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Ⅰ　木質ペレット工場の経緯と特色

　平成17年10月，当組合の木質ペレット工場は竣工

しました。本格的な出荷は翌年1月になりますが，こ

の間の約6年大過なく，今日に至っています。当組合の

特色は，原料は林地残材を利用していること（写真1），

工場建屋として廃校を活用していること（写真2），販

売は卸売に特化していることです。

　原料樹種として，カラマツを活用しています。トド

マツ・アカエゾマツも原料として有力候補ですが，カ

ラマツと比して製造効率の面でメリットがあるとはい

いきれません。

Ⅱ　木質ペレット原料の条件

　小型燃焼器機（ここでは燃焼排気を無処理で大気に

放出する意味です）の燃料としてペレットを製造する

場合，原料となる木質は一般的に，大気汚染の元とな

る人工物をほとんど含まないこと（人工物であっても

大気汚染を引き起こさない物質は問題ありません）

と，海水など塩分をほとんど含まないことがあげられ

ます。

　これらの条件に加えて，ペレットの品質を上げるた

めに望ましい条件としては，土砂の付着が少ないこと

と，樹皮そのものでないことがあげられます。（丸太

を加工製材する前に皮を剥ぐ工程があり，バークと呼

ばれる樹皮が溜まります）

　このような条件を満たす原料としては，次のような

ものが考えられます。

１　製材工場，木工場で発生する鋸屑，削りくず，

背板，端材など（ただしボード，集成材などの端

材は，接着剤などが混入しているので，条件を満

たさない場合もあります）

２　加工されていない丸太（山林，河川敷，街路

樹，庭などから出てくるもの）

３　その他建築物，木製品の廃棄処理で発生する木

質の一部

Ⅲ　木質ペレット原料としての林地残材

　林地残材とは，立木を伐り出して丸太にする際に，

山林に残る「伐根」，「追い上げ」や「枝条」のことで

す。林地残材はピンポイント的に山土場に集まる例が

少なくありません（写真3）。

　その他に類似のものとして，立木の間引きなどをし

てその場に捨てる「切り捨て間伐材」があります。切

り捨て間伐材は，林地に広く薄く存在するため，集積

に多大のコストが発生すると考えられ，少なくとも集

積コストを補う以上の価値が残材に求められます。

　当組合が原料に林地残材を利用する理由は，製材工

場の端材は家畜敷料，パルプ用チップとして利用が確

立しており，丸太から直接家畜敷料を作る工場も多く

あるほどですので，それらはペレット原料としてコス

トが見合うか慎重に検討する必要があるからです。近

年では，林地残材も家畜敷料，工場や発電の燃料とし

ても利用が増えています。

　林地残材のペレット原料としての具体的利用形態

は，流れの上で整理すると次のようになります。

１　山土場を回り，林地残材をトラックに積み込む

（現状は幹材のみを積み込み）

２　ペレット工場に搬入する

３　破砕機で処理できる大きさに前処理する（前処

理することにより，天日乾燥も進みます）

４　破砕機で破砕

５　粉砕機に入れてさらに細かくする（おが粉）

６　乾燥機で一定含水率まで乾燥する

　林地残材を製材工場端材に置き換えると，上記の

１，３，４の工程（４は製材工場端材により要不要が

ある）は省くことができます。６すなわちおが粉乾燥

工程は，林地残材はあらかじめ天日乾燥したものを使

用しているのに対し，製材工場端材は生材ですので，

製材工場端材のほうが乾燥コストが高くなることも考

えられます。ですから，製材工場端材を購入してペレ

ット原料とする場合，コスト比較が必要です。

　また，丸太から作られたオガ粉を利用する場合は，

上記の１，３，４，５の工程は省くことができます

が，６すなわちおが粉の乾燥工程は，林地残材から作

った場合のほうが低いことも十分ありえます。やはり

コスト比較が必要です。

Ⅳ　木質ペレットの製造工程について

　原料として利用する木質などにより異なりますが，

少なくとも次の工程があります。

　　粉砕　→　乾燥　→　造粒　→　冷却　→　選別

　粉砕と造粒は不可分の関係にあり，粉砕効率と造粒

機維持費の組み合わせ選択が必要です。このことは，

造粒機をミルと呼称することもあるので，関係性がわ

かると思います。

　乾燥は造粒性に直結します。基本的には，木質ペレ

ットは造粒に際し何物も添加しません（添加して造粒

している例もあるようです）。木質ペレットの表面が

ツルツルして光っているのは，無添加であれば，造粒

がしっかりしている証拠です。

　造粒は圧力と熱（摩擦熱を利用）でおこないます。

造粒機は大きく二つのタイプがあり，ダイスと呼ばれ

る成形部がリング状のものと，フラット（円盤）状の

ものとになります。リングタイプが多く使われていま

す。造粒機そのものは，約100年の歴史があるようで

すが，木質を造粒するようになったのは，オイルショ

ック以降といわれています。造粒機にとって木質は苦

手な原料のようで，家畜飼料などは得手の原料です。

当組合の実験では，投下エネルギーが同じであれば，

家畜飼料の方が10倍ほど多く造粒できます。

　造粒の結果，木質ペレットの真比重は1を超えま

す。カラマツでは，丸太の比重の倍になります。ペレ

ットは丸太（薪）に比べ体積を減らすことができ，運

搬の効率化や貯蔵スペースの削減ができます。

　冷却はペレットの成形を安定させるためにも必要な

工程です。出来立てホヤホヤのペレットは約90℃の

熱を持ち，湯気を出し，柔らかです。室温まで冷やす

ことによって，水分の放出を止め，硬くなります。

　冷却後，ペレットの長さを選別して（くずペレッ

ト，ロングペレットを排除），ストーブ燃料としての

適性を高めます。くずペレットは原料として再利用，

ロングペレットはボイラー燃料として出荷します。

Ⅴ　当組合の販売の仕組み

　当初から卸による販売としています。大きな理由

は，販路の確保です。販売店さんを募り，エンドユー

ザーの開拓を託しました。梱包した木質ペレットは完

成品だからできることでもあります（写真４・５）。

木材製品の多くは消費者が利用するまでに何段階にも

中間製品になって加工過程を経ます。製造元とエンド

ユーザーは遠いといえます。当組合のペレットは中間

に（輸送と）販売店があるだけです。エンドユーザー

は最寄りの販売店から購入できます。

　例外は足寄町施設のボイラー用燃料ペレットです。

ペレット事業支援の意味も含めて，町はペレットボイ

ラーを導入しました。町有林は林地残材の最大の供給

源でもあります。

Ⅵ　当組合の事業運営について

　製造業は原料調達・製

造・販路の完結が必要で

す（図1）。当組合も，こ

の3つの部門それぞれに担

当する中心者が決まって

います。事業設立当初から

強く意識して進めました。

　後述しますが，3部門は

それぞれ役割を全うする

上で他の2部門と密接な連係が必要です。他部門に対

する要請と同時に他部門からの要請です。さらに，3

部門の統一性です。こうすることによって，１部門は

他2部門を補助する場合もあります。責任部門を全う

するだけではなく，事業全体の底上げにも貢献しま

す。情報共有により連係が密になります。

　3部門の連携が功を奏した事例は，複数の顧客から

同時期に，“ペレットを燃やした後の灰が多く，スト

ーブのポットにクリンカーができる”という情報が寄

せられた時です。顧客対応は当然しましたが，このよ

うな情報は常に共有することになっています。考えら

れることはひとつです。原料以外に原因は考えられま

の木材の出番をつくり，再植林を行わないと，林業は

衰退し，山の木の分布もいわば少子高齢化し，次の次

の世代のための木材資源を安定的に供給することがで

きません。こうしたことを背景に，昨年，公共建築物

等木材利用促進法が成立し，学校や地域施設，高齢者

施設等の木造化，国産材の利用推進など，地域材の出

番をつくる環境が整いつつあります。

３　何が出来るか～私たちの取り組み

■民家型構法の提案～国産材による骨太な架構

　私たちの取り組みの始まりは30年前に遡ります。

　当時，宮城県沖地震（1978年）を契機に，新耐震

基準（1981年）と呼ばれる現在の基準が定められ，

耐震性能の向上が図られていました。けれども木造住

宅のつくり方自体は，戦前の民家に見られるような骨

太な柱や梁を見せた真壁構造ではなく，輸入材の細い

骨組みを金物で補強し，それを石膏ボードなどで覆う

大壁工法が中心で，木造としての合理性，構造的な合

理性が後回しになり，耐久性・耐用性への配慮も十分

とは言えなくなっていました。

 

　そうした状況に対し，地域の気候・風土，景観，生

産体制を踏まえ社会資本となるような木造住宅のあり

方を探る中で宮大工・田中文男氏と出会い，国産材と

伝統的な軸組工法の合理性を生かした骨太な架構を基

本に，多様な生活の変化を受け止める長寿命な家のつ

くり方として「民家型構法」を提案し，林野庁モデル

ハウス「国産材ハウス」（1986年）をはじめ，個人

住宅から地域の木造公営住宅まで様々な実践に取り組

んできました。

　「民家型構法」の提案は以下の5点です。①骨太な

大架構で間取りの可変性を確保　②地域環境にあった

形態　③木の材質感を大切にした空間　④時間をかけ

た家づくり　⑤山から住まい手までを結ぶ。

　特にまとまった量の木材を用いる地方の公営住宅の

建設では，山側との連携，街並みづくりを模索し，そ

の難しさを実感することもしばしばでした。木材輸入

日本一の広島県で木造の町営住宅では県産材調達は難

しく，一部しか利用できませんでした。しかし，節有

の木をあらわしで用いたその住宅は健康住宅のモデル

としても紹介され，新たな木造住宅の魅力を伝える役

目を果たしてくれました。今では広島県産材を用いた

家づくりは盛んで，大工技術と地域材を活かした長期

優良住宅のモデルを地域工務店と共に提案しました。

 

■木造に限らないインテリアの「木の香る家」化

　民家型構法は主に新築住宅での提案ですが，新築木

造住宅だけが地域材の出番ではありません。従来の木

造ながら木の見えない既存住宅はもちろん，マンショ

ンやプレファブ住宅のインテリアの木質化も大事な出

番だと考えています。こうした木の材質感と優れた特

性を活かした住宅を「木の香る家」と捉え，新築及び

既存マンションの「木の香る家」化にも取り組みまし

た。コンクリートの箱に，いわば木造軸組住宅をつく

る取り組みで，一歩中に入るとマンションとは思えない

空間が広がります。大胆な間取りの変更も可能です。

■公共建築での地域材利用

　骨太な架構を用いた木造空間づくりやコンクリート

の構造体の中での木質空間づくりの手法は，住宅に限

らず施設建築にも利用できることは言うまでもありま

せん。私たちも保育園をはじめ小学校などの公共建築

でこうした取り組みを行ってきました。

　つくば市東小学校（1995年）では，特別教室は鉄

筋コンクリート，普通教室は骨太な茨城・栃木・千葉

のスギ材を用いた平屋木造，鉄筋コンクリートと木造

を組合せることで木造だけでは難しい開放的な木造空

間を実現しています。スギ製材を850㎥，これにヒノキ

製材と集成材を合わせ約940㎥の木材を用いています。

　また，準防火地域で木造校舎の出来ない八王子市立

みなみ野小学校（1997年）では鉄筋コンクリートで

スケルトンをつくり，インテリアの木造化・木質化を

行いました。木曽の節有のヒノキを用い，繰り返しの

多い教室の軸組と板パネルを部品化し，合理的な生産

を試みました。市立みどりが丘小学校（2010年）で

は，教室の間仕切りや天井に茨城県産のスギ板，子供

がぶつかる体育館の内壁に茨城県産のスギ板を用いま

した。法的制約などで構造を木造にすることができな

い場合でも，板材など地域材活用の機会は少なくあり

ません。

■小さな町の示す大きな可能性

　2011年春に完成したウッディアリーナ朽木（くつ

き）は，琵琶湖湖西の山中の小さな町の小学校・中学

校共用の体育館です。地域開放もされており，文字通

り地域のシンボル施設のひとつです。四方を山に囲ま

れた朽木はかつてお盆の木地を生産した木の里です。

 

　体育館の建設にあたっては，学校林と市有林のスギ

の支給材を用い，市内にある設備と地元大工の手でつ

くることを基本とし，伝統的な工法を活かした構造と

すること。その設計は地元の関係者参加のプロセスで

進めるという意欲的な条件が課せられたプロジェクト

です。おまけに積雪過重が1.75ｍという豪雪地帯。い

わゆる木材名産地ではなく，市内には小さな製材所が

数軒あるのみで，乾燥施設や集成材工場はありませ

ん。乾燥は葉枯らしと桟積みの天乾によらねばなら

ず，ヤング係数と含水率の全数検査ということも含

め，地元では始めての取り組みです。この事業を通

じ，地域材を用いた家づくりの技術と体制を築くこと

を目指す開発プロジェクトでもあります。

　大きな課題はこうした地域の生産環境と共に，若齢

材が多く，利用実績が少なく特性の明らかではない地

域のスギ材を前提に，架構を設計することでした。

これに対し，山口県岩国市の錦帯橋で見られる持ち送

り重ね梁というダボと金物を併用した工法を応用し，

雪に埋もれるコンクリートの壁の上にスギ材を重ねた

27ｍスパンのアーチ屋根を架けることにしました。

錦帯橋は硬いマツやケヤキ，ヒノキなどが用いられて

いるのに対し，こちらは柔らかいスギを用い，雪のな

い岩国と違い，豪雪地帯という厳しい条件です。そこ

で国の補助事業を活用し，今後の住宅生産に向けた地

域の若齢材による合わせ梁の開発を設計と平行して進

め，大学や研究機関，宮大工集団の協力を得て，朽木

材を用いた部材実験，実大アーチの実験などを行い，

構造設計用基礎データの収集と設計の検証，施工法の

検証などを重ね，設計の精度を高めました。

　また，地域参加の検討委員会では，予算内での実現

に向けた必要な機能・諸室の見直しを含む様々な検討

が行われ，さらに所定の含水率を満たすために着工を

一年延ばし木材の乾燥期間を確保するという英断が下

されるなど，行政，学校，父兄，住民，木材関係者が

一体となり，プロジェクトの実現に向け，真剣な協議

が進められました。伐採開始に際しては，「黎明の集

い」という児童・生徒が参加する伐採見学会が開か

れ，工事の主要段階でも見学会を開催し，計画から竣

工まで，地域住民向けに事業の進行状況を紹介する瓦

版が発行されるなど，地元の取り組みは注目に値する

ものでした。環境の整った木材産地でもない小さな町

の地域を挙げた取り組みは，大きな可能性を示してい

ます。

  

４　今，何をするか～造って伝えることの積み重ね

■知られず，使われていない道産材

　本州とは気候も植生も異なる北海道では，開拓当初

は出身各地の工法や材料を用いた伝統型住宅もつくら

れていましたが，厳しい寒さをしのぐには東北，北陸

などの寒冷地由来の住宅でも不十分で，近年に至るま

で暖かい住宅づくりの研究と実践が重ねられてきたこ

とは年代ごとに変化する屋根の形を見てわかります。

　私が最初に出会った道産材の家は，カラマツ住宅で

したので，てっきりカラマツの家は道内でポピュラー

な地域材の家づくりだと思ったところ，カラマツの建

築用材としての利用は思いのほかわずかであること

や，齢級の分布が偏っていること，構造材に利用され

ることの少ないトドマツの蓄積が伸びており，この活

用が期待されることなどを次第に知るところとなりま

した。

　以前，釧路の工務店団体の仕事で，地元のコープさ

っぽろ組合員の方々にヒヤリングをした折，ほとんど

の方が北海道の木で家がつくれるとは思ったこともな

く，出来ることも知らなかったという声。しかし，も

し利用できるなら使いたいという声も少なくありませ

ん。一方，工務店側へのアンケートでは道産材につい

ての関心，理解，利用実績，利用意欲とも全般に低

く，お客様の窓口となる工務店が無関心であれば，消

費者は道産材の使えることなど知る由もないと，道産

材の存在感の薄さに驚いたことがあります。

■新たな可能性を持つ道産材

　道産材が利用されにくいことの理由には，国産材共

通の輸入材との価格競争の問題，特に木肌とかを楽し

む構造ではない２×４などでは厳しいものがあると思

います。また，木材の特性と生産体制の問題もあると

思います。乾燥による暴れの大きなカラマツ材は寸法

の安定化がなければ，工務店としては安心して利用出

来ませんし，トドマツも乾燥のバラツキや芯まではい

るひび割れなどスギやヒノキなどとは異なる特性のた

め，不用意に同じような使い方はできないという不安

があります。しかし，使い方次第で長所は短所に，短

所は長所になり，カラマツやトドマツの材の特性に合

わせた使い方はある筈です。人工林で大きな材のとれ

なかったカラマツは，寸法安定化も兼ね，集成材とし

て活用されてきましたが，次第に大きな無垢材もとれ

るようになり，乾燥技術も向上しています。トドマツ

は更に大きな断面の材がとれますが，利用の実績や，

実際の利用を想定した実験データが意外に少なく，今

後の開発と活用の余地はありそうです。

　「ＮＰＯ北の民家の会」のメンバーを中心に道産材

による骨太な架構の「北の民家モデル」の検討がされ

ており，利用実績の少ないトドマツの構造的な特性を

確認するための仕口・継ぎ手の試験が林産試験場で行

われており，こうした実験による確認と実作での展開

は，道産材の可能性を広げるものとして期待されま

す。

■需要が先か，つくるが先か

　今，道産材で耐久性，耐用性の増す骨太な架構をつ

くろうと設計者や工務店が考えても，北海道の現状の

製材は大壁造向け柱製材が中心で，正角も平角も

105mmの体系で，骨太架構の基本になる150mm角

や120mm角は，注文製材になることや，長さ４mは

伐採段階からの注文になるなど，現状のままでは骨太

な大架構を気軽に設計しにくい面があります。

　あるものに合わせて上手な料理をつくるのは料理人

の技量ではありますが，新たな素材が料理人の創作意

欲を刺激し，新たな料理が生まれ，お客様の食欲を刺

激することもある筈です。

　まずは，材をつくること，材がなければ料理はでき

ず，料理がなければ，料理を食べたいという需要は生

まれません。需要があれば材はつくりますでは，道産

材で家が出来るとは知らなかったという先の状況は変

わりそうにありません。まずは材をつくり，料理をつ

くり，料理の存在，味をお客様に知って貰うことが大

切ではないでしょうか。

■スギ普請への大工の抵抗感

　今でこそ，広島県の工務店は県産のスギを用いた家

づくりに取り組むところが少なくなく，ハウスメーカ

ーとは異なる地域工務店ならではの家づくりを積極的

に発信していますが，10数年前は，節有の材，県産

のスギをあらわしで用いるということはほとんど見ら

れませんでした。もともと日本でも有数のアカマツ産

地の広島県ではマツ普請が一般的で，民家の横架材は

アカマツの太鼓梁を用い，その後はベイマツがそれに

変わり，構造材，特に横架材にスギを使うことには大

工・工務店の抵抗感が少なくありませんでした。スギ

の家を設計すると，柔くて釘が効かない，たわみが大

きく梁に使えるものではない，強度が低い，傷がつき

やすくて困ると言った具合でした。しかし，設計者に

すれば材の性質に合わせた設計をすればよく，ヤング

係数が低いなら梁成を増せば良いのです。

 

■継続は力なり～伝える実践の積み重ね

　15年程前，広島県の事業で県産材を活用した家づ

くりのあり方を検討している頃，節有のスギをあわら

しで構造材に用いる家づくりはほとんどなく，取り組

む形態も森林組合と大きなビルダーが連携するという

訳にはゆかず，そうした家づくりを希望するお客様と

山側を結ぶ，設計者，施工者の緩やかな連携からはじ

め，その中で少しずつ設備投資を進めたり，在庫をス

トックしたりする体制をとるのが無理なく，そんな活

動がいくつか成立すれば，ひとつひとつは小川の流れ

のような取り組みでも，全体でみれば川になる。まず

は一本の小川からはじめようと，趣旨に賛同する設計

者，工務店，材木店らで木の家づくりのネットワーク

「木の香る住宅工房」（1998年結成）を立ち上げま

した。活動の中心はそんな木の特性を生かす「木の香

る家」の魅力を伝えるため，広島県生活協同組合連合

会と共催の「住まいのセミナー」という消費者向けの

連続講座で，昨年まで12年開催し，木材の特性，設

計や構造計画，維持管理，木材生産，リフォームなど

について座学と現地セミナーで学ぶプログラムです。

　この他，講師を招いての講演会，中高生生向けの講

座，展示会，見学会，木工教室などを行なってきまし

た。この間，メンバーの材木店と地域の林業家と連携

した地域材の生産体制も整い，新築，改修あわせ施工

実績も増えました。今年は「木のサローネ」と題する

会員提案型の見学会を柱とし，来春にはこれまでの取

り組み実績を紹介する「仕事展」を予定しています。

　現在，広島でも地域材利用やセミナーが増え，県産

材利用を支援する県の制度も出来，県産材の家は，家

づくりのあり方のひとつとして定着したようです。

■地域の木を生かす建築に向けて

　大切なことは，地域材を用いた家づくりを「知って

貰い，見て貰い，つくる楽しさを伝える」ことです。

そして「買う」から「つくる」魅力の再認識，家を育

てる・家を住み継ぐ意識を見直し，「新しい」だけで

なく「古さ」を生かすこと，美しい街並み・風景を育

てる意識，作り手は理想を伝える努力が大切です。

こうしたことが，地域の木を生かす建築につながり，

それを次の世代に繋げる努力が大切なのだと思いま

す。

せん。カラマツ以外の樹種が原料として使用されなか

ったか，内部で情報を整理しました。ニオイヒバを原

料の一部として利用したことが原因と特定しました。

　ダム流木を原料の一部として使用し，燃焼器機でク

リンカーが発生したことがあります。顧客からの情報

でした。造粒機のメンテナンスコスト増にも関与の疑

いがありました。考えられることは，流木ゆえに土砂

の付着があること。このことは，造粒機のメンテナン

スコストの増，燃焼器機でのクリンカー発生の一因と

考えられます。また，樹種が多様で広葉樹も相当の割

合であることです。広葉樹の中にはカラマツの倍の密

度を持つ樹種もあります。このことは，造粒機にかか

る負荷が高まると考えられます。

Ⅶ　当組合の課題と今後の見通し

　継続的にボトルネックの解

消に努め（図２），組合設立

時の製造販売計画数量（5年

目で750トン）はほぼ達成し

ました。ただ，途中経過にお

いて事前計画では想定外のさ

まざまなことをクリアしなけ

ればなりませんでした。

　原料調達から製造，販路確

保までのどこかにボトルネッ

クがあると，事業総体の大き

さが左右されます。さらに，

中長期では事業性が求められ

ます。ボトルネックの解消と

収益の確保が必要なのです。

　ペレット事業では，10年前

は販路が最大のボトルネックといわれていました。今

は原料調達がボトルネックといわれています。製造は

経験を積むことで磨きがかかります。販路は少しずつ

ですが開けています。しかし，原料については，むし

ろ厳しくなっています。販路の拡大は原料の確保が欠

かせません。

　もともと北海道，特に道東は家畜敷料の域内供給が

不足しており，端材・残材への指向が強まっていま

す。林地残材はバイオマスが話題となり，山からの搬

出が次々と現実化しています。当組合の取り組みが刺

激した面もあるかと思います。残材・端材の山中放

置・焼却から搬出へと流れが変わりつつあります。林

地残材についても山林所有者，施業事業者，端材利用

者の連携ができつつあると考えられます。

　販路の拡大については，3年前（平成18年）の石油

高騰時に進みました。10年前（平成13年）の灯油価

格はリットル40円台半ばでした。それが3倍になった

のが理由です。今の灯油価格は10年前の2倍です。燃

料として灯油と木質ペレットの価格差はほとんどあり

ません。しかし，ペレットストーブの拡大は僅少で

す。

　これについての理由は次のように推測できます。

１　ペレットストーブが高価（灯油ストーブに比して）

２　ペレットストーブの性能に不満（灯油ストーブ

はほぼ全自動，床暖もある）

３　住宅がペレットストーブ設置に不向き（重い，

大きい，出っ張る）

４　同価格の燃料であれば，灯油が便利

５　ペレット産業は安心できるか疑問

　特に４については，ペレットは灰が残る（2～4週

間ごとに処理が必要），ペレットは保管が不便（場所

をとる，補給に手間が要る），灯油は定期的にホーム

タンクに補給されるがペレットにはまだその仕組みが

無い，ペレットの入手が不便といった要素があります。

　木質バイオマスエネルギーの普及は，燃料価格差が

ない場合，上記の推測理由をつぶしていくしかありま

せん。燃焼で残る灰はゼロにはできませんが，増えな

いように努力はできます。ペレット用ホームタンクは

いずれ可能になります（写真6）。定期的な補給も可

能になると思います。ペレット産業の安定性は努力を

継続するしかありません。鶏と卵の関係ですが，燃料

が必要とされる限り，持続産業であると信じていま

す。

　木材が利用されると端材・残材が発生します。突き

詰めると，木材は利用せざるを得ないのかもしれませ

ん。ロットの大小で利用適性が違ってくるとも考えら

れます。木質バイオマスで自家発電する工場も出てき

ました。始まったばかりで，ペレットを含めどれもこ

れも暗中模索の域を出ていません。それでもチャレン

ジャーは絶えないでしょう。当組合も同じです。

　構想から10年，一条の光を見つめながら，暗夜を

手探りで進む，忍耐と研究努力の連続でした。その

間，国内のペレット産業は，まさしく民産学官の連携

で着実にすそ野を広げてきました。不足は多々ありま

すが，当組合は今後もさまざまな連係と連携を重ね，

一歩一歩前進してまいりたいと思います。

１　今，何がおきているか～住宅需給の変化

■世帯数の減少・人口構成の変化　

　年間100万戸前後で推移してきた新築住宅の着工数

は2007年のサブプライム金融危機発生以降減少が著

しく，2009年には80万戸を下回り，2010年は80万

戸は超えたものの回復の動きは見られません。新築一

戸建て住宅は20年前から減少を続け，建築用材の消

費も減少が続いています。

　一方，既存住宅の蓄積は着実に増え，空き家率は

13％（2008年）に達しています。新しく造られた住

宅ほど寿命が長く，既存住宅の蓄積は更に増すと予想

され，それは社会資産が増す良いことでもあります。

　日本の人口は2005年頃から緩やかに下降局面に入

っており，住宅の需要に直接影響する世帯数も2015

年頃から減少すると予測され，北海道ではすでに世帯

数は減少しています。推計によれば人口・世帯数の減

少は向こう100年は続くと見られ，その速さも次第に

増すようです。また，親世代に対する子世代の人口比

率も低下を続け，すでに親世代の半分以下となり，親

から既存住宅を相続するケースも増えそうです。

今後，新築が減ってゆくことは間違いないようです。

■求める住宅像の変化

　求められる住宅像もこれまでとは変わりつつあるよ

うです。かつては郊外の庭付き一戸建て住宅をゴール

とする住宅取得のパターンが典型とされ，「住宅双

六」という言い方もありました。しかし，高齢化の進

んだ現在，車中心の郊外の戸建住宅地から，歩いて用

が足せる便利な街なかの，草むしりの手間も室内段差

もないマンションに居を移す動きが見られます。

　若い世代では収入の減少や見通しの不透明さから，

大きなローンは難しくなり，夫婦共働きが主流となる

中で，仕事，買い物，保育の利便性から郊外を敬遠

し，維持管理に手間のかからず，価格も手頃なマンシ

ョンを選ぶ例が多く，また，価格が新築より平均一千

万円程度安い既存住宅を購入しリフォームして住むな

ど，住宅取得の仕方も多様化し，木造比率の高い郊外庭

付一戸建て住宅の志向は低下していると感じます。

２　何が求められているか～住宅を取巻く施策の変化

■住宅の性能向上と長寿命化

　近年，戸建住宅分野では「長期優良住宅」が，建設

費補助や税制上の優遇措置など手厚い支援もあり注目

を集めました。北海道でも道が主導する「北方型住宅

ＥＣＯモデル」が先導モデル事業に採択され，多数の

供給実績を上げています。

　この前段階には，10年前に住宅品質確保法が制定

され，住宅性能表示制度が生まれ，性能を見える化

し，性能の高い住宅～丈夫で長持ち，省エネで高齢者に

もやさしい等～づくりを促す取り組みがなされました。

　この仕組みは分譲住宅や分譲マンションで，ある程

度定着しています。

　それに対し，「長期優良住宅」は，耐震性，耐久性，

省エネ性，維持管理性について性能を高め，丈夫で長持

ちし，光熱費の少ない家をつくろうというものです。

　建築基準法の1.25倍という学校並みの耐震性，次世

代省エネ基準，75年以上の耐久性を見込める骨組み

と構造，点検・維持管理しやすいつくり，住宅の履歴

情報（住宅版の整備手帳）を保存するというもので，

戸建住宅の新たなスタンダードとなりつつあります。

　住宅施策は，先述のような住宅需給の変化を踏ま

え，新築については長寿命化を図りつつ，既存住宅の

性能向上を図るリフォームの推進や既存住宅の流通円

滑化に向けた仕組みの整備など，新築中心から既存住

宅重視に転換しています。

■公共建築物等木材利用促進法

　木材は唯一再生可能な資源であり，資源の乏しい日

本にとっては貴重な資源です。日本は人口減少時代に

入りましたが，世界を見れば依然として人口増加が続

き，生活水準の向上に伴うエネルギー需要，資源需要

の増大は目に見えており，今後，ますます化石燃料や

鉱物資源などの再生困難な資源は稀少になると考えら

れます。そうした点で，再生可能な木材資源の有効活

用は重要な課題と言えます。

　戦後に植林された人工林の多くは樹齢50年を過

ぎ，建築構造材として利用できる大きさになり，蓄積

は年を追うごとに増えています。しかし，今，これら
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Ⅰ　木質ペレット工場の経緯と特色

　平成17年10月，当組合の木質ペレット工場は竣工

しました。本格的な出荷は翌年1月になりますが，こ

の間の約6年大過なく，今日に至っています。当組合の

特色は，原料は林地残材を利用していること（写真1），

工場建屋として廃校を活用していること（写真2），販

売は卸売に特化していることです。

　原料樹種として，カラマツを活用しています。トド

マツ・アカエゾマツも原料として有力候補ですが，カ

ラマツと比して製造効率の面でメリットがあるとはい

いきれません。

Ⅱ　木質ペレット原料の条件

　小型燃焼器機（ここでは燃焼排気を無処理で大気に

放出する意味です）の燃料としてペレットを製造する

場合，原料となる木質は一般的に，大気汚染の元とな

る人工物をほとんど含まないこと（人工物であっても

大気汚染を引き起こさない物質は問題ありません）

と，海水など塩分をほとんど含まないことがあげられ

ます。

　これらの条件に加えて，ペレットの品質を上げるた

めに望ましい条件としては，土砂の付着が少ないこと

と，樹皮そのものでないことがあげられます。（丸太

を加工製材する前に皮を剥ぐ工程があり，バークと呼

ばれる樹皮が溜まります）

　このような条件を満たす原料としては，次のような

ものが考えられます。

１　製材工場，木工場で発生する鋸屑，削りくず，

背板，端材など（ただしボード，集成材などの端

材は，接着剤などが混入しているので，条件を満

たさない場合もあります）

２　加工されていない丸太（山林，河川敷，街路

樹，庭などから出てくるもの）

３　その他建築物，木製品の廃棄処理で発生する木

質の一部

Ⅲ　木質ペレット原料としての林地残材

　林地残材とは，立木を伐り出して丸太にする際に，

山林に残る「伐根」，「追い上げ」や「枝条」のことで

す。林地残材はピンポイント的に山土場に集まる例が

少なくありません（写真3）。

　その他に類似のものとして，立木の間引きなどをし

てその場に捨てる「切り捨て間伐材」があります。切

り捨て間伐材は，林地に広く薄く存在するため，集積

に多大のコストが発生すると考えられ，少なくとも集

積コストを補う以上の価値が残材に求められます。

　当組合が原料に林地残材を利用する理由は，製材工

場の端材は家畜敷料，パルプ用チップとして利用が確

立しており，丸太から直接家畜敷料を作る工場も多く

あるほどですので，それらはペレット原料としてコス

トが見合うか慎重に検討する必要があるからです。近

年では，林地残材も家畜敷料，工場や発電の燃料とし

ても利用が増えています。

　林地残材のペレット原料としての具体的利用形態

は，流れの上で整理すると次のようになります。

１　山土場を回り，林地残材をトラックに積み込む

（現状は幹材のみを積み込み）

２　ペレット工場に搬入する

３　破砕機で処理できる大きさに前処理する（前処

理することにより，天日乾燥も進みます）

４　破砕機で破砕

５　粉砕機に入れてさらに細かくする（おが粉）

６　乾燥機で一定含水率まで乾燥する

　林地残材を製材工場端材に置き換えると，上記の

１，３，４の工程（４は製材工場端材により要不要が

ある）は省くことができます。６すなわちおが粉乾燥

工程は，林地残材はあらかじめ天日乾燥したものを使

用しているのに対し，製材工場端材は生材ですので，

製材工場端材のほうが乾燥コストが高くなることも考

えられます。ですから，製材工場端材を購入してペレ

ット原料とする場合，コスト比較が必要です。

　また，丸太から作られたオガ粉を利用する場合は，

上記の１，３，４，５の工程は省くことができます

が，６すなわちおが粉の乾燥工程は，林地残材から作

った場合のほうが低いことも十分ありえます。やはり

コスト比較が必要です。

Ⅳ　木質ペレットの製造工程について

　原料として利用する木質などにより異なりますが，

少なくとも次の工程があります。

　　粉砕　→　乾燥　→　造粒　→　冷却　→　選別

　粉砕と造粒は不可分の関係にあり，粉砕効率と造粒

機維持費の組み合わせ選択が必要です。このことは，

造粒機をミルと呼称することもあるので，関係性がわ

かると思います。

　乾燥は造粒性に直結します。基本的には，木質ペレ

ットは造粒に際し何物も添加しません（添加して造粒

している例もあるようです）。木質ペレットの表面が

ツルツルして光っているのは，無添加であれば，造粒

がしっかりしている証拠です。

　造粒は圧力と熱（摩擦熱を利用）でおこないます。

造粒機は大きく二つのタイプがあり，ダイスと呼ばれ

る成形部がリング状のものと，フラット（円盤）状の

ものとになります。リングタイプが多く使われていま

す。造粒機そのものは，約100年の歴史があるようで

すが，木質を造粒するようになったのは，オイルショ

ック以降といわれています。造粒機にとって木質は苦

手な原料のようで，家畜飼料などは得手の原料です。

当組合の実験では，投下エネルギーが同じであれば，

家畜飼料の方が10倍ほど多く造粒できます。

　造粒の結果，木質ペレットの真比重は1を超えま

す。カラマツでは，丸太の比重の倍になります。ペレ

ットは丸太（薪）に比べ体積を減らすことができ，運

搬の効率化や貯蔵スペースの削減ができます。

　冷却はペレットの成形を安定させるためにも必要な

工程です。出来立てホヤホヤのペレットは約90℃の

熱を持ち，湯気を出し，柔らかです。室温まで冷やす

ことによって，水分の放出を止め，硬くなります。

　冷却後，ペレットの長さを選別して（くずペレッ

ト，ロングペレットを排除），ストーブ燃料としての

適性を高めます。くずペレットは原料として再利用，

ロングペレットはボイラー燃料として出荷します。

Ⅴ　当組合の販売の仕組み

　当初から卸による販売としています。大きな理由

は，販路の確保です。販売店さんを募り，エンドユー

ザーの開拓を託しました。梱包した木質ペレットは完

成品だからできることでもあります（写真４・５）。

木材製品の多くは消費者が利用するまでに何段階にも

中間製品になって加工過程を経ます。製造元とエンド

ユーザーは遠いといえます。当組合のペレットは中間

に（輸送と）販売店があるだけです。エンドユーザー

は最寄りの販売店から購入できます。

　例外は足寄町施設のボイラー用燃料ペレットです。

ペレット事業支援の意味も含めて，町はペレットボイ

ラーを導入しました。町有林は林地残材の最大の供給

源でもあります。

Ⅵ　当組合の事業運営について

　製造業は原料調達・製

造・販路の完結が必要で

す（図1）。当組合も，こ

の3つの部門それぞれに担

当する中心者が決まって

います。事業設立当初から

強く意識して進めました。

　後述しますが，3部門は

それぞれ役割を全うする

上で他の2部門と密接な連係が必要です。他部門に対

する要請と同時に他部門からの要請です。さらに，3

部門の統一性です。こうすることによって，１部門は

他2部門を補助する場合もあります。責任部門を全う

するだけではなく，事業全体の底上げにも貢献しま

す。情報共有により連係が密になります。

　3部門の連携が功を奏した事例は，複数の顧客から

同時期に，“ペレットを燃やした後の灰が多く，スト

ーブのポットにクリンカーができる”という情報が寄

せられた時です。顧客対応は当然しましたが，このよ

うな情報は常に共有することになっています。考えら

れることはひとつです。原料以外に原因は考えられま

の木材の出番をつくり，再植林を行わないと，林業は

衰退し，山の木の分布もいわば少子高齢化し，次の次

の世代のための木材資源を安定的に供給することがで

きません。こうしたことを背景に，昨年，公共建築物

等木材利用促進法が成立し，学校や地域施設，高齢者

施設等の木造化，国産材の利用推進など，地域材の出

番をつくる環境が整いつつあります。

３　何が出来るか～私たちの取り組み

■民家型構法の提案～国産材による骨太な架構

　私たちの取り組みの始まりは30年前に遡ります。

　当時，宮城県沖地震（1978年）を契機に，新耐震

基準（1981年）と呼ばれる現在の基準が定められ，

耐震性能の向上が図られていました。けれども木造住

宅のつくり方自体は，戦前の民家に見られるような骨

太な柱や梁を見せた真壁構造ではなく，輸入材の細い

骨組みを金物で補強し，それを石膏ボードなどで覆う

大壁工法が中心で，木造としての合理性，構造的な合

理性が後回しになり，耐久性・耐用性への配慮も十分

とは言えなくなっていました。

 

　そうした状況に対し，地域の気候・風土，景観，生

産体制を踏まえ社会資本となるような木造住宅のあり

方を探る中で宮大工・田中文男氏と出会い，国産材と

伝統的な軸組工法の合理性を生かした骨太な架構を基

本に，多様な生活の変化を受け止める長寿命な家のつ

くり方として「民家型構法」を提案し，林野庁モデル

ハウス「国産材ハウス」（1986年）をはじめ，個人

住宅から地域の木造公営住宅まで様々な実践に取り組

んできました。

　「民家型構法」の提案は以下の5点です。①骨太な

大架構で間取りの可変性を確保　②地域環境にあった

形態　③木の材質感を大切にした空間　④時間をかけ

た家づくり　⑤山から住まい手までを結ぶ。

　特にまとまった量の木材を用いる地方の公営住宅の

建設では，山側との連携，街並みづくりを模索し，そ

の難しさを実感することもしばしばでした。木材輸入

日本一の広島県で木造の町営住宅では県産材調達は難

しく，一部しか利用できませんでした。しかし，節有

の木をあらわしで用いたその住宅は健康住宅のモデル

としても紹介され，新たな木造住宅の魅力を伝える役

目を果たしてくれました。今では広島県産材を用いた

家づくりは盛んで，大工技術と地域材を活かした長期

優良住宅のモデルを地域工務店と共に提案しました。

 

■木造に限らないインテリアの「木の香る家」化

　民家型構法は主に新築住宅での提案ですが，新築木

造住宅だけが地域材の出番ではありません。従来の木

造ながら木の見えない既存住宅はもちろん，マンショ

ンやプレファブ住宅のインテリアの木質化も大事な出

番だと考えています。こうした木の材質感と優れた特

性を活かした住宅を「木の香る家」と捉え，新築及び

既存マンションの「木の香る家」化にも取り組みまし

た。コンクリートの箱に，いわば木造軸組住宅をつく

る取り組みで，一歩中に入るとマンションとは思えない

空間が広がります。大胆な間取りの変更も可能です。

■公共建築での地域材利用

　骨太な架構を用いた木造空間づくりやコンクリート

の構造体の中での木質空間づくりの手法は，住宅に限

らず施設建築にも利用できることは言うまでもありま

せん。私たちも保育園をはじめ小学校などの公共建築

でこうした取り組みを行ってきました。

　つくば市東小学校（1995年）では，特別教室は鉄

筋コンクリート，普通教室は骨太な茨城・栃木・千葉

のスギ材を用いた平屋木造，鉄筋コンクリートと木造

を組合せることで木造だけでは難しい開放的な木造空

間を実現しています。スギ製材を850㎥，これにヒノキ

製材と集成材を合わせ約940㎥の木材を用いています。

　また，準防火地域で木造校舎の出来ない八王子市立

みなみ野小学校（1997年）では鉄筋コンクリートで

スケルトンをつくり，インテリアの木造化・木質化を

行いました。木曽の節有のヒノキを用い，繰り返しの

多い教室の軸組と板パネルを部品化し，合理的な生産

を試みました。市立みどりが丘小学校（2010年）で

は，教室の間仕切りや天井に茨城県産のスギ板，子供

がぶつかる体育館の内壁に茨城県産のスギ板を用いま

した。法的制約などで構造を木造にすることができな

い場合でも，板材など地域材活用の機会は少なくあり

ません。

■小さな町の示す大きな可能性

　2011年春に完成したウッディアリーナ朽木（くつ

き）は，琵琶湖湖西の山中の小さな町の小学校・中学

校共用の体育館です。地域開放もされており，文字通

り地域のシンボル施設のひとつです。四方を山に囲ま

れた朽木はかつてお盆の木地を生産した木の里です。

 

　体育館の建設にあたっては，学校林と市有林のスギ

の支給材を用い，市内にある設備と地元大工の手でつ

くることを基本とし，伝統的な工法を活かした構造と

すること。その設計は地元の関係者参加のプロセスで

進めるという意欲的な条件が課せられたプロジェクト

です。おまけに積雪過重が1.75ｍという豪雪地帯。い

わゆる木材名産地ではなく，市内には小さな製材所が

数軒あるのみで，乾燥施設や集成材工場はありませ

ん。乾燥は葉枯らしと桟積みの天乾によらねばなら

ず，ヤング係数と含水率の全数検査ということも含

め，地元では始めての取り組みです。この事業を通

じ，地域材を用いた家づくりの技術と体制を築くこと

を目指す開発プロジェクトでもあります。

　大きな課題はこうした地域の生産環境と共に，若齢

材が多く，利用実績が少なく特性の明らかではない地

域のスギ材を前提に，架構を設計することでした。

これに対し，山口県岩国市の錦帯橋で見られる持ち送

り重ね梁というダボと金物を併用した工法を応用し，

雪に埋もれるコンクリートの壁の上にスギ材を重ねた

27ｍスパンのアーチ屋根を架けることにしました。

錦帯橋は硬いマツやケヤキ，ヒノキなどが用いられて

いるのに対し，こちらは柔らかいスギを用い，雪のな

い岩国と違い，豪雪地帯という厳しい条件です。そこ

で国の補助事業を活用し，今後の住宅生産に向けた地

域の若齢材による合わせ梁の開発を設計と平行して進

め，大学や研究機関，宮大工集団の協力を得て，朽木

材を用いた部材実験，実大アーチの実験などを行い，

構造設計用基礎データの収集と設計の検証，施工法の

検証などを重ね，設計の精度を高めました。

　また，地域参加の検討委員会では，予算内での実現

に向けた必要な機能・諸室の見直しを含む様々な検討

が行われ，さらに所定の含水率を満たすために着工を

一年延ばし木材の乾燥期間を確保するという英断が下

されるなど，行政，学校，父兄，住民，木材関係者が

一体となり，プロジェクトの実現に向け，真剣な協議

が進められました。伐採開始に際しては，「黎明の集

い」という児童・生徒が参加する伐採見学会が開か

れ，工事の主要段階でも見学会を開催し，計画から竣

工まで，地域住民向けに事業の進行状況を紹介する瓦

版が発行されるなど，地元の取り組みは注目に値する

ものでした。環境の整った木材産地でもない小さな町

の地域を挙げた取り組みは，大きな可能性を示してい

ます。

  

４　今，何をするか～造って伝えることの積み重ね

■知られず，使われていない道産材

　本州とは気候も植生も異なる北海道では，開拓当初

は出身各地の工法や材料を用いた伝統型住宅もつくら

れていましたが，厳しい寒さをしのぐには東北，北陸

などの寒冷地由来の住宅でも不十分で，近年に至るま

で暖かい住宅づくりの研究と実践が重ねられてきたこ

とは年代ごとに変化する屋根の形を見てわかります。

　私が最初に出会った道産材の家は，カラマツ住宅で

したので，てっきりカラマツの家は道内でポピュラー

な地域材の家づくりだと思ったところ，カラマツの建

築用材としての利用は思いのほかわずかであること

や，齢級の分布が偏っていること，構造材に利用され

ることの少ないトドマツの蓄積が伸びており，この活

用が期待されることなどを次第に知るところとなりま

した。

　以前，釧路の工務店団体の仕事で，地元のコープさ

っぽろ組合員の方々にヒヤリングをした折，ほとんど

の方が北海道の木で家がつくれるとは思ったこともな

く，出来ることも知らなかったという声。しかし，も

し利用できるなら使いたいという声も少なくありませ

ん。一方，工務店側へのアンケートでは道産材につい

ての関心，理解，利用実績，利用意欲とも全般に低

く，お客様の窓口となる工務店が無関心であれば，消

費者は道産材の使えることなど知る由もないと，道産

材の存在感の薄さに驚いたことがあります。

■新たな可能性を持つ道産材

　道産材が利用されにくいことの理由には，国産材共

通の輸入材との価格競争の問題，特に木肌とかを楽し

む構造ではない２×４などでは厳しいものがあると思

います。また，木材の特性と生産体制の問題もあると

思います。乾燥による暴れの大きなカラマツ材は寸法

の安定化がなければ，工務店としては安心して利用出

来ませんし，トドマツも乾燥のバラツキや芯まではい

るひび割れなどスギやヒノキなどとは異なる特性のた

め，不用意に同じような使い方はできないという不安

があります。しかし，使い方次第で長所は短所に，短

所は長所になり，カラマツやトドマツの材の特性に合

わせた使い方はある筈です。人工林で大きな材のとれ

なかったカラマツは，寸法安定化も兼ね，集成材とし

て活用されてきましたが，次第に大きな無垢材もとれ

るようになり，乾燥技術も向上しています。トドマツ

は更に大きな断面の材がとれますが，利用の実績や，

実際の利用を想定した実験データが意外に少なく，今

後の開発と活用の余地はありそうです。

　「ＮＰＯ北の民家の会」のメンバーを中心に道産材

による骨太な架構の「北の民家モデル」の検討がされ

ており，利用実績の少ないトドマツの構造的な特性を

確認するための仕口・継ぎ手の試験が林産試験場で行

われており，こうした実験による確認と実作での展開

は，道産材の可能性を広げるものとして期待されま

す。

■需要が先か，つくるが先か

　今，道産材で耐久性，耐用性の増す骨太な架構をつ

くろうと設計者や工務店が考えても，北海道の現状の

製材は大壁造向け柱製材が中心で，正角も平角も

105mmの体系で，骨太架構の基本になる150mm角

や120mm角は，注文製材になることや，長さ４mは

伐採段階からの注文になるなど，現状のままでは骨太

な大架構を気軽に設計しにくい面があります。

　あるものに合わせて上手な料理をつくるのは料理人

の技量ではありますが，新たな素材が料理人の創作意

欲を刺激し，新たな料理が生まれ，お客様の食欲を刺

激することもある筈です。

　まずは，材をつくること，材がなければ料理はでき

ず，料理がなければ，料理を食べたいという需要は生

まれません。需要があれば材はつくりますでは，道産

材で家が出来るとは知らなかったという先の状況は変

わりそうにありません。まずは材をつくり，料理をつ

くり，料理の存在，味をお客様に知って貰うことが大

切ではないでしょうか。

■スギ普請への大工の抵抗感

　今でこそ，広島県の工務店は県産のスギを用いた家

づくりに取り組むところが少なくなく，ハウスメーカ

ーとは異なる地域工務店ならではの家づくりを積極的

に発信していますが，10数年前は，節有の材，県産

のスギをあらわしで用いるということはほとんど見ら

れませんでした。もともと日本でも有数のアカマツ産

地の広島県ではマツ普請が一般的で，民家の横架材は

アカマツの太鼓梁を用い，その後はベイマツがそれに

変わり，構造材，特に横架材にスギを使うことには大

工・工務店の抵抗感が少なくありませんでした。スギ

の家を設計すると，柔くて釘が効かない，たわみが大

きく梁に使えるものではない，強度が低い，傷がつき

やすくて困ると言った具合でした。しかし，設計者に

すれば材の性質に合わせた設計をすればよく，ヤング

係数が低いなら梁成を増せば良いのです。

 

■継続は力なり～伝える実践の積み重ね

　15年程前，広島県の事業で県産材を活用した家づ

くりのあり方を検討している頃，節有のスギをあわら

しで構造材に用いる家づくりはほとんどなく，取り組

む形態も森林組合と大きなビルダーが連携するという

訳にはゆかず，そうした家づくりを希望するお客様と

山側を結ぶ，設計者，施工者の緩やかな連携からはじ

め，その中で少しずつ設備投資を進めたり，在庫をス

トックしたりする体制をとるのが無理なく，そんな活

動がいくつか成立すれば，ひとつひとつは小川の流れ

のような取り組みでも，全体でみれば川になる。まず

は一本の小川からはじめようと，趣旨に賛同する設計

者，工務店，材木店らで木の家づくりのネットワーク

「木の香る住宅工房」（1998年結成）を立ち上げま

した。活動の中心はそんな木の特性を生かす「木の香

る家」の魅力を伝えるため，広島県生活協同組合連合

会と共催の「住まいのセミナー」という消費者向けの

連続講座で，昨年まで12年開催し，木材の特性，設

計や構造計画，維持管理，木材生産，リフォームなど

について座学と現地セミナーで学ぶプログラムです。

　この他，講師を招いての講演会，中高生生向けの講

座，展示会，見学会，木工教室などを行なってきまし

た。この間，メンバーの材木店と地域の林業家と連携

した地域材の生産体制も整い，新築，改修あわせ施工

実績も増えました。今年は「木のサローネ」と題する

会員提案型の見学会を柱とし，来春にはこれまでの取

り組み実績を紹介する「仕事展」を予定しています。

　現在，広島でも地域材利用やセミナーが増え，県産

材利用を支援する県の制度も出来，県産材の家は，家

づくりのあり方のひとつとして定着したようです。

■地域の木を生かす建築に向けて

　大切なことは，地域材を用いた家づくりを「知って

貰い，見て貰い，つくる楽しさを伝える」ことです。

そして「買う」から「つくる」魅力の再認識，家を育

てる・家を住み継ぐ意識を見直し，「新しい」だけで

なく「古さ」を生かすこと，美しい街並み・風景を育

てる意識，作り手は理想を伝える努力が大切です。

こうしたことが，地域の木を生かす建築につながり，

それを次の世代に繋げる努力が大切なのだと思いま

す。

せん。カラマツ以外の樹種が原料として使用されなか

ったか，内部で情報を整理しました。ニオイヒバを原

料の一部として利用したことが原因と特定しました。

　ダム流木を原料の一部として使用し，燃焼器機でク

リンカーが発生したことがあります。顧客からの情報

でした。造粒機のメンテナンスコスト増にも関与の疑

いがありました。考えられることは，流木ゆえに土砂

の付着があること。このことは，造粒機のメンテナン

スコストの増，燃焼器機でのクリンカー発生の一因と

考えられます。また，樹種が多様で広葉樹も相当の割

合であることです。広葉樹の中にはカラマツの倍の密

度を持つ樹種もあります。このことは，造粒機にかか

る負荷が高まると考えられます。

Ⅶ　当組合の課題と今後の見通し

　継続的にボトルネックの解

消に努め（図２），組合設立

時の製造販売計画数量（5年

目で750トン）はほぼ達成し

ました。ただ，途中経過にお

いて事前計画では想定外のさ

まざまなことをクリアしなけ

ればなりませんでした。

　原料調達から製造，販路確

保までのどこかにボトルネッ

クがあると，事業総体の大き

さが左右されます。さらに，

中長期では事業性が求められ

ます。ボトルネックの解消と

収益の確保が必要なのです。

　ペレット事業では，10年前

は販路が最大のボトルネックといわれていました。今

は原料調達がボトルネックといわれています。製造は

経験を積むことで磨きがかかります。販路は少しずつ

ですが開けています。しかし，原料については，むし

ろ厳しくなっています。販路の拡大は原料の確保が欠

かせません。

　もともと北海道，特に道東は家畜敷料の域内供給が

不足しており，端材・残材への指向が強まっていま

す。林地残材はバイオマスが話題となり，山からの搬

出が次々と現実化しています。当組合の取り組みが刺

激した面もあるかと思います。残材・端材の山中放

置・焼却から搬出へと流れが変わりつつあります。林

地残材についても山林所有者，施業事業者，端材利用

者の連携ができつつあると考えられます。

　販路の拡大については，3年前（平成18年）の石油

高騰時に進みました。10年前（平成13年）の灯油価

格はリットル40円台半ばでした。それが3倍になった

のが理由です。今の灯油価格は10年前の2倍です。燃

料として灯油と木質ペレットの価格差はほとんどあり

ません。しかし，ペレットストーブの拡大は僅少で

す。

　これについての理由は次のように推測できます。

１　ペレットストーブが高価（灯油ストーブに比して）

２　ペレットストーブの性能に不満（灯油ストーブ

はほぼ全自動，床暖もある）

３　住宅がペレットストーブ設置に不向き（重い，

大きい，出っ張る）

４　同価格の燃料であれば，灯油が便利

５　ペレット産業は安心できるか疑問

　特に４については，ペレットは灰が残る（2～4週

間ごとに処理が必要），ペレットは保管が不便（場所

をとる，補給に手間が要る），灯油は定期的にホーム

タンクに補給されるがペレットにはまだその仕組みが

無い，ペレットの入手が不便といった要素があります。

　木質バイオマスエネルギーの普及は，燃料価格差が

ない場合，上記の推測理由をつぶしていくしかありま

せん。燃焼で残る灰はゼロにはできませんが，増えな

いように努力はできます。ペレット用ホームタンクは

いずれ可能になります（写真6）。定期的な補給も可

能になると思います。ペレット産業の安定性は努力を

継続するしかありません。鶏と卵の関係ですが，燃料

が必要とされる限り，持続産業であると信じていま

す。

　木材が利用されると端材・残材が発生します。突き

詰めると，木材は利用せざるを得ないのかもしれませ

ん。ロットの大小で利用適性が違ってくるとも考えら

れます。木質バイオマスで自家発電する工場も出てき

ました。始まったばかりで，ペレットを含めどれもこ

れも暗中模索の域を出ていません。それでもチャレン

ジャーは絶えないでしょう。当組合も同じです。

　構想から10年，一条の光を見つめながら，暗夜を

手探りで進む，忍耐と研究努力の連続でした。その

間，国内のペレット産業は，まさしく民産学官の連携

で着実にすそ野を広げてきました。不足は多々ありま

すが，当組合は今後もさまざまな連係と連携を重ね，

一歩一歩前進してまいりたいと思います。

１　今，何がおきているか～住宅需給の変化

■世帯数の減少・人口構成の変化　

　年間100万戸前後で推移してきた新築住宅の着工数

は2007年のサブプライム金融危機発生以降減少が著

しく，2009年には80万戸を下回り，2010年は80万

戸は超えたものの回復の動きは見られません。新築一

戸建て住宅は20年前から減少を続け，建築用材の消

費も減少が続いています。

　一方，既存住宅の蓄積は着実に増え，空き家率は

13％（2008年）に達しています。新しく造られた住

宅ほど寿命が長く，既存住宅の蓄積は更に増すと予想

され，それは社会資産が増す良いことでもあります。

　日本の人口は2005年頃から緩やかに下降局面に入

っており，住宅の需要に直接影響する世帯数も2015

年頃から減少すると予測され，北海道ではすでに世帯

数は減少しています。推計によれば人口・世帯数の減

少は向こう100年は続くと見られ，その速さも次第に

増すようです。また，親世代に対する子世代の人口比

率も低下を続け，すでに親世代の半分以下となり，親

から既存住宅を相続するケースも増えそうです。

今後，新築が減ってゆくことは間違いないようです。

■求める住宅像の変化

　求められる住宅像もこれまでとは変わりつつあるよ

うです。かつては郊外の庭付き一戸建て住宅をゴール

とする住宅取得のパターンが典型とされ，「住宅双

六」という言い方もありました。しかし，高齢化の進

んだ現在，車中心の郊外の戸建住宅地から，歩いて用

が足せる便利な街なかの，草むしりの手間も室内段差

もないマンションに居を移す動きが見られます。

　若い世代では収入の減少や見通しの不透明さから，

大きなローンは難しくなり，夫婦共働きが主流となる

中で，仕事，買い物，保育の利便性から郊外を敬遠

し，維持管理に手間のかからず，価格も手頃なマンシ

ョンを選ぶ例が多く，また，価格が新築より平均一千

万円程度安い既存住宅を購入しリフォームして住むな

ど，住宅取得の仕方も多様化し，木造比率の高い郊外庭

付一戸建て住宅の志向は低下していると感じます。

２　何が求められているか～住宅を取巻く施策の変化

■住宅の性能向上と長寿命化

　近年，戸建住宅分野では「長期優良住宅」が，建設

費補助や税制上の優遇措置など手厚い支援もあり注目

を集めました。北海道でも道が主導する「北方型住宅

ＥＣＯモデル」が先導モデル事業に採択され，多数の

供給実績を上げています。

　この前段階には，10年前に住宅品質確保法が制定

され，住宅性能表示制度が生まれ，性能を見える化

し，性能の高い住宅～丈夫で長持ち，省エネで高齢者に

もやさしい等～づくりを促す取り組みがなされました。

　この仕組みは分譲住宅や分譲マンションで，ある程

度定着しています。

　それに対し，「長期優良住宅」は，耐震性，耐久性，

省エネ性，維持管理性について性能を高め，丈夫で長持

ちし，光熱費の少ない家をつくろうというものです。

　建築基準法の1.25倍という学校並みの耐震性，次世

代省エネ基準，75年以上の耐久性を見込める骨組み

と構造，点検・維持管理しやすいつくり，住宅の履歴

情報（住宅版の整備手帳）を保存するというもので，

戸建住宅の新たなスタンダードとなりつつあります。

　住宅施策は，先述のような住宅需給の変化を踏ま

え，新築については長寿命化を図りつつ，既存住宅の

性能向上を図るリフォームの推進や既存住宅の流通円

滑化に向けた仕組みの整備など，新築中心から既存住

宅重視に転換しています。

■公共建築物等木材利用促進法

　木材は唯一再生可能な資源であり，資源の乏しい日

本にとっては貴重な資源です。日本は人口減少時代に

入りましたが，世界を見れば依然として人口増加が続

き，生活水準の向上に伴うエネルギー需要，資源需要

の増大は目に見えており，今後，ますます化石燃料や

鉱物資源などの再生困難な資源は稀少になると考えら

れます。そうした点で，再生可能な木材資源の有効活

用は重要な課題と言えます。

　戦後に植林された人工林の多くは樹齢50年を過

ぎ，建築構造材として利用できる大きさになり，蓄積

は年を追うごとに増えています。しかし，今，これら

国産材ハウス

長期優良住宅展示モデル内観

レイクヒル福富町営住宅
（広島県）

レイクヒル福富町営住宅
（広島県）内観

三鷹の家現場 三鷹の家
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Ⅰ　木質ペレット工場の経緯と特色

　平成17年10月，当組合の木質ペレット工場は竣工

しました。本格的な出荷は翌年1月になりますが，こ

の間の約6年大過なく，今日に至っています。当組合の

特色は，原料は林地残材を利用していること（写真1），

工場建屋として廃校を活用していること（写真2），販

売は卸売に特化していることです。

　原料樹種として，カラマツを活用しています。トド

マツ・アカエゾマツも原料として有力候補ですが，カ

ラマツと比して製造効率の面でメリットがあるとはい

いきれません。

Ⅱ　木質ペレット原料の条件

　小型燃焼器機（ここでは燃焼排気を無処理で大気に

放出する意味です）の燃料としてペレットを製造する

場合，原料となる木質は一般的に，大気汚染の元とな

る人工物をほとんど含まないこと（人工物であっても

大気汚染を引き起こさない物質は問題ありません）

と，海水など塩分をほとんど含まないことがあげられ

ます。

　これらの条件に加えて，ペレットの品質を上げるた

めに望ましい条件としては，土砂の付着が少ないこと

と，樹皮そのものでないことがあげられます。（丸太

を加工製材する前に皮を剥ぐ工程があり，バークと呼

ばれる樹皮が溜まります）

　このような条件を満たす原料としては，次のような

ものが考えられます。

１　製材工場，木工場で発生する鋸屑，削りくず，

背板，端材など（ただしボード，集成材などの端

材は，接着剤などが混入しているので，条件を満

たさない場合もあります）

２　加工されていない丸太（山林，河川敷，街路

樹，庭などから出てくるもの）

３　その他建築物，木製品の廃棄処理で発生する木

質の一部

Ⅲ　木質ペレット原料としての林地残材

　林地残材とは，立木を伐り出して丸太にする際に，

山林に残る「伐根」，「追い上げ」や「枝条」のことで

す。林地残材はピンポイント的に山土場に集まる例が

少なくありません（写真3）。

　その他に類似のものとして，立木の間引きなどをし

てその場に捨てる「切り捨て間伐材」があります。切

り捨て間伐材は，林地に広く薄く存在するため，集積

に多大のコストが発生すると考えられ，少なくとも集

積コストを補う以上の価値が残材に求められます。

　当組合が原料に林地残材を利用する理由は，製材工

場の端材は家畜敷料，パルプ用チップとして利用が確

立しており，丸太から直接家畜敷料を作る工場も多く

あるほどですので，それらはペレット原料としてコス

トが見合うか慎重に検討する必要があるからです。近

年では，林地残材も家畜敷料，工場や発電の燃料とし

ても利用が増えています。

　林地残材のペレット原料としての具体的利用形態

は，流れの上で整理すると次のようになります。

１　山土場を回り，林地残材をトラックに積み込む

（現状は幹材のみを積み込み）

２　ペレット工場に搬入する

３　破砕機で処理できる大きさに前処理する（前処

理することにより，天日乾燥も進みます）

４　破砕機で破砕

５　粉砕機に入れてさらに細かくする（おが粉）

６　乾燥機で一定含水率まで乾燥する

　林地残材を製材工場端材に置き換えると，上記の

１，３，４の工程（４は製材工場端材により要不要が

ある）は省くことができます。６すなわちおが粉乾燥

工程は，林地残材はあらかじめ天日乾燥したものを使

用しているのに対し，製材工場端材は生材ですので，

製材工場端材のほうが乾燥コストが高くなることも考

えられます。ですから，製材工場端材を購入してペレ

ット原料とする場合，コスト比較が必要です。

　また，丸太から作られたオガ粉を利用する場合は，

上記の１，３，４，５の工程は省くことができます

が，６すなわちおが粉の乾燥工程は，林地残材から作

った場合のほうが低いことも十分ありえます。やはり

コスト比較が必要です。

Ⅳ　木質ペレットの製造工程について

　原料として利用する木質などにより異なりますが，

少なくとも次の工程があります。

　　粉砕　→　乾燥　→　造粒　→　冷却　→　選別

　粉砕と造粒は不可分の関係にあり，粉砕効率と造粒

機維持費の組み合わせ選択が必要です。このことは，

造粒機をミルと呼称することもあるので，関係性がわ

かると思います。

　乾燥は造粒性に直結します。基本的には，木質ペレ

ットは造粒に際し何物も添加しません（添加して造粒

している例もあるようです）。木質ペレットの表面が

ツルツルして光っているのは，無添加であれば，造粒

がしっかりしている証拠です。

　造粒は圧力と熱（摩擦熱を利用）でおこないます。

造粒機は大きく二つのタイプがあり，ダイスと呼ばれ

る成形部がリング状のものと，フラット（円盤）状の

ものとになります。リングタイプが多く使われていま

す。造粒機そのものは，約100年の歴史があるようで

すが，木質を造粒するようになったのは，オイルショ

ック以降といわれています。造粒機にとって木質は苦

手な原料のようで，家畜飼料などは得手の原料です。

当組合の実験では，投下エネルギーが同じであれば，

家畜飼料の方が10倍ほど多く造粒できます。

　造粒の結果，木質ペレットの真比重は1を超えま

す。カラマツでは，丸太の比重の倍になります。ペレ

ットは丸太（薪）に比べ体積を減らすことができ，運

搬の効率化や貯蔵スペースの削減ができます。

　冷却はペレットの成形を安定させるためにも必要な

工程です。出来立てホヤホヤのペレットは約90℃の

熱を持ち，湯気を出し，柔らかです。室温まで冷やす

ことによって，水分の放出を止め，硬くなります。

　冷却後，ペレットの長さを選別して（くずペレッ

ト，ロングペレットを排除），ストーブ燃料としての

適性を高めます。くずペレットは原料として再利用，

ロングペレットはボイラー燃料として出荷します。

Ⅴ　当組合の販売の仕組み

　当初から卸による販売としています。大きな理由

は，販路の確保です。販売店さんを募り，エンドユー

ザーの開拓を託しました。梱包した木質ペレットは完

成品だからできることでもあります（写真４・５）。

木材製品の多くは消費者が利用するまでに何段階にも

中間製品になって加工過程を経ます。製造元とエンド

ユーザーは遠いといえます。当組合のペレットは中間

に（輸送と）販売店があるだけです。エンドユーザー

は最寄りの販売店から購入できます。

　例外は足寄町施設のボイラー用燃料ペレットです。

ペレット事業支援の意味も含めて，町はペレットボイ

ラーを導入しました。町有林は林地残材の最大の供給

源でもあります。

Ⅵ　当組合の事業運営について

　製造業は原料調達・製

造・販路の完結が必要で

す（図1）。当組合も，こ

の3つの部門それぞれに担

当する中心者が決まって

います。事業設立当初から

強く意識して進めました。

　後述しますが，3部門は

それぞれ役割を全うする

上で他の2部門と密接な連係が必要です。他部門に対

する要請と同時に他部門からの要請です。さらに，3

部門の統一性です。こうすることによって，１部門は

他2部門を補助する場合もあります。責任部門を全う

するだけではなく，事業全体の底上げにも貢献しま

す。情報共有により連係が密になります。

　3部門の連携が功を奏した事例は，複数の顧客から

同時期に，“ペレットを燃やした後の灰が多く，スト

ーブのポットにクリンカーができる”という情報が寄

せられた時です。顧客対応は当然しましたが，このよ

うな情報は常に共有することになっています。考えら

れることはひとつです。原料以外に原因は考えられま

の木材の出番をつくり，再植林を行わないと，林業は

衰退し，山の木の分布もいわば少子高齢化し，次の次

の世代のための木材資源を安定的に供給することがで

きません。こうしたことを背景に，昨年，公共建築物

等木材利用促進法が成立し，学校や地域施設，高齢者

施設等の木造化，国産材の利用推進など，地域材の出

番をつくる環境が整いつつあります。

３　何が出来るか～私たちの取り組み

■民家型構法の提案～国産材による骨太な架構

　私たちの取り組みの始まりは30年前に遡ります。

　当時，宮城県沖地震（1978年）を契機に，新耐震

基準（1981年）と呼ばれる現在の基準が定められ，

耐震性能の向上が図られていました。けれども木造住

宅のつくり方自体は，戦前の民家に見られるような骨

太な柱や梁を見せた真壁構造ではなく，輸入材の細い

骨組みを金物で補強し，それを石膏ボードなどで覆う

大壁工法が中心で，木造としての合理性，構造的な合

理性が後回しになり，耐久性・耐用性への配慮も十分

とは言えなくなっていました。

 

　そうした状況に対し，地域の気候・風土，景観，生

産体制を踏まえ社会資本となるような木造住宅のあり

方を探る中で宮大工・田中文男氏と出会い，国産材と

伝統的な軸組工法の合理性を生かした骨太な架構を基

本に，多様な生活の変化を受け止める長寿命な家のつ

くり方として「民家型構法」を提案し，林野庁モデル

ハウス「国産材ハウス」（1986年）をはじめ，個人

住宅から地域の木造公営住宅まで様々な実践に取り組

んできました。

　「民家型構法」の提案は以下の5点です。①骨太な

大架構で間取りの可変性を確保　②地域環境にあった

形態　③木の材質感を大切にした空間　④時間をかけ

た家づくり　⑤山から住まい手までを結ぶ。

　特にまとまった量の木材を用いる地方の公営住宅の

建設では，山側との連携，街並みづくりを模索し，そ

の難しさを実感することもしばしばでした。木材輸入

日本一の広島県で木造の町営住宅では県産材調達は難

しく，一部しか利用できませんでした。しかし，節有

の木をあらわしで用いたその住宅は健康住宅のモデル

としても紹介され，新たな木造住宅の魅力を伝える役

目を果たしてくれました。今では広島県産材を用いた

家づくりは盛んで，大工技術と地域材を活かした長期

優良住宅のモデルを地域工務店と共に提案しました。

 

■木造に限らないインテリアの「木の香る家」化

　民家型構法は主に新築住宅での提案ですが，新築木

造住宅だけが地域材の出番ではありません。従来の木

造ながら木の見えない既存住宅はもちろん，マンショ

ンやプレファブ住宅のインテリアの木質化も大事な出

番だと考えています。こうした木の材質感と優れた特

性を活かした住宅を「木の香る家」と捉え，新築及び

既存マンションの「木の香る家」化にも取り組みまし

た。コンクリートの箱に，いわば木造軸組住宅をつく

る取り組みで，一歩中に入るとマンションとは思えない

空間が広がります。大胆な間取りの変更も可能です。

■公共建築での地域材利用

　骨太な架構を用いた木造空間づくりやコンクリート

の構造体の中での木質空間づくりの手法は，住宅に限

らず施設建築にも利用できることは言うまでもありま

せん。私たちも保育園をはじめ小学校などの公共建築

でこうした取り組みを行ってきました。

　つくば市東小学校（1995年）では，特別教室は鉄

筋コンクリート，普通教室は骨太な茨城・栃木・千葉

のスギ材を用いた平屋木造，鉄筋コンクリートと木造

を組合せることで木造だけでは難しい開放的な木造空

間を実現しています。スギ製材を850㎥，これにヒノキ

製材と集成材を合わせ約940㎥の木材を用いています。

　また，準防火地域で木造校舎の出来ない八王子市立

みなみ野小学校（1997年）では鉄筋コンクリートで

スケルトンをつくり，インテリアの木造化・木質化を

行いました。木曽の節有のヒノキを用い，繰り返しの

多い教室の軸組と板パネルを部品化し，合理的な生産

を試みました。市立みどりが丘小学校（2010年）で

は，教室の間仕切りや天井に茨城県産のスギ板，子供

がぶつかる体育館の内壁に茨城県産のスギ板を用いま

した。法的制約などで構造を木造にすることができな

い場合でも，板材など地域材活用の機会は少なくあり

ません。

■小さな町の示す大きな可能性

　2011年春に完成したウッディアリーナ朽木（くつ

き）は，琵琶湖湖西の山中の小さな町の小学校・中学

校共用の体育館です。地域開放もされており，文字通

り地域のシンボル施設のひとつです。四方を山に囲ま

れた朽木はかつてお盆の木地を生産した木の里です。

 

　体育館の建設にあたっては，学校林と市有林のスギ

の支給材を用い，市内にある設備と地元大工の手でつ

くることを基本とし，伝統的な工法を活かした構造と

すること。その設計は地元の関係者参加のプロセスで

進めるという意欲的な条件が課せられたプロジェクト

です。おまけに積雪過重が1.75ｍという豪雪地帯。い

わゆる木材名産地ではなく，市内には小さな製材所が

数軒あるのみで，乾燥施設や集成材工場はありませ

ん。乾燥は葉枯らしと桟積みの天乾によらねばなら

ず，ヤング係数と含水率の全数検査ということも含

め，地元では始めての取り組みです。この事業を通

じ，地域材を用いた家づくりの技術と体制を築くこと

を目指す開発プロジェクトでもあります。

　大きな課題はこうした地域の生産環境と共に，若齢

材が多く，利用実績が少なく特性の明らかではない地

域のスギ材を前提に，架構を設計することでした。

これに対し，山口県岩国市の錦帯橋で見られる持ち送

り重ね梁というダボと金物を併用した工法を応用し，

雪に埋もれるコンクリートの壁の上にスギ材を重ねた

27ｍスパンのアーチ屋根を架けることにしました。

錦帯橋は硬いマツやケヤキ，ヒノキなどが用いられて

いるのに対し，こちらは柔らかいスギを用い，雪のな

い岩国と違い，豪雪地帯という厳しい条件です。そこ

で国の補助事業を活用し，今後の住宅生産に向けた地

域の若齢材による合わせ梁の開発を設計と平行して進

め，大学や研究機関，宮大工集団の協力を得て，朽木

材を用いた部材実験，実大アーチの実験などを行い，

構造設計用基礎データの収集と設計の検証，施工法の

検証などを重ね，設計の精度を高めました。

　また，地域参加の検討委員会では，予算内での実現

に向けた必要な機能・諸室の見直しを含む様々な検討

が行われ，さらに所定の含水率を満たすために着工を

一年延ばし木材の乾燥期間を確保するという英断が下

されるなど，行政，学校，父兄，住民，木材関係者が

一体となり，プロジェクトの実現に向け，真剣な協議

が進められました。伐採開始に際しては，「黎明の集

い」という児童・生徒が参加する伐採見学会が開か

れ，工事の主要段階でも見学会を開催し，計画から竣

工まで，地域住民向けに事業の進行状況を紹介する瓦

版が発行されるなど，地元の取り組みは注目に値する

ものでした。環境の整った木材産地でもない小さな町

の地域を挙げた取り組みは，大きな可能性を示してい

ます。

  

４　今，何をするか～造って伝えることの積み重ね

■知られず，使われていない道産材

　本州とは気候も植生も異なる北海道では，開拓当初

は出身各地の工法や材料を用いた伝統型住宅もつくら

れていましたが，厳しい寒さをしのぐには東北，北陸

などの寒冷地由来の住宅でも不十分で，近年に至るま

で暖かい住宅づくりの研究と実践が重ねられてきたこ

とは年代ごとに変化する屋根の形を見てわかります。

　私が最初に出会った道産材の家は，カラマツ住宅で

したので，てっきりカラマツの家は道内でポピュラー

な地域材の家づくりだと思ったところ，カラマツの建

築用材としての利用は思いのほかわずかであること

や，齢級の分布が偏っていること，構造材に利用され

ることの少ないトドマツの蓄積が伸びており，この活

用が期待されることなどを次第に知るところとなりま

した。

　以前，釧路の工務店団体の仕事で，地元のコープさ

っぽろ組合員の方々にヒヤリングをした折，ほとんど

の方が北海道の木で家がつくれるとは思ったこともな

く，出来ることも知らなかったという声。しかし，も

し利用できるなら使いたいという声も少なくありませ

ん。一方，工務店側へのアンケートでは道産材につい

ての関心，理解，利用実績，利用意欲とも全般に低

く，お客様の窓口となる工務店が無関心であれば，消

費者は道産材の使えることなど知る由もないと，道産

材の存在感の薄さに驚いたことがあります。

■新たな可能性を持つ道産材

　道産材が利用されにくいことの理由には，国産材共

通の輸入材との価格競争の問題，特に木肌とかを楽し

む構造ではない２×４などでは厳しいものがあると思

います。また，木材の特性と生産体制の問題もあると

思います。乾燥による暴れの大きなカラマツ材は寸法

の安定化がなければ，工務店としては安心して利用出

来ませんし，トドマツも乾燥のバラツキや芯まではい

るひび割れなどスギやヒノキなどとは異なる特性のた

め，不用意に同じような使い方はできないという不安

があります。しかし，使い方次第で長所は短所に，短

所は長所になり，カラマツやトドマツの材の特性に合

わせた使い方はある筈です。人工林で大きな材のとれ

なかったカラマツは，寸法安定化も兼ね，集成材とし

て活用されてきましたが，次第に大きな無垢材もとれ

るようになり，乾燥技術も向上しています。トドマツ

は更に大きな断面の材がとれますが，利用の実績や，

実際の利用を想定した実験データが意外に少なく，今

後の開発と活用の余地はありそうです。

　「ＮＰＯ北の民家の会」のメンバーを中心に道産材

による骨太な架構の「北の民家モデル」の検討がされ

ており，利用実績の少ないトドマツの構造的な特性を

確認するための仕口・継ぎ手の試験が林産試験場で行

われており，こうした実験による確認と実作での展開

は，道産材の可能性を広げるものとして期待されま

す。

■需要が先か，つくるが先か

　今，道産材で耐久性，耐用性の増す骨太な架構をつ

くろうと設計者や工務店が考えても，北海道の現状の

製材は大壁造向け柱製材が中心で，正角も平角も

105mmの体系で，骨太架構の基本になる150mm角

や120mm角は，注文製材になることや，長さ４mは

伐採段階からの注文になるなど，現状のままでは骨太

な大架構を気軽に設計しにくい面があります。

　あるものに合わせて上手な料理をつくるのは料理人

の技量ではありますが，新たな素材が料理人の創作意

欲を刺激し，新たな料理が生まれ，お客様の食欲を刺

激することもある筈です。

　まずは，材をつくること，材がなければ料理はでき

ず，料理がなければ，料理を食べたいという需要は生

まれません。需要があれば材はつくりますでは，道産

材で家が出来るとは知らなかったという先の状況は変

わりそうにありません。まずは材をつくり，料理をつ

くり，料理の存在，味をお客様に知って貰うことが大

切ではないでしょうか。

■スギ普請への大工の抵抗感

　今でこそ，広島県の工務店は県産のスギを用いた家

づくりに取り組むところが少なくなく，ハウスメーカ

ーとは異なる地域工務店ならではの家づくりを積極的

に発信していますが，10数年前は，節有の材，県産

のスギをあらわしで用いるということはほとんど見ら

れませんでした。もともと日本でも有数のアカマツ産

地の広島県ではマツ普請が一般的で，民家の横架材は

アカマツの太鼓梁を用い，その後はベイマツがそれに

変わり，構造材，特に横架材にスギを使うことには大

工・工務店の抵抗感が少なくありませんでした。スギ

の家を設計すると，柔くて釘が効かない，たわみが大

きく梁に使えるものではない，強度が低い，傷がつき

やすくて困ると言った具合でした。しかし，設計者に

すれば材の性質に合わせた設計をすればよく，ヤング

係数が低いなら梁成を増せば良いのです。

 

■継続は力なり～伝える実践の積み重ね

　15年程前，広島県の事業で県産材を活用した家づ

くりのあり方を検討している頃，節有のスギをあわら

しで構造材に用いる家づくりはほとんどなく，取り組

む形態も森林組合と大きなビルダーが連携するという

訳にはゆかず，そうした家づくりを希望するお客様と

山側を結ぶ，設計者，施工者の緩やかな連携からはじ

め，その中で少しずつ設備投資を進めたり，在庫をス

トックしたりする体制をとるのが無理なく，そんな活

動がいくつか成立すれば，ひとつひとつは小川の流れ

のような取り組みでも，全体でみれば川になる。まず

は一本の小川からはじめようと，趣旨に賛同する設計

者，工務店，材木店らで木の家づくりのネットワーク

「木の香る住宅工房」（1998年結成）を立ち上げま

した。活動の中心はそんな木の特性を生かす「木の香

る家」の魅力を伝えるため，広島県生活協同組合連合

会と共催の「住まいのセミナー」という消費者向けの

連続講座で，昨年まで12年開催し，木材の特性，設

計や構造計画，維持管理，木材生産，リフォームなど

について座学と現地セミナーで学ぶプログラムです。

　この他，講師を招いての講演会，中高生生向けの講

座，展示会，見学会，木工教室などを行なってきまし

た。この間，メンバーの材木店と地域の林業家と連携

した地域材の生産体制も整い，新築，改修あわせ施工

実績も増えました。今年は「木のサローネ」と題する

会員提案型の見学会を柱とし，来春にはこれまでの取

り組み実績を紹介する「仕事展」を予定しています。

　現在，広島でも地域材利用やセミナーが増え，県産

材利用を支援する県の制度も出来，県産材の家は，家

づくりのあり方のひとつとして定着したようです。

■地域の木を生かす建築に向けて

　大切なことは，地域材を用いた家づくりを「知って

貰い，見て貰い，つくる楽しさを伝える」ことです。

そして「買う」から「つくる」魅力の再認識，家を育

てる・家を住み継ぐ意識を見直し，「新しい」だけで

なく「古さ」を生かすこと，美しい街並み・風景を育

てる意識，作り手は理想を伝える努力が大切です。

こうしたことが，地域の木を生かす建築につながり，

それを次の世代に繋げる努力が大切なのだと思いま

す。

せん。カラマツ以外の樹種が原料として使用されなか

ったか，内部で情報を整理しました。ニオイヒバを原

料の一部として利用したことが原因と特定しました。

　ダム流木を原料の一部として使用し，燃焼器機でク

リンカーが発生したことがあります。顧客からの情報

でした。造粒機のメンテナンスコスト増にも関与の疑

いがありました。考えられることは，流木ゆえに土砂

の付着があること。このことは，造粒機のメンテナン

スコストの増，燃焼器機でのクリンカー発生の一因と

考えられます。また，樹種が多様で広葉樹も相当の割

合であることです。広葉樹の中にはカラマツの倍の密

度を持つ樹種もあります。このことは，造粒機にかか

る負荷が高まると考えられます。

Ⅶ　当組合の課題と今後の見通し

　継続的にボトルネックの解

消に努め（図２），組合設立

時の製造販売計画数量（5年

目で750トン）はほぼ達成し

ました。ただ，途中経過にお

いて事前計画では想定外のさ

まざまなことをクリアしなけ

ればなりませんでした。

　原料調達から製造，販路確

保までのどこかにボトルネッ

クがあると，事業総体の大き

さが左右されます。さらに，

中長期では事業性が求められ

ます。ボトルネックの解消と

収益の確保が必要なのです。

　ペレット事業では，10年前

は販路が最大のボトルネックといわれていました。今

は原料調達がボトルネックといわれています。製造は

経験を積むことで磨きがかかります。販路は少しずつ

ですが開けています。しかし，原料については，むし

ろ厳しくなっています。販路の拡大は原料の確保が欠

かせません。

　もともと北海道，特に道東は家畜敷料の域内供給が

不足しており，端材・残材への指向が強まっていま

す。林地残材はバイオマスが話題となり，山からの搬

出が次々と現実化しています。当組合の取り組みが刺

激した面もあるかと思います。残材・端材の山中放

置・焼却から搬出へと流れが変わりつつあります。林

地残材についても山林所有者，施業事業者，端材利用

者の連携ができつつあると考えられます。

　販路の拡大については，3年前（平成18年）の石油

高騰時に進みました。10年前（平成13年）の灯油価

格はリットル40円台半ばでした。それが3倍になった

のが理由です。今の灯油価格は10年前の2倍です。燃

料として灯油と木質ペレットの価格差はほとんどあり

ません。しかし，ペレットストーブの拡大は僅少で

す。

　これについての理由は次のように推測できます。

１　ペレットストーブが高価（灯油ストーブに比して）

２　ペレットストーブの性能に不満（灯油ストーブ

はほぼ全自動，床暖もある）

３　住宅がペレットストーブ設置に不向き（重い，

大きい，出っ張る）

４　同価格の燃料であれば，灯油が便利

５　ペレット産業は安心できるか疑問

　特に４については，ペレットは灰が残る（2～4週

間ごとに処理が必要），ペレットは保管が不便（場所

をとる，補給に手間が要る），灯油は定期的にホーム

タンクに補給されるがペレットにはまだその仕組みが

無い，ペレットの入手が不便といった要素があります。

　木質バイオマスエネルギーの普及は，燃料価格差が

ない場合，上記の推測理由をつぶしていくしかありま

せん。燃焼で残る灰はゼロにはできませんが，増えな

いように努力はできます。ペレット用ホームタンクは

いずれ可能になります（写真6）。定期的な補給も可

能になると思います。ペレット産業の安定性は努力を

継続するしかありません。鶏と卵の関係ですが，燃料

が必要とされる限り，持続産業であると信じていま

す。

　木材が利用されると端材・残材が発生します。突き

詰めると，木材は利用せざるを得ないのかもしれませ

ん。ロットの大小で利用適性が違ってくるとも考えら

れます。木質バイオマスで自家発電する工場も出てき

ました。始まったばかりで，ペレットを含めどれもこ

れも暗中模索の域を出ていません。それでもチャレン

ジャーは絶えないでしょう。当組合も同じです。

　構想から10年，一条の光を見つめながら，暗夜を

手探りで進む，忍耐と研究努力の連続でした。その

間，国内のペレット産業は，まさしく民産学官の連携

で着実にすそ野を広げてきました。不足は多々ありま

すが，当組合は今後もさまざまな連係と連携を重ね，

一歩一歩前進してまいりたいと思います。

１　今，何がおきているか～住宅需給の変化

■世帯数の減少・人口構成の変化　

　年間100万戸前後で推移してきた新築住宅の着工数

は2007年のサブプライム金融危機発生以降減少が著

しく，2009年には80万戸を下回り，2010年は80万

戸は超えたものの回復の動きは見られません。新築一

戸建て住宅は20年前から減少を続け，建築用材の消

費も減少が続いています。

　一方，既存住宅の蓄積は着実に増え，空き家率は

13％（2008年）に達しています。新しく造られた住

宅ほど寿命が長く，既存住宅の蓄積は更に増すと予想

され，それは社会資産が増す良いことでもあります。

　日本の人口は2005年頃から緩やかに下降局面に入

っており，住宅の需要に直接影響する世帯数も2015

年頃から減少すると予測され，北海道ではすでに世帯

数は減少しています。推計によれば人口・世帯数の減

少は向こう100年は続くと見られ，その速さも次第に

増すようです。また，親世代に対する子世代の人口比

率も低下を続け，すでに親世代の半分以下となり，親

から既存住宅を相続するケースも増えそうです。

今後，新築が減ってゆくことは間違いないようです。

■求める住宅像の変化

　求められる住宅像もこれまでとは変わりつつあるよ

うです。かつては郊外の庭付き一戸建て住宅をゴール

とする住宅取得のパターンが典型とされ，「住宅双

六」という言い方もありました。しかし，高齢化の進

んだ現在，車中心の郊外の戸建住宅地から，歩いて用

が足せる便利な街なかの，草むしりの手間も室内段差

もないマンションに居を移す動きが見られます。

　若い世代では収入の減少や見通しの不透明さから，

大きなローンは難しくなり，夫婦共働きが主流となる

中で，仕事，買い物，保育の利便性から郊外を敬遠

し，維持管理に手間のかからず，価格も手頃なマンシ

ョンを選ぶ例が多く，また，価格が新築より平均一千

万円程度安い既存住宅を購入しリフォームして住むな

ど，住宅取得の仕方も多様化し，木造比率の高い郊外庭

付一戸建て住宅の志向は低下していると感じます。

２　何が求められているか～住宅を取巻く施策の変化

■住宅の性能向上と長寿命化

　近年，戸建住宅分野では「長期優良住宅」が，建設

費補助や税制上の優遇措置など手厚い支援もあり注目

を集めました。北海道でも道が主導する「北方型住宅

ＥＣＯモデル」が先導モデル事業に採択され，多数の

供給実績を上げています。

　この前段階には，10年前に住宅品質確保法が制定

され，住宅性能表示制度が生まれ，性能を見える化

し，性能の高い住宅～丈夫で長持ち，省エネで高齢者に

もやさしい等～づくりを促す取り組みがなされました。

　この仕組みは分譲住宅や分譲マンションで，ある程

度定着しています。

　それに対し，「長期優良住宅」は，耐震性，耐久性，

省エネ性，維持管理性について性能を高め，丈夫で長持

ちし，光熱費の少ない家をつくろうというものです。

　建築基準法の1.25倍という学校並みの耐震性，次世

代省エネ基準，75年以上の耐久性を見込める骨組み

と構造，点検・維持管理しやすいつくり，住宅の履歴

情報（住宅版の整備手帳）を保存するというもので，

戸建住宅の新たなスタンダードとなりつつあります。

　住宅施策は，先述のような住宅需給の変化を踏ま

え，新築については長寿命化を図りつつ，既存住宅の

性能向上を図るリフォームの推進や既存住宅の流通円

滑化に向けた仕組みの整備など，新築中心から既存住

宅重視に転換しています。

■公共建築物等木材利用促進法

　木材は唯一再生可能な資源であり，資源の乏しい日

本にとっては貴重な資源です。日本は人口減少時代に

入りましたが，世界を見れば依然として人口増加が続

き，生活水準の向上に伴うエネルギー需要，資源需要

の増大は目に見えており，今後，ますます化石燃料や

鉱物資源などの再生困難な資源は稀少になると考えら

れます。そうした点で，再生可能な木材資源の有効活

用は重要な課題と言えます。

　戦後に植林された人工林の多くは樹齢50年を過

ぎ，建築構造材として利用できる大きさになり，蓄積

は年を追うごとに増えています。しかし，今，これら
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の木材の出番をつくり，再植林を行わないと，林業は

衰退し，山の木の分布もいわば少子高齢化し，次の次

の世代のための木材資源を安定的に供給することがで

きません。こうしたことを背景に，昨年，公共建築物

等木材利用促進法が成立し，学校や地域施設，高齢者

施設等の木造化，国産材の利用推進など，地域材の出

番をつくる環境が整いつつあります。

３　何が出来るか～私たちの取り組み

■民家型構法の提案～国産材による骨太な架構

　私たちの取り組みの始まりは30年前に遡ります。

　当時，宮城県沖地震（1978年）を契機に，新耐震

基準（1981年）と呼ばれる現在の基準が定められ，

耐震性能の向上が図られていました。けれども木造住

宅のつくり方自体は，戦前の民家に見られるような骨

太な柱や梁を見せた真壁構造ではなく，輸入材の細い

骨組みを金物で補強し，それを石膏ボードなどで覆う

大壁工法が中心で，木造としての合理性，構造的な合

理性が後回しになり，耐久性・耐用性への配慮も十分

とは言えなくなっていました。

 

　そうした状況に対し，地域の気候・風土，景観，生

産体制を踏まえ社会資本となるような木造住宅のあり

方を探る中で宮大工・田中文男氏と出会い，国産材と

伝統的な軸組工法の合理性を生かした骨太な架構を基

本に，多様な生活の変化を受け止める長寿命な家のつ

くり方として「民家型構法」を提案し，林野庁モデル

ハウス「国産材ハウス」（1986年）をはじめ，個人

住宅から地域の木造公営住宅まで様々な実践に取り組

んできました。

　「民家型構法」の提案は以下の5点です。①骨太な

大架構で間取りの可変性を確保　②地域環境にあった

形態　③木の材質感を大切にした空間　④時間をかけ

た家づくり　⑤山から住まい手までを結ぶ。

　特にまとまった量の木材を用いる地方の公営住宅の

建設では，山側との連携，街並みづくりを模索し，そ

の難しさを実感することもしばしばでした。木材輸入

日本一の広島県で木造の町営住宅では県産材調達は難

しく，一部しか利用できませんでした。しかし，節有

の木をあらわしで用いたその住宅は健康住宅のモデル

としても紹介され，新たな木造住宅の魅力を伝える役

目を果たしてくれました。今では広島県産材を用いた

家づくりは盛んで，大工技術と地域材を活かした長期

優良住宅のモデルを地域工務店と共に提案しました。

 

■木造に限らないインテリアの「木の香る家」化

　民家型構法は主に新築住宅での提案ですが，新築木

造住宅だけが地域材の出番ではありません。従来の木

造ながら木の見えない既存住宅はもちろん，マンショ

ンやプレファブ住宅のインテリアの木質化も大事な出

番だと考えています。こうした木の材質感と優れた特

性を活かした住宅を「木の香る家」と捉え，新築及び

既存マンションの「木の香る家」化にも取り組みまし

た。コンクリートの箱に，いわば木造軸組住宅をつく

る取り組みで，一歩中に入るとマンションとは思えない

空間が広がります。大胆な間取りの変更も可能です。

■公共建築での地域材利用

　骨太な架構を用いた木造空間づくりやコンクリート

の構造体の中での木質空間づくりの手法は，住宅に限

らず施設建築にも利用できることは言うまでもありま

せん。私たちも保育園をはじめ小学校などの公共建築

でこうした取り組みを行ってきました。

　つくば市東小学校（1995年）では，特別教室は鉄

筋コンクリート，普通教室は骨太な茨城・栃木・千葉

のスギ材を用いた平屋木造，鉄筋コンクリートと木造

を組合せることで木造だけでは難しい開放的な木造空

間を実現しています。スギ製材を850㎥，これにヒノキ

製材と集成材を合わせ約940㎥の木材を用いています。

　また，準防火地域で木造校舎の出来ない八王子市立

みなみ野小学校（1997年）では鉄筋コンクリートで

スケルトンをつくり，インテリアの木造化・木質化を

行いました。木曽の節有のヒノキを用い，繰り返しの

多い教室の軸組と板パネルを部品化し，合理的な生産

を試みました。市立みどりが丘小学校（2010年）で

は，教室の間仕切りや天井に茨城県産のスギ板，子供

がぶつかる体育館の内壁に茨城県産のスギ板を用いま

した。法的制約などで構造を木造にすることができな

い場合でも，板材など地域材活用の機会は少なくあり

ません。

■小さな町の示す大きな可能性

　2011年春に完成したウッディアリーナ朽木（くつ

き）は，琵琶湖湖西の山中の小さな町の小学校・中学

校共用の体育館です。地域開放もされており，文字通

り地域のシンボル施設のひとつです。四方を山に囲ま

れた朽木はかつてお盆の木地を生産した木の里です。

 

　体育館の建設にあたっては，学校林と市有林のスギ

の支給材を用い，市内にある設備と地元大工の手でつ

くることを基本とし，伝統的な工法を活かした構造と

すること。その設計は地元の関係者参加のプロセスで

進めるという意欲的な条件が課せられたプロジェクト

です。おまけに積雪過重が1.75ｍという豪雪地帯。い

わゆる木材名産地ではなく，市内には小さな製材所が

数軒あるのみで，乾燥施設や集成材工場はありませ

ん。乾燥は葉枯らしと桟積みの天乾によらねばなら

ず，ヤング係数と含水率の全数検査ということも含

め，地元では始めての取り組みです。この事業を通

じ，地域材を用いた家づくりの技術と体制を築くこと

を目指す開発プロジェクトでもあります。

　大きな課題はこうした地域の生産環境と共に，若齢

材が多く，利用実績が少なく特性の明らかではない地

域のスギ材を前提に，架構を設計することでした。

これに対し，山口県岩国市の錦帯橋で見られる持ち送

り重ね梁というダボと金物を併用した工法を応用し，

雪に埋もれるコンクリートの壁の上にスギ材を重ねた

27ｍスパンのアーチ屋根を架けることにしました。

錦帯橋は硬いマツやケヤキ，ヒノキなどが用いられて

いるのに対し，こちらは柔らかいスギを用い，雪のな

い岩国と違い，豪雪地帯という厳しい条件です。そこ

で国の補助事業を活用し，今後の住宅生産に向けた地

域の若齢材による合わせ梁の開発を設計と平行して進

め，大学や研究機関，宮大工集団の協力を得て，朽木

材を用いた部材実験，実大アーチの実験などを行い，

構造設計用基礎データの収集と設計の検証，施工法の

検証などを重ね，設計の精度を高めました。

　また，地域参加の検討委員会では，予算内での実現

に向けた必要な機能・諸室の見直しを含む様々な検討

が行われ，さらに所定の含水率を満たすために着工を

一年延ばし木材の乾燥期間を確保するという英断が下

されるなど，行政，学校，父兄，住民，木材関係者が

一体となり，プロジェクトの実現に向け，真剣な協議

が進められました。伐採開始に際しては，「黎明の集

い」という児童・生徒が参加する伐採見学会が開か

れ，工事の主要段階でも見学会を開催し，計画から竣

工まで，地域住民向けに事業の進行状況を紹介する瓦

版が発行されるなど，地元の取り組みは注目に値する

ものでした。環境の整った木材産地でもない小さな町

の地域を挙げた取り組みは，大きな可能性を示してい

ます。

  

４　今，何をするか～造って伝えることの積み重ね

■知られず，使われていない道産材

　本州とは気候も植生も異なる北海道では，開拓当初

は出身各地の工法や材料を用いた伝統型住宅もつくら

れていましたが，厳しい寒さをしのぐには東北，北陸

などの寒冷地由来の住宅でも不十分で，近年に至るま

で暖かい住宅づくりの研究と実践が重ねられてきたこ

とは年代ごとに変化する屋根の形を見てわかります。

　私が最初に出会った道産材の家は，カラマツ住宅で

したので，てっきりカラマツの家は道内でポピュラー

な地域材の家づくりだと思ったところ，カラマツの建

築用材としての利用は思いのほかわずかであること

や，齢級の分布が偏っていること，構造材に利用され

ることの少ないトドマツの蓄積が伸びており，この活

用が期待されることなどを次第に知るところとなりま

した。

　以前，釧路の工務店団体の仕事で，地元のコープさ

っぽろ組合員の方々にヒヤリングをした折，ほとんど

の方が北海道の木で家がつくれるとは思ったこともな

く，出来ることも知らなかったという声。しかし，も

し利用できるなら使いたいという声も少なくありませ

ん。一方，工務店側へのアンケートでは道産材につい

ての関心，理解，利用実績，利用意欲とも全般に低

く，お客様の窓口となる工務店が無関心であれば，消

費者は道産材の使えることなど知る由もないと，道産

材の存在感の薄さに驚いたことがあります。

■新たな可能性を持つ道産材

　道産材が利用されにくいことの理由には，国産材共

通の輸入材との価格競争の問題，特に木肌とかを楽し

む構造ではない２×４などでは厳しいものがあると思

います。また，木材の特性と生産体制の問題もあると

思います。乾燥による暴れの大きなカラマツ材は寸法

の安定化がなければ，工務店としては安心して利用出

来ませんし，トドマツも乾燥のバラツキや芯まではい

るひび割れなどスギやヒノキなどとは異なる特性のた

め，不用意に同じような使い方はできないという不安

があります。しかし，使い方次第で長所は短所に，短

所は長所になり，カラマツやトドマツの材の特性に合

わせた使い方はある筈です。人工林で大きな材のとれ

なかったカラマツは，寸法安定化も兼ね，集成材とし

て活用されてきましたが，次第に大きな無垢材もとれ

るようになり，乾燥技術も向上しています。トドマツ

は更に大きな断面の材がとれますが，利用の実績や，

実際の利用を想定した実験データが意外に少なく，今

後の開発と活用の余地はありそうです。

　「ＮＰＯ北の民家の会」のメンバーを中心に道産材

による骨太な架構の「北の民家モデル」の検討がされ

ており，利用実績の少ないトドマツの構造的な特性を

確認するための仕口・継ぎ手の試験が林産試験場で行

われており，こうした実験による確認と実作での展開

は，道産材の可能性を広げるものとして期待されま

す。

■需要が先か，つくるが先か

　今，道産材で耐久性，耐用性の増す骨太な架構をつ

くろうと設計者や工務店が考えても，北海道の現状の

製材は大壁造向け柱製材が中心で，正角も平角も

105mmの体系で，骨太架構の基本になる150mm角

や120mm角は，注文製材になることや，長さ４mは

伐採段階からの注文になるなど，現状のままでは骨太

な大架構を気軽に設計しにくい面があります。

　あるものに合わせて上手な料理をつくるのは料理人

の技量ではありますが，新たな素材が料理人の創作意

欲を刺激し，新たな料理が生まれ，お客様の食欲を刺

激することもある筈です。

　まずは，材をつくること，材がなければ料理はでき

ず，料理がなければ，料理を食べたいという需要は生

まれません。需要があれば材はつくりますでは，道産

材で家が出来るとは知らなかったという先の状況は変

わりそうにありません。まずは材をつくり，料理をつ

くり，料理の存在，味をお客様に知って貰うことが大

切ではないでしょうか。

■スギ普請への大工の抵抗感

　今でこそ，広島県の工務店は県産のスギを用いた家

づくりに取り組むところが少なくなく，ハウスメーカ

ーとは異なる地域工務店ならではの家づくりを積極的

に発信していますが，10数年前は，節有の材，県産

のスギをあらわしで用いるということはほとんど見ら

れませんでした。もともと日本でも有数のアカマツ産

地の広島県ではマツ普請が一般的で，民家の横架材は

アカマツの太鼓梁を用い，その後はベイマツがそれに

変わり，構造材，特に横架材にスギを使うことには大

工・工務店の抵抗感が少なくありませんでした。スギ

の家を設計すると，柔くて釘が効かない，たわみが大

きく梁に使えるものではない，強度が低い，傷がつき

やすくて困ると言った具合でした。しかし，設計者に

すれば材の性質に合わせた設計をすればよく，ヤング

係数が低いなら梁成を増せば良いのです。

 

■継続は力なり～伝える実践の積み重ね

　15年程前，広島県の事業で県産材を活用した家づ

くりのあり方を検討している頃，節有のスギをあわら

しで構造材に用いる家づくりはほとんどなく，取り組

む形態も森林組合と大きなビルダーが連携するという

訳にはゆかず，そうした家づくりを希望するお客様と

山側を結ぶ，設計者，施工者の緩やかな連携からはじ

め，その中で少しずつ設備投資を進めたり，在庫をス

トックしたりする体制をとるのが無理なく，そんな活

動がいくつか成立すれば，ひとつひとつは小川の流れ

のような取り組みでも，全体でみれば川になる。まず

は一本の小川からはじめようと，趣旨に賛同する設計

者，工務店，材木店らで木の家づくりのネットワーク

「木の香る住宅工房」（1998年結成）を立ち上げま

した。活動の中心はそんな木の特性を生かす「木の香

る家」の魅力を伝えるため，広島県生活協同組合連合

会と共催の「住まいのセミナー」という消費者向けの

連続講座で，昨年まで12年開催し，木材の特性，設

計や構造計画，維持管理，木材生産，リフォームなど

について座学と現地セミナーで学ぶプログラムです。

　この他，講師を招いての講演会，中高生生向けの講

座，展示会，見学会，木工教室などを行なってきまし

た。この間，メンバーの材木店と地域の林業家と連携

した地域材の生産体制も整い，新築，改修あわせ施工

実績も増えました。今年は「木のサローネ」と題する

会員提案型の見学会を柱とし，来春にはこれまでの取

り組み実績を紹介する「仕事展」を予定しています。

　現在，広島でも地域材利用やセミナーが増え，県産

材利用を支援する県の制度も出来，県産材の家は，家

づくりのあり方のひとつとして定着したようです。

■地域の木を生かす建築に向けて

　大切なことは，地域材を用いた家づくりを「知って

貰い，見て貰い，つくる楽しさを伝える」ことです。

そして「買う」から「つくる」魅力の再認識，家を育

てる・家を住み継ぐ意識を見直し，「新しい」だけで

なく「古さ」を生かすこと，美しい街並み・風景を育

てる意識，作り手は理想を伝える努力が大切です。

こうしたことが，地域の木を生かす建築につながり，

それを次の世代に繋げる努力が大切なのだと思いま

す。

１　今，何がおきているか～住宅需給の変化

■世帯数の減少・人口構成の変化　

　年間100万戸前後で推移してきた新築住宅の着工数

は2007年のサブプライム金融危機発生以降減少が著

しく，2009年には80万戸を下回り，2010年は80万

戸は超えたものの回復の動きは見られません。新築一

戸建て住宅は20年前から減少を続け，建築用材の消

費も減少が続いています。

　一方，既存住宅の蓄積は着実に増え，空き家率は

13％（2008年）に達しています。新しく造られた住

宅ほど寿命が長く，既存住宅の蓄積は更に増すと予想

され，それは社会資産が増す良いことでもあります。

　日本の人口は2005年頃から緩やかに下降局面に入

っており，住宅の需要に直接影響する世帯数も2015

年頃から減少すると予測され，北海道ではすでに世帯

数は減少しています。推計によれば人口・世帯数の減

少は向こう100年は続くと見られ，その速さも次第に

増すようです。また，親世代に対する子世代の人口比

率も低下を続け，すでに親世代の半分以下となり，親

から既存住宅を相続するケースも増えそうです。

今後，新築が減ってゆくことは間違いないようです。

■求める住宅像の変化

　求められる住宅像もこれまでとは変わりつつあるよ

うです。かつては郊外の庭付き一戸建て住宅をゴール

とする住宅取得のパターンが典型とされ，「住宅双

六」という言い方もありました。しかし，高齢化の進

んだ現在，車中心の郊外の戸建住宅地から，歩いて用

が足せる便利な街なかの，草むしりの手間も室内段差

もないマンションに居を移す動きが見られます。

　若い世代では収入の減少や見通しの不透明さから，

大きなローンは難しくなり，夫婦共働きが主流となる

中で，仕事，買い物，保育の利便性から郊外を敬遠

し，維持管理に手間のかからず，価格も手頃なマンシ

ョンを選ぶ例が多く，また，価格が新築より平均一千

万円程度安い既存住宅を購入しリフォームして住むな

ど，住宅取得の仕方も多様化し，木造比率の高い郊外庭

付一戸建て住宅の志向は低下していると感じます。

２　何が求められているか～住宅を取巻く施策の変化

■住宅の性能向上と長寿命化

　近年，戸建住宅分野では「長期優良住宅」が，建設

費補助や税制上の優遇措置など手厚い支援もあり注目

を集めました。北海道でも道が主導する「北方型住宅

ＥＣＯモデル」が先導モデル事業に採択され，多数の

供給実績を上げています。

　この前段階には，10年前に住宅品質確保法が制定

され，住宅性能表示制度が生まれ，性能を見える化

し，性能の高い住宅～丈夫で長持ち，省エネで高齢者に

もやさしい等～づくりを促す取り組みがなされました。

　この仕組みは分譲住宅や分譲マンションで，ある程

度定着しています。

　それに対し，「長期優良住宅」は，耐震性，耐久性，

省エネ性，維持管理性について性能を高め，丈夫で長持

ちし，光熱費の少ない家をつくろうというものです。

　建築基準法の1.25倍という学校並みの耐震性，次世

代省エネ基準，75年以上の耐久性を見込める骨組み

と構造，点検・維持管理しやすいつくり，住宅の履歴

情報（住宅版の整備手帳）を保存するというもので，

戸建住宅の新たなスタンダードとなりつつあります。

　住宅施策は，先述のような住宅需給の変化を踏ま

え，新築については長寿命化を図りつつ，既存住宅の

性能向上を図るリフォームの推進や既存住宅の流通円

滑化に向けた仕組みの整備など，新築中心から既存住

宅重視に転換しています。

■公共建築物等木材利用促進法

　木材は唯一再生可能な資源であり，資源の乏しい日

本にとっては貴重な資源です。日本は人口減少時代に

入りましたが，世界を見れば依然として人口増加が続

き，生活水準の向上に伴うエネルギー需要，資源需要

の増大は目に見えており，今後，ますます化石燃料や

鉱物資源などの再生困難な資源は稀少になると考えら

れます。そうした点で，再生可能な木材資源の有効活

用は重要な課題と言えます。

　戦後に植林された人工林の多くは樹齢50年を過

ぎ，建築構造材として利用できる大きさになり，蓄積

は年を追うごとに増えています。しかし，今，これら

黎明の集い 朽木アーチ加工組立
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の木材の出番をつくり，再植林を行わないと，林業は

衰退し，山の木の分布もいわば少子高齢化し，次の次

の世代のための木材資源を安定的に供給することがで

きません。こうしたことを背景に，昨年，公共建築物

等木材利用促進法が成立し，学校や地域施設，高齢者

施設等の木造化，国産材の利用推進など，地域材の出

番をつくる環境が整いつつあります。

３　何が出来るか～私たちの取り組み

■民家型構法の提案～国産材による骨太な架構

　私たちの取り組みの始まりは30年前に遡ります。

　当時，宮城県沖地震（1978年）を契機に，新耐震

基準（1981年）と呼ばれる現在の基準が定められ，

耐震性能の向上が図られていました。けれども木造住

宅のつくり方自体は，戦前の民家に見られるような骨

太な柱や梁を見せた真壁構造ではなく，輸入材の細い

骨組みを金物で補強し，それを石膏ボードなどで覆う

大壁工法が中心で，木造としての合理性，構造的な合

理性が後回しになり，耐久性・耐用性への配慮も十分

とは言えなくなっていました。

 

　そうした状況に対し，地域の気候・風土，景観，生

産体制を踏まえ社会資本となるような木造住宅のあり

方を探る中で宮大工・田中文男氏と出会い，国産材と

伝統的な軸組工法の合理性を生かした骨太な架構を基

本に，多様な生活の変化を受け止める長寿命な家のつ

くり方として「民家型構法」を提案し，林野庁モデル

ハウス「国産材ハウス」（1986年）をはじめ，個人

住宅から地域の木造公営住宅まで様々な実践に取り組

んできました。

　「民家型構法」の提案は以下の5点です。①骨太な

大架構で間取りの可変性を確保　②地域環境にあった

形態　③木の材質感を大切にした空間　④時間をかけ

た家づくり　⑤山から住まい手までを結ぶ。

　特にまとまった量の木材を用いる地方の公営住宅の

建設では，山側との連携，街並みづくりを模索し，そ

の難しさを実感することもしばしばでした。木材輸入

日本一の広島県で木造の町営住宅では県産材調達は難

しく，一部しか利用できませんでした。しかし，節有

の木をあらわしで用いたその住宅は健康住宅のモデル

としても紹介され，新たな木造住宅の魅力を伝える役

目を果たしてくれました。今では広島県産材を用いた

家づくりは盛んで，大工技術と地域材を活かした長期

優良住宅のモデルを地域工務店と共に提案しました。

 

■木造に限らないインテリアの「木の香る家」化

　民家型構法は主に新築住宅での提案ですが，新築木

造住宅だけが地域材の出番ではありません。従来の木

造ながら木の見えない既存住宅はもちろん，マンショ

ンやプレファブ住宅のインテリアの木質化も大事な出

番だと考えています。こうした木の材質感と優れた特

性を活かした住宅を「木の香る家」と捉え，新築及び

既存マンションの「木の香る家」化にも取り組みまし

た。コンクリートの箱に，いわば木造軸組住宅をつく

る取り組みで，一歩中に入るとマンションとは思えない

空間が広がります。大胆な間取りの変更も可能です。

■公共建築での地域材利用

　骨太な架構を用いた木造空間づくりやコンクリート

の構造体の中での木質空間づくりの手法は，住宅に限

らず施設建築にも利用できることは言うまでもありま

せん。私たちも保育園をはじめ小学校などの公共建築

でこうした取り組みを行ってきました。

　つくば市東小学校（1995年）では，特別教室は鉄

筋コンクリート，普通教室は骨太な茨城・栃木・千葉

のスギ材を用いた平屋木造，鉄筋コンクリートと木造

を組合せることで木造だけでは難しい開放的な木造空

間を実現しています。スギ製材を850㎥，これにヒノキ

製材と集成材を合わせ約940㎥の木材を用いています。

　また，準防火地域で木造校舎の出来ない八王子市立

みなみ野小学校（1997年）では鉄筋コンクリートで

スケルトンをつくり，インテリアの木造化・木質化を

行いました。木曽の節有のヒノキを用い，繰り返しの

多い教室の軸組と板パネルを部品化し，合理的な生産

を試みました。市立みどりが丘小学校（2010年）で

は，教室の間仕切りや天井に茨城県産のスギ板，子供

がぶつかる体育館の内壁に茨城県産のスギ板を用いま

した。法的制約などで構造を木造にすることができな

い場合でも，板材など地域材活用の機会は少なくあり

ません。

■小さな町の示す大きな可能性

　2011年春に完成したウッディアリーナ朽木（くつ

き）は，琵琶湖湖西の山中の小さな町の小学校・中学

校共用の体育館です。地域開放もされており，文字通

り地域のシンボル施設のひとつです。四方を山に囲ま

れた朽木はかつてお盆の木地を生産した木の里です。

 

　体育館の建設にあたっては，学校林と市有林のスギ

の支給材を用い，市内にある設備と地元大工の手でつ

くることを基本とし，伝統的な工法を活かした構造と

すること。その設計は地元の関係者参加のプロセスで

進めるという意欲的な条件が課せられたプロジェクト

です。おまけに積雪過重が1.75ｍという豪雪地帯。い

わゆる木材名産地ではなく，市内には小さな製材所が

数軒あるのみで，乾燥施設や集成材工場はありませ

ん。乾燥は葉枯らしと桟積みの天乾によらねばなら

ず，ヤング係数と含水率の全数検査ということも含

め，地元では始めての取り組みです。この事業を通

じ，地域材を用いた家づくりの技術と体制を築くこと

を目指す開発プロジェクトでもあります。

　大きな課題はこうした地域の生産環境と共に，若齢

材が多く，利用実績が少なく特性の明らかではない地

域のスギ材を前提に，架構を設計することでした。

これに対し，山口県岩国市の錦帯橋で見られる持ち送

り重ね梁というダボと金物を併用した工法を応用し，

雪に埋もれるコンクリートの壁の上にスギ材を重ねた

27ｍスパンのアーチ屋根を架けることにしました。

錦帯橋は硬いマツやケヤキ，ヒノキなどが用いられて

いるのに対し，こちらは柔らかいスギを用い，雪のな

い岩国と違い，豪雪地帯という厳しい条件です。そこ

で国の補助事業を活用し，今後の住宅生産に向けた地

域の若齢材による合わせ梁の開発を設計と平行して進

め，大学や研究機関，宮大工集団の協力を得て，朽木

材を用いた部材実験，実大アーチの実験などを行い，

構造設計用基礎データの収集と設計の検証，施工法の

検証などを重ね，設計の精度を高めました。

　また，地域参加の検討委員会では，予算内での実現

に向けた必要な機能・諸室の見直しを含む様々な検討

が行われ，さらに所定の含水率を満たすために着工を

一年延ばし木材の乾燥期間を確保するという英断が下

されるなど，行政，学校，父兄，住民，木材関係者が

一体となり，プロジェクトの実現に向け，真剣な協議

が進められました。伐採開始に際しては，「黎明の集

い」という児童・生徒が参加する伐採見学会が開か

れ，工事の主要段階でも見学会を開催し，計画から竣

工まで，地域住民向けに事業の進行状況を紹介する瓦

版が発行されるなど，地元の取り組みは注目に値する

ものでした。環境の整った木材産地でもない小さな町

の地域を挙げた取り組みは，大きな可能性を示してい

ます。

  

４　今，何をするか～造って伝えることの積み重ね

■知られず，使われていない道産材

　本州とは気候も植生も異なる北海道では，開拓当初

は出身各地の工法や材料を用いた伝統型住宅もつくら

れていましたが，厳しい寒さをしのぐには東北，北陸

などの寒冷地由来の住宅でも不十分で，近年に至るま

で暖かい住宅づくりの研究と実践が重ねられてきたこ

とは年代ごとに変化する屋根の形を見てわかります。

　私が最初に出会った道産材の家は，カラマツ住宅で

したので，てっきりカラマツの家は道内でポピュラー

な地域材の家づくりだと思ったところ，カラマツの建

築用材としての利用は思いのほかわずかであること

や，齢級の分布が偏っていること，構造材に利用され

ることの少ないトドマツの蓄積が伸びており，この活

用が期待されることなどを次第に知るところとなりま

した。

　以前，釧路の工務店団体の仕事で，地元のコープさ

っぽろ組合員の方々にヒヤリングをした折，ほとんど

の方が北海道の木で家がつくれるとは思ったこともな

く，出来ることも知らなかったという声。しかし，も

し利用できるなら使いたいという声も少なくありませ

ん。一方，工務店側へのアンケートでは道産材につい

ての関心，理解，利用実績，利用意欲とも全般に低

く，お客様の窓口となる工務店が無関心であれば，消

費者は道産材の使えることなど知る由もないと，道産

材の存在感の薄さに驚いたことがあります。

■新たな可能性を持つ道産材

　道産材が利用されにくいことの理由には，国産材共

通の輸入材との価格競争の問題，特に木肌とかを楽し

む構造ではない２×４などでは厳しいものがあると思

います。また，木材の特性と生産体制の問題もあると

思います。乾燥による暴れの大きなカラマツ材は寸法

の安定化がなければ，工務店としては安心して利用出

来ませんし，トドマツも乾燥のバラツキや芯まではい

るひび割れなどスギやヒノキなどとは異なる特性のた

め，不用意に同じような使い方はできないという不安

があります。しかし，使い方次第で長所は短所に，短

所は長所になり，カラマツやトドマツの材の特性に合

わせた使い方はある筈です。人工林で大きな材のとれ

なかったカラマツは，寸法安定化も兼ね，集成材とし

て活用されてきましたが，次第に大きな無垢材もとれ

るようになり，乾燥技術も向上しています。トドマツ

は更に大きな断面の材がとれますが，利用の実績や，

実際の利用を想定した実験データが意外に少なく，今

後の開発と活用の余地はありそうです。

　「ＮＰＯ北の民家の会」のメンバーを中心に道産材

による骨太な架構の「北の民家モデル」の検討がされ

ており，利用実績の少ないトドマツの構造的な特性を

確認するための仕口・継ぎ手の試験が林産試験場で行

われており，こうした実験による確認と実作での展開

は，道産材の可能性を広げるものとして期待されま

す。

■需要が先か，つくるが先か

　今，道産材で耐久性，耐用性の増す骨太な架構をつ

くろうと設計者や工務店が考えても，北海道の現状の

製材は大壁造向け柱製材が中心で，正角も平角も

105mmの体系で，骨太架構の基本になる150mm角

や120mm角は，注文製材になることや，長さ４mは

伐採段階からの注文になるなど，現状のままでは骨太

な大架構を気軽に設計しにくい面があります。

　あるものに合わせて上手な料理をつくるのは料理人

の技量ではありますが，新たな素材が料理人の創作意

欲を刺激し，新たな料理が生まれ，お客様の食欲を刺

激することもある筈です。

　まずは，材をつくること，材がなければ料理はでき

ず，料理がなければ，料理を食べたいという需要は生

まれません。需要があれば材はつくりますでは，道産

材で家が出来るとは知らなかったという先の状況は変

わりそうにありません。まずは材をつくり，料理をつ

くり，料理の存在，味をお客様に知って貰うことが大

切ではないでしょうか。

■スギ普請への大工の抵抗感

　今でこそ，広島県の工務店は県産のスギを用いた家

づくりに取り組むところが少なくなく，ハウスメーカ

ーとは異なる地域工務店ならではの家づくりを積極的

に発信していますが，10数年前は，節有の材，県産

のスギをあらわしで用いるということはほとんど見ら

れませんでした。もともと日本でも有数のアカマツ産

地の広島県ではマツ普請が一般的で，民家の横架材は

アカマツの太鼓梁を用い，その後はベイマツがそれに

変わり，構造材，特に横架材にスギを使うことには大

工・工務店の抵抗感が少なくありませんでした。スギ

の家を設計すると，柔くて釘が効かない，たわみが大

きく梁に使えるものではない，強度が低い，傷がつき

やすくて困ると言った具合でした。しかし，設計者に

すれば材の性質に合わせた設計をすればよく，ヤング

係数が低いなら梁成を増せば良いのです。

 

■継続は力なり～伝える実践の積み重ね

　15年程前，広島県の事業で県産材を活用した家づ

くりのあり方を検討している頃，節有のスギをあわら

しで構造材に用いる家づくりはほとんどなく，取り組

む形態も森林組合と大きなビルダーが連携するという

訳にはゆかず，そうした家づくりを希望するお客様と

山側を結ぶ，設計者，施工者の緩やかな連携からはじ

め，その中で少しずつ設備投資を進めたり，在庫をス

トックしたりする体制をとるのが無理なく，そんな活

動がいくつか成立すれば，ひとつひとつは小川の流れ

のような取り組みでも，全体でみれば川になる。まず

は一本の小川からはじめようと，趣旨に賛同する設計

者，工務店，材木店らで木の家づくりのネットワーク

「木の香る住宅工房」（1998年結成）を立ち上げま

した。活動の中心はそんな木の特性を生かす「木の香

る家」の魅力を伝えるため，広島県生活協同組合連合

会と共催の「住まいのセミナー」という消費者向けの

連続講座で，昨年まで12年開催し，木材の特性，設

計や構造計画，維持管理，木材生産，リフォームなど

について座学と現地セミナーで学ぶプログラムです。

　この他，講師を招いての講演会，中高生生向けの講

座，展示会，見学会，木工教室などを行なってきまし

た。この間，メンバーの材木店と地域の林業家と連携

した地域材の生産体制も整い，新築，改修あわせ施工

実績も増えました。今年は「木のサローネ」と題する

会員提案型の見学会を柱とし，来春にはこれまでの取

り組み実績を紹介する「仕事展」を予定しています。

　現在，広島でも地域材利用やセミナーが増え，県産

材利用を支援する県の制度も出来，県産材の家は，家

づくりのあり方のひとつとして定着したようです。

■地域の木を生かす建築に向けて

　大切なことは，地域材を用いた家づくりを「知って

貰い，見て貰い，つくる楽しさを伝える」ことです。

そして「買う」から「つくる」魅力の再認識，家を育

てる・家を住み継ぐ意識を見直し，「新しい」だけで

なく「古さ」を生かすこと，美しい街並み・風景を育

てる意識，作り手は理想を伝える努力が大切です。

こうしたことが，地域の木を生かす建築につながり，

それを次の世代に繋げる努力が大切なのだと思いま

す。

１　今，何がおきているか～住宅需給の変化

■世帯数の減少・人口構成の変化　

　年間100万戸前後で推移してきた新築住宅の着工数

は2007年のサブプライム金融危機発生以降減少が著

しく，2009年には80万戸を下回り，2010年は80万

戸は超えたものの回復の動きは見られません。新築一

戸建て住宅は20年前から減少を続け，建築用材の消

費も減少が続いています。

　一方，既存住宅の蓄積は着実に増え，空き家率は

13％（2008年）に達しています。新しく造られた住

宅ほど寿命が長く，既存住宅の蓄積は更に増すと予想

され，それは社会資産が増す良いことでもあります。

　日本の人口は2005年頃から緩やかに下降局面に入

っており，住宅の需要に直接影響する世帯数も2015

年頃から減少すると予測され，北海道ではすでに世帯

数は減少しています。推計によれば人口・世帯数の減

少は向こう100年は続くと見られ，その速さも次第に

増すようです。また，親世代に対する子世代の人口比

率も低下を続け，すでに親世代の半分以下となり，親

から既存住宅を相続するケースも増えそうです。

今後，新築が減ってゆくことは間違いないようです。

■求める住宅像の変化

　求められる住宅像もこれまでとは変わりつつあるよ

うです。かつては郊外の庭付き一戸建て住宅をゴール

とする住宅取得のパターンが典型とされ，「住宅双

六」という言い方もありました。しかし，高齢化の進

んだ現在，車中心の郊外の戸建住宅地から，歩いて用

が足せる便利な街なかの，草むしりの手間も室内段差

もないマンションに居を移す動きが見られます。

　若い世代では収入の減少や見通しの不透明さから，

大きなローンは難しくなり，夫婦共働きが主流となる

中で，仕事，買い物，保育の利便性から郊外を敬遠

し，維持管理に手間のかからず，価格も手頃なマンシ

ョンを選ぶ例が多く，また，価格が新築より平均一千

万円程度安い既存住宅を購入しリフォームして住むな

ど，住宅取得の仕方も多様化し，木造比率の高い郊外庭

付一戸建て住宅の志向は低下していると感じます。

２　何が求められているか～住宅を取巻く施策の変化

■住宅の性能向上と長寿命化

　近年，戸建住宅分野では「長期優良住宅」が，建設

費補助や税制上の優遇措置など手厚い支援もあり注目

を集めました。北海道でも道が主導する「北方型住宅

ＥＣＯモデル」が先導モデル事業に採択され，多数の

供給実績を上げています。

　この前段階には，10年前に住宅品質確保法が制定

され，住宅性能表示制度が生まれ，性能を見える化

し，性能の高い住宅～丈夫で長持ち，省エネで高齢者に

もやさしい等～づくりを促す取り組みがなされました。

　この仕組みは分譲住宅や分譲マンションで，ある程

度定着しています。

　それに対し，「長期優良住宅」は，耐震性，耐久性，

省エネ性，維持管理性について性能を高め，丈夫で長持

ちし，光熱費の少ない家をつくろうというものです。

　建築基準法の1.25倍という学校並みの耐震性，次世

代省エネ基準，75年以上の耐久性を見込める骨組み

と構造，点検・維持管理しやすいつくり，住宅の履歴

情報（住宅版の整備手帳）を保存するというもので，

戸建住宅の新たなスタンダードとなりつつあります。

　住宅施策は，先述のような住宅需給の変化を踏ま

え，新築については長寿命化を図りつつ，既存住宅の

性能向上を図るリフォームの推進や既存住宅の流通円

滑化に向けた仕組みの整備など，新築中心から既存住

宅重視に転換しています。

■公共建築物等木材利用促進法

　木材は唯一再生可能な資源であり，資源の乏しい日

本にとっては貴重な資源です。日本は人口減少時代に

入りましたが，世界を見れば依然として人口増加が続

き，生活水準の向上に伴うエネルギー需要，資源需要

の増大は目に見えており，今後，ますます化石燃料や

鉱物資源などの再生困難な資源は稀少になると考えら

れます。そうした点で，再生可能な木材資源の有効活

用は重要な課題と言えます。

　戦後に植林された人工林の多くは樹齢50年を過

ぎ，建築構造材として利用できる大きさになり，蓄積

は年を追うごとに増えています。しかし，今，これら
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