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木材ニュースレター

１. 調査実施期間 平成25年 7月20日 ～平成25年8月10日

２. 調査実施方法

 8月分の回答企業数は47社である。

３. 判断指数の算出方法
　各調査項目について以下の方法でウェイト･ディフュージョン･インデックスを算出した。

４. 調査結果の概要
(１)荷動き動向

表-1　荷動き Weight.Ｄ.Ｉ.
 25/8月 9月 10月

仕入動向 国産材 △ 15.4 △ 2.6 0.0

外材 △ 14.4 △ 3.4 △ 10.2

販売動向 国産材 △ 17.9 0.0 1.3

外材 △ 20.7 1.1 2.2

在庫動向 国産材 △ 14.5 △ 6.8 △ 6.8

外材 △ 16.3 △ 7.8 △ 7.8

(２)価格動向
表-2　価格 Weight.Ｄ.Ｉ.

品　目 25/8月 9月 10月
スギ正角(グリーン) 3.3 1.7 3.4
スギ正角(ＫＤ) 3.1 3.2 4.8
ヒノキ正角 1.6 4.8 8.1
ヒノキ土台角 4.7 6.7 8.3
米ツガ正角(現地挽) 28.3 11.7 6.7
米ツガ防腐土台角 23.5 7.6 1.5
米ツガ割物(現地挽) 29.7 11.3 4.8
米マツ平角 15.6 4.7 3.1
北洋アカマツタルキ(現地挽) 30.6 14.3 2.9
ホワイトウッド集成管柱 7.4 △ 3.0 △ 1.6
レッドウッド集成平角 15.2 1.6 △ 3.1
型枠合板(輸入) 15.5 16.1 16.1
針葉樹構造用合板 15.0 13.8 15.5
針葉樹構造用合板（厚物） 13.8 14.3 16.1

スギ正角（グリーン）、スギ正角
（KD）、ヒノキ正角及びヒノキ土
台角とも保合で推移。
米ツガ正角、防腐土台角及び割物
は8月はまだ強いが10月に向けプ
ラス幅縮小。
米マツ平角も、高止まりだが10月
に向けプラス幅縮小。
北洋アカマツタルキも高値横ばい
だが10月に向けプラス幅縮小。
ＷＷ集成管柱は、8月の保合いが
10月に向けやや弱保合に、ＲＷ集
成平角も8月のやや強保合いが10
月に向けやや弱保合いに。
合板は、輸入合板、構造用合板及
び構造用（厚物）ともに品薄など
で強保合いで推移。

　したがって､この割合がゼロの場合はその増加と減少が等しいことを示し､プラスになるほど
増加が多く､逆にマイナスになるほど減少が多いことを示す。

(財)日本木材総合情報センター
TEL03-3816-5595  FAX03-3816-5062

木材製品の荷動き･価格先行き動向調査(25年8月分)

　東京､大阪､名古屋の流通企業(問屋､仲買･小売商)に対し､アンケート調査票を送受するこ
とにより実施した。

　Weight.Ｄ.Ｉ.(ウェイト･ディフュージョン･インデックス)＝{(｢増加｣の評価を行った回答の
割合)×2＋(｢やや増加｣の評価を行った回答の割合)－(｢減少｣の評価を行った回答の割合)×2－
(｢やや減少｣の評価を行った回答の割合)}÷２

仕入れは、国産材は8,9月のマイナ
スが10月にはゼロに、外材はマイナ
ス基調で推移。
販売は国産材及び外材ともに8月の
マイナスが10月に向け小さなプラス
に。
在庫は、国産材及び外材ともにマイ
ナス基調で推移。
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〈モニターからのコメント〉                            
1.荷動き 

 
 

仕
入
れ
動
向 

米マツ一般材丸太米国材 7 月積み輸出価格は若干下げの様子、カナダ材はオールド強く、セコグロ保合。SP 丸太
はアラスカ物、カナダ物とも出材少なく夏以降も良材仕入れ難しい。（東京：米材問屋）スムーズに入荷するので
無理して仕入れる必要なし。（東京：外材問屋）9月入荷分までは仕入れ変わらず、その後は減らす。（東京：外材
問屋）米加材は入荷少なく正角、小割が品薄続く、国産材、北欧材は仕入れ問題なし。（東海：外材問屋）7 月在
庫減、8月現状維持、9月荷動き良くなれば仕入れ増やす。（東京：集成材問屋） 
ラワン平角の入荷低調、製材向け原木少なく、今後も入荷少ない。（東京：南中材問屋）端境期で入荷減、秋口か
ら入荷増を見込む。（東京：広葉樹等問屋） 
良材少なく既製品寸法の材も減少傾向。（東京：国産材等問屋）。 
当用買い。（東京：仲買・小売）思ったほど仕事量なく、仕入れも少ない。（東京：仲買・小売）為替の影響なく
国産材低調。仕入れ意欲の衰退も。（東京：仲買・小売）学校、幼稚園等の夏期工事で在庫減少当月、翌月仕入れ
増加する。（東京：仲買・小売）スギ柱、羽柄等は動き少なく横ばいで推移。外材は6,7月多く仕入れたため8月
は仕入れ少ない。（東京：仲買・小売）8月は日数少なく職人がいないので様子見る。（東京：仲買・小売）国産、
外材とも仕入れ控えめ。（東京：仲買・小売）大きな変化なし。（東京：仲買・小売）スギと米ツガの価格差大き
くなり、一部米ツガからスギへシフトの予定。（東京：仲買・小売）WW 間柱が一時的に下がっている。（東京：仲
買・小売） 
変化なし。（大阪：仲買・小売）柱、土台以外余り仕入れをしない。（大阪：仲買・小売）一般流通は元気なく、
値下がり懸念で当用買い。（大阪：仲買・小売） 
外材の値上がり落ち着いてきた。（東海：仲買・小売）国産材受注少しづつ増加、外材ほぼ横ばい。（東海：仲買・
小売） 

 
 
 
 
 
 
 

販
売
動
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 米マツ一般材丸太京浜マーケットではメーカーの注文材製材堅調で現地輸出価格も落ち着いてきたことから価
格も保合推移。（東京：米材問屋）高値警戒で動き悪くなってきている。（東京：外材問屋）価格安定し仮需なく
なった。（東京：外材問屋）米加材は入荷少なく価格上昇、国産材荷動きまずまず、北欧材入荷多いが価格最高値、
荷動き余り良くない。（東海：外材問屋）8月は夏休みで売り上げ減、9月以降仕事出ると思われる。（東京：集成
材問屋）ラワン平割り、集成材とも荷動き低調、盆休み前の駆け込みは注文材目立つ、納期短く、歩留まり悪い。
（東京：南中材問屋）8月不調、秋需期待。（東京：広葉樹等問屋） 
 構造材にも少し動き、造作材のムク材使用増えている。（東京：国産材問屋）スギは枠材関係に引き合い多い、
ヒノキは不調、家具用材の見積増えている。（東京：国産材等問屋） 
 為替の影響なく国産材低調。（東京：仲買・小売）仕事量少ないが10月頃からの新築物件に期待。（東京：仲買・
小売）減少傾向。（東京：仲買・小売）ハウスメーカーの9月決算物件多数あり売り上げやや増加（東京：仲買・
小売）学校、幼稚園等の夏期工事で販売増加。（東京：仲買・小売）動き少なく横ばい。（東京：仲買・小売）や
や減少。（東京：仲買・小売）動き出ているところはある。先を見る力が必要。（東京：仲買・小売）8月は閑散期
のため荷動き低調。（東京：仲買・小売）外材の状況による。（東京：仲買・小売）販売やや減少すると予想。（東
京：仲買・小売）下地材の荷動きの主力は外材、造作材使用として積層材が増加。（東京：仲買・小売）前月後半
から今月前半にかけ現場数減、秋からの動きに期待。（東京：仲買・小売）動き良くなっている。（東京：仲買・
小売）地場建築屋さんの仕事量減少し、売り上げ増加の目途立たず。（大阪：仲買・小売）住宅着工は前年より増
加しているようだが一般工務店は元気なく、リフォームばかり増えている。（大阪：仲買・小売）販売は9月から
忙しくなるが今は一服感続く。（東海：仲買・小売）国産材受注少しづつ増加、外材ほぼ横ばい。（東海：仲買・
小売） 

在
庫
動
向 
京浜港では米マツ丸太中心に不良在庫見当たらず問屋も落ち着いた商い。白系丸太の在庫少なく需要を満たして
いない。（東京：米材問屋）米加材少ない、国産材横ばい、北欧材多い。（東海：外材問屋） 
しばらくは現在の在庫維持、荷動き良くなれば多少増やす（東京：集成材問屋） 
バンドルの荷動き悪いが入荷少なくバランスとれている。（東京：南中材問屋） 
メーカー直送多く仕入れあまり変わらない。（東京：仲買・小売）販売量増で在庫減少。（東京：仲買・小売）国産
材は横ばい、米ツガ割物の入荷少ない。（東京：仲買・小売）思っている以上に荷動き悪いが単価下がらない。（東
京：仲買・小売）外材の薄物はあるときに買っており在庫増。（東京：仲買・小売）米ツガからスギ KD に一部変
更。（東京：仲買・小売）在庫は大きな変動ない。（東海：仲買・小売） 
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<価格動向> 
  

ス ギ 正

角 

前月と変わらず。（東海：外材問屋）丸太価格底入れから反発へ、製品価格に反映される相場になるのか
は実需次第。（東京：国産材問屋）価格の転嫁終わった。（東京：国産材問屋） 
スギ間柱やや強いが正角は変わらず。（東京：仲買・小売）少々値上がり傾向。（東京：仲買・小売）産地に
よりKD値上げのものも。（東京：仲買・小売）スギ動き少ない。（東京：仲買・小売）横ばい。（東京：仲
買・小売）外材の状況による。（東京：仲買・小売）変化なし。（東京：仲買・小売）秋需、消費税次第で
変化、現在は様子見で動き悪い。（東京：仲買・小売）足らず買いのみ、一棟分の注文の際には大幅ダウ
ン。（東京：仲買・小売）動き少なく情報乏しい。（東京：仲買・小売）価格に動きなし。（東京：仲買・
小売）価格変動なし。（東京：仲買・小売） 
木材利用ポイントで増加しても正角増えず当面横ばいと予想。（東海：仲買・小売） 

ヒ ノキ
正角土
台角 

前月と変わらず。（東海：外材問屋）外材の状況による。（東京：仲買・小売）構造材用途少なく、土台も
米ツガ防腐注入主体となってヒノキ少ない。（東京：仲買・小売） 
今後微増。（東海：仲買・小売） 

米ツガ 

正角、防腐土台角横ばい、割物依然入荷少なく高値横ばい。（東海：外材問屋） 
円安の影響いつまで？（東京：仲買・小売）おおむね全てに関して強い。（東京：仲買・小売）値上がり止
まりか。（東京：仲買・小売）4，5月仕入れ在庫の販売で価格は安定して供給。（東京：仲買・小売）入荷
量減っており強気配。（東京：仲買・小売）横ばい。（東京：仲買・小売）やや強めだが今月から横ばいと
予想。（東京：仲買・小売）品薄のため強気、8月の需要減により9月はダブツキ気味で下落か、その後は
消費税次第。（東京：仲買・小売）良材特に少なく強い。（東京：仲買・小売）価格落ち着いているが入荷
少なく不透明感。（東京：仲買・小売） 
土台角は為替の動きで増加。（東海：仲買・小売） 

米 マツ
平角 

KD角、割物の引き合いが減っている。（東京：外材問屋）ここ数ヶ月上昇してきたのでこれ以上上昇せず。
（東京：外材問屋）変化なし。（東海：外材問屋） 
円安の影響いつまで？（東京：仲買・小売）入荷少ない。（東京：仲買・小売）変化なし。（東京：仲買・
小売）プレカット工場の動きによる。（東京：仲買・小売）強気だが、RW 集成平角との価格優位差なくな
り秋には下がると予想。（東京：仲買・小売）上げ止まったようだが様子見。（東京：仲買・小売）大手平
角メーカーの動きのみ、横ばいかやや上昇。（東海：仲買・小売） 

北 洋ア
カマツ
タルキ 

価格の上昇は止まった。（東京：外材問屋）上がりすぎたためアカマツ離れが起きている。（東海：外材問
屋）入荷少ない高値横ばい。（東海：外材問屋） 
円安の影響いつまで？（東京：仲買・小売）今のところまだ強めだが落ち着いてきてもおかしくない。（東
京：仲買・小売）8 月は現状維持。（東京：仲買・小売）良材不足。（東京：仲買・小売）良材上小無地が
入荷量少ない。（東京：仲買・小売）グレード落とさないと使えなくなってくる。（東京：仲買・小売）当
月は在庫供給により現状維持。（東京：仲買・小売）冬伐が出るまでは上昇と予想。（東京：仲買・小売）
高騰続き一部安いものは単価安いエゾに変更。（東京：仲買・小売）高止まり、一部下げたところも有る
ようだが秋からまた上がると予想。（東京：仲買・小売）良材の入荷少なく高値続くと予想。（東京：仲買・
小売） 
全般に値上がり続く。（大阪：仲買・小売）価格上昇中。（大阪：仲買・小売） 
価格上昇は限界近いが材の確保の方が難しい。（東海：仲買・小売） 

WW･RW集
成材 

入荷増で WW 全般に弱い。（東京：外材問屋）集成平角は需給バランスとれ安定。（東京：外材問屋）WW 荷
動き悪く、かなり下落と予想。（東海：外材問屋）出荷落着く、価格横ばい、納期短縮。（東海：外材問屋）
今より値は上がらないと予想。（東京：集成材問屋）一服感、まとまっては売れず。（東京：国産材等問屋） 
円安の影響いつまで？（東京：仲買・小売）WW柱下落気味、RWはまだまだ強め。（東京：仲買・小売） WW
はやや在庫増で横ばい。（東京：仲買・小売）WW は余っている。（東京：仲買・小売）WW 比較的安定、下
落気味。（東京：仲買・小売）WWは有るものと無いものはっきりしており、有るものは下がっている。（東
京：仲買・小売）上げ止まったようだが様子見。（東京：仲買・小売）仕入れの度に値上がり気味も前月
中旬ころから相場が落ち着いた模様。（大阪：仲買・小売）補充のための当用買いで高値横ばい。（大阪：
仲買・小売）既に天井だがラミナが今後高値の物が入港と聞く、予想は横ばい。（東海：仲買・小売） 

合板 

横ばい。針葉樹12mm950円/枚、28mm2,150円/枚。（東海：外材問屋） 
円安の影響いつまで？（東京：仲買・小売）8月目途に落ち着き、今後は横ばい若しくは下落かも。（東京：
仲買・小売）輸入合板は少しずつ、じわじわ上がっている。問屋に聞けばまだまだ上がる様子。（東京：
仲買・小売）コンパネ高値安定、ラーチは年度前半に買い留めたため在庫なくなりやや上昇。（東京：仲
買・小売）全般に落着いている。（東京：仲買・小売）全般にやや上昇から横ばいと予想。（東京：仲買・
小売）10～20 円値上げか。（東京：仲買・小売）型枠は先に使うので動くと予想。（東京：仲買・小売）9
月以降秋需及び消費税駆け込みで需要出ると思うが今のところパットしない。（東京：仲買・小売）輸入
は高止まり、針葉樹はじわじわ上がっている。秋の動きを注視。（東京：仲買・小売）輸入は一段落して
いるが針葉樹は上がっている。今後品不足も考えられる。（東京：仲買・小売） 
価格変動が少し落ち着いた。12mm品薄の傾向。（大阪：仲買・小売）コンパネが品薄、単価上がるかも。（大
阪：仲買・小売） 
欠品もなく今後も横ばい。（東海：仲買・小売） 
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