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論文

鹿児島県における竹資源利用の現状

ー竹加工業者に対するアンケート調査を通じて一

孫鵬程*•I• 柴田昌三2• 貫名涼2

近年， 日本では竹資源の持続的利用が重要な課題となっている。本研究は鹿児島県内の竹材とタケノコ関連業者を対象に．

アンケートによって竹資源利用の現状を明らかにし，竹産業の構造変化および影響要因について検討したものである。調査は

2018年9月に．県内全地域の合計45の関連会社に調査票を配布して行った。回収率は 64.4%. 有効回答は 23枚であった。解

析の結果．竹製輸入品の増加，職人の高齢化などの影響が見られ，業者数が 1974年から 2018年にかけて大幅に減少し．多く

の伝統的竹工芸品を生産してきた業者が消失していた。一方，現在も操業している業者では．竹材製品の生産は便利さや実用

性を持つ現代生活にマッチした多様な製品の量産化に主たる内容が変化していた。すなわち，これらの業者は製品の改良．高

付加価値化および販路の開拓を通じて経営を維持していた。今後．伝統的竹工芸品生産業者がさらに減少することが懸念される。

竹産業の維持には．良質な竹材生産ができる竹林の確保．および地元特有の竹材加工技術や知恵を継承していくこと．中国な

どの竹製品輸出国における竹製品の生産・流通の実情を把握することが重要であると考えられた。

キーワ＿ド：鹿児島竹産業モウソウチク．資源利用

Pengcheng Sun,*・1 Shozo Shibata,2 Ryo Nukina2 (2019) The Bamboo Resource Using Status in Kagoshima Prefecture: Through 

Questionnaire Survey on Local Bamboo Enterprise. J Jpn For Soc 101: 257-265 The demand for raw bamboo materials become 

sluggish in recent years, consequently, the untouched bamboo forests keep increasing in Japan, which make the sustainable use of bamboo 

resources becoming an important issue. In order to consider the future revitalization of bamboo industry in Japan, we conducted fundamental 

research by means of questionnaire survey to investigate enterprises that are processing and selling bamboo products in Kagoshima 

Prefecture. One Survey conducted in September 2018, on total 45 enterprises, collection rate 64.4 % . The questionnaire covered the current 

operation state of company, bamboo resources utilization and products distribution. We examined the changes and regional characteristics of 

bamboo industry. The results indicated that 1) The number of enterprises especially the traditional craft-enterprises decreased significantly 

from 1974 to 2018, the aging of craftsman and increasing of import may the main causes, 2) The item composition of bamboo products has 

also changed, 3) Many enterprises sustain through newly designed products and cultivation of sales channels. It is considered that the number 

of traditional enterprises may keep decreasing in the future. For the preservation of bamboo industry in Kagoshima, consequently, it is 

necessary to securing the bamboo forest which can produce high quality bamboo and Inheriting traditional bamboo products processing 

technology or wisdom. It also considered important to understand the trends of productions and distribution of bamboo products in China. 

Key words: Kagoshima Prefecture, bamboo industry, Moso bamboo, resource utilization 

I. はじめに

竹類は日本全国に生育しており．昔から道具．資材， 日

常生活や農業漁業などの中では欠かせないものとして存

在してきた（鹿取・岩井 1994)。しかしながら. 1970年

頃から安価な竹材製品の輸入増加，マダケの開花枯死，竹

材生産者の高齢化などの影響で. 1980年代から竹材の生

産は減少し始め，竹林管理放棄のきっかけとなった（柴

田 2010)。現在，管理竹林の面積は減少し続けており． 日

本の全竹林面積のおよそ 3分の 2は管理を受けていない竹

林であるとされている（柴田 2003)。また，放置竹林の自

然拡大が特にモウソウチクで問題となっており．豊田

(2016) はモウソウチクが国産竹資源の価値低下の中で，

資源から駆除対象へ評価が逆転した一つの事例であると指

摘している。

竹に関しては．多面的機能評価．資源の管理・利用など

様々な角度からの研究が求められている（鳥居 20ll)。さ

らに竹林を管理竹林．放置竹林，拡大竹林，竹木混交林と

いう四つのカテゴリー（柴田 2010)から見ると．カテゴリー

別の竹林に関する多くの研究が見られる。拡大竹林と竹木

混交林に対しては，モウソウチク林拡大の実態，現存量の

把握（篠原ら 2014), 竹林の拡大防止（石井 2009), 効率

的な駆除（鳥居・上村 2018),竹林の適正な管理の支援（池

野ら 2012) などの研究がある。管理竹林に対しては，モ

ウソウチク林の管理技術（森ら 1983)および林分構造（鈴

木・成田 1975) などの研究がある。放置竹林に対しては，

放任モウソウチク林の林分構造（渡辺 1985), モウソウチ

クの地上部現存量の推定（村上ら 2006), 竹林伐採．搬出

に関するコスト（渡辺 2014) などの研究がある。

また近年，竹林の炭素貯留の生態的機能に関する研究（後

藤ら 2008; Isagi et al. 1993 ; Isagi 1994) も多く見られるよ

うになった。後藤ら (2008) は放置竹林や拡大竹林におけ

る竹林生態系の炭素貯留量が他の森林よりもかなり少ない

ことを明らかにした。竹林の炭素貯留効率を高めるために

は，地上部の竹稗の定期的な伐採が有効であり，すなわち

稗の密度管理が重要と考えられる。生態学の視点から見て

も，竹林の適切な管理と竹材の活用は放置竹林の増加して

いる現在において喫緊の課題と考えられる。
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竹資源の活用に関しては，竹文化と竹資源を活用した地

域の活性化（特産情報編集部 2016), 放置竹林の資源化グ

ループの構築（深澤 2017), 竹に関する技術者の育成制度

の構築（特産情報編集部 2017), 建築を通じた竹資源の大

量利用（柴田 2018) などの報告がある。その中で竹材供

給と需要のミスマッチ（全日本竹産業連合会情報交換会か

ら 2018)が新たな問題点として指摘されており，竹材供

給側と需要側の実態を把握する必要があると考えられる。

竹材生産に関わる業者に関する研究については，竹材供

給側としての竹材生産業者の実態を提示した研究（工藤・

岩井 1997;中島 2001, 2002; 田村 1994)や．竹材需要

側の竹材加工業者の実態を把握した研究（鹿取・岩井

1994; 岩井 2005)がある一方で， 2010年以後竹材加工業

者の現状を把握した研究は多くはない。

本研究は竹資源の産業利用が最も多く行われている鹿児

島県を事例として，モウソウチクを代表とした竹資源利用

の現状に着目した。鹿児島県の竹資源利用と竹産業に関し

て．鹿取・岩井 (1994) は国内竹材需要が減少し，竹材・

竹製品輸入品の増加した 1960~1990年代における鹿児島

県の竹産業の維持要因を解明した。岩井 (2005) は鹿児島

県竹材産業の変遷を 1970年代前後の発展期， 1970~1990

年代の第 1変化期， 1990~2000年代の第 2変化期という

三段階に分けて，各段階における影響要因製品別業者数

と竹製品の品目構成などの変化をそれぞれ解析した。森田

(2009)は2007年前後県内竹資源の現状と用途別竹材利用

の概況を提示した上で，安価な輸入品の増加などが原因で，

県の竹林や竹材利用を取り巻く環境は厳しい状況にあるこ

とを指摘し．竹の活用に関する今後必要となる事項を整理

した。

一方で，前述した既往研究に関しては， 1)鹿児島県川内

市・姶良市加治木地区の一部の原竹生産・竹材加工業者の

現状のみを把握し，県内他地域における関連業者の状況が

提示されず．業者の現状に対する分析は地域的に限定され

ており.2)各業者の雇用．収益などの経営状況．消費した

竹材の量，産地．種類などの具体的なデータの提示が不十

分， 3)竹炭・竹酢液の生産に関するデータを明確に提示し

ていないなどの課題があった。県のタケ資源利用の現状を

把握するためには，県内全域の竹材・タケノコ関連業者を

対象にして調査を行い，竹材・タケノコ製品の生産・流通

について具体的に論じることが必要であると考えられる。

そこで．本研究では鹿児島県全域における竹材・タケノ

コ関連業者を対象として，業者の経営状況．竹材・タケノ

コの利用状況．そして製品の出荷などのデータに関する解

析を行った上で．県内の地域ごとの竹資源の利用現状と特

徴を把握し．竹産業の構造的変化と影響要因を考察した。

さらに鹿児島県の現段階における竹資源の利用と竹製品の

流通の実像をより鮮明化するとともに．今後の竹産業の活

性化を考えるための知見を得ることを目的とした。

II. 研究方法と対象

1. 方法

のアンケート調査の結果を中心とした統計分析，鹿児島県

環境林務部森林経営課特用林産係の公開資料および林野庁

の特用林産物生産統計調査データの整理を行った。本稿は

これらの調査で得られた情報に基づき構成されている。

なお，調査対象に関しては，原竹一次加工業者が存在せ

ず（岩井 2005), 原竹生産業者が数社しか存在しなかった

ことに加えて，それらの業者の詳細を公表している資料や

文献も存在しなかったため，本稿においては比較的業者数

が多く，かつ竹資源利用の多様性を持つ竹材・タケノコ加

工業者に着目することにした。

2. 調査対象

鹿児島県竹産業振興会連合会（鹿児島県オンライン）

とタウンページ鹿児島（タウンページ オンライン）の検

索結果によって確認できた合計45社の竹材・タケノコ加

工業者を今回の調査対象とした。図ー1に45業者の位置分

布を示した。なお，本研究において，「竹材・タケノコ加

工業者」は，原竹の曲りを直す加工，源白加工，玉切りし

て一定の長さに切断する加工，割加工など，上記の加工作

業を一つ以上行った上で生産されたもの（岩井 2008) ま

た原竹（竹炭・竹酢液，パルプなどを生産する場合）・タ

ケノコを加工し，多様な商品を生産・出荷している業者と

定義した。また，鹿児島県竹産業振興会連合会のオンライ

ンサイトとタウンページの検索結果では島嶼部の事業体は

見出せなかったため，鹿児島県九州本土地域の事業体のみ

を調査した。

3. 調査概要

本研究では三つの文献（鹿取・岩井 1994;岩井 2005,

2008) に基づいてアンケート調査書を作成し，鹿児島県竹

産業振興会連合会の許可を得た上で郵送調査法（林 2002)

で2018年8~10月に調査を行った。

調査票の主な設問項目は， 1)業者の基本情報に関する

設問：責任者の年齢と性別，創業年数，事業内容，従業員

数収益変化など， 2)竹材・タケノコ原材料の消費に関

する設問：取り扱う竹材・タケノコの名称，産地，国産と

輸入別の年間使用量など， 3)竹材・タケノコ製品の出荷

に関する設問：製品の名称，年間出荷量，出荷先など， と

した。アンケートは， 自由記述回答法および選択肢の中か

竹バルプ： 1社
竹炭： 1社
門松： 1社
造図： 1社
家庭用品： 1社

工芸• 生活用品： 6社
竹炭：2社
造国： 2社
その他： 3社

竹炭： 1社

工芸• 生活用品： 4社
養殖材： 1社

家庭用品： 1社

門松• 国芸： 1社

造国： 1社

本研究においては鹿児島県の竹材・タケノコ関連業者へ 図ー1.鹿児島県における竹材・タケノコ関連の 45業者の分布
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ら該当選択肢を選ぶプリコード回答法で実施した。

III. 結果および考察

1. 鹿児島県の竹資源と竹産業の概況

鹿児島県は 2016年 3月時点， 全国 1位の 17,661haの竹

林面積を有し，それらは 主にモウソウチク林 9,241ha 

(52.3%), メダケ林 816ha(4.6%), ホテイチク林 1,872ha 

(10.6%)およびマダケ林 1,522ha (8.6%)により構成され

ている（鹿児島県 環 境 林 務 部 森 林 経 営 課 特用林産

係 2016)。竹林の地域別の分布に関しては，北薩地域 （薩

摩川内市，阿久根市，出水市，さつま 町， 長島町を含む区域）

と伊佐市 5,705ha, 鹿児島地域（いちき串木野市，日置市，

鹿児島市を含む区域） 5,237 ha, 姶良 ・伊佐地域 （伊佐市，

湧水町，姶良市，霧島市を含む区域） 2,488 haとなってい

る（鹿児島県環境林務部森林経営課特用林産係 2016)。ま

た県の竹林面積は，1993年から 2016年の間に，主に管理

放置により 15,800ha (濱田 2014)から 17,661haに増加し

た。県内におけるモウソウチク林の周辺林地への平均侵入

速度が2.1m/year (片野田• 井手 2005)と報告されている。

原竹と伐採後の原竹を晒して青みを抜いた竹，そして原

竹を縦方向に細く分割した竹 （割竹）な どを含めた竹材 （鹿

取 ・岩井 1994)の生産量に関しては， 1988年の 69,000ト

ンをピークに代替材や輸入品の増加により 10,000トン程

度まで激減した。2010年からは竹紙生産の本格化により

竹材生産量は 20,000トン前後に回復した。2016年時点で

モウソウチクの竹材生産量 755.8千束，全国1位であった

（全竹連情報 2017)。竹材産地に関して，鹿取・岩井 (1994)

は県南部のシラス土壊で育った竹は柔らかく ，竹材として

加工用に適していないことから， シラス土壌の少ない北部

に竹材生産が集中 していることを示した。竹材の分野別の

利用に関しては，2016年時点で，パルプ用 75%, 水産用

18%, 工芸用 3%,竹炭用 3%,農林用 1%という状況であっ

た（鹿児島県環境林務部森林経営課特用林産係 2016)。現

在，県内の竹林面積が増加している一方で，パルプ用以外

の竹材需要は低迷が続いており ，上記用途のための竹材生

産量は 2011年以降増加の傾向は見られなかった。
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鹿児島県年次別タケノコ生産麓の推移

鹿児島県現坑林務部森林経営課特用林産係の査料「鹿児島県のタケノコ ・

竹材生産の現状」に基づいて作成 した。年次データはその年の 10月から翌

年の 4月までの生産址を示したものである。 タケノコ生産醤の増減に関し

ては．盟作（表年）と 凶作 （裏年）が概ね隔年に現れ．たけの この発生批

に差がある ことが知られている。

図-2.

タケノコ生産に関しては日置市，薩摩川内市，出水市，

姶良市 という四つの主産地で， 10月下旬か ら12月までの

間の超早掘りタケノコ， 1月から 3月下旬までの間の早掘

りタケノコ，4月の普通掘りのタケノコと缶詰加工用のタ

ケノコの生産が現在も行われている。図ー2には 2002年か

ら2014年までのタケノコ生産量の推移を示 した。豊作 （表

年）と凶作（裏年）によりタケノコの生産量は変動 してい

るが，激しい増減は見られなかった。

竹材と タケノコの生産額に関しては，竹材の生産額は

1998年時点で 2.74億円であったが，2014年には 1.87億円

に低下していた。一方でタケノコの生産額は 1998年に

は13.4億円であったが， 2014年には 16.0億円に増加して

いた（鹿児島県環境林務部森林経営課特用林産係 2016)。

2. アンケート調査の解析結果

1)アンケー ト調査

アンケート 配布数45枚のうち回収数は 29枚，回収率は

64.4%であ った。29件のうち，竹細工 3業者，生活雑貨 ・

日用品業者 2業者，および漁業養殖材 l業者（合計 6業者）

は経営難，経営者の高齢化などの事情で廃業また他事業に

転換していたため，無効回答として扱い，最終的な有効回

答数は 23件とな った。 以下では この 23件の結果について

分析を行った。

2)製品別加工業者の経営現状

表ー1に製品別の加工業者数を示 した。加工業者は竹材

加工 18社，パルプ利用 l社，タケノコ関係 4社の合計 23

社であった。竹材加工業者について製品別にみると， 生活

雑貨・日用品の業者数が 5社と最も多く，次いで竹集成材・

単板などと造園および竹炭・竹酢液製品の業者がそれぞれ

3社であった。一方で，防災製品と農業 ・漁業用材関係の

業者は 1社であった。また， タケノコ関係 4社のうち， 2

社がタケノコ加工の専門業者，残 りの 2社はタケノコ以外

に野菜の加工も行っていた。タケノコの加工時期は，モウ

ソウチクが 4月から翌年 3月，マダケが 7月から翌年 6月

である。図ー3には 23業者の地域分布を示し， 北薩地域，

姶良市，鹿児島地域に集中して分布していた。

各業者の現状を把握するため，創業年数，従業員数， 近

5年の収益状況を調査 した結果を図ー4に示 した。創業年数

に関して，最も古かったのは創業 72年の生活雑貨・日用

品業者で，創業 60年近くの業者が最も 多かった。およそ

80%の業者が創業40年以上であることがわかった。また

表ー1.製品別による調査対象の分類

製品別加工業者 業者数 割合（％）

竹材

パルプ

タケノコ

花器・竹器 ・組組品

竹狛成材 ・単板など

生活雑貨 ・El用品

防災

造園

股業 ・漁業用材

竹炭・竹酢液製品

竹パルプ製品

タケノコ加工食品

合計

2

3

5

1

3

1

3

 

8.7 

13.0 

21.7 

4.4 

130 

4.4 

13.0 

4.4 

4
 

17.4 

23 100 
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10年未満の新規業者は今回の調査においては出現しな

かった。従業員数に関しては，パルプ業者以外，ほとんど

の業者が中小規模の経営を行い， 10人以下の雇用である

ことがわかった。一方，多くのタケノコ関係業者では 20

人以上を雇用し，竹材業者よりも雇用数が多い傾向が認め

られた。収益に関しては，小規模の花器・竹器の業者や防

災用品の業者において，収益が減少あるいは不安定になっ

ていることが示された。事例として， 2000年代創業 した

防災用品業者は，中国の浙江省および江蘇省にある原竹一

次加工工場と 2010年前後に契約して，竹材半製品を安定

的入荷して防風パネルなどの防災用品を規模的生産 してい

た。 しかしながら，近年日本国内における需要減少に伴い

生産量が大幅に縮減し，手加工作業員も当時の 10名程度

から 2名まで減少 しており， 2018年現在，業者自休が設

計事業に本業を転換し，鹿児島県内産の竹材を使った防災

用品の少量生産を副業として継続していた。小規模の造園

資材業者においては収益の増減があり，不安定であるが，

竹集成材・単板，生活雑貨・日用品，タケノコ加工など比

較的規模の大きな業者は経営を現状維持していた。竹パル

プ，機能性竹炭・ 竹酢液製品や一部の生活雑貨・日用品業

者では，収益増加の傾向が見られた。全休と して， 23業

図ー3. 回答を得た 23業者の県内における分布

者の中， 17.4%の業者の収益が減少している， 21.7%の業

者の収益が不安定化している，43.5%の業者の収益が現状

維持 17.4%の業者の収益が増加しているという現状で

あった。

3) 各業者の竹材 ・タケノコ製品の名称．用途および竹

素材

竹材 19業者とタケノコ 4業者（表ー1)の製品の詳細と

原料の利用状況を把握するため．竹材 ・タケノコ製品の品

目，用途，および原材料の種類・産地を調査した結果を表ー

2, 3に示し，現在消費されている竹材・タケノコ原材料

の種類・産地に関する特徴をみた。さらに表ー2で示した

製品の品目を先行研究（鹿取・岩井 1994;岩井 2005)に

提示された竹製品の品目との比較を行うことによって，品

H構成の変化を考察 した。

竹材・タケノコ原材料の種類に関しては，すべての竹材・

タケノコ関連業者がモウソウチクを利用 していたことか

ら， モウソウチクが各業者にとって最も普遍的な竹種と位

置づけることができると考えられた。また，マダケも花器・

竹器 ・編組品，生活雑貨・日用品，造園，そ して タケノ コ

の加工など数多くの業者により取扱われ．幅広く利用され

ていることがわかった。 トラ ダケ，ダイサンチク， リョク

チク，クロチクなど，稗の形態や模様に特徴のある竹は主

に竹細工，造園業者により 利用 され． ホテイチ ク， コサン

チク，ハチクなどは主にタケノ コとして食用にされていた。

次に． 竹材・ タケノ コ原材料の産地に関しては，タケノ

コ加工には竹種を問わず．すべて県内産のタケノ コが利用

されていた。モウ ソウチク 以外の竹材はすべて日本国内産

であり，生活雑貨 ・日用品，門松などを製造する 4業者が

日本国内産中国産の両方を利用しており，さらに竹尺業

者では中国産材のみを利用していたことから， 同一基準の

竹素材を大量， かつ安定的に必要とする業者が，安価な輸

入材を使う傾向が示唆された。日本国内産竹材に関 しては，

原竹を必要とするパルプ，造園，農業用材などの業者が県

内産ものを利用する割合が高い一方で， 竹材半製品を中心

に原料として用いている生活雑貨・日用品業者は熊本県産

の割竹． 晒竹などの半製品のみを利用 しており ，県内の原

竹一次加工業者が現存していないと述べた先行研究（岩

井 2005)と一致する結果となった。

製品の品目構成に関 しては，生活雑貨 ・日用品業者が最

も多く，アンケート 記述と付属社内資料により， 6業者の
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図ー4. 回答を得た 23業者の現状

パルプ業者の従業員数に関しては 業者のウ ェブサイトによると．会社全従業員数は 784

名 (2019.3.31現在）(Chuetsuオンライン）であった。図ー4では全従業員数ではなく．竹チッ

プ集荷業務関連の従業員数だけを示す。



鹿児島県における竹資源利用の現状

表ー2.竹材関連 19業者の主な竹製品の名称．用途および竹素材
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業者 主な製品 用途 （〇国産材

竹素材

△輸入材 〇△両方を使用）

モウソウチク マダケ メダケ その他

花籠，茶籠，菓子籠，買物籠など 伝統工芸用 0△ 

生け花用花器，茶室用花器，籠網，足ふみ 伝統工芸用 0 
鬼おろし，箸調理用品など 台所用 〇

調理・食卓・業務用品，インテリア商品 生活雑貨用 〇△

箸調理ベラ，竹製小鉢，珍味皿など 台所用 〇△

竹集成材，単板など 工業用 〇

箸丸棒など 生活用 〇

竹尺，測量用具 業務用 △ 

門松 行事用 0△

門松 行事用〇

門松，芝止串，園芸用主柱，ハウス割竹など 園芸，農業用 〇

カキ蓑殖材 漁業用 〇
竹製防風パネル，土砂流失防止柵， 防災用 0 
庭木などの造園用の竹 観賞用 〇

テーマパーク，街路樹，庭木用の竹 観賞用 〇

竹炭竹酢液，竹集成材，竹ロータリー単板など 農業，工業用 〇

竹炭，竹酢液，竹炭微粒粉，竹パウダーなど 農業，生活用 0 
竹炭シート，竹炭触媒塗料，竹炭還元塩，竹炭内装仕上げ材など 建築，工業用 〇

竹紙竹紙シャトン，竹配合上質紙など 生活用 〇

「その他」の竹について：① 「トラダケ」：（ウンモンチク）雲紋竹の別称，ハチクの変種，秤の表面に褐色の斑紋がランダム状に現れる。② 「コサンダケ」：

中国原産，（ホテイチク）布袋竹の別称，釣り竿のグリップ，竹筆，造園資材などとして用いる。③ 「ダイサンチク」：東南アジア原産，地下茎は短い，株

立ち状で生育し，観賞用が多い。④ 「リヨクチク」：台湾原産，主にタケノコの生産，庭園木として利用される。⑤ 「クロチク」：中国原産，発生後 2年目

から稗や枝が自然に黒変する，建築材，庭園木などとして利用される。

1
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゜
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0

 

ダイサンチク， リヨクチク

クロチク

表ー3. タケノコ関連4業者の商品の名称，

業者 主な製品

用途および原料

用途
原料タケノコの種類（国産〇 輸入△）

モウソウチク マダケ ハチク ダイミョウチク その他

タケノコ水煮缶詰，袋詰 食用

タケノコ青果，加工食品 食用

タケノコ水煮 食用

タケノコ青果，水煮缶詰，味付けタケノコ 食用

「その他」の竹について：① 「ダイミョウチク」：中国南部・台湾原産，

している。

1

2

3

4

 

゜゚
゜゚トウチク（唐竹）の別称，主に造園用。タケノコの発生が比較的遅い，皮が紫色を

0
0
0
 

゜ ゜
ホテイチク

コサンダケ

ホテイチク

合計800種以上の製品が確認できた。先行研究（鹿取・岩

井 1994;岩井 2005)と比較した主な結果を以下に述べる。

漁業・農業，造園そしてデザインがほぼ決まっている花

器などの伝統工芸分野（鹿取・岩井 1994) における品目

の構成は本調査の結果と概ね一致していた。建築用分野に

おいては，土壁の下地材，天井，欄間などの伝統品目が先

行研究と比べてほとんど見られなくなっており，その代わ

りに単板集成材などの生産を行う業者が多く見られた。

生活雑貨・日用品分野においては，特に台所などの日用品

について，ある業者は 1990年代年から，観光客向けの土

産を中心としたおよそ 200種の竹工芸品製品の生産を行っ

ており， 2017年には，生活雑貨・日用品から美術工芸品

まで広範囲にわたって， 800 種以上の竹製品を開発• 生産

していた。先行研究より数多くの品目が新たに確認できた。

それらの製品は，竹独特の素材感である弾力性や清涼感を

最大限に表現し，現代の生活様式にマッチした，耐久性・

実用性と審美性を揃えたデザインを重視するという特徴を

持っていると考えられた。竹炭・竹酢液分野においては，

高付加価値の新製品の開発が行われており，先行研究より

も多分野での応用が確認された。

4)竹材の調達ルートおよび消費量

業者の竹材調達ルートに関しては，今回の調査で以下四

つのルートが確認された。 1)小規模の花器・竹器・編組

品業者は，県内の兼業原竹生産者に用途に応じた高品質の

原竹 (2018年時点の買取価格： 35~50円/kg) を少量ずつ

注文して入荷するパターンを基本としていた。 2)農業・

漁業用材と竹炭業者は，原竹生産業者を経由せず，竹林所

有者と直接の取引きを行い，竹林現場で利用する材を選別・

伐採後購入していた (2018年時点の買取価格：漁業用 5~

10円/kg, 竹炭加工用 10~15円/kg)。3)生活雑貨・日用

品業者は，主に熊本県の人吉地区産の油抜き，乾燥，割り

などの一次加工が行われたマダケとモウソウチクの製品を

通年入荷していた。 4)パルプ業者に関しては，自前で新

たな調達網を構築していた。具体的にはタケノコ生産農家

の竹林管理で生じる間伐材 (2018年時点の買取価格： 4~ 

7.7円/kg) を農家自らが20km圏内の竹チップ加工事業体

（合計 10社）に搬送し，長さ 5~40mm, 幅5~40mm,

厚さ 5mm以上の規格でチップ化された後パルプ業者に供

給するという安定かつ効率的な調達体制が確立されてい

た。なお，竹林整備の間伐材の産地に関しては，北薩地域

産79%, 県内他の地域産 13%, 熊本県産 8%であった。

図ー5には用途別竹材の消費量を示した。竹材は「束」単

位で取引され， 1束はモウソウチク 1本またはマダケ 2~

40本，約 25kg (風乾後の重量）に相当する。図ー5から，
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表ー4.

地域

孫 ・柴田・ 貰名

2018年県内地域別 17業者の竹製品出術の詳細

業者 品目 出荷砿 卸先 卸先地域

花器・竹器

龍網

足ふみ

100-150個

6,000個

2,000個

岐阜 ・堺

鹿児島県内

高知県

北雌

2

3

4

5

6

7

 

門松

生活雑鉗・日用品

竹集成材

竹パルプ製品

カキ1彰硝材

機能性竹炭製品

8
 

トラダケパ ック

150-200組

100万組

30トン

2,700トン

1,000本

100 kg 

15個

卸売 ・II月屋

個人

会社

会社

III]屋

法人

会社

生産組合

卸売

鹿児島県内

大分 ・大阪

関束

全国

鹿児島県内

鹿児島県内

個人 全国

姶良市 ，
 

調理ベラ

孫の手

青途菜箸

胄迩小鉢

46,000本

7,000本

10,000膳

10,000イt!I

30万本

不明

問屋

問屋

間屋

1/IJ屋

大分・大阪

大分

大分・大阪

大分・大阪

10 
11 

竹尺

丸棒・箸・単板

涸社・問屋・小売

卸売

全国

全国

12 

12トン

1,000トン

12 1113 

1,200 kg 

60 1113 

サーピス業

卸売

製造業

製造業

製造業

鹿児島県内

福岡県

阪神地区

阪神地区

鹿児島県内

13 

14 

竹炭

竹酢液

竹猿成材

竹ロータリー単板

竹単板

台所用品業務用品

門松

不明

300組

問屋

個人会社

大分

鹿児島県内

鹿児島

15 

門松・排水用竹

芝串

ハウス用割竹

不明

20万本

300本

会社 ・個人

会社

個人

鹿児島県内

鹿児島県内

鹿児島県内

16 
竹製防風バネル

土砂流失防止柵

300枚

400枚

会社 ・個人

個人

鹿児島県内

鹿児島県内

竹炭触媒途科

竹炭シート

竹炭遥元塩

上記地域以外の 2業者 （指宿市の造園関係 1業者．

17 

不明 （受注生産） 個人 ・卸売

不明 （受注生産） 、四屋

不明 卸売

督於市の造園l関係 1業者）に1紺しては出荷菰が不明であったため，表に示していない。

全国

鹿児島県内

全国

バルプ (I)

竹炭 • 竹酢液 (3)

／投業 ・漁業用材(!)

造固 (3)

防災(!)

生活雑貨 ・日用品 (5)

竹Ji!板 ・集成材 (3)

花器 ・竹器 ・編紐品 (2)

単位：（束） 1

図ー5.

10 100 

~ 

2018年用途別の竹材年間消骰品

4915 
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423807 
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l. 柚軸は対数表示である。2. ( )内の数字は業者数を示す。3. 防災用

の防風パネル．土砂流失防止柵を生産する業者はモウソウチクの材以外の

枝築部分も年間 2トン程度使用している。4. 生活雑貨・日用品業者はコサ

ンダケ． 一部の造園業者ではダイサンチク． リヨクチク．クロチクなどの

竹を少批取り扱っているが批が不明であったため. I区1に示していない。

生活雑貨 ・日用品，花器・ 竹器 ・編組品，および造園分野

において比較的多種類の竹の利用が見られた。それ以外の

業者ではほとん どモウソウチクのみの利用であった。生活

雑貨 ・日用品の生産には五つの業者で年間 40万束以上

のモウソウチクと 1万束以上のマダケが消費され．モウソ

1974 

1985 

尉•

1993 

2018 

I 1(64) 

『,,~ 1(65) 

,,v― 1(45) 

.,,,, (39) 

10 20 30 40 

業者数

so 60 

口花器・竹器・絹甘組品

口竹尺・竹単板

■割竹（半製品）

口竹箸・杓子（雑貨・日用品）

図その他

口竹刀 ・釣り竿 • 竹符

70 

図ー6. 鹿児島県内製品別の竹加工業者数の変化

（ ）の数字は業者数の合計を示す。1974-1993年次のデータは岩井 (2005)

から引用した。2018年次のデータは鹿児島県竹産業振輿会辿合会の名蔀お

よぴタウンページ鹿児島の検索結果より作成した（合計 45社. 6社が経営

終了）。「その他」は防災用品．造園牒業・漁業用材．竹炭・竹酢液製品．

竹パルプ． タケノコ加工などの業者を示している。

ウチクとマダケの消費量の最も多い分野であった。次いで

多かっ たのはパルプ業者で，年間30万束以上のモウソウ

チクが消費されていた。それ以外の業者については，ほと

んどが 1万束未満の消費量であった。

また，業者は北薩地域，姶良市，鹿児島地域の三つの地
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表ー5.2018年県内地域別4業者の主なタケノコ加工品出荷の詳細

地域 業者 品目 年間出荷量 卸先 卸先地域

モウソウチク筍水煮 150トン

1 マダケ筍水煮 18トン

ホテイチク筍水煮 7トン

2 
フレッシュ筍 5,000缶

北薩 水煮筍袋詰め 36,000袋

青果筍 10トン

3 
筍缶詰 50トン

業務用水煮筍缶詰 300トン

水煮筍缶詰（小） 150トン

鹿児島 4 水煮筍缶詰 220トン

域に集中的に分布していた。北薩地域にはパルプと生活雑

貨・日用品などの大量生産を行う業者が多数存在し，県内

における竹材消費量の最も多い地域であった。姶良市には，

花器・竹器・編組器，造園などの小規模業者が主にモウソ

ウチクとマダケを利用するが，量は相対的に少なかった。

鹿児島地域には生活雑貨・日用品，竹炭・竹酢液，造園業

者が分布しており，モウソウチクとマダケを中心に，メダ

ケ，ダイサンチクおよびクロチクなど，多種類の竹の利用

が行われてきた。

5)竹材・タケノコ製品の出荷・販売

2018年時点における各業者の竹材・タケノコ製品の出

荷状況を表—4, 5に示し，竹材・ タケノコ製品出荷の全体

的な傾向と県内の地域ごとの特徴について分析した。全体

的な傾向としては，台所用品を中心とした生活雑貨・日用

品の出荷量が最も多く，ほとんどが大分・大阪の問屋など

県外へ出荷されていた。造園資材，門松，およびカキ養殖

材などについては，県内向けに出荷される割合が高かった。

出荷先は県外の問屋・卸売業者を中心とするが，県内の個

人や生産組合なども含まれており，業態は多様であった。

しかしながら，すべての製品は日本国内向けの販売であり，

輸出向けの製品は今回の調査では確認できなかった。

次に県内の地域ごとの竹製品出荷の特徴について以下に

整理した。まず，北薩地域においては，竹製品出荷量が県

内 1位であった。生活雑貨・日用品は大分と大阪の問屋に，

花器・竹器・編組器は岐阜と堺に，農業・漁業用品は県内

に出荷されていた。また，タケノコ水煮缶詰などは全国の

量販店・スーパー・卸売市場， さらに学校の給食等へも出

荷されていた。姶良市においては，食卓・調理用などの台

所用品が中心に大分と大阪の問屋に，竹尺が全国の商社・

問屋・小売業に出荷されていた。鹿児島地域においては，

竹集成材・単板などが関西へ，高付加価値の機能性竹炭製

品がネット販売などを通じて全国に販売されていたが，造

園資材などのほとんどは県内の会社また個人などへ出荷さ

れていた。

3. 総合考察

本研究では，業者の経営，竹材の調達•利用，製品の出

荷に関する三つの現状を把握し，竹製品の品目構成の変化，

竹材利用と竹製品出荷の地域ごとの特徴を分析した。以上

を踏まえて鹿児島県の竹産業の構造的変化と影響要因を以

下に整理する。

量販店・食品問屋 全国

量販店・市場 全国

量販店・市場 全国

業務・食品関係業者 全国

学校給食 全国

卸売市場 大阪・東京
加工メーカー 全国

商社・業務スーパー 全国

生協・スーパー 全国

業務卸売 全国

図ー6に，鹿児島県製品別竹加工業者数の経年変化を通

じて，竹産業の構造的変化を示した。 1974年から 2018年

にかけて，全体的に業者数が減少していることが読み取れ

る。伝統的竹工芸品に該当する花器，釣り竿，竹刀など（渡

辺 2001)を加工している業者に関しては，花器・竹器・

編組品業者は 1993年以降約半分近くに減少し，特に釣竿，

竹刀などの加工業者と割竹などの竹材半製品業者の減少が

激しかったが，今回の調査ではそれらの業者の存在は確認

されなかった。一方，伝統的竹工芸品加工業者以外の生活

雑貨・日用品，造園業者などの割合は過去より増加した。

竹炭・竹酢液業者の数は既往研究で示されず，変化は不明

であった。以上のことから，鹿児島県竹産業の構造に関し

て，およそ 40年間で製品別の業者数に大きな変動が読み

取れた。

次に，県の竹産業の構造的変化の影響要因を整理する。

花器・竹器・編組器などの伝統的竹工芸品加工業者の減少

については，国内における需要減少による経営困難，熟練

技術を持つ職人の高齢化による営業中断が直接的な原因と

考えられる。今回の調査では，比較的大きな生産規模を持

つ業者が多品種の竹器の量産を行い，大分，大阪の問屋な

どに出荷していた。一方，問屋からの大量発注を受けるこ

とのできない零細な小規模業者は主に比較的高価な手作り

品を少量生産し，全国向けのインターネット販売などを

行って，経営を維持していることがわかった。

今回の調査では，生活雑貨・日用品業者の割合が先行研

究（鹿取・岩井 1994;岩井 2005)よりも増加したが，業

者は竹専用の加工機械や器具の改善を常に行っており（南

日本新聞 1986).市場調査に基づく，消費者の要望に応じ

た商品の開発および製品製作に適した研磨装置や切断加

工機械の考案，竹材の形質にあった装置の開発・改善など

が行われていること（鹿児島県林業振興課 2007)が示さ

れた。新たな生産設備と生産技術の導入による品質の安定

した製品が連続的に生産できる方法の確立が主な理由であ

ると考えられる。

竹炭・竹酢液業者については，業者数および竹炭の生産・

利用に関する量的な把握を記した文献が見られなかったた

め，林野庁の特用林産物生産統計調査の 2005~2017年分

のデータに基づいて， 2000年以降鹿児島県の竹炭・ 竹酢

液の用途別生産量と生産者人数の変化を図ー7と図ー8に示

した。竹炭・竹酢液の年間生産量と生産者数はともに 12
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年間で大幅に縮減 していた。竹炭の生産はかつて農業，燃

料や工業的な消費により支えられていたが，現在はサービ

ス業食品用内装材など多分野での少緻消費により維持

されていることがわかった。既往研究では，福岡県八女地

区の事例を通じて竹炭の大醤使用法が確立されていないこ

とや，安価な輸入品により，国内で産業として育ちにくい

こと （藤井 2008),また，安定した需要先が少ないこと（森

田 2009)が原因として提示されている。図ー7と今回の調

査結果から，国内の竹炭生産は，かつての大量生産 • 利用

から現在においてはサービス業食品建築内装材など多

分野で利用される，高付加価値を持つ竹炭製品の少量生産・

消費に移行してきたと考えられた。また， Guptaand Kumar 

(2008)は竹炭 ・竹酢液の生産は他の竹製品と比べ，高度

な技術と機械設備投入の必要性が相対的に少なく，新規中

小業者が市場に参入しやすいことを示している 。 竹炭 • 竹

酢液製品は応用分野が広く，利用ポテンシャ ルが高い こと

から，今後，高付加価値化および輸入品と競合しない販路

が構築できれば竹炭・竹酢液の生産による竹資源の持続

的利用が雅進できると考えられる。
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図ー7. 鹿児島県における竹炭の用途別生産羹内訳と生産者人数，

輸入羅の変化

林野庁 「特用林産物生産統計調査」（平成 17-29年分データ ）に基づいて

作成した。輸入に関するデータは中国からの竹炭輸入邸のみを示している

（中国は輸入シェアの 9割以上を占める）。
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図ー8. 鹿児島県における竹酢液の用途別生産最内訳と生産者人

数の変化

林野庁 「特用林産物生産統計調資 （平成 17-29年分データ ）に基づいて作

成した。

タケノコ加工業者は，外国産タケノコ商品の輸入最が増

加している状況の中でも ，安定的な経営 ・販売を維持して

いた。今回の調査では，輸入品と競合 しにくい一般家庭や

一人暮らし向けの小容量缶詰などを直接スーパー ・羅販店

などへ出荷し， 学校の給食にも使用されていることが明ら

かとなり，現代のライフスタイルに対応した裔品の販売と

販路の開拓が経営を支えている大きな要因であると考えら

れる。

IV. 結 仝
岡

―-l-n 

鹿児島県の竹資源利用においては国外竹製品輸入量の

増加，国内の建築 ・農業などの分野における需要減少，お

よび伝統的竹工芸品加工職人の高齢化，経営難などの影響

が認められた。その中で生産技術 ・設備の向上，開発に

よる製品の高付加価値化，そして輸入品と競合しない販路

の開拓が多くの業者の経営を維持してきた大きな要因であ

ると考えられた。

製品別業者数に関しては， 1970年代から 2018年にかけ

て，花器・竹器 ・編組品等の伝統的竹工芸品加工業者の継

続的な減少，生活雑貨 ・日用品等業者の増加，そして 1990

年以降の製品別業者数の偏りの減少などの傾向が見られ，

製品別業者数が大きく変動する量的な変化が示された。

竹製品の品目構成に関してはかつての手作りや量産型

伝統製品の生産から，現在においては便利さや実用性を追

求した生活雑貨・日用品を中心とした多品種星産型竹製品

の生産へと重心を変化させてきたという 質的な変化が示唆

された。

製品別業者数および竹製品の品目構成の変化があった一

方で，県内竹材の調達 • 利用に関しては，1990年以降か

ら現在にかけて県内のパルプ，生活雑貨 .El用品，造園資

材，竹炭・竹酢液などを目的とした加工用の需要により県

内産材が消費されるという自給的な体制にほとんど変化は

見られなかった。すなわち岩井 (2005)の記述した「県内

産竹材の多くが県内で消費される体制」は現時点でも継続

していると考えられた。 しかしながら，県内の原竹一次加

工業者の消失に伴い ， 竹材半製品の調達• 利用体制は大き

く変化した。竹産業において原竹一次加工業者の存在は非

常に重要であり (Marshand Smith 2007), 現在は鹿児島県

内原竹一次加工業者が存在せず，県内産原竹はいったん熊

本へ運搬され，そこで割加工などをして再び県内に供給さ

れる （林野庁 2004)。 しかしながら，原竹は空洞を持つ植

物で実材積が少ない割に容積が大きくな り運搬コストがか

かること（内村 2008)から考えると，現存の体制で生産

された半製品は生活雑貨 ・日用品などの業者にとって安価

な原料とは言えないと考えられる。県内における竹材運搬

等のコス ト削減のためには，原竹一次加工業者の再興につ

いて検討する必要があると考えられる。

県内産の竹炭・竹酢液については 2008年まで一定の生

産量を保有 していたがその後中国からの安価な竹炭の輸

入などの影響を受け大幅に減少した。中国からの輸入品は

1990年代の竹刀，割竹，竹材半製品などをはじめ，現在

においても竹材半製品，竹炭・竹酢液に影響を及ぽしてお
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り，その傾向は鹿児島県だけでなくであると考えられる。

竹産業の維持を考えるにあたって，中国における竹製品の

生産・流通・販売などの実情についても把握する必要があ

るだろう。

また，高品質竹材を求める花器・ 竹器・編組器などの伝

統的竹工芸品加工業者が今後も減少し続ける場合，県内産

の良質竹材への需要• 生産がさらに低下することが懸念さ

れる。花器・竹器・編組品など伝統的竹工芸品の生産に精

通し，特殊な手加工の技術がある職人の高齢化や生産の中

断により，生産に関わる技術や知恵の消失も危惧されこと

から，将来的な生産者の確保と地元特有の技術や知恵を継

承していくことが重要であると考えられる。
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