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論文

木材産業再編期における原木集荷圏の変容

一岡山県真庭地域を事例に一帯

外山正次郎 H ・川崎 章恵***

2000年以降，林野庁による新生産システム等の製材工場の規模拡大政策が進められ，大規模化した製材工場の原木集

荷構造の変化は我が国の木材流通構造に大きな影響を与えているとみられる。そこで本研究の目的を，ヒノキ材産地で

ある岡山県真庭地域の大規模製材工場の原木集荷構造を明らかにすることとした。まず，統計資料の分析を行い，その

後， 2011年11月に岡山県真庭地域の4製材工場と1原木市売市場への対面調査を実施し，原木市売市場1社に対し， FAXで

のアンケート調査を実施した。調査内容は，原木集荷方法・範囲および販売先に関する事項である。その結果，①原木

集荷圏の広域化，②原木市売市場を利用した原木調達の維持の2つの特徴が明らかになった。①の要因として，真庭地域

の資源の不足と，地域内での原木獲得競争の激化の回避，②の要因として，原木市売市場の選木機能の重要性が指摘さ

れる。同地域では1970年代から続く原木供給の地域外依存体制がさらに強まっているといえる。

キーワード:原木調達，原木市売市場，製材工場，選木機能，木材流通

Since 2000， japanese Fores1:ry Agency has implemented model projects for scale expansion of wood products indus仕Y，

such as "New Wood Production Projects" . Under the policy， it is suggested that the growing wood demand of the big-

scale sawmill factories has been influential to wood dis仕ibutionstructure in japan.τbis paper aims to examine the influence 

of the collection of timber by factories企'omcase study in Maniwa area， Okayama prefecture， where is famous lumber 

production of Hinoki cypress (Chamaecyp刷会 obt前 'a).Four lumber companies and two timber markets were investigated 

in November， 2011. As the results， two elements were revealed. One was that areas from which logs are collected have 

become wider. Another was that the amount of the material wood through log markets has maintained.τbe former is 

attributed to the shortage of resources and purpose of relieving intensi宣edcompetition. The latter is attributed to the 

impo此anceof function of log sorting of the markets. It can be said that血etimber indus凶esdependency on the outside 

organizations， which started in the 1970s， has been ge仕inghigh in Maniwa. 

Keywords : Collecting timber， Timber market， Sawmilling factory， Function of timber sorting， Wood distribution 

1.緒 国

我が国の森林面積は約2，500haで国土の約3分の2を占め

る。その約半数は，戦後の拡大造林によるものであり，そ

の多くが間伐等の施業が必要な育林段階にあるが，近年，

伐期となる約50年生以上の高齢級の人工林が増加しつつあ

る。高齢級の人工林は， 2006年度時点、で人工林面積の約35

%を占めるに過ぎないが，現状のまま推移すると， 10年後

には6割に達すると考えられている(林野庁 2011)。

一方，ヒノキ中丸太の価格は1980年で76，400円/m3を記

録して以後，2009年には21，300円/m3まで下落している(林

野庁 2009)。しかし，素材生産費・運材費は低下していな

いため，林業の採算性は悪化し，非常に厳しい状況に立た

されている。

木材価格の下落と並行して，製材工場数も年々減少して

いる。 1970年時点では25，000もの製材工場が存在していた

が， 2010年には4分の lの6，000工場ほどにまで減少した。

また動力出力数別に工場数を見ると，その約8割が動力出

力数300kw以下の工場で、 動力出力数300kw以上のいわゆ

る大規模製材工場は2割程度しかない。しかし，動力出力

数300kw以上の製材工場の原木消費量に着目すると，全製

材工場の原木消費量の 6割にも及ぶ(木材需給報告書，各

年版)02000年以降，林野庁により新生産システム等の製

材工場の規模拡大政策がすすめられ，木材流通構造に大き

な影響を与えているとみられる。そのため，大規模製材工

場の経営動向を明らかにすることは非常に重要な課題であ

る。スギ材産地については 前田ほか (2008) が大分県日

田地域において原木市売市場の素材供給源化，宮崎県都城

地域における大規模製材工場の市場依存率の低下など原木

集荷圏，原木集荷構造の変化を明らかにした。また，小池

ほか (2011) は佐賀県伊万里地域を事例に原木市売市場の

機能変化と原木集荷圏の拡大などを指摘している。

合 ToyamaS.， Kawasaki A: Changes of log procurement area under the period of timber industrial reorganization : A case of Maniwa area 
in Okayama prefecture. 
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本研究の対象地である岡山県真庭地域は，戦後製材工場

が急増し，ヒノキ材産地化した地域である。真庭地域にお

ける製材工場の原木集荷構造や原木集荷圏に関する研究は，

川田 (1980a，b)以降報告が見あたらず，特に2000年以降

の真庭地域内における製材工場の大規模化の影響を把握す

る必要がある。そこで，本研究では岡山県真庭地域におい

て大規模製材工場の原木集荷圏の現状を明らかにする。

2.研究の方法

まず，真庭地域の木材産業構造を把握するために，統計

資料の分析を行った。次に， 2011年11月に岡山県真庭地域

の4製材工場と1原木市場への対面調査を実施し，加えて

対面調査を実施しなかった原木市売市場1社に対し， FAX 

によるアンケート調査を実施した。対象とした製材工場4

社のうち1社は真庭市に隣接する津山市にあるが真庭地域

の原木市売市場で素材を購入しており，同地域の木材流通

に大きな影響を与える工場の1つとして調査対象に選定した。

その他の3工場も真庭市内の製材工場31社の中でも比較的

生産規模の大きな工場である。原木市売市場は真庭市内に

3社あり， 1社は銘木を主に扱っているため，本研究では

一般材を取り扱う 2杜を対象とした。

調査内容は，製材工場に対して原木の規格，原木調達方

法，原木集荷圏，主な製品の規格，製品の販売先の業態と

範囲などで，原木市売市場に対して原木取扱量，原木の樹

種，集荷圏，販売先などである。

3.結果

3. 1.調査地の概要

はじめに岡山県の林業・木材産業についてみる。 2009年

時点の製材工場数は105工場で 1965年の391工場に比べ

31%まで減少している。また国産材主体の工場は全体の85

%を占める。そのなかで， 1980年以降動力出力数300kw以

上の大規模製材工場が出現し 2009年時点ではそれらの製

材工場の素材消費量が全製材工場の素材消費量の65%を占

める(岡山県林政課 2011)。岡山県の国産材入荷量は， 2010 

年度で395千m3である。そのうち，白県材は288千m3，他県

材が107千m3と岡山県の白県材率は73%になる。ごれは，

同年の全国平均79%をわずかに下回る水準である(岡山県

林政課 2011)。

次に岡山県への他県からの原木入荷状況をみる。 1998年

時点で，鳥取県，広島県，兵庫県の3県は，県外の主要な

原木供給源であったが， 2000年代に入ると高知県，愛媛県

が県外の主要な供給源として台頭し始めた。 2009年時点で

は，愛媛県から岡山県への原木供給量は18千m3となって

おり，これは兵庫県から岡山県への原木供給量の14千m3

を上回っている(木材需給報告書，各年版)。

川田によれば，戦前，真庭地域は薪炭生産を主体に商品

経済が発展し，その中心は現在の真庭市勝山町(旧・富原

村)であった。その当時製材工場は地域内に散在してお

り，地場需要を満たす程度の規模であった。戦後には復旧

材需要の増加，朝鮮戦争の特需に支えられ，製材工場は急

増し ，1960年には最多の102工場に達したり11田 1980a)。

しかし，人工林資源は脆弱で、あり，原木の大半を他地域に

依存して，それを加工し，地域内唯一の製材製品市場であ

る勝山製品市場に出荷・販売する「三角貿易」の様な構造

をとって発展した製材産地であった(北川 1979)。その後

地域内の製材工場は減少したが，現在の真庭市勝山町およ

び久世町を中心に動力出力数150kw以上の製材工場が出現

しはじめる。それらの出現に伴って，製材技術の確立，製

材工場の専門化が進み，高級ヒノキ産地として再編された

(川田 1980a)。

真庭地域のヒノキ産地化に大きく貢献したのは真庭地域

内の原木市売市場である。真庭木材市売(株)は1960年に

地域内で初めて設立された原木市場であり，地域の素材流

通を独占していた。その後 地域内の製材工場の規模拡大

に伴った原木需要拡大に対応するように，岡山県森林組合

連合会が1968年に勝山共販所を設立， 1977年には落合流通

センターが設立された。しかし それを上回って素材需要

が伸び，これらの原木市売市場の真庭地域産材率は3-4

割程度にとどまり，依然として原木の地域外依存体質は継

続した(川田 1980b)。

真庭地域は我が国が外材依存を強めた時期に，国産材供

給地として発展した。隣接する広島県，島根県，鳥取県，

兵庫県で，外材利用が強まる過程で，地元製材業と切り離

されてしまった地域資源を活用することで，原木集荷圏を

さらに拡大していった。また ヒノキという特定の樹種に

特化した。そのため，原木の仕分け機能，すなわち原木市

売市場への依存度はさらに強化されていった(川田 1980b)。

現在，真庭地域は2005年に9町村の合併により誕生した

真庭市および真庭郡新庄村から成り，岡地域の林野率は81

%に及ぶ。一方で、，森林蓄積は2000年世界農林業センサス

によると， 2000年時点で真庭市勝山町，湯原町，久世町の

真庭市南部に集中している。しかし，齢級別森林面積に着

目してみると， 10齢級以上の森林面積が少なく，十分に成

熟した木材資源が少ない。

3. 2.真庭地域内の木材流通

真庭システム検討協議会 (2009)によると，真庭市内の

素材生産業者の年間平均伐採量は55，000m3で，伐採地域を

みると95%が市内の山林で，残り 5%が市外の山林からで

あった。また，それらの原木出荷先は， 95%が市内の原木

市場への出荷であった。

市内の原木市場の年間平均取扱量は118，000m3で，その

うち78%は市内の業者からの出荷であった。また，残りの

22%は市外の業者からの出荷で，その大半は真庭市近隣の

新庄村からであった。販売先は 販売材積の71%が市内の

製材工場，残りが市外の製材所への販売で、ある。

市内の製材工場の年間原木消費量は190，000m3で，43%

を市内の原木市場， 43%を市外の原木市場， 14%は県外の

原木市場から入荷している。

このように，真庭地域内の原木の流出は比較的少ない。
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一方で、，半数以上の製材工場は真庭地域外から原木を購入

している。以上のことから，真庭地域では原木供給を他地

域に依存しており，かつ製材工場の需要を原木市場側，も

しくは素材生産側は供給しきれていない現状がわかる。

3. 3.原木市場の動向

(1)E原木市場

E原木市場は， 1960年に域内に初めて設立された原木市

場で，現在の年間取扱量は約77，000m3で年々増加傾向にあ

る。取扱樹種はヒノキ:スギの比率が7:3である。

原木集荷圏は，市内:市外県内:県外=77:18: 5とな

っており，市内からの集荷が大半である。市内からの原木

出荷者は森林組合:業者:森林所有者=30: 50 : 20で， 5 

年前の森林組合:業者:森林所有者=30:55 : 15に比べる

と森林所有者からの出荷が減少している。また，市外や県

外からは，素材生産業者が大半で，津山市の森林組合から

若干の出荷がある。県外からも同様に素材生産業者のみと

なっている。県外の集荷先は，集荷量が多い順に広島県，

兵庫県，鳥取県である。またわずかではあるが長崎県，山

口県，三重県，和歌山県からも集荷しており，集荷圏が広

域にわたる。これらの県外集荷量は年々増加している。

販売先をみると，市内:市外県内:県外=8:1:1で，

市内への販売が大半を占めている，県外販売先は大阪府，

京都県，高知県などである。また販売先の業態は製材工場

が大半であるが，大阪の商社などにも販売している。

またE原木市場自身が約23haの山林を保有している。こ

れは，出荷者が山林を担保にしていた時期に取得したもの

で，今後は山林を積極的に購入する予定である。また10年

前までらは立木購入を行っていたが現在は行っていない。

1回の市への入札参加人数は20-60人で，市は2種類存

在する。一つは普通市と呼ばれ，参加人数は20人程度であ

る。もう一つは特別市と呼ばれる優良材を中心に取り扱う

市で，参加人数は50人程度と普通市に比べ規模は大きい。

また，市以外にも個別に販売もおこなっている。 1櫨当た

りの材積は100-130m3である。真庭地域の製材工場では

柱を中心に生産しているが，最近では土台になる材を中心

に集荷を行っている。極ごとに丁寧な仕訳がなされていた

のも， E原木市場の特徴である(表1)。

(2)F原木市場

F原木市場は県森連系列の原木市場で，年間取扱量は

36，000m3とE原木市場に比べて少ない。取扱樹種はヒノキ，

スギが中心で、ある。

原木集荷圏は，岡山県北部(真庭市，津山市，新見市)

で，県外の集荷先は鳥取県南部と ，E原木市場と比較して

原木集荷圏は狭く，地域内の原木を中心に集荷しているこ

とが特徴である。また，出荷者は，素材生産業者，森林所

有者，森林組合等である。

販売先は市内:市外県内:県外=7:3:0となっている。

市外・県外の出荷元は，岡山県北部，兵庫県，香川県，奈

良県等である。また販売先の業態は製材工場が大半である。

市に関して，一槌当たりの材積は約30-50m3で，一回

の市では約30-40社が参加している。また特売と呼ばれる

優良材をメインに取り扱う市が年に4回開催される(表1)。

3.4.製材工場の動向

(1)A製材工場

2011年の原木消費量は33，000m3，工場の動力出力数は

630kwである。消費原木はすべて国産材でスギ:ヒノキ=

1 : 1となっている。直材が中心で，スギは3m，4m， 6m 

の~ 24cm以上，ヒノキは3m，4mの世 12cmで、ある。スギ

の価格は約15，000円/m3，ヒノキの価格は約18，000円/m3

である。 5年前はヒノキの消費割合が多かった為，原木の

平均単価が高かった。

原木集荷圏は，市内:市外県内:県外=4:3:3である。

調達方法は， 9割以上を原木市場から購入している。一部，

県外で国有林からの直送を開始しているが，全体量に対す

る割合は低いので，原木市場への依存は非常に大きい。原

木市場を利用する理由として，直送による量の確保よりも，

原木市場の仕訳機能を重視していることが挙げられる。県

外の集荷先は広島県と高知県が中心で，その割合は同程度

である。市内からの調達が半分以下であることの理由は，

より規模の小さな工場への配慮，価格競争激化の回避など

が挙げられた。近年，高知県が県外からの集荷先として主

流になっており，この理由としても市内での価格競争を避

表1 原木市場の動向

E原木市場 F原木市場

年間取扱原木約77，OOOrri' 36，ooorri' 
ヒノキ.スギ ヒノキ，スギ中心

取扱樹種
7 : 3 

市内:市外県内:県外 真庭地域内が大半
=77: 18: 5 県外は鳥取県南部

原木集荷圏
兵庫県，鳥取県，島根県，広島県，
山口県

市内:市外県内:県外 市内.市外県内
販売先

=8: 1 : 1 =7: 3 

販売先業態製材工場、一部商社 製材工場中心

資料:2011年11月 調査票より作成
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ける為ということがあげられた。また，他社工場の動向を

見て，市内からの調達量を調節するとのことであった(表

2)。

主要生産製品は，スギが柱で，ヒノキは柱，土台，通し

柱で，梁や桁は全製品の2割程度の生産量であった。柱は

無背割柱，背割柱，四面スリット柱である。規格は3mX

10.5cmX10.5cmが主流で、ある。また，フローリング用板

材の生産も行っている。 5年前と比べて製品やその生産比

率に変化は見られなかった。

工場設備については，乾燥機を11基保有しており，その

内1基は休止している。乾燥機の種類は高温・中温の乾燥

機が半々であった。また1984年に真庭地域内では3-4番

目に自家資本で乾燥機を導入した。モルダーは2台所有し

ており， 1988年に導入している。ツインソーは，平成3年

に2台導入していた。平成8年に自社にプレカット工場を

建設した。月に1，200-1，300m3程度加工で、きる能力を持っ

ている。

製品の販売先は市内:市外県内:県外=1:5: 4であっ

た。 5年前からすると市内販売量の割合が減った。その理

由として，大工・工務屈に販売していたが，それらの販売

先がなくなった乙とで，製品市場のみの出荷となっている。

それに伴って市内への出荷比率は低下し，市外県内が主要

な販売先である。市内販売先の業態は，住宅メーカー:プ

レカット(自社):大工工務屈:製品市場:その他(問屋，

商社) =2: 5 : 5 : 6 : 2であった。また5年前と比べてプ

レカットの比率が増加したが。乙れは県内・県外のプレカ

ット増加が要因である。また，大工・工務屈の大半が県内

の業者であり，市内の比率が減少したことによって大工・

工務屈の割合は減少している。また，商社との取引もおこ

なうなど，販売先業態は多岐にわたっている(表3)。

(2)B製材工場

2010年の原木消費量は約30，000m3で，工場の動力出力数

は655kwである。原木はすべて国産材でスギ:ヒノキ=1: 

3である。入荷する原木は小曲がり材が中心でスギ，ヒノ

キとも3mで~ 14-16cm， ~ 16-18cmである。 C材などチ

ップ向け原木でも柱がとれそうであれば購入している。原

木の価格はスギが約11，000円/m3で，ヒノキが約15，000円

/m3で、あった。

原木集荷圏の割合は，市内:市外県内:県外=7:1 : 2 

であった。調達方法は原木市場のみで，県外からは兵庫県，

鳥取県，広島県の順で多い。真庭地域の大規模製材工場は，

直材が中心であるため， B工場は市内からの調達が他社工

場よりも容易で、ある。また県外の集荷先も，近隣の県から

が中心であった(表2-1)。

またB工場は製材工場で我が国初となるC02排出削減事

業が囲内クレジット委員会より認定されているJAS認定工

場である。

主要製品は柱とラミナが半々程度であった。しかし，近

年はラミナの生産量は減少している。製品の規格は，柱

3mX10.5cmX10.5cmや土台4mX10.5cmX 10.5cmで、ある。

また同製材工場は，ブインガージョイント製品を製造可能

である為，原木の規格が小曲中心であると考えられる。ま

たJAS製品が多く，製品の大半が乾燥材である。昭和57年

には乾燥機を導入，最初の数基は自社での開発であった。

現在，全部で12基保有している。ツインソーは昭和40年代

から導入している。ツインソーシステム，台車ラインシス

表2 製材工場の原木取扱い

工場動力数
年間取扱原木量
取扱樹種

規格

度曲

原木の規格

価格

原木集荷圏

原木調達方法
(5年前)

県外原木調達先

A工場
630kw 

33，000nf 
スギ:ヒノキ
二 1: 1 

スギ;3人6m(φ，24cm以上)
ヒノキ;3，4m (ψ約12cm)

直材中心

スギ15，000円Inf

ヒノキ18，000円/ぱ

市内:市外県内:県外
ニ 4: 3 : 3 

原木市場中心
県外で一部
国有林

広島，高知
(近年，高知の比率が上昇)

B工場 C工場 D工場
655kw 600kw 約1，200kw
30，000nf 20，000nf 60，000ぱ
スギ:ヒノキ ヒノキのみ ヒノキのみ
=1 : 3 

3m (<p14-16cm、 3人6m (<p 14~30cm) 3人6m(φ14~22，24cm) 

16-18cm) 18~20cmが多い

小曲中心 直材のみ 直材のみ

スギ 11，000円Inf 約26，000円Inf 3m 23 ，000~24，000 円Inf

ヒノキ15，000円Inf 4m 25 ，000~26，000 円Inf

6m 35，000円Inf

市内:市外県内:県市内:市外県内:県外市内:市外県内:県外
外 ニ3:1:6 =1:0:1 
ニ 7:1 : 2 

原木市場のみ 原木市場のみ 原木市場中心で

兵庫，鳥取，広島 愛媛中心
広島，山口など

市内業者と直送

四国(愛媛、高知)
九州，東海

資料:2011年11月 調査票より作成
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種類
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AI畳
スギ:柱，
ヒノキ:土台，通し柱，フ
ローリング

表3 製材工場の製品取扱い

B工場 C工場
ラミナ:柱=5:5 柱:化粧単板=4:1

旦孟量一一一
柱が主，土台，梁，桁など

柱3mX10.5cmX 10.5c柱・3mX10.5cmX 柱:3m X 12cm X 12cm柱:3，4m X 10.5cm X 10.5cm 
10.5cm 化粧単板:1. 2~2.0 土台:3，4mX 10.5cm X 10.5 

規格 土台:4mX10.5cmX 皿 cm 
10.5cm 柱角 :2~6mX10.5cmX

10.5cm 

製品の乾燥 大半が乾燥材 大半が乾燥材 大半がKD材 すべて乾燥材

工場設備 乾燥機11基(中温，高乾燥機(中温，高温)12乾燥機13基 乾燥機23基
温が半々) 基 (中温11基，高温2基) (中温4基，高温19基(うち4
ツインソー2台，自社プツインソー モルダーなど 基は減圧式))
レカット工場 モルダー バイオマス工場併設減圧乾燥機

フィンガーショット モルダーー
グレーデ、イング、マシー
ン(JAS用)

販売先 現在 市内:市外県内:県外市外県内:県外 市内:市外県内:県外市外県内:県外
内訳 =1:5:4 =1:9 =1:1:8 =1:5 

販売先
業態

5年前

現在

市内が2割程度

住宅メーカー:プレ
カット(自社):大工工
務店:製品市場:その
他(問屋、商社)=2: 
5:5:6:2 

名古屋など 県外は関東5割，関西・中
京がそれぞれl割

住宅メーカー・プレ 住宅メーカー:プレ 住宅メーカー:プレカット:
カット:製品市場:問屋カット:その他(問屋) 製品市場=2:2:1
=1:2:3:4 =6:3:1 住宅メーカーは商社が仲

役物は県内の製品市介，プレカットは県内:県外
場へ並材は県外へ =7:3，製品市場は県内:

県外=3:7

5年前 プレカットが2割程度 問屋が5割程度
工務店の分で3.5割程

住宅メーカー-プレカット:
製品市場
=3:5:2 度

資料:2011年11月 調査票より作成
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テムで月生産能力は3000m3で、ある。モルダーも導入，フ

ィンガージョイント設備，グレーディングマシンはJAS用

である。

中心に原木を集荷している。県外では，愛媛県，広島県，

山口県の順で多い。佐賀県 大分県など九州からは4mの

ヒノキを購入している。また調達方法は原木市場のみであ

販売先は市外県内:県外=1:9となっている。市内への

販売を行っているが，その量はごく一部である。また，県

外への出荷量の9割は関東であり，残りは大阪府，兵庫県，

京都府等である。

また販売先業態は，住宅メーカー:プレカット:製品市

場:問屋=1:2:3:4である。プレカットの割合は5年前

から10%程増加しており，広島・兵庫中心で、ある。製品市

場は大手株式会社経営の市場へ出荷している。また他に岡

山県森連の市場で，主にB級製品を出荷している。また木

材問屋の割合は， 10%程減少している。木材問屋に出荷す

る際に競合を避けて，原則各県に l社としている(表2・2)。

(3)C製材工場

原木消費量は2010年で、20，000m3で，工場の動力出力数は

600kwである。取扱原木のすべてがヒノキである。直材中

心で径級は， ~ 14-30cmで、3m，4m， 6mである。とくに

18cm-20cmが多p。また原木の価格は約26，000円/m3程

度である。

原木集荷圏は市内:市外県内:県外=3:1 : 6であった。

岡山県内では，真庭市，それに隣接する津山市，新見市を

った。

同工場は市内からの原木調達量を増加させたいと考えて

いる。しかし，それを阻害する要因として木材資源の制約，

他社工場への配慮，間伐材の質の悪さ，が挙げられた(表2)。

主要製品は，柱:化粧単板=4:1であった。特に柱は，

3m X 12cm X 12cmが全柱製品の7割を占める。残りは4m，

6mで、あった。柱は無背割柱，四面スリット柱，一面背割

柱ですべて含水率20%以下である。化粧板は厚さ1.2-

2.0mmで、あった。また，製品のほぼ全てがKD材で， JAS規

格で，モルダー仕上げである。工場設備については，約20

年前に乾燥機を導入し，現在は中温乾燥機が11基，高温乾

燥機が2基である。またC工場は大手集成材メーカーであり，

国産材工場の他に外材中心の集成材工場を経営している。

また，バイオマス事業を展開しており，集成材を作る過程

で生じるプレーナー屑はバイオマス発電の燃料として工場

内で活用するとともに，一部は木質ペレットに加工し販売

している。

販売先は市内:市外県内:県外=1: 1: 8となっている。

その販売先業態は住宅メーカー:プレカット:その他(間
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屋)=6:3:1である。市内への出荷は製品市場のみで，

役物を中心に出荷している。県外へは並材を出荷している。

住宅メーカー，プレカットは県外で大阪，名古屋，関東の

大子会社である。また住宅メーカーの割合は増加している

が，供給が間に合わないとのことである。また販売先，販

売先業態には大きな変化は見られなかった(表3)。

(4)D製材工場

原木取扱量は2010年で、60，000m3である。工場の動力出力

数は約1，200-1，300kwである。取扱原木はヒノキのみであ

る。直材中心で， o 14-22cm， 24cmで3m，4m， 6mで

あった。原木の価格は約23，000円/m3で、ある。

原木集荷圏は市内:県外=1:1である。県外の集荷先は

四国(愛媛県・高知県)，九州(熊本県)，東海の順で多く，

四国からの原木入荷量は，県外からの出荷の4割を占める。

調達方法は，原木市場主体である。しかし近年，市内から

は国有林のシステム販売や 素材生産業者との取り決めで

直送を開始している。取り決め内容は，量や単価で， 2， 3 

カ月毎に改定しているとのことだった。約4-5社と契約

を結んでいる。また直送で不必要な材は原木市場に出荷し

ている。市内からの原木調達の約3割が直送である。

近年，規模の拡大が著しPD工場は，今後さらに原木が

必要となり，今後も直送によって量を確保し，県外からの

原木集荷を拡大する予定である(表2)。

製品は3・4mX10.5cmXlO.5cmの柱， 3・4mX10.5cmX

10.5cmの土台， 6mの通し柱が中心で，全製品の大半をし

める。また柱は同工場の主要製品である。柱は]AS規格で

背割無，含水率15%である。合水率は12-13%を今後目標

にしている。また外材を中心とした集成材事業も展開して

いる。

工場設備については乾燥機を23基保有しており，その内，

高温乾燥機19基，中温乾燥機が4基となっている。また高

温乾燥機のうち， 4基は減圧乾燥機で、ある。また生産能力

は月3，000m3で、ある。岡山市内に自社プレカット工場，住

宅メーカーを保有している。

販売先は市外県内:県外=1: 5であった。市内への販

売もあるが，全体量からすればごくわずかである。また市

内への販売は製品市場である。その販売先業態は住宅メー

カー:プレカット:製品市場=2:2 : 1であった。 5年前

は住宅メーカー:プレカット:製品市場=3:5: 2で住宅

メーカーが増加し，プレカットは減少，製品市場への出荷

量には変化が見られなかった。住宅メーカーは商社を利用

しての販売となっている。またプレカットは県内:県外=

1 : 9となっている。製品市場は 県内:県外=3:7とな

っており販売先は県外が中心となっている。県外の販売地

域内訳は関東:関西:中京=5:1: 1である(表3)。

4.考察

本研究の調査対象とした4製材工場では，原木調達にお

いて以下の特徴が見られた。第一に原木集荷圏の広域化，

第二に原木市売市場を利用した原木調達の維持である。

原木集荷圏の広域化の要因は 真庭地域の資源の不足と，

地域内での原木獲得競争激化による原木価格高騰の回避の

ためである。真庭地域の年間素材生産量は，本研究の調査

対象である 4工場の年間原木消費量にも達しておらず，加

えて製材工場の大規模化により原木消費量は増加しており，

地域内の素材生産量が地域の製材業界の原木需要を満たし

ていないと伺える。その結果，地域内での原木確保を希望

するも，中小規模の製材工場への配慮，価格高騰の抑制な

どの理由で県外へ供給源を求めるに至った。川田 (1980a)

によると， 1975年時点の現・真庭市勝山における原木集荷

先は，県内76%，中園地方19%，近畿地方3%，その他2%

となっているが，調査対象の4製材工場では県外比率が20

-60%と県外比率が高まっている。特に， 2000年以前には

みられなかった高知県や愛媛県からの原木集荷量の割合が

高く，県外の主な集荷先として位置づけられている。四国

西南地域は1960年以降，国有林を原料基盤にヒノキ産地化

した地域である(川田 1988)。愛媛県と高知県はヒノキ素

材生産が全国的にみてトップクラスであり，資源の充実に

加え， 1988年の瀬戸大橋開通によって四国へのアクセスが

良くなったことも，愛媛県と高知県がヒノキ素材の主要集

荷先になった要因であろう。また，ここで図1にヒノキ中

丸太の平均価格をみると，岡山県は全国平均と比較して価

格水準が高く，特に愛媛県では2007年以降m3あたり年間

平均で2，500-4，500円ほど岡山県よりも安く，輸送費を補

っても余りある価格差のため四国地域からのヒノキ原木購

入が進んだと考えられる。一方で，戦後からの原木集荷圏

である鳥取県，島根県，広島県などの岡山県に隣接する地

域は，依然として原木の供給地である。一方で小曲材を

取り扱うB工場は，真庭地域内からの原木集荷量が多く，

直材に限らなければ地域内からでも原木集荷が比較的容易

であるとみられる。

原木市売市場を利用した原木調達が中心である要因とし

て，専門化した製材工場にとって原木市売市場の選木機能

の重要性があげられる。本研究の調査対象である4工場は

主に構造用材を生産しており，直材を中心lこ入荷するため，

使用する原木の規格が限定的であり，原木市場の細やかな

選木，仕訳機能を重視している。そのため，山土場からの

直送が進まない理由として 原木市場と比較して選木機能

が劣ることが指摘された。また，広域かつ複数の原木供給

源を持つ製材工場にとって 特に遠隔地からの原木集荷に

おいて供給地の原木市売市場を利用した方が効率的である

と考えられる。一方で， D工場のように年間原木消費量が

6万m3と大きい工場では，段階的に直送が取り入れられて

いる。それは，工場の急速な規模拡大による原木消費量の

増加に対応するために，原木の量的確保を補うためである。

また，直送で入荷した原木のうち不要な材を原木市売市場

に出荷するコストを補える生産規模であるごとも，直送に

よる集荷を可能とする要因の一つであろう。

以上のように，岡山県真庭地域では，2000年以降原木集

荷圏は拡大しており， 1970年代から続く原木集荷の地域外

依存体制をさらに強めている。また，原木市売市場を利用
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図1 ヒノキ中丸太の価格推移

資料:林野庁編 『木材需給報告書jより作成

した原木集荷の一方で，素材の量的確保の側面から直送に

よる原木確保を開始する工場も出現し始めている。
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