ど消費行動も変化し︑流通も

〝ネットで選び店で買う〟な

材供給︑
小物家具の通信販売︑

世界市場の開発であった︒し

に忘れ物があったとすれば︑

最後に︑家具業界が成熟期

のである︒

い製販卸の企業数減少となる

体は︑木材利用ポイントや公

ことが必要である︒国や自治

その市場構造に流れをつくる

の一般例を〝面〟として捉え︑

どがある︒特殊例でなく︑地域

りバンガロー﹂

東海大学建築学科の学生が建築した﹁どんぐ

ローが作られた︒写真は杉本教授の監修の下︑

ェクト﹂では住宅モデルとして５つのバンガ

小田原の地域材を使った﹁よせぎの家プロジ

成熟期には︑多様なデザイ

流通業としての形態は︑地

し︑
業界は成長期に突入した︒

総合力ある国産メーカーなど

かし最近︑デザイン︑技術など
施行など︑針葉樹など地域材

共建築物等木材利用促進法の

域山林針葉樹の製品化の促進

次代への提言としては︑地

して販売促進する︒そのビジ

し︑地域材使用家具取扱店と

ク〟を林野庁と経産省が認定

〝木材の地産地消の認定マー

の活用を進めているが︑家具

である︒その先駆け的成功例

ネスモデルとして︑当面︑政府

業界はこの流れに遅れていな

国際化時代には︑輸入家具

を〝点〟として具体的に挙げる

の成長戦略特区などに︑例え

は︑着実に世界の市場に輸出

が﹁安かろう悪かろう﹂の時

と︑飛騨家具の〝杉フローリン

基盤を構築しつつあることが

複合化する︒

ン対応の特注家具︑住宅の部

家具店であった︒住宅公団が

域の中型店のチェーン店や郊

山本 寛

外または大都市の大型家具店

代を経て︑品質も価格相当に

グ〟︑天童木工の〝圧密加工

いだろうか︒多くの議論が求

の誕生となり︑やがて家具産

なり︑商品企画力を持つメー

うかがえて︑将来に期待がも

し︑ソファ︑ダイニング︑ベ

地からの直接仕入れにより産

カー︑販売店グループ︑大型

められるが︑一提案として︑

ッドなどへと多様化し︑その

直比率が増え︑従来型の家具

たれる︒

変化の対応として木工場の生

問屋や町の家具店は︑その存

求められる市場の流れ

元ジャパンインテリアセンター理事長

案すると︑生活様式が洋風化

ＤＫスタイルや寝食分離を提

地域山林針葉樹の製品化の促進
まず激動の歴史を振り返
り︑家具業界の製造と流通が
どのような形態変化をしたか
の視点で︑
簡略に連記しよう︒
戦後︑作れば売れる供給不
足の時代︑象徴的にいえば︑
婚礼家具など箱物とちゃぶ台
が製造販売の主軸であり︑生
産は木工場︑流通は卸問屋と

なり︑産地形態は木工団地に

産は機械化による量産体制と

リンピック東京大会推進室︵内

ば神奈川県などを乗せられた

閣オリパラ室︶を兼任し︑林野

らいかがなものであろうか︒

す︒建築学科が工学部の中にあ

庁で得た経験を生かしつつ︑大

合樹脂の含浸と圧縮技術〟な

るのは日本だけではないでしょ

会の成功に向けた取り組みをさ

で成形合板〟︑島崎興産の〝複

とのお墨付きが与えられるよう

うか︒欧州では文学・芸術など

せていただいています︒

店︑輸入商社などの開発輸入

になり︑再建されるものは伝統

の領域にあり︑総合芸術として

小田原ではまず﹁木育﹂に取

が進み︑価格競争力を持たな

リティーについて無関心です︒

意匠でも洋小屋組みになりまし

建築が捉えられ︑インテリアや

り組みました︒子どもたちに向

在基盤が脆弱︵ぜいじゃく︶

この状況を打破するには︑皆さ

家具まで総合的に学ぶようにな

になるのである︒

んに国内外の森林︑木材関連産

でした︒﹁都市が延焼した原因

た︒駄目押しは第２次世界大戦

っています︒日本では︑建築の

地方の産地として育成され︑

業の現状について知ってもらう

が木造建築だ﹂という理由で︑

市場は地方から全国へと拡大

必要があると思います︒

﹁都市部は不燃材料で建築をつ

失いかけた木の文化
や合法性を明らかにし︑さらに

︱

現在までの活動紹介と︑

︱
のはなぜでしょう︒

市建築は全てがＲＣ造や鉄骨造

くるべき﹂との流れになり︑都

に学ぶようにはなっていないの

生活などの領域を含めて総合的

工学分野が強く︑環境や社会や

問い掛けることから始め︑実際

一体どういうことだろう？﹂と

けて︑﹁木を使うということは︑

木への認知が高まらない

可能な限りウッドマイレージの

になっていったのです︒

歴史を振り返ると︑日

本では木造建築の暗黒時代があ

に子どもたちを森に連れて行

りました︒江戸時代まですべて

き︑森林組合の人たちと一緒に

や当社のオリジナル家具は１０

で︑結果として文化と結びつけ

０％合法木材を使用し︑ ％が

る力が弱くなったといえます︒

木造建築なのが当たり前でした

では︑そもそもお手本となっ

が︑明治維新で社会構造が一変

た欧州はどうかというと︑第１

家具では︑地域材や国産材に

国産材です︒

事業︶などを担う川上にいたわ

を発揮させるための制度設計や

し︑社会における公益的な機能

山を守りながら自然災害を防止

には︑治山対策︵森林法の下で

を専門としていました︒具体的

プ︑コースターなどを作っても

たちにペンケースやストラッ

しました︒ひかれた板で子ども

木を製材しているところを見学

ました︒その後︑製材所に行き︑

でを子どもたちにやってもらい

林道のトラックに運び入れるま

永井

木を切って︑ロープで運び出し︑

次大戦︑第２次大戦で街や建築

私は森林の整備や保全

し︑西洋の社会システムや制度

けですが︑ 年から２年半︑神

に至っては説明しているうちに

かと疑問を持たれます︒認証材

も︑それは政府の管轄ではない

クライアントに問題提起して

い︒違法伐採材の流入について

は理解してもらえないことが多

たが︑合法材や認証材について

得られることが分かってきまし

社仏閣や住宅だけになり︑非木

て︑伝統的木造建築は︑主に寺

備にまで及びました︒結果とし

のよい例で︑都市のインフラ整

建築家を育て︑東京駅などがそ

築家を招きノウハウを伝授して

されました︒さらに西洋から建

創設され︑洋式木造建築が導入

備とともに︑軍隊や学校などが

が導入され︑新たな社会資本整

たために︑伝統木造建築が継承

時代に洋式木造建築が導入され

ています︒しかし日本では明治

させながら︑現代まで継承され

からの技術を新しい技術に進化

を修復や再建する場合には︑昔

屋根も床も木造です︒古い教会

が︑実は欧州の伝統的建築では

石の文化だと思われています

ずにいたのです︒一般に欧州は

が破壊されても木造文化を捨て

は内閣官房オリンピック・パラ

切さがよく分かりました︒現在

生に取り組み︑川中と川下の大

り︑そこで林業・木材産業の再

奈川・小田原市役所に出向とな

ました︒

文化の再認識が進む結果となり

なり︑想像以上に地域内で木の

護者たちにもなかなかの好評と

らいました︒これが参加した保

加工工場を立ち上げるなど︑川

う組織を結成し︑共同出資して
は一つの実験と言っていいでし

上から川下まで連携して問題解

小田原で行なわれたの

ょう︒木造建築では材料の品質

杉本

再生のモデルケース

内容が難しすぎるのか相手が混

造化も進展しました︒

されず︑木造建築の研究や研究
その後︑大正期に入って関東

決に向かう体制が整えられたの

本来であれば木の専門家であ

です︒そういうことが契機とな

また地震が多い国なので︑建

管理が重要となりますが︑国産
大震災が起き︑伝統的木造建築

材の水準はまだ充分でないと言
の多くが倒壊しました︒新たに

者も少なくなりました︒
る木製品を扱う工場や企業の経

さらにそこで見えてきたの

営者︑設計やデザインに関わる

す︒

乱してしまうこともしばしばで

佐
﹁
藤 違法伐採に無関心﹂
﹁
『木育』
で再認識﹂ 永井

関してユーザーから強い関心が

杉本

低い木材を用いた家具作りにも

を挙げてください︒
杉本 木造建築に本格的に関

わるようになったのは１９７０

年代からです︒ちょうど日米貿

易協議によってベイマツが入っ

てくる時期で︑その後﹁国内の

林業が大変になる﹂と騒がれる

ことになります︒１９８８年に

完成する九州の森林館建設をき

っかけに林業の問題を知りまし

た︒そこから国産材活用による

地域おこしという観点に立ち︑

各地でいろいろな木造建築をつ

くり︑木の良さをアピールする

取り組みを始めました︒
課題としてまず木造建築に携

わる建築家が少ないことが挙げ

られます︒大学でも木造建築を

しっかりと教えているところが

少なく︑人材育成が充分ではあ

りません︒国の方針で木造建築

を増やしていくことになったの

はいいのですが︑実際には木を

使って設計できる人材が育って

おらずまったく足りない状況で

２００９年から国産材

木造化率も進んでいません︒
佐藤

調達を中心として環境保全に取

り組む
﹁グリーンプロジェクト﹂

は︑建築とか家具ではなく︑﹁木﹂

り︑初めて地域の活性化が始ま

ているのは３割程度しかありま

でくくると︑もっと自由に活用

るわけです︒

せん︒一等材でもグレーな木材

することで可能性が開けるとい

わざるを得ません︒ＪＡＳ材で

が交じるような傾向が残ってい

うこと︒家具メーカーが空間ま

も乾燥などがきちんと管理され

ます︒国産材を使おうとすると︑

で考えてもいいわけです︒この

築は意匠よりは工学からスター

品質にばらつきがあるので住宅

ようなモデルを全国で少しずつ

トするというところも特徴で

メーカーもなかなか国産材導入

建てられた洋式木造建築は壊れ

に転換してくれません︒林野庁

広げていくことができればと思

ずに残ったため﹁地震に強い﹂

も補助金を出して整備している

材業︑建築の専門家と大学が﹁相

その周辺地域の森林・林業︑製

への木育のほかに︑市内および

そこで小田原では子どもたち

の一つだと思います︒

の実験を成功させた要因

文化が根付いていることも︑こ

すいという地の利があり︑木の

圏にあって人と情報が集まりや

小田原は歴史的に見ると首都

います︒

州こゆる木・よせぎの会﹂とい

せん︒

のですが︑うまく機能していま

多くの人々でさえ︑材料がどこ

森林・林業・木材産業を広く発信するため「よせぎ」
をキーワードに、川上から川下までの関係者が集まっ
た組織。地域材を使った「よせぎの家プロジェクト」
を推進しており、昨年は同市に杉本洋文教授の研究室
や筑波大学の安藤邦廣名誉教授らによるバンガローが
建設された。

から来たのかというトレーサビ

日本の山林は戦後に植えたスギやヒノキなどの針葉樹が伐期を迎えている︒しかし︑国産材の利用はいま

だ技術︑市場ともに開拓途上にある︒２０２０年に開催される東京五輪・パラリンピック大会招致の際の計

画では選手村などに木材を使う方針が示されており︑国産材や﹁木の文化﹂を国内のみならず︑世界に発信

する絶好の機会となる︒国産材利用に取り組む東海大学の杉本洋文教授とワイス・ワイスの佐藤岳利代表︑

神奈川・小田原で林業再生に取り組んだ林野庁の永井壯茂氏に国産材の課題と展望︑五輪への期待について

地域の関係者

を展開するとともに﹁フェアウ

﹁木造建築家が不足﹂ 杉本

国産材利用の課題と展望

メモ と行政との結びつきを強くし、小田原地域の
◇相州こゆる木・よせぎの会

ッド宣言﹂をして︑木材の履歴

挑戦するようになりました︒今

それぞれの立場から国産材を利

次代への提言
用する上で苦労されていること

木の空間で おもてなし
語ってもらった︒
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杉本洋文
研究分野は木造建築から︑まちづ

東海大学工学部建築学科教授

すぎもと・ひろふみ

佐藤岳利
ワイス・ワイス代表

永井壯茂
林野庁 農林水産技官

ながい・たけも 年林野庁入庁後︑森林再生︑山地保全︑

被災地支援家具プロジェクト﹁ＫＵ

さとう・たけとし
３・

震災復興のための海岸林復旧計画などを担当︒

ＲＩＫＯＭＡ﹂が︑被災地の林家︑林業従事者︑製材所
年から小田原市役所において︑森林・林業・木材産業の

生活復興支援プ
に 長 期 的 な 雇 用 を 生 み 出 し た 仕 組 み が 評 価 さ れ ︑２ ０ １
再生に向けたプロジェクトを立ちあげた︒

くり︑
都市デザインに及ぶ︒現在︑３・
ロジェクトアドバイザー︒小田原のほかにも︑奈良県五
２年グッドデザイン賞を受賞︒業界で注目されている︒

小田原では寄せ

クでの国産材活用に向けて︑ど

︱
多くの人たちからの要望があり

れらの施設への国産材の利用は

また︑家具など調度品として︑

ます︒

か︒

のためには︑一人一人の考え方

く提供し︑木材の特性や利用促

木の良さを実感する機会を幅広

くの方に対し︑木と触れ合い︑

た国産材の利用は︑国内外の多

されています︒大会を契機とし

選手村などへの木材利用が記載

されることとなっています︒

格や利用形態を考慮しつつ検討

等の規定︑整備される設備の性

トの課題等もあり︑建築基準法

の木材利用は︑供給体制やコス

ることも考えられます︒これら

居住空間の中に国産材を活用す

が変わらないといけませんね︒

永井

家具では主に広葉樹を使いま

気骨のある年配の職人さんも話

招致の際の計画には︑

のような動きがあるのでしょう

東京五輪・パラリンピッ

２０２０年に向けて

條市﹁総合体育館﹂などのプロジェクトを手がけている︒

佐藤
すが︑メーカーは国内の広葉樹

木文化を背景に職人が残
の情報なんて知りません︑国で

っています︒切った木がどんな

た︑ミリ単位で製材されたもの

ます︒電話一本で価格の決まっ

加工メーカーが外国木材を使い

いってもいい︒今はほとんどの

どで完全に崩壊してしまったと

いくようなモデルの成功例をつ

て︑川上から川下までつないで

ティティーをストーリーにし

上と合わせて︑地域のアイデン

集約化による国内外の生産量向

ット拡大に向けた森林・林業の

ではないかと思っています︒ロ

とも大切です︒

木の文化発信﹂永井
か
ら

佐﹁
藤 持続的な仕組みを﹂

五輪選手団は本番前

治体が体育館を整備するなら地

が手に入るので︑わざわざ山ま

くっていくことが︑林業・木材

杉本

すら把握できていません︒そこ

域材を使って︑選手たちと交流

に︑事前トレーニングのためキ

で私たちが歩き回って探すわけ

付き﹂です︒ 〜

材産業の一つの試金石になるの

会を開催して海外にアピールす

進についての理解の醸成を図る

ふうに産業としてつながり︑ど

です︒
そうすると︑
どこかで奇跡

いかに気付かせるか︒先輩に敬

ではないかと思います︒

るといったような活動を始める

ことにつながると思います︒全

んな人がそれを担っているか︑

的に〝頑固おやじ〟みたいな人

意を払って遠慮し過ぎて若手が

目下のところ大きな目玉とし

をすれば﹁お前よく分かってい

そこには労力とお金がかかって

が残っている︒
訪ねて行って
﹁私

育たないという現状もありま

て計画が進んでいるのは︑メー

るな︒じゃ一緒にやろう﹂とい

いますよ︑というところまでを

こういう者です︒あなたの木材

す︒そういう若い人たちを引っ

べきです︒

ャンプ地に滞在します︒そこで

コミュニティーの中できちんと

を分けてくませんか﹂と個別に

張り出し︑川下の事例を示して

この試みは︑ぜひとも東北で

国から木の文化を発信するオー

説明することができます︒全国

交渉して何とか流通に組み入れ

ンスタジアムとして建て替えら

やってほしいと思います︒東京

ルジャパン体制が構築され︑こ

でも幸福なケースといえるでし

ていく︒これは一企業がやるに
一緒にやろうという投げ掛けを

選手村や関連施設も含め︑こ

れる予定の新国立競技場です︒

代の若手を

ょう︒しかし︑多くの地方では

はかなり根気を要する作業です︒
しながらモデルを作っていくこ

う話になります︒
もう一つは
﹁気

その基盤が失われています︒森

永井 小田原のようなモデル

地方が名乗りを上げるというの

はあるけれど製材所がない︑木

をいくつか作っていけばいいの

はいかがでしょうか︒例えば自

工所もないといったように︒国

で行って職人と話をつけてとい

産業再生の道だと思います︒そ

﹁全国

くなってしまったのです︒

れが

内の木材産業は︑この 年間ほ

年以降の森林・林業・木

﹁品質管理に甘さ﹂ 杉本
佐
藤 崩れる木材産業﹂
﹁
﹁小田原は成功例﹂ 永井

座談会出席者（敬称略・順不同）

うような手間をかける人がいな

の五輪施設に東北の木を優先的
に使うようルールを設けること
はできないでしょうか︒それこ

単に施設を建てて終わ

そ復興支援になると思います︒
佐藤
りというのではなく︑五輪を機
に官民一体となって弱体化した
林業・木工業を再活性化すると
ともに︑新しい木材産業を創造
できる持続的な仕組みを作って
もらいたいです︒日本には素晴
らしい木の資源と文化がありま
す︒それらを最大限生かすため
に︑われわれが培って来た技術
を徹底的に使っていただければ

文化・環境面では︑大

ありがたいです︒
永井

会と連動し︑和食︑花︑畳とと
もに︑木材の魅力を海外へ発信
していくことが期待される施策
として関係閣僚会議では提示さ
れています︒日本文化の大切な
要素として木の空間があり︑そ
れを支える森林・林業・木材産
業の技術を多くの人に知っても

杉本

なにしろ本会場は日本

らえる機会になるはずです︒

有数の〝木場〟がある江東区内
に競技施設が集中し︑実に半数
近くが新たに設けられるのです
から︑そうした機会を生かせば
現在の優れた日本の木の文化を

永井

五輪・パラリンピック

発信できると思います︒

のコンセプトの一つにレガシー
︵遺産︶という言葉があります︒
施設などのハードウエアにも︑
形を持たない心に残るものにも
使われる適用範囲の広い言葉で
す︒このレガシーを︑大会を契
機にいかにして構築し後世に継
承していくかが︑五輪・パラリ
ンピックにおける暗黙のルール
のようなものになっています︒
日本文化の発信というテーマの
中で︑国産材の活用へ向けた取

年以降に

り組みがレガシーとして継続す
ることができれば︑

新たな景色が見えてくるかもし
れません︒東京大会がそのため
の足がかりとなることを期待し
ています︒

ーマとなるのか︑これに答え

現在はもちろん︑今後何がテ

をはじめ︑

︶年に

業﹂﹁ニューファニチャー﹂

聞﹂や︑月刊雑誌の﹁家具産

対象とした新聞﹁日本木工新

が関わった家具︑建具業界を

つ鋭く指摘し︑業界のパイロ

う勢を社説やコラムで適切か

▽﹁家具新聞﹂は時代のす

を開くための参考にはなる︒

るが︑これから進んで行く道

く︒要望は〝日本の新しい資

待と要望を述べさせていただ

になった﹁家具新聞﹂への期

さて最後になったが︑ 歳

れた提言がキラリと光る︒

が︑編集長として小山内さん

年続いた﹁室内﹂

︵昭和
や吉田さんら︑業界専門紙の

創刊され
なければならない︒また︑そ

工房家具ギャラリー実行委員会代表山口尚忠

なセンスと情熱を有した若手

それを着実に行ってきた︒従

ばならない︒﹁家具新聞﹂は

のためのヒントを与えなけれ

休刊に追い込まれた︒

も２００５︵平成 ︶年には

さらなる独自的発信を
のスタッフの活躍により︑﹁家

周年特集の祝いの言葉
を一部拾い上げてみよう︒も

創刊

ちろん︑現在と５年前とでは︑

たのだ︒

年に発行された家具新聞
具新聞﹂は常に家具業界に問

って

年も生き延びてこられ
題提起を行い︑私どもを驚か

状況は大きく変わってきてい

で脈々と受け継がれており︑

し︑その伝統は今日に至るま

ットとして大きな役割を果た

道を広げてほしい︒

る︒そのための情報を提供し︑

しているスギの木の活用であ

源〟として国までが強く注目

これまで日本の産業は資源

業界内外に広い読者を擁して
いる背景の一端がここにあ

より︑公正にして中立であり︑

▽新聞として迅速性はもと

ギを使って商品を作り︑海外

本の新しい資源〟としてのス

いたわけだが︑これからは〝日

品化し︑輸出して成り立って

を輸入し︑これを加工し︑商

また記者の独特な〝意志〟を

る︒

論評として記されている点な

へ輸出してはどうか︒いよい

きい︒

具新聞﹂に期待することは大

よ家具業界の出番である︒﹁家

ど他紙にない独自性を持って
いる︒
▽﹁家具新聞﹂の紙面には
〝創造と革新と向上〟への優

、
時代色 牡丹透座付丸釚

11

﹁東北の木を五輪に﹂ 杉本

記者としては珍しいユニーク

キラリと光る
“創造・革新・向上”
﹁家具新聞﹂創刊のころ︑
私は１９５９︵昭和 ︶年に
入社した﹁日本木工新聞﹂の
編集長として箪笥︵たんす︶
や食器棚など箱物の産地とし
て知られた荒川地区にもよく
取材に出かけ︑創業者の柴田
徳夫さんともよくお会いし︑

30
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家具・木工・インテリアの

時代色 角牡丹前飾 細亀ハンドル付
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50
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時代色
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伊達
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枠付丸
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業界紙の役割は情報の提供
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20

と同時に︑
未来の予測である︒

せた︒
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