pdf/120926_008.pdf  
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【呼びかけ２】 
 

呼びかけのテーマ 寿命、健康性能、健全生産についての住宅認証を 

対象 
一般市民、関係者（具体的に：              ）、 
その他（                        ） 

 
① 呼びかけ 

 
長寿であること、住宅の健全性、素材の生産の健全性を示すことで、付加価値の高い住宅

を標準としていく。 
② 背景および現状の問題点 

 
住宅は、日本以外のすべての先進国で価値が上がる、もしくは価値が下がらない社会資産

として活用されている。ところが日本では30年程度で解体され、住宅価値はわずか15余
年で失われている。このままではインスタントな即席住宅のほうが経済的になり、社会資

産が形成されなくなってしまう。 

③ 呼びかけの概要 
 

価値ある住宅が経済的にも報われるようにするには、住宅認証が必須である。 

④呼びかけにより期待される効果 
 

住宅の性能、部材の安全性、素材生産の健全性についての評価を行い、それにしたがって

評価を与える。その評価によって中古住宅販売時の価格に影響を及ぼせれば、新築時の住

宅評価を高くすることができる。それによって使い捨てにならない住宅建築が社会的に可

能になる。 

⑤ ④の裏付けとなるプロジェクトの研究開発成果 
 

長寿で、住宅の健全性、素材の生産の健全性を示す必要性がある点に関しては、本プロジ

ェクト平成22年度報告書（下記※）、及び、報告書の基になっている前田拓生（2011）
「日本の既存住宅市場における問題点とその活性化に資する制度・インフラにつての考

察」『高崎経済大学論集第54巻第2号』で詳述。 
 
※平成22年度研究開発実施報告書（pp.57-70） 
http://www.ristex.jp/examin/env/program/pdf/H22houkoku_tanaka.pdf  
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