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論文

長野県製材業者における材質への評価特性

口守 海1， 2 *・植木達人1・井上 裕 1

守口j毎・植木達人・井上裕:長野県製材業者における材質への評価特性，森林計画誌47:1-7，2013 木材

生産を指向した森林経営において，原木の消費者からの評価とその特性は重要な情報である。そこで，長野県

の主たる原木消費者である長野県内の製材業者に対して原木・製材品の材質への評価に関するアンケート調査

を行った。原木にある材質指標が見られたとき，製材時および原木購入時にどのような判断を行うか回答を集

計した。その結果， I腐れ」や「材面の割れ・目回り」等への要求度が高く，材色や年輪に関する項目は低い

など，各材質指標に対する要求度の順序は，いずれの樹種・製材品目でもほぼ一致した傾向が見られた。この

回答結果から，施業との関連性を考察した。材質指標には少なくとも購買不可との判断に直結しやすいものと

そうでないものがあり，後者の場合は材価に影響を与えると考えられ，その影響の度合いは材質指標によって

異なるものと予想された。また製材業者の素材購入時における材質への要求度は，樹種別ではヒノキが最も高

く，次いで、スギが高かった。カラマツとアカマツは同程度で ヒノキ スギと比較すると低かった。これらの

結果は樹種ごとの製品出荷割合および製材特性から説明でき，樹種間の要求度の違いは製材特性に起因するも

のと推察された。

Kai Moriguchi， Tatsuhito Ueki and Hiroshi Inoue : Trends in evaluation of wooden log prope吋iesfrom the 

point of view of the sawmill industry in the Nagano Prefecture， Japan. Jpn.J.For.Plann. 47 : 1-7， 2013 In 

managing forests for production of wooden logs， evaluation of buyers is important to determine forest 

management strategies. We surveyed the sawmill industry in the Nagano Prefecture with respect to 

巴valuationof log properties. We asked how log properties affect the mill's opinion during log buying and 

sawing. Evaluation of rots， surface cracks， and ring shake was universal， whereas log color and ring width 

were not critical for d巴cisionson purchase and selection of product. This pattern was common to almost all 

species and timbers. We consid巴redthese findings in evaluating strategies for forest cultivation and log 

production. We grouped log properties into the following two types: strongly infiuencing purchasing and not 

critical but affecting log value. S巴nsitivityof log properties by tree species was as follows: Chamaecyparis 

obtusa was the most sensitive followed by Cryptomeriαjaponica. Log properties were not a determinant 

factor for Larix kaem主命riand Pinus densiflora. These results are refiected in the proportion of product type 

and evaluation of log properties of each sp巴ciesso that differences in evaluation between species result in 

differences in characteristic sawing practices. 

I はじめに

森林経営の目標を木材生産に置く場合，原木消費者

からの評価は施業を決定する重要な情報である。国産

材の用途別生産量では特に製材用材が多く，長野県で

も同様の傾向がみられる。平成 20年度長野県木材統

計(長野県林務部， 2009) によれば，平成 19年の長

野県内における素材生産量は 29.5万m3であったが，

県内の製材業者はその 77.5%にあたる 22.9万m3の長

野県産材を入荷している。また急峻な地形が多いため
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に他の用材生産を指向すると採算がとれなくなる場合

も多く，搬出を前提とした森林経営を考えたときに

は，特に製材業者による原木・製材品への評価が重要

となってくる。

木材利用上の材質指標の影響については，主として

強度などの機械的性質(武井， 1998，工藤ら， 1996， 

橋爪ら， 1983など)や材質の向上に関する研究(武井，

1998，藤森， 1975，竹内ら， 1977，竹内， 2002など)

は数多く行われてきた。当然利用に耐えうる木材を生

産することは大前提であるが，森林施業・経営の視点、

からは，材質指標に対して実際の消費者がどのような

評価を与えるかも重要である。というのも，一般的な

原木に比較して良質な，いわゆる優良材を生産すれば

林業経営者にとって収入の増加をもたらすが，同時に

集約的な施業のためにコストが発生するので，収益性

の改善効果を考えるにはこれらの比較が必要になるた

めである。

このように，優良材生産による付加価値効果を評価

することは本来，施業計画上不可欠な情報である。そ

の研究例として，木材市場における原木価格への材質

要因の影響を数量化理論 I類や重回帰分析により扱っ

たもの(黒川ら， 1996，石垣， 1981.田辺ら， 1981， 

冨田， 1982，上村， 1984)，建築業者に対して好まれ

る製材品の特徴についてアンケート調査を行ったもの

(上村， 1986)があるが，原木の直接的な消費者であ

る製材業者の原木・製材品への評価が扱われることは

少ない。去る文献(長野県林務部， 1981)によれば，

かつては製材品価格が品質により 3.3~ 17.8倍の価格

差があり，林業経営の収支では優良材生産を行う時の

純収益の試算結果が一般材のそれより 5倍も多いと試

算されている。製材品質の違いによって製材品価格や

森林経営者の純収益にこれほどの明確な差異があれ

ば，いかなる原木を生産するべきか， どのように施業

を行うべきか扱う必要がないかもしれない。しかし近

年では住宅工法の変化によって優良材生産のメリット

が薄らぎ，工場の大規模化により質に比較して量が重

要性を増してくるなど，大きな変換点にある。このよ

うな状況の変化から，森林経営者にとってどのような

原木の生産を目指して施業を行うのがよいかを再考す

る必要があると考えられるが そのためには原木購買

者の判断や利用方法を明らかにすることは森林経営上

必須の課題であると考える。

長野県において製材業者の原木評価について扱った

研究例としては，向山ら (1980)による製材業者のカ

ラマツ材質への評価を聞き取り調査が挙げられる。し

かしこれは限られた製材業者への聞き取りによるもの

であり，一般性を持つものではない。またカラマツと

いう単一樹種のみを対象にしており，樹種聞の評価特

性やその比較を行ったものではない。

そこで，本研究では長野県内の製材業者による材質

指標への一般的評価を把握・分析し材質指標におけ

る特性や樹種ごとの特性を明らかし，効率的に森林施

業を計画・実行するための一助となることを目的とす

る。

E 調査の概要

1 .対象および方法

対象は「平成 16年度長野県木材業者製材業者登録

名簿」に記載された製材業者および平成 19年8月28

日の時点で信州木材認証製品センターのA種会員に登

録されている長野県内製材工場のべ 371杜とし電話

による調査協力を依頼し 承諾のとれた 221杜に対し

てアンケート用紙を送付した。回収は返信にて行った。

発送期間は 2008 年 11 月 20 日~ 2008年 12月 19日，

回収期間は 2008年 12 月 l 日 ~2009年 1 月 31 日とした。

2.項目
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項目と選択肢の設定に際しては，事前に行った複数

の製材業者への間取りを参考にして決定した。

材質指標に関しては，年輪幅に関する指標，材色に

関する指標，節に関する指標，その他の大きな欠点に

関する指標として， I年輪幅が広いjI年輪が不均一」

「中心が偏っているjI心材が少ないjI色が良くない」

「生き節が多いjI生き節が大きいjI死に節が大きい」

「死に節が多いjIアテがあるjIアオ・カピなど変色」

「曲がり jI腐れjI材面の割れ・目回り」の計 14項目

を設定した。原木の購入判断については長野県内の主

要な製材用材であるスギ・ヒノキ・アカマツ・カラマ

ツの取り扱い樹種について，それぞれ「その特徴があ

れば購入しないj，I購入を避けるが，購入することも

あるj，I関係はない，判断の材料にならないj，I好ん

で購入する」の4つの選択肢を設定した。さらに製材

については，甲種構造材(梁や桁のような曲げ性能を

求められる部材)，乙種構造材(柱など圧縮性能を求

められる部材)，床・壁板，鴨居・敷居・窓枠，杭丸

太・端角の製品別にそれぞれ「その特徴があれば製材

しないj，Iその特徴があっても製材できるが，避けた

いj，I関係はない，あってもなくてもよいj，I好んで

製材する」の4つの選択肢を設定した。

なお，回答工場の代表性を見るために， 2007年の

製品出荷量や樹種別の年間取扱量が分かる場合にはそ

の資料も同時に収集した。

3. 分析方法

まず，工場の製材用動力出力数や樹種・製品ごとの



製品出街量を集計し，平成 20年度長野県木材統計(長

野県林務部， 2009)と比較することにより，本調査に

おける回答工場の代表性について検討した。次に詳細

な製品別の出荷量と背板の製材を分析し樹種ごとの

製材における特性を分析した。さらに，製品別に製材

時における材質指標への評価の割合を比較し製品ご

と・材質指標ごとの評価特性把揮を試みた。材質指標

についての 4つの選択肢は順序づけられており，たと

えば製材の場合，iその特徴があれば購入しない」の

回答数， iその特徴があれば購入しない」と「購入を

避けるが，購入することもある」の回答数，といった

ように，厳しい評価から順に回答数を積算した値はい

ずれも材質への要求度と考えることができる。本論で

は2つの材質指標の回答割合を比較したときに，共通

の回答まで積算したときの回答割合のいずれかが高
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材工場に比べて半製品や木材チップ，その他の出荷割

合が少なく，建築用材，土木用材の出荷割合は比較的

多い傾向が見られる。また図-3を見ると，樹種別で

はヒノキやアカマツの製品出荷割合が比較的多い。こ

のように，本調査におけるアンケート回答工場は平成

20年度長野県木材統計と比較して多少の違いが見ら

れるものの，長野県の製材工場をおおむね代表してい

ると言えるだろう 。

i)樹種別の利用特性

図-4にはアンケートにて樹種別の製材品出荷量を

聞いた結果を示す。これを見ると， 建築用材の中でも

用途は大きく 異なり，スギ・ヒノキでは鴨居・敷居等

の造作材や乙種構造材の出荷割合が高いのに対し，ア

い (低い)ときに，その材質指標について 「要求度が 仙川

高い(低い)Jと表現し これに基づき比較を行った。

原木購入時の材質指標への評価についても同様に分析

した。

E 結果と考察

本調査におけるアンケートの回収率は45.7%(100 

杜 /221社)であり， うち有効回答数は 95であった。

なお，平成 20年度長野県木材統計 (長野県林務部，

2009)によれば， 2007年の長野県内の製材工場数は

235社であり ，回答工場はこの 40.4%に相当する。ア

ンケート回答工場の製材用動力規模別割合を図-1 

に，品目別製品出荷割合， 樹種別製品出荷割合をそれ

ぞれ図-2，図-3に示す。ただしアンケート回答工

場の製材用動力は 28社が不明，製品入出荷量は20社

が不明で、あった。また各国にはアンケート回答工場の

母集団と見なすことのできる平成 20年度長野県木材

統計(長野県林務部， 2009)の値も示してある。図

-2を見ると，アンケート回答工場は長野県全体の製

工場数/工場数

40% 

30九

20有

10¥ 

0% 
7.5匂 22.5 22.5'37.5 37.5-75 75-300 150-300 300-

製材用動力の

出力数(kW)

図-1 製材用動力の出力数別工場割合
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図-2 全製品出荷量に対する品目別製品出荷割合
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図-3 全原木入荷量に対する樹種別原木入荷割合
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図-4 アンケー卜回答工場の樹種別平均製品出荷割合
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カマツは甲種構造材が，カラマツは壁 ・床板と甲種構

造材の割合が高い。またカラマツでは土木用材の利用

割合が高い。樹種ごとに用途に違いがあることは製

材業者への聞き取りから予想されていたことであった

が，本調査においてもその傾向がよくあらわれる結果

となった。

ii)背板からの製材

次に，背板から製材する場合に何を製材することが

あるか，r製材することがあるJr製材しない」の回答

区分により複数回答で答えてもらった。その結果を図

-5に示す。スギ， ヒノキの場合は羽柄材や壁 ・床板

に挽かれることが多く，土木用材や梱包・パレット材

が挽かれることは少ない。一方アカマツ・カラマツは

その逆で土木用材や梱包 ・パレット材に挽かれること

が多い傾向があり，図-4の利用特性とよく一致する

結果となった。

iii)製材時の材質因子の影響

製材時に材質の良否が及ぼす影響について分析す

る。乙種構造材，甲種構造材，壁 床板，敷居.II!鳥居-

窓枠，杭丸太・端角の区分で，各材質指標につき「そ

の特徴があれば製材できないJ，rその特徴があっても

製材できるが，避けたいJ，r関係ない，あってもなく

てもよいJ，r好んで製材する」の回答数を集計した。

この結果を図 6に示す。各製品の回答数は乙種構造

材 39，甲種構造材 46，壁・床板 32，11鳥居 ・敷居 ・窓

枠 34，杭丸太 -端角 14であった。なお，材質指標の

項目は乙種構造材の「その特徴があれば製材できない」

の回答数が多いものから順に並べてある。

全体的に見ると，各製品とも「年輪幅が広いJr心
材が少ない」などの材質指標は要求度が低く「アテが

あるJr死に節Jr腐れ」などは高い， というおおまか

な傾向は一致している。次に製品開では，敷居・II!鳥居・

窓枠は各項目とも要求度が高く ，壁 -床板，乙種構造

材，甲種構造材，杭丸太 ・端角の順に低くなる傾向が

工場数/工場数

100% 

75% 

50・も

25% 

0% 

羽柄材 壁床板 造作材 土木用材 梱包 ーパレット

品目

図-5 製品別「背板から製材することがあるj回答割合
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見られる。

「腐れ」および「材面の割れ -目回り Jはすべての

製材品目で要求度が最も高い。一方「年輪幅が広いJr年

輪が不均一Jr中心が偏っている」などの年輪に関す

る項目， r色が良くないJr心材が少ない」といった材

色に関する項目は要求度が低い傾向で各製材品目とも

一致してし、る。また「アオ ・カピなど変色」は要求度

が高く，材色とは異なった傾向を示し，日Ij物と解釈さ

れていることがわかる。節では，死に節が生き節より

も常に要求度が高いが，これは死に節が製材時に抜け

節となりやすいためであろう 。また生き節の場合，大

きさのほうが多さよりも要求度が高い傾向にある。曲

がりは甲種構造材では要求度が低いが，これは曲がり

材が梁に利用されることがあるためと思われるが.rそ

の特徴があっても製材できるが，避けたい」の回答は

多く，一般の柱などよりも長い材が必要で，直材が取

りにくいことを反映しているものとも考えられる。

iv)原木購入判断と材質指標の関係

原木の購入に|努し，材質指標の有無がどの程度判断

に影響するのかを把握するために， rその特徴があれ

ば購入しないJ，r購入を避けるが，購入することもあ

るJ，r関係はない，判断の材料にならないJ，r好んで

購入する」の回答数を集計した。この結果を図 -7に

示す。各樹種の回答数はスギ 35，ヒノキ 33，アカマ

ツ24，カラマツ 40であった。

樹種ごとに部分的に特徴が見られるが，全体的に見

ると年i陥材色に関する材質指標は要求度が低く「ア

テがあるJr死に節Jr腐れ」などは高いなど，製材の

場合と同様に一致 した傾向が見られる。「曲がり」に

ついては「その特徴があれば購入しないjの割合が低

くなっており，アカマツでは特に顕著である。 しか

し「その特徴があれば購入しない」と「購入を避ける

が，購入することもある」を合計した回答割合は「腐

れ」等の要求度の高い材質指標より若干低い程度であ

る。これは前述したような甲種構造材への曲がり材の

利用，直材の入手の困難さのほか，一部が曲がってい

る場合であれば，途中で鋸断することにより，製材の

自由度は下がるものの直材として扱えることに起因す

ると考えられる。

次に樹種間の要求度を比較すると， ヒノキが最も高

く，次いでスギが高い。カラマツとアカマツは同程度

で，ヒノキ，スギと比較すると低い傾向が見られる。

この結果は図 4，図 5に示した利用特性の違いに

よく対応している。すなわち要求度の高い製材品を多

く製材する樹種ほど点数集計値が高く ，原木の評価特

性と製材特性に非常に強い関係があると推察される。



ロ好んで製材する

図聞係"怠いあってもお〈てもよい

ロその特徴があヲても製材できるが避けたい

・その符徴があれば製材しおい

腐れ

材置の割れ目回り

幽がry~

アot.hビ怠ど変色

死に節が多い

更に節が大きい ~ 

アテがある

生き簡が大きい 隆~

中心捕っている IfW ?@麹

色が良くI>t，~~ 
生き節が多い lt::o::国初高時指損控WhOj

年絡が不均 l 陪W////h忽説勿政俊胡

心材が少おい l Wu勿括協'V/////////A碍勿0ZO"A

年槍舗が広い l F部勿却WA曜日開iOO出時グV///u.剖

E・・・・
E・・・-10 20 30 39 

回答敏

乙種情造材

ロ好んで製材する

図関係はおいあっても怠〈てもよい

口その特徴があっても製材できるが巡けたい

・その特徴があれば製併し怠い

腐れ

村粛の割れ目回り~ 

幽がり ~霊

死に節が多い

アオカビ"1:;;::fò~

死に節が大きい~ 

アテがある

，H 節が大きい~ 

中心が由っている l脱却田修碍"W/////./////////A捌

色がll(td:い W;za招勿W////A勿W////A勿明

生き節が多い l fWA百勿出'W/A移'W#Aョ

年舗が不尚一 l ~出勿勿勿出勿初召VffÆ高指必

心材Ii少1>い l U忽W//////Æ双~忽後グV////////Æ忽勿四

年繍樋が広い l w..ø;y~勿時移~出'W///Æ出剖

-
10 20 30 40 46 

回答敏

甲種構造材

口好んで製材する

図関係は怠いあってもおくてもよい

ロその特徴があっても製材できるが避けたい

・その特徴があれば製材しおい

喝

、

り

り

船

田

が

t

E

歯

れ

"
 

の面相

アオカピおど変色

死に節が多い

死に節が大きい

10 20 

E圃

E

E

E

 

3D 32 

回筈数
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v)材質指標を考慮:した施業および採材方法

本論で設定した材質指標の 14項目は，林齢，素材

生産方法，育林方法，自然立地条件(地域や地位)，

の4つに影響を受けると考えられるが，ここでは施業

の観点から林分条件を除いた人為的な要因に絞ってこ

の結果を考えてみる。すると，腐れや目回りは林齢に

影響を受けると考えられるが，これらは要求度が高く，

しかも「その特徴があれば購入しない」の割合が多い

ため，必要以上に長伐期とすると，林分価値の低下を

招く恐れがある。次に，1アオ -カピなど変色Jは伐

採時期および伐採から販売までの日数に， 1曲がり」

は造材方法に影響されるという点で，素材生産方法に

関係するが，前者は要求度が高く特に避けなければな

らない。後者は「購入を避けるが，購入することもあ

る」の割合が多く，購入不可という判断には比較的つ

口好んで製材する

図関係はおいあっても1>くてもよい

ロその特徴があっても製材できるが避けたい

・ その精微がaちれば製紛し危い

アオカビ"ど変色

園

1

り

り

U

回

が

1

目

幽

れ割の事材

死に節が多い

死に節が大きい

アテがある

生き節が大きい~ 

E 

中心が偏っている lro'A出タ搭勿宿勿回初移姐

色が良〈芯い I~ 

生き節が多い z~ 

年輸が不問ー l阪VffA出初出Z玖W/M召列

心材が少怠い lw// ///////////////////////////A's////A 

年織舗が広い l OO'/////////A高W脱却

10 20 30 34 

回答数

敷居鴨居窓枠

ロ好んで製材する

図関係はおいあっても怠くてもよい

ロその将微があっても製材できるが道けたい

・その伶微があれば製材し怠い

廃れ

斜面の割れ目回り ~ 

自がつ~ 

ア才カピ"ど;;::色 l ~~田修勿国勿Z珍øzø初日ヨ

-
E・
E圃

10 14 

回答敏

壁床板

図-6 各製品の製材時における材質指標への評価

杭丸太絹角
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ロ好んで鴎入する

図聞係，.~い判断の材料に怠ら怠い

ロ賦入を避けるが鵬入することもある

・その特徴があれば鴎入し怠い

腐れ~ 

材面の割れ目回り itZOO?OWOMl 

酪がり ~翠

アオカビ町変色~ 

死に節が多い~ 

死に節が大きい ロ~

アテがある

生き節が大きい 口~

中心が偏っている 口~

色が良〈怠い z~ 

生き節が多い l ~.ø'Æ玖~都グW//.l

年舗が不均 l 阪W//H勿出初出~碍タ司

心材 f1'少怠い l!O9'ffn'A碍初出W///A沼田グo沼通

年繍幅が広い l ~忽W////////////A出グ'V/////A指掛Ø0指針

一 10 

スギ

口好んで麟入する

図関係1;怠い判断の材"に危らおい

口脇入を避けるが鶴入することもある

・その待自慢があれば餓入し怠い

腐れ亡~

材福の割れ白回り l trA再勿出勿回初切"WAョ

幽がり l M勿搭勿W///A百W.At

アオカピおど度色~ 

死に節が多い 仁~

死に節が大きい i WグV/A硲移V//A指V..oJo.:I

10 

アカマツ

20 

E・圃・-
E・・・・E圃--30 35 

回答数

E圃

-E・・・・・
E・

E・・・・圃圃

20 24 

由筈数

ロ好んで鶴入する

回関係 I;~ い判断の将"におら怠い

ロ蛾入を避けるが鵬入することもある

・その特徴があれば賜入し怠い

腐れ

材置の割れ目回り

歯がり~ 

アオカピおピ変色

死に舗が多い

死に節が大きい

アテがある

生き節が大きい

中むが傭っている 仁~

色が良〈怠い

封筒が多い 仁二二二~

年舗が刊 仁lWfI&OOil
心材が少危い l 院~/////////////A矧

年鎗幅が広い l t:W'AY#///////ffd/AO 

10 

ロ好んで11入する

ヒノキ

図関係1;怠い判断の村利におらおい

口賜入を避けるが R混入することもある

・その特徴があれば蛾入し怠い

腐れ E~ 

材置の割れー目回り lWA勿張W..orA沼田指勿矧

幽何回~
アオーカピ危ピ変色 阪グd出勿碍勿出W///////A列

死に節が多い I~ 

死に簡が大きい~ 

アテがある 仁waOOOdOf41
H 節が大きい z~ 

中心が偏っている l 回勿指W///s四百W/A斑剖

色が良〈怠い i 陪勿=.勿~勿碍çø

隼き節が多い l ~#/Æ出ØW////A出掛完

年舗が不問 ! 陪忽指W/Æ招白後後揖椙珍勿部出~湖

心材が少怠い l 陪WAo.脳仰O'/////////////A倒

20 30 33 

回答数

--司・・・
E・
ー-年繍幅が広い l rø"ÆØ0勿'Y/ff/A指WA扮~勿部担WA目白忽部調 E 

「一一ーー一一一一一一一一一一了一一一

、，0 20 30 40 

回答裏金

カラマツ

図-7 各樹種の購入時における材質指標への評価

ながりにくいが価格的に有利な販売を考えると重要な

因子であるものと考えられる。したがって素材生産者

側から見れば，曲がり部分を切捨てて直材のみを採材

するか，曲がりを考慮せずに造材するかを選択する余

地があることになる。

主に育林方法に影響を受ける年輪および節では，前

者は要求度が低く，密度管理方法には大きな自由度が

あるといえる。「購入を避けるが，購入することもあ

る」の割合が大きく，木材価格に一定の影響を与える

ものと思われるが，特にスギとカラマツでは「年輪幅

が広い」は「関係ない，あってもなくてもよい」の割

合も大きく，木材価格に与える影響は強くないと考え

-6-

られる。最後に節について 死に節では生き節よりも

「その特徴があれば購入しないjの割合が大きい。製

材業者の購買意欲を考えると枯枝は極力払うべきであ

るが，枝打ちは高コストな育林作業であり，実施すべ

きかは材価とよく比較する必要がある。生き節が比較

的要求度が低いことを考えると，樹幹の距離を大きめ

に取ることにより，生き節の発生は許容して枯枝の発

生を防ぐという方法も考え得る。

しかし前述したように樹種間で要求度が異なるこ

とから，樹種によって，また目標とする製材用途によっ

て，適切な対処は異なるであろう 。



N まとめ

本研究は，長野県製材業者による木材の材質指標に

対する評価特性を明らかにすべく行った。

製材業者が原木購入時や製材時に影響を与える材質

指標やその影響の強さは 「腐れ」や「材面の割れ・

目回りJ等は大きく，材色や年輪に関する項目は小さ

いなど，製品問・樹種聞において多くの項目で共通し

ていた。各材質指標の評価特性を踏まえて施業仕組み

について簡単な考察を行った。より具体的には施業コ

スト等との詳細な比較を行う必要があるが，少なくと

も，材質指標には購買不可という評価に直結しやすい，

選択の自由度の低いものと 材価に影響を与えるもの

とがあると考えられ，木材の有利な販売のためにはこ

の違いを分けて考えることが必要であろう。後者の場

合，材質指標によって価格への影響の度合いには聞き

があることが予想される。また製材業者の素材購入時

における材質への要求度は，樹種別ではヒノキが最も

高く，次いでスギが高かった。カラマツとアカマツは

同程度で，ヒノキ，スギと比較すると低かった。この

傾向は，製品ごとの要求度と樹種ごとの利用特性との

強い関係がみられた。したがって将来的に樹種の利用

特性や製材・加工方法が変化すれば，材質への評価特

性も変化する可能性もある。一例として，節などの外

見的指標に代わって製材のヤング率により等級付けを

する機械等級区分がより普及するなど，規格の変化に

よっても好まれる材質指標が変化することは容易に想

f象できる。

なお本論では扱わなかったが，まとまった量が入手

できることもまた大きな価値であり，製材工場の大規

模化が進めば質と同等かそれ以上に重要な点にもなり

得る。したがって森林の長期的計画に活かすために

は，今後も材質評価や製材方法，製材品の需要や流通

の変化に応じてモニタリングを行うことが不可欠で、あ

ろう。
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本研究に当たっては，複雑で時間のかかるアンケー

トにも関わらずご回答いただいた製材所の方々はもち

ろん，市場関係者，製材業者の皆様からも多くの示唆
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