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１　設立経緯

　「とかちの木で家をつくる会」は，住宅をつくる人

と家を建てようとする人が，お互いに顔の見える関係

を作り，カラマツをはじめとした地域の木材を使った

家づくりを通して，十勝の森林を育み，環境の保全に

つなげようと十勝管内の森林組合，製材工場，設計事

務所，工務店などで構成される団体で平成１６年５月

に誕生しました。

　平成１１年に十勝総合振興局（旧十勝支庁）林務課

の声掛けで，大径化してきたカラマツの有効利用を考

えるために設けられた「カラマツ王国活性化事業」で

３年，さらに「カラマツの家作り推進会議」で３年カ

ラマツの需要開拓を考えてきたメンバーが，引き続き

継続して活動している会です。現在，素材生産事業者

２社，製材事業者６社，設計事務所３社，工務店５社，

資材販売等３社，アドバイザー・オブザーバー４団体

で活動しています。

２　活動内容

 (１) 地域材の普及・啓蒙活動

　会員の設計・施工したカラマツ住宅の建築状況や現

場見学会等の情報をホームページ等を利用して広くア

ナウンスしています。

 (２) 普及推進会議

　定期的に会員相互の意見交換及び勉強会を行ってい

ます。

 (３) 道産材を使用した建築物及び加工施設等の研修

視察

　昨年はカラマツを使用した大型牛舎の視察をしました。

 (４) カラマツ苗木の植樹祭

　会員及びその家族，各会員のお客様やその家族など

毎回多くの参加者で行っています。

３　顔の見える家作り報告会

　会の事業計画のひとつである普及推進会議として，

上記報告会を８月５日に帯広市内の十勝プラザにおい

て午後６時から行いました（会員数１８社中１４社，

総合振興局２名，お施主様１名の計１７名の参加）。

　この事業は，林業関係者であるお施主様の，『自分

の家を山から設計・施工に至るまで地域内ですべて完

結したい』・・・というご希望から始まり，帯広周辺の

事業者が携わって，実現しました。

山　　　元　　豊頃町　　坂口山林

造材・運搬　　帯広市　　(有)ナカザワ

製　　　材　　浦幌町　　木下林業株式会社

乾　　　燥　　幕別町　　オムニス林産協同組合

製 材 販 売　　幕別町　　(有)瀬上製材所

設　　　計　　帯広市　　(有)陽建築工房

プレカット　　旭川市　　旭川プレカットセンター

施　　　工　　音更町　　(有)水野建設

　設計開始から完成までの流れ，使用した構造用木材

の明細は表１及び表２の通りです。

　今回は顔が見えることにこだわりましたので，従来

の建築と，若干の違いが生じました。

　製材工場における原木の買入価格は通常より10%ほ

ど高く設定しました。また，製材の販売価格は通常よ

りより15%ほど高く設定しました。結果として，製材

の総額は，顔が見えることにこだわらない場合と比較

して11万円高くなりました。

　山元から施工の工務店までのなかで，特別の対応が

必要だったのは山元，伐採・玉切作業，製材販売で，

他の業者は通常との違いは見られませんでした。

　山元及び伐採作業で通常作業との違いは，必要とす

る原木の長さ，径，本数が予め決まっているために，

立木の段階で倒す木を選択しなければならなかったこ

とです（表３）。

　その結果，伐採作業の効率が落ちました。また，玉

切り作業においても，必要とする径と長さを考えなが

ら切らなければならないため，作業効率が落ちまし

た。設定した10%増しの単価では，作業効率から言っ

て少し厳しいとの結果となりました。

　しかしながら，今までは，切った木はどこでどのよ

うに使われているのか分からなかったのが，今回は利

用先が分かり更に住まい手の顔までわかることは，今

までとは違う満足感があるとのことでした。

　なお，建築用に取れない丸太については通常のカラ

マツ製材用，パルプ用として使いました。

　また，製材販売側では，割高な製材の在庫を持たざ

るを得ないことと，原価の変動が大きいことが課題と

なりました。

　つまり，特定の原木から製材を採る際に副産物とし

て側板が生産されますが，それらを全部同じ物件で使

い切ることはできませんでしたので，在庫として残っ

てしまうことです。また，製材，乾燥後の製材はすべ

て買い取る方法としたため，死節，抜節，腐れ，ヤニ，

割れ等の欠点のある材も引き取ることとなり，不良材

の割合によって原価が大きく変わってしまいます。設

定した１５%増しの単価では少し厳しいとの結果とな

りました。

４　まとめ

　木材代金が15%（11万円程）高くなった等，今後

解決しなくてはならない課題はありますが，結論とし

ては，お施主様は川上から川下までの顔の見える家作

りができて，安心，納得，満足の家作りができました。

業者側も，課題は色々あったが他とは差別化できる付

加価値のある家作りができました。

　当会ではこのような家作りを通して，地域の山に再

び植林され，地域の経済に貢献し，更に環境にも優し

いこの取り組みを少しでも広く普及させていきたいと

考えております。

はじめに

　下川町は北海道の北部に位置し，面積約644km2(東

京23区と同等面積)，人口約3,700人の農山村地域で

す。気候は内陸性で最高気温は＋30℃を超え，最低気

温が－30℃と年間の気温差が60℃にまで達する「寒

暖の差」が激しい地域です。降雪は11月から4月中旬

頃まで続き，年間降雪の合計は10メートルを超える

年もあり，自然環境の厳しい地域であるといえます。

　町の総面積の約90%が森林であり，古くから森の恵

みを享受するなかで森林・林業を産業の基盤として発

展してきました。

　町では，「伐ったら必ず植える」という林業の基本

姿勢・基本理念のもと，60年をサイクルとした循環

型森林経営（毎年植林50ha×60年伐期）を基盤とし

ており，「森林資源循環型のまちづくり」を基本とし

て，森林を活用した様々な取り組みを展開し，地域経

済，社会全体の活性化を目指した先駆的・先導的な取

り組みを実践しています。

　その中で，北海道初の世界的な認証であるFSC森林

認証の取得，カラマツ，トドマツなどの地域材を使用

した住宅建設の推進や木質バイオマスボイラーの導入

のほか森林療法（森林セラピー）の事業化など環境に

配慮した取り組みを行っています。

　こうした取り組みから，先駆的な地球温暖化対策に

取り組む自治体を国が支援する「環境モデル都市」の

認定を受け，森林バイオマスの総合的な利活用により

地域産業の振興を図り，低炭素で快適な生活環境を創

造することによって温暖化対策を促進しており，全国

のモデルとなる地域づくりを進めています。

「地材地消」のとりくみ

　環境モデル都市アクションプラン（行動計画）で

は，地域社会の環境を形成する重要な構成要素として

「住宅」を掲げ，地域材やウッドマイルズを活用した

住宅（地域材活用住宅）を推進しています。

　下川における取り組みの特徴は“森林を背景とした

家づくり”であり，地域の森林と住宅をつなぎ循環さ

せるという，山村地域の優位性を最大限に生かすため

の取り組みとしていることです。

　そのことによって山にお金が還元され，持続可能な

森林づくりにつながります。下川のような山村地域に

おいては，持続可能な地域経営を進めるためには，持

続可能な森林管理を行う必要があります。

　この森林～住宅の循環の仕組みを持続させるために

は，FSCの森林（FM認証）と製材・加工工場（CoC

認証），工務店（CoC認証），建築主まで各段階にお

いて適切な利益の配分が必要です。地域材を使用する

ことの意義や理念だけではなく，経済性がなければ持

続するものではありません。

　このような考えのもと，下川では“森林を背景とし

た家づくり”を核とした「地材地消」の取り組みを実

践してきました。

　地域材を住宅に活用しようという取り組みは，異業

種の町民が集まり平成10年に発足した“下川産業ク

ラスター研究会”の「木材加工」プロジェクトから始

まりました。翌平成11年から「下川ブランド住宅開

発」プロジェクト，平成13年からは「下川型地域材

活用住宅開発」プロジェクトとして発展していきまし

た。また，平成15年には北海道で初となるFSC森林

認証を取得したことにより，FSC認証材を使用した住

宅建設の取り組みへとつながりました。

　「下川ブランド住宅開発」プロジェクトや「下川型

地域材活用住宅開発」プロジェクトは，地域材を活用

して地域内に住宅を建てる試みであり，地域内での地

域材の供給システムの構築や下川にふさわしい家づく

りなどの研究を進めました。

　また，地域材活用住宅の普及においては，“下川生

まれ，下川育ちの家づくり”と題した見学会を開催す

る取組みを行っています。「下川で生まれた木を使

い，地域の工場で加工して，地域の職人が建てる家，

そして地域の人がそこで暮らすことによって育ってい

く家」との意味を込めて名付けています。森林から加

工場，建築現場，さらには完成した住宅を見てもら

い，地域材を使うことへの理解を深めてもらうこと

で，「森と人を結ぶ」取り組みです。普及は一朝一夕

で出来るものではありません。それを継続することが

大事であり，一歩ずつ着実に進めていくことが必要で

あると考えています。

　さらに，FSC森林認証や地域材を使用することの意

義・理念だけでは，ユーザーに対してその住宅の優位

性を示すことが困難なこともあることから，ウッドマ

イルズなどの指標を用いて，客観的な数値として示す

取り組みも行っています。ウッドマイルズは，木材の

輸送距離を短縮し，輸送エネルギーの削減や地域材需

要の活性化を目指す取り組みであり，地域材を使用す

ることの優位性を示すツールとして活用しています。

　このような取り組みの成果として，町内では建築用

材としてのFSC認証材（地域材）の供給体制が整備さ

れ，FSC認証材を使った住宅の普及が進められてお

り，「地材地消」の先進地となっています。

下川町エコハウス

　これまでの研究成果をもとに，昨年3月，下川町環

境共生型モデル住宅（エコハウス）「美桑（みく

わ）」が完成しました。下川町エコハウス「美桑」

は，建設，居住，建て替えのライフサイクルに渡って

環境負荷が少なく，快適な暮らしを実現する住宅（エ

コハウス）のモデルハウスとして建てられました。 

　下川町エコハウス「美桑」では，下川ならではの取

り組みとして，下川生まれの木材をふんだんに使って

います。建物に使われている木材は，ほぼ全て下川産

のFSC認証材であり，建物としては国内で初のFSC部

分プロジェクト認証を受けています。

　使用する木材のほとんどを地域材とすることによっ

て，木材の輸送に掛るCO2の排出を削減し，国内の一

般的な住宅の場合と比べて80％以上の削減率を実現

しています。

　モデルハウスとしての普及効果を高めるため，下川

町エコハウス「美桑」は，宿泊体験が出来る施設とし

て開放しており，実際に見て触れることにより，地域

材を使った住宅の良さを体験することが出来ます。宿

泊ばかりではなく視察，研修や結婚式などで利用され

ており，昨年度の訪問者は1,600人を超えており，普

及拡大につながることが期待されます。

　さらに，エコハウスの仕様を取り入れた公共建築が

建設されたり，エコハウスの建設をきっかけとして地

元の建設業者が集まり「下川ＥＣＯな家づくり研究

会」を設立するなど，エコハウスの普及は官民一体と

なった地域全体での取り組みに発展しています。

木材トレーサビリティシステム

　これまでの活動を更に進めるため，昨年度「下川地

域材活用促進協議会」を立ち上げ，木材の履歴管理に

着目した，木材のトレーサビリティシステムの試行事

業に取り組みました。木材のトレーサビリティシステ

ムに取り組み，それを普及させることにより，循環型

森林経営の基盤となる“お金を森林や地域へ還元する

仕組み”の構築が期待されます。

　下川地域材活用促進協議会では，更なるカラマツ材

の付加価値の向上を図るため，その強度に注目し，森

林や地域への還元，製品の安心・安全を担保し，需要

拡大につなげる検証を行うこととしました。

　この取り組みでは，FSC認証材で製造した集成材を

住宅用構造部材として活用する，山から住宅建設まで

の一連のモデル分析を行いました。

　試行作業の範囲としては，素材生産～製材工場～乾

燥工場～集成材工場～プレカット工場～建築現場～建

築主への説明となっています。

　今回のトレーサビリティシステムでは，ICタグや

QRコードを取り付け，PDAを使って書き込みや読み

取りを行い，クラウドサーバー上のプログラムで情報

を管理するシステムを使っています。トレースした情

報は，伐採や加工，建築の年月日，樹種やサイズ，強

度などとなっています。

　今回の試行では，原木，製材（ラミナ）の強度デー

タをトレーサビリティシステムに取り込むことでの地

域材の付加価値向上のあり方を検討しました。原木段

階での強度とラミナの強度との相関関係は示されてい

ます。そこで，原木段階で強度を測定し，その強度に

よって原木やラミナを購入することが出来ることとな

れば，工場でのメリットは極めて大きなものとなりま

す。このことから，トレーサビリティシステムは，

“お金を森林に還元する仕組み”の構築に有効なツー

ルとなる可能性があります。

　また，トレーサビリティシステムを活用して情報を

一括に管理することにより，不要な在庫を減らした

り，製品を計画的に生産することが可能となり，納期

の短縮，在庫の圧縮，生産コストの削減などの様々な

効果が期待されます。

　さらに，材の履歴の管理により瑕疵の解消につなが

ることで，建築主に対する安心・安全を提供すること

が出来，品質保証の点でのメリットも生まれます。

　システムの実用化に向けては様々な課題はあります

が，今後は「下川地域材活用促進協議会」はもとよ

り，行政や関係団体などの協力を得ながら検討を継続

していきます。木材のトレーサビリティシステムによ

り，山から住宅建設まで情報をつないだ意義は大き

く，地域材の更なる活用に大きなアドバンテージをも

たらすことを期待しています。

 

とかちの木で家をつくる会
http://tokachinoki.com/

地場産カラマツにこだわった家づくり

（オムニス林産協同組合理事長）

表１ 設計開始から完成までの流れ 

平成２１年  

後半

お施主さんと設計の今田氏との

打ち合わせ 

平成２２年  

２月

 

各業者が集まり打ち合わせ 

２月 木材調書出来上がり 

３月 山に伐採を発注  

４月 伐採作業  

５月 製材  

５月 乾燥  

５月～１０月 養生  

１０月 プレカット加工  

１１月 建て方始め 

平成２３年  

２月  完成  
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１　設立経緯

　「とかちの木で家をつくる会」は，住宅をつくる人

と家を建てようとする人が，お互いに顔の見える関係

を作り，カラマツをはじめとした地域の木材を使った

家づくりを通して，十勝の森林を育み，環境の保全に

つなげようと十勝管内の森林組合，製材工場，設計事

務所，工務店などで構成される団体で平成１６年５月

に誕生しました。

　平成１１年に十勝総合振興局（旧十勝支庁）林務課

の声掛けで，大径化してきたカラマツの有効利用を考

えるために設けられた「カラマツ王国活性化事業」で

３年，さらに「カラマツの家作り推進会議」で３年カ

ラマツの需要開拓を考えてきたメンバーが，引き続き

継続して活動している会です。現在，素材生産事業者

２社，製材事業者６社，設計事務所３社，工務店５社，

資材販売等３社，アドバイザー・オブザーバー４団体

で活動しています。

２　活動内容

 (１) 地域材の普及・啓蒙活動

　会員の設計・施工したカラマツ住宅の建築状況や現

場見学会等の情報をホームページ等を利用して広くア

ナウンスしています。

 (２) 普及推進会議

　定期的に会員相互の意見交換及び勉強会を行ってい

ます。

 (３) 道産材を使用した建築物及び加工施設等の研修

視察

　昨年はカラマツを使用した大型牛舎の視察をしました。

 (４) カラマツ苗木の植樹祭

　会員及びその家族，各会員のお客様やその家族など

毎回多くの参加者で行っています。

３　顔の見える家作り報告会

　会の事業計画のひとつである普及推進会議として，

上記報告会を８月５日に帯広市内の十勝プラザにおい

て午後６時から行いました（会員数１８社中１４社，

総合振興局２名，お施主様１名の計１７名の参加）。

　この事業は，林業関係者であるお施主様の，『自分

の家を山から設計・施工に至るまで地域内ですべて完

結したい』・・・というご希望から始まり，帯広周辺の

事業者が携わって，実現しました。

山　　　元　　豊頃町　　坂口山林

造材・運搬　　帯広市　　(有)ナカザワ

製　　　材　　浦幌町　　木下林業株式会社

乾　　　燥　　幕別町　　オムニス林産協同組合

製 材 販 売　　幕別町　　(有)瀬上製材所

設　　　計　　帯広市　　(有)陽建築工房

プレカット　　旭川市　　旭川プレカットセンター

施　　　工　　音更町　　(有)水野建設

　設計開始から完成までの流れ，使用した構造用木材

の明細は表１及び表２の通りです。

　今回は顔が見えることにこだわりましたので，従来

の建築と，若干の違いが生じました。

　製材工場における原木の買入価格は通常より10%ほ

ど高く設定しました。また，製材の販売価格は通常よ

りより15%ほど高く設定しました。結果として，製材

の総額は，顔が見えることにこだわらない場合と比較

して11万円高くなりました。

　山元から施工の工務店までのなかで，特別の対応が

必要だったのは山元，伐採・玉切作業，製材販売で，

他の業者は通常との違いは見られませんでした。

　山元及び伐採作業で通常作業との違いは，必要とす

る原木の長さ，径，本数が予め決まっているために，

立木の段階で倒す木を選択しなければならなかったこ

とです（表３）。

　その結果，伐採作業の効率が落ちました。また，玉

切り作業においても，必要とする径と長さを考えなが

ら切らなければならないため，作業効率が落ちまし

た。設定した10%増しの単価では，作業効率から言っ

て少し厳しいとの結果となりました。

　しかしながら，今までは，切った木はどこでどのよ

うに使われているのか分からなかったのが，今回は利

用先が分かり更に住まい手の顔までわかることは，今

までとは違う満足感があるとのことでした。

　なお，建築用に取れない丸太については通常のカラ

マツ製材用，パルプ用として使いました。

　また，製材販売側では，割高な製材の在庫を持たざ

るを得ないことと，原価の変動が大きいことが課題と

なりました。

　つまり，特定の原木から製材を採る際に副産物とし

て側板が生産されますが，それらを全部同じ物件で使

い切ることはできませんでしたので，在庫として残っ

てしまうことです。また，製材，乾燥後の製材はすべ

て買い取る方法としたため，死節，抜節，腐れ，ヤニ，

割れ等の欠点のある材も引き取ることとなり，不良材

の割合によって原価が大きく変わってしまいます。設

定した１５%増しの単価では少し厳しいとの結果とな

りました。

４　まとめ

　木材代金が15%（11万円程）高くなった等，今後

解決しなくてはならない課題はありますが，結論とし

ては，お施主様は川上から川下までの顔の見える家作

りができて，安心，納得，満足の家作りができました。

業者側も，課題は色々あったが他とは差別化できる付

加価値のある家作りができました。

　当会ではこのような家作りを通して，地域の山に再

び植林され，地域の経済に貢献し，更に環境にも優し

いこの取り組みを少しでも広く普及させていきたいと

考えております。

はじめに

　下川町は北海道の北部に位置し，面積約644km2(東

京23区と同等面積)，人口約3,700人の農山村地域で

す。気候は内陸性で最高気温は＋30℃を超え，最低気

温が－30℃と年間の気温差が60℃にまで達する「寒

暖の差」が激しい地域です。降雪は11月から4月中旬

頃まで続き，年間降雪の合計は10メートルを超える

年もあり，自然環境の厳しい地域であるといえます。

　町の総面積の約90%が森林であり，古くから森の恵

みを享受するなかで森林・林業を産業の基盤として発

展してきました。

　町では，「伐ったら必ず植える」という林業の基本

姿勢・基本理念のもと，60年をサイクルとした循環

型森林経営（毎年植林50ha×60年伐期）を基盤とし

ており，「森林資源循環型のまちづくり」を基本とし

て，森林を活用した様々な取り組みを展開し，地域経

済，社会全体の活性化を目指した先駆的・先導的な取

り組みを実践しています。

　その中で，北海道初の世界的な認証であるFSC森林

認証の取得，カラマツ，トドマツなどの地域材を使用

した住宅建設の推進や木質バイオマスボイラーの導入

のほか森林療法（森林セラピー）の事業化など環境に

配慮した取り組みを行っています。

　こうした取り組みから，先駆的な地球温暖化対策に

取り組む自治体を国が支援する「環境モデル都市」の

認定を受け，森林バイオマスの総合的な利活用により

地域産業の振興を図り，低炭素で快適な生活環境を創

造することによって温暖化対策を促進しており，全国

のモデルとなる地域づくりを進めています。

「地材地消」のとりくみ

　環境モデル都市アクションプラン（行動計画）で

は，地域社会の環境を形成する重要な構成要素として

「住宅」を掲げ，地域材やウッドマイルズを活用した

住宅（地域材活用住宅）を推進しています。

　下川における取り組みの特徴は“森林を背景とした

家づくり”であり，地域の森林と住宅をつなぎ循環さ

せるという，山村地域の優位性を最大限に生かすため

の取り組みとしていることです。

　そのことによって山にお金が還元され，持続可能な

森林づくりにつながります。下川のような山村地域に

おいては，持続可能な地域経営を進めるためには，持

続可能な森林管理を行う必要があります。

　この森林～住宅の循環の仕組みを持続させるために

は，FSCの森林（FM認証）と製材・加工工場（CoC

認証），工務店（CoC認証），建築主まで各段階にお

いて適切な利益の配分が必要です。地域材を使用する

ことの意義や理念だけではなく，経済性がなければ持

続するものではありません。

　このような考えのもと，下川では“森林を背景とし

た家づくり”を核とした「地材地消」の取り組みを実

践してきました。

　地域材を住宅に活用しようという取り組みは，異業

種の町民が集まり平成10年に発足した“下川産業ク

ラスター研究会”の「木材加工」プロジェクトから始

まりました。翌平成11年から「下川ブランド住宅開

発」プロジェクト，平成13年からは「下川型地域材

活用住宅開発」プロジェクトとして発展していきまし

た。また，平成15年には北海道で初となるFSC森林

認証を取得したことにより，FSC認証材を使用した住

宅建設の取り組みへとつながりました。

　「下川ブランド住宅開発」プロジェクトや「下川型

地域材活用住宅開発」プロジェクトは，地域材を活用

して地域内に住宅を建てる試みであり，地域内での地

域材の供給システムの構築や下川にふさわしい家づく

りなどの研究を進めました。

　また，地域材活用住宅の普及においては，“下川生

まれ，下川育ちの家づくり”と題した見学会を開催す

る取組みを行っています。「下川で生まれた木を使

い，地域の工場で加工して，地域の職人が建てる家，

そして地域の人がそこで暮らすことによって育ってい

く家」との意味を込めて名付けています。森林から加

工場，建築現場，さらには完成した住宅を見てもら

い，地域材を使うことへの理解を深めてもらうこと

で，「森と人を結ぶ」取り組みです。普及は一朝一夕

で出来るものではありません。それを継続することが

大事であり，一歩ずつ着実に進めていくことが必要で

あると考えています。

　さらに，FSC森林認証や地域材を使用することの意

義・理念だけでは，ユーザーに対してその住宅の優位

性を示すことが困難なこともあることから，ウッドマ

イルズなどの指標を用いて，客観的な数値として示す

取り組みも行っています。ウッドマイルズは，木材の

輸送距離を短縮し，輸送エネルギーの削減や地域材需

要の活性化を目指す取り組みであり，地域材を使用す

ることの優位性を示すツールとして活用しています。

　このような取り組みの成果として，町内では建築用

材としてのFSC認証材（地域材）の供給体制が整備さ

れ，FSC認証材を使った住宅の普及が進められてお

り，「地材地消」の先進地となっています。

下川町エコハウス

　これまでの研究成果をもとに，昨年3月，下川町環

境共生型モデル住宅（エコハウス）「美桑（みく

わ）」が完成しました。下川町エコハウス「美桑」

は，建設，居住，建て替えのライフサイクルに渡って

環境負荷が少なく，快適な暮らしを実現する住宅（エ

コハウス）のモデルハウスとして建てられました。 

　下川町エコハウス「美桑」では，下川ならではの取

り組みとして，下川生まれの木材をふんだんに使って

います。建物に使われている木材は，ほぼ全て下川産

のFSC認証材であり，建物としては国内で初のFSC部

分プロジェクト認証を受けています。

　使用する木材のほとんどを地域材とすることによっ

て，木材の輸送に掛るCO2の排出を削減し，国内の一

般的な住宅の場合と比べて80％以上の削減率を実現

しています。

　モデルハウスとしての普及効果を高めるため，下川

町エコハウス「美桑」は，宿泊体験が出来る施設とし

て開放しており，実際に見て触れることにより，地域

材を使った住宅の良さを体験することが出来ます。宿

泊ばかりではなく視察，研修や結婚式などで利用され

ており，昨年度の訪問者は1,600人を超えており，普

及拡大につながることが期待されます。

　さらに，エコハウスの仕様を取り入れた公共建築が

建設されたり，エコハウスの建設をきっかけとして地

元の建設業者が集まり「下川ＥＣＯな家づくり研究

会」を設立するなど，エコハウスの普及は官民一体と

なった地域全体での取り組みに発展しています。

木材トレーサビリティシステム

　これまでの活動を更に進めるため，昨年度「下川地

域材活用促進協議会」を立ち上げ，木材の履歴管理に

着目した，木材のトレーサビリティシステムの試行事

業に取り組みました。木材のトレーサビリティシステ

ムに取り組み，それを普及させることにより，循環型

森林経営の基盤となる“お金を森林や地域へ還元する

仕組み”の構築が期待されます。

　下川地域材活用促進協議会では，更なるカラマツ材

の付加価値の向上を図るため，その強度に注目し，森

林や地域への還元，製品の安心・安全を担保し，需要

拡大につなげる検証を行うこととしました。

　この取り組みでは，FSC認証材で製造した集成材を

住宅用構造部材として活用する，山から住宅建設まで

の一連のモデル分析を行いました。

　試行作業の範囲としては，素材生産～製材工場～乾

燥工場～集成材工場～プレカット工場～建築現場～建

築主への説明となっています。

　今回のトレーサビリティシステムでは，ICタグや

QRコードを取り付け，PDAを使って書き込みや読み

取りを行い，クラウドサーバー上のプログラムで情報

を管理するシステムを使っています。トレースした情

報は，伐採や加工，建築の年月日，樹種やサイズ，強

度などとなっています。

　今回の試行では，原木，製材（ラミナ）の強度デー

タをトレーサビリティシステムに取り込むことでの地

域材の付加価値向上のあり方を検討しました。原木段

階での強度とラミナの強度との相関関係は示されてい

ます。そこで，原木段階で強度を測定し，その強度に

よって原木やラミナを購入することが出来ることとな

れば，工場でのメリットは極めて大きなものとなりま

す。このことから，トレーサビリティシステムは，

“お金を森林に還元する仕組み”の構築に有効なツー

ルとなる可能性があります。

　また，トレーサビリティシステムを活用して情報を

一括に管理することにより，不要な在庫を減らした

り，製品を計画的に生産することが可能となり，納期

の短縮，在庫の圧縮，生産コストの削減などの様々な

効果が期待されます。

　さらに，材の履歴の管理により瑕疵の解消につなが

ることで，建築主に対する安心・安全を提供すること

が出来，品質保証の点でのメリットも生まれます。

　システムの実用化に向けては様々な課題はあります

が，今後は「下川地域材活用促進協議会」はもとよ

り，行政や関係団体などの協力を得ながら検討を継続

していきます。木材のトレーサビリティシステムによ

り，山から住宅建設まで情報をつないだ意義は大き

く，地域材の更なる活用に大きなアドバンテージをも

たらすことを期待しています。

 

表２ 使用した構造用木材明細 

山林指定分  

構造材  

１１㎥ 平均単価  

77,000 円/㎥ 

通常在庫分  

構造材  

４㎥ 平均単価  

67,000 円/㎥ 

構造用集成材  3 ㎥  

合計  18 ㎥  

表３ 使用原木の内訳 

材長  平均直径  本数  材積  

4.0m 32cm 10 本 4m3

3.7m 28cm 80 本 21m3

2.8m 22cm 130 本 17m3

合計  220 本 42m3

図１ 報告会の様子 

表４ 製材生産状況 

製材出来高  23m3  歩留 54% 

乾燥材出来高  19m3  歩増 124% 

うち物件使用数量  11m3  使用率 6 割  

残存数量（在庫増） 8m3  
 


