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国有林野事業の一般会計化について

田　家　邦　明
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１　はじめに

　この小文の目的は、特別会計の下で運営されたことが、戦後復興ステージに

おいて国有林事業にどのような役割を発揮させ、その後の展開にどのような影

響を与えたかを明らかにするとともに、今般の一般会計移行の意義を考えるこ

とである。　

　平成25年度一般会計予算甲号歳入歳出予算歳入農林水産省主管に、（部）官

業益金及官業収入・（款）官業収入・（項）国有林野事業収入・（目）国有林野

事業収入として金額27,405,413（千円）が計上された。平成26年度一般会計予

算においても、同じ科目で金額27,716,864(千円)が計上されている。平成24度

予算までは、後で見るように国有林野事業収入は、国有林野事業特別会計予算

の歳入に計上されていた。他方、国有林野事業特別会計の歳出に計上されてい

たものは、25年度からは、一般会計予算の対応する科目に計上されている。（別

添１表③、表④参照）

　これらの予算計上方法の変更が、1947年の最後の帝国議会（第92回）で成立

した国有林野事業特別会計法（平成19年以降は「特別会計に関する法律」１）の

下で国営企業２）として運営されてきた国有林野事業が、第180回国会で成立し

た「国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営
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に関する法律等の一部を改正する等の法律」（以下単に「一括法」という）によっ

て、平成25年度予算から一般会計の下で運営されることなったことの具体的姿

である。国有林野事業の所管組織の母体となった農林省山林局が所管していた

内地国有林は、基本的には一般会計の下で管理運営が行われていたので、当時

と財政制度が異なるとしても、一般会計と特別会計という文脈においては、66

年の歳月を経て「旧」に復したことになる。

　戦前、農林省山林局を中心に、北海道国有林との統合や国有林の特別会計

化について検討が行われ、また、帝国議会においても一再ならずそれを求める

質問が出されていた。いかなる政策分野においても、政策手段の柱の一つは予

算である。その政策分野に係る事業を特別会計によって一般会計と区分して経

理できることは、収入を専ら当該政策分野の事業予算に充てるいわゆる特定財

源にすることである。戦後国有林野事業特別会計の創設によって、潜在的な価

値（シャドープライス）３）が極めて大きかった木材の販売収入を特定財源にす

ることができたことは、森林・林業行政にとって画期的な措置であり、強力な

政策手段を獲得したと言える。しかし、時が経過し、債務の増加により国有林

野事業特別会計の支出構造の硬直化の進行と同時に木材収入の減少傾向が強ま

り、更に、1998年の抜本的改革後は、事業の財源の太宗は一般会計からの繰入

れとなっていた。木材収入は、一般会計からの繰入れでカバーされない一部人

件費等と木材の販売に必要な経費に充てた後国有林野特別会計の負担で処理す

ることにされた債務の償還に充てられることになっていた。従って、特別会計

の下にあっても、当面木材収入を政策手段として活用する余地がなくなってお

り、かつ、その必要も小さくなっていたため、特別会計の下にあることによる

基本的なメリット（特定財源とするメリット）はなくなっていた。

　このような消極的な事情だけでなく、世論調査の結果を見るまでもなく、森

林の機能に対する国民の期待は、地球温暖化の防止、災害の防止等公益的機能

が上位を占め、木材生産機能が下位となっている。国有林が持つ多面的な機能

による社会厚生を国民の期待の度合いを重みとして加重して測るとすれば、木

材生産機能に置かれる重みは小さくなっている。このような国民の期待に応え、

組織や職員一人一人の業務のアイデンティティーを明確するためにも、国有林

に関する事業が名実ともに森林の多面的機能というサービスを供給することを
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目的としたものであることが明らかにすることが必要になっていた。

　戦後国有林野事業の展開過程に関し、1998年の抜本的改革前後までは、一連

の改善計画の策定時等の折々において、多くの研究者によって、著作や論文が

書かれている。起点である林政の統一や国有林野事業特別会計の創設について、

その理由として総じて財政当局の一般会計への繰入れへの期待とし、森林・林

業政策の観点からその意義を積極的に評価しているものは少ない。帝国議会に

おいて国有林野事業特別会計法案が審議された際の議事録に見ると、与野党挙

げての質問者の歓迎振りと答弁者（山林局長）の意気込みが伝わってくるが、

後世の評価と対照的である。特別会計の設立の理由をどのように捉えるにして

も、上で述べたように、単一会計原則の下で、特別会計によって一般会計から

特定の収入支出を区分し、収入を特定財源化することは、その分野の政策を担

当する者（当時においては山林局当局）はもちろんステークホルダーにとって、

望んでも実現が容易でない歓迎すべき画期的な措置であったはずである。帝国

議会において特別会計法案の審議で質問に立った議員が一様に歓迎の意を表明

したのは当然であった。

　終戦直後の新憲法下における皇室財産制度の改変、内務省の解体等に伴う対

応であったため、森林・林業政策の観点からする国有林野事業の目的や運営の

方針を詰める時間的余裕がないまま、国有林野事業特別会計が発足し、統一国

有林の管理運営がスタートせざるを得なかったと推測される。私企業であれば、

利潤の最大化という単一の目的に従い行動することになるが、国有林野事業に

ついては、公企業（政府現業）４）であるため、国有林野事業に限られることで

ないが、本来的に多岐にわたる政策目的が国（公企業の所有者）から与えられ

る。これらの目的に沿った要請が、国会、政党、所在地の地方公共団体等様々

な経路を通じ組織内外のステークホルダーから発信される。これらは時には対

立競合し、また、優先順位も変動するため、公企業のマネージャーは難しい対

応に直面することは避けられない。予算（事業）規模の拡大によって、可能な

限りステークホルダーの要請すべてに応えようとする行動が期待されることに

なる。国有林野事業は、昭和30年代に入り、木材の供給と荒廃した山地の森林

整備を通じた焦眉の急であった戦後復興への寄与という目的が明確であった戦

後復興ステージが終わると、様々な目的へ向けた事業展開への期待に直面する
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ことになった。改めて、独立採算制の下で、再生産可能資源である木材資源の

持続的利用を確保し（保続）、国民の期待に長期的に応えて行く展開方向を選

択しなければならない時を迎え、「森林経理学論争」として喧伝された議論を

経て拡大路線（生産力増強計画を経て木材増産計画へ）が選択されることにな

る。

　ここでは、国有林野事業の一般会計化の意義を考えるため、終戦直後に時点

に遡り、どのような目的を持ち、どのような役割が期待されて特別会計化が行

われたか、すなわち特別会計化の意義を当時の森林林業の状況と関連させなが

ら確認する。その上で、戦後復興ステージにおいて国有林野事業が国民厚生の

向上に果たした役割について、ミクロ経済理論（Microeconomic Theory）をベー

スとした産業組織論（Industrial Organization）のツールを用いて、当時の状

況の下私企業であれば執るべき行動と国有林野事業の行動を比較し、社会便益

の増進に寄与したことを理論的に明らかにする。そして、財政、要員の推移に

焦点を当て、特別会計の下で可能であったことやその結果もたらされたことを

指摘する。

　これらの作業を通じて、債務処理を除き、財政法第１３条第２項の「特定の

歳入を以って特定の歳出に充て一般の歳入歳出として区分経理する必要がある

場合」として、特別会計を設置する理由に乏しくなっており、従って、今回の

一般会計化の意義は、特別会計の廃止にあるのではなく、民主党への政権交代

前に既に法定化されていた事業の性質に応じ一般会計と独立行政法人に切り分

けるという方向を覆し、全面的な一般会計化によって一元的な管理経営体制を

維持存続させたことにあることを示す。一般会計の下で一元的に管理経営され

ることは、明治時代になって近代国家体制が確立した以降初めてのことである。

終戦後の一元的な管理経営いわゆる林政の統一は特別会計とセットで実現した

ものであるが、今回特別会計は廃止されたものの、林政の統一で実現した一元

的な管理経営は維持された。一般会計の下で、一元的な管理経営を通じて、国

民の期待に応えて行くことが課題である。

　戦後の国有林に関する研究については、林業経済学会（2005）が取り上げて

いるが、そこで指摘されているように、「1998年の国有林改革のあと国有林研

究は大幅に減少している」。その後の国有林野事業の動きを簡単に追ってみる
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と、国有林は、1998年の抜本的改革以降、一般会計からの繰入れを前提とした

会計の下、約1兆3千億円に特別会計が負担する債務残高は増えたものの、それ

以降は新たな資金借入れを行わないような財政運営（プライマリーバランス）

を確立し、元本の償還（減少）を開始した。所管面積の90%を保安林に指定し、

公益的機能の発揮という国有林の管理経営の目的に沿って森林機能を確保する

とともに、国有林野事業の負担がない治山事業を活用し得る余地を拡大した。

特に、保安林の指定拡大は、一般会計からの繰入れによる間伐の着実な実施と

あいまって、森林吸収源として京都議定書の我が国のCO2削減義務の達成に貢

献する体制を整えた。しかし、上で述べたように、2000年代後半になって、政

府・自民党の行政改革方針として、予算の一覧性を妨げているとして政府全体

の特別会計の大幅縮減が行われることになり、国有林については、管理・森林

整備部門は一般会計、生産・債務処理部門は独立行政法人という方針（以下「一

般会計・独立行政法人切分け方式」という）によって決着し、その旨が規定さ

れた法律（「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法

律」（平成18年法律第47号）が成立した。この方向に沿って、「平成22年度末ま

でに検討する」こととされていたが、民主党への政権交代に伴い、「事業仕分け」

が行われ、債務処理部門を特別会計に残し、他の業務は一般会計に全面的に移

管されることに方針が変更された。林政審議会で、検討された後、一括法が第

177回国会で成立し、平成25年度予算から一般会計に移行した。これらの一連

の動向を取り上げた先行研究は少ない。知る限り、例外的なものは、笠原・香

田・塩谷（2008）であり、自民党時代の一般会計・独立行政法人切分け方式に

ついて批判的に論評をしている。ましてや、移行後間もないこともあり、一般

会計の移行についても先行研究は少ない。国有林は、国土面積の５分の１、森

林面積の３分の１を占め、今後とも日本の森林・林業の重要な部分を構成して

行くことは変わりがない。2015年3月に、林業経済学会春季大会2015年で「一

般会計化のもとでの国有林の公共性」のテーマの下で、今回の措置に関してシ

ンポジウムが予定されており、それを契機に議論が深まることを期待したい。

　この小文の構成は、次のとおりである。第２節で、国有林野事業特別会計

の発足と展開過程を、当時の森林林業をめぐる状況と併せて、先行研究、帝国

議会議事録、経済白書等を参考にして述べ、発足の経緯、期待された役割を明
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らかにするとともに、産業組織論の支配企業モデル等を使って、国有林野事業

の行動を定式化する。第３節で、第２節で国有林野事業の行動を表したモデル

によって、私企業の行動と対比しながら、戦後復興ステージ及び輸入材が増加

するステージにおいて国有林野事業が果たした国民厚生上の役割を明らかにす

る。第４節で、国有林野事業の財政や要員の推移から、特別会計の下にあった

故に可能にしたこと、それがもたらしたものを指摘するとともに、一般会計化

がこれらに及ぼす影響を踏まえ、一般会計化の意義を考える。終わりにで、と

りまとめと今後の研究課題を示し、締めくくる。

　

２　国有林野事業特別会計の発足と展開

　国有林野事業特別会計は、主管することになった農林省山林局にとって、厳

しい言い方であるが、与えられたものと言っても過言でなかった５）。当時の事

情から止むを得なかったとしても、特別会計の下で国有林野の管理経営を行う

国営企業（政府現業形態の公企業）の経営に関し、森林林業政策サイドによっ

て長期的な視点に立った明確なグランドデザインを持って制度設計が行われた

ものでなかった。この節では、国有林野事業特別会計がどのような理由や経緯

で発足し、帝国議会の審議において、森林・林業政策の観点から如何なる役割

が期待され、戦後復興ステージでどのような役割を果たし、それが終了した後、

どのような展開方向が選択されたのかを確認する。

　結論を述べれば、戦後復興ステージでは、公企業として、国自らが戦後復興

のための木材供給と荒廃山地の森林整備を行うという役割を果たすという目的

は明確であったが、明確なグランドデザインを持って制度設計されたものでな

かったために、戦後復興の段階から社会経済情勢が落着きを取り戻してきた局

面において、改めて国有林野事業の目的や展開方向が模索されることになった。

柔軟な費用構造の下で再生産可能資源である森林の持続可能な利用（保続）を

図り独立採算制と両立させる方向でなく、木材価格の独歩高の中で予算（事業

量）を拡大し、直面する組織内外のステークホルダーの多様な要請に応えて行

く拡大方針が選択された。

　林政の統一と国有林野事業特別会計は、御料林の国有化と内務省の廃止（と
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地方自治制度の発足による北海道の国と独立した地方公共団体への地位の変

更）が契機となっているが、大蔵省が主導的な役割を果たした６）。特別会計に

ついて戦前消極的であった大蔵省が戦後創設に動いた動機を、財政上の理由

として、野村（1956,1972）が推測している。野村（1956）では、大蔵省が特

別会計の創設を提案したのは、収入に対し支出が上回るような状況に陥って

いた山林局国有林に収入超過であった北海道国有林、御料林を統合させ、独立

採算制を強制することによって国有林に対する一般会計の負担を回避するとと

もに、統合による経費の合理化によって生ずる収入超過額を出来るだけ多く一

般会計に繰り入れる意図であったと指摘している。更に、野村（1972）では、

1947年1月の林政統一に関する閣議決定文の経緯に言及し、これから、一般会

計への繰入れの増加への期待であったことが察知されるとしている７）。国有林

野事業の展開過程に関して、多くの論文や著作が書かれているが、起点となる

林政の統一と国有林野事業特別会計の創設については、総じて、大蔵省による

一般会計への繰入れへの期待８）によるとし、森林林業政策上の積極的意義を

認めるものは少ない。しかし、目的の如何にかかわらず、特定の政策分野の収

入支出を一般会計と区分して特別会計で経理することは、当該収入をその政策

の特定財源化することであり、その分野の政策関係者にとって画期的措置と言

い得る。林政の統一と国有林野事業特別会計の創設は、森林・林業政策の観点

からも、当時誰しも切望した措置であったと考えられ、現に帝国議会の審議で

質問に立った議員が、一様に称賛し、歓迎していることと対照的である。また、

戦前において、山林局でも特別会計の検討作業が行われており、この特別会計

のアイデアがあたかも戦後の国有林野事業特別会計に展開して行ったかのよう

な文脈で捉えられることが多いが、それは当を得ていない。国有林野事業特別

会計が創設されることになった財政法上の理由について、後で述べるように大

蔵省（当時）による『昭和財政史』によれば、従来の御料林が特別会計で経営

されていたことにあると説明されている。従って、特別会計の創設という側面

から見た場合、御料林の経営が中心にあって北海道国有林と府県国有林の経営

がこれに統合され新たに国有林野事業が発足することになったと理解される。

　戦前、国有林は、宮内省帝室林野局所管の御料林（131万ha）、御料林を除く

内務省所管北海道国有林(245万ha)、御料林を除く農林省山林局所管の府県国
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有林（419万ha）の3つの省によって、分割管理が行われてきた。国有林の成立

の経緯、北海道国有林や御料林が分立する経緯、分立後のそれぞれの管理経営

の経過等に関しては、多くの文献９）が書かれているので、それらに委ね、こ

こでは繰り返さない。これら3つの国有林は、戦後、昭和22年度予算において、

いわゆる林政の統一が行われ、農林省山林局の下に一本に統合した予算案が編

成され、最後の帝国議会（第92回）に、一般会計と区分して、発生主義の原則

に従い会計処理を行うための国有林野事業特別会計法案とともに、政府によっ

て提案された。その経緯に関しては、野村（1972）、荻野（1996）に詳しい。

また、帝国議会（衆議院及び貴族院）における審査の状況は、その議事録10）

が参考となる。ここでは、特別会計が設置された意味を理解するため、これら

を参考として、まず、戦前、山林局サイドにおいて特別会計の設置が検討され

た経緯があり、どのような理由によって構想されたか、それに対する大蔵省の

反応を説明する。次に、当時の森林林業の状況を紹介し、戦中戦後の伐採跡地

の未造林面積が拡がるとともに、成長量を超える伐採が続く中で、木材の需要

に対応し、山地災害の防止を行うことが、戦後復興を進める上で喫緊の課題と

なっており、国有林の役割が期待されていたことを示す。

　太平洋戦争が始まる前の昭和15年から昭和17年にかけて、山林局内で、野

村（1972）の著者である野村進行が中心となり、外部の学識経験者の参加を

得た研究会11）で、特別会計について検討が行われている。山林局として、ど

のような組織的意思決定の下、野村に検討作業を指示したのか明確にされて

いない12）。山林局内部では、特別会計について、それまでも折々に検討されて

きたと思われるが、この問題が表舞台に浮上したのは、1930年（昭和5年）か

ら1931年（昭和6年）にかけて開催された国有林野の売払等のための林野整備

調査委員会の場であった（野村1972、荻野1993参照）。メンバーは、農林大臣、

３省（大蔵省、内務省、農林省）の代表、学識経験者であったが、答申案の作

成に当たって、学識経験者（川瀬善太郎元東大教授）を中心に特別会計設置を

盛り込むことを提起し、大蔵省の委員がこれに反対し、最終的に政府の調査研

究を要請する附帯決議が付されたのに止まり、答申本文に盛込まれるには至ら

なかった。特別会計の設置を強く主張した川瀬が強調した特別会計を必要とす

る理由の第一は、一般会計の下では経済動向に好況，不況時に即応して伐採量
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を調整し価格を調整する機能が発揮できないとするものであった。これは、10

年経過した1939年（昭和14年）の帝国議会で、議員によって繰り返し主張され、

更には野村が中心となって検討した特別会計の創設の理由についても、これが

基調となっている。一方、林野整備調査委員会の場における大蔵省の主張は、

価格を調整する手段としては多様な方法が考えられ、特別会計が必要であると

いうことにはならないとするものであり、これも1939年（昭和14年）の帝国議

会における大蔵大臣を含め大蔵省サイドの答弁で繰り返された。

　戦前においても、旧会計法（大正10年法律第42号）第39条に「特別ノ須要ニ

因リ準拠シ難キモノアルトキハ特別会計ヲ設置スルコトヲ得　特別会計ヲ設置

スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムへシ」と規定され、特別会計は例外的措置であるこ

とが明らかにされていたが、「特別ノ須要」の言葉は、立法者にかなり広範囲

の裁量を認める概念であって、戦前財政においては特別会計の乱立傾向がみら

れ」た13）。1931年（昭和6年）当時、特別会計数は34に上っていた。ちなみに、

1933年（昭和8年）には、それまで一般会計の下にあった郵政事業を、既に特

別会計の下にあった電信電話事業とともに特別会計で実施するため、通信事業

特別会計法が成立し、1939年（昭和9年）4月から施行されている。郵政事業の

特別会計化には、通信当局の事業「自主化」への強い要求があった14）ようで

あるが、需要増加に伴う施設拡張をこれらの事業の負担で公債や借入金ができ

るようにするための措置であり、財政上特別措置を講じる政策的理由があった

と考えられる。これに比べ、国有林についての特別会計化については、大蔵当

局から見て単一会計原則に穴を開けてまで財政上特別措置を講じる政策的な理

由があるとは考えられなかったと思われる。

　1940年（昭和15年）になって山林局で検討が開始される契機となったのは、

1939年（昭和14年）の第74回帝国議会に政府によって提案された森林法改正法

案と林業種苗法案の委員会における議員の質問であった。質問者はほぼ一様に

国有林に価格調整機能を発揮させることを理由として特別会計化を求め、それ

に対して、当時の農林大臣は、特別会計について肯定的な考えを示すものの調

査しその結果に基づき政府部内で研究するという趣旨の慎重な答弁を繰り返し

行った15）。

　野村（1972）によれば、この検討作業を通じて、内地国有林、北海道国有林、
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樺太国有林を統合することを前提に、制度を必要とする理由、制度内容、特別

会計における具体的な経理の考え方や方法、計数等にわたる詳細な資料が準備

されたようであるが、戦局が切迫したこともあり、結局は、野村を中心とした

調査研究委員会段階のものに止まり、山林局内部で政策決定プロセスに乗るこ

となく終わったようである16）。野村（1972）は、調査研究委員会で一応の結論

が得た段階で、改めて「国有林野事業特別会計法案要綱」を作成し、国有林野

特別会計制度創設の必要性を強調した一文を起草して、農林省内、大蔵省、軍

需関係機関に配布したと記述している。必要性を記述した文章の中で、「現在

国有財産ノ管理経営ヲ主トスル鉄道、通信、専売等ノ諸事業カ、悉ク特別会計

ヲ以テ経理セラルルニ拘ラス，独リ国有林野事業ハ、依然トシテ一般会計ヲ以

テ経理セラレ、林業経営ノ特異性ヲ没却スルカ如キハ不合理モ亦甚シト云フヘ

キナリ」17）とし、更に1939年（昭和14年）の帝国議会において議員18）も逓信省

の例を挙げ、農林省に奮起を促しており、これらから、山林局の検討の動きが、

前に紹介した通信事業特別会計が逓信省当局の強い要求により実現したことに

影響を受けていることが窺われる。

　この一連の検討の成果は、戦後の国有林野事業特別会計における経理方法、

特に蓄積経理の採用に活かされており、また、検討の中心となった野村が戦後

山林局で国有林野事業特別会計の制度化を担当しており、短期間における特別

会計の制度内容や施行体制の整備を可能にし、結果的であるが、準備としての

役割を果たしたと言える。しかし、特別会計を設置する理由として、上で述べ

たように、1931年（昭和6年）の川瀬の理由を用いている。米穀法（1933年以

降は米穀統制法）のように価格調整を行うため政府が買入売却の操作を行うこ

とが制度化されておればまだしも、そのような制度がない下で、依然として

一般会計の下では国有林が価格調整の機能を発揮できないから特別会計を設置

するという理由を掲げていることを見ると、最も肝心な1931年（昭和6年）や

1939年（昭和14年）における会計制度論からの大蔵省の反対論を乗り越えるた

めの検討がなされていない。限られた担当者の間での机上の作業に止まり、具

体的実現可能性を考えながら、組織的に段階を踏んで内容を詰めるには至らな

かった可能性がある。野村（1972）は、行政上の責任者（野村に作業を指示し

た早尾課長等）が一度も委員会に出席しなかったのを遺憾としている19）。野村
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（1972）、荻野（1993）は、野村が中心となった作業を、それが戦後の特別会計

の創設に展開して行ったような文脈で記述しているが、国有林野事業特別会計

が創設された財政法上の理由を推測すると、やや過大な評価のように見える。

　戦後、大蔵省が特別会計の創設を主導した理由を考える。国有林からの一般

会計の収入の増加を図るとするならば、単一会計原則に反する特別会計を創設

しなくても、他に方法が考えられる。野村（1972）によれば、昭和21年11月は

じめ大蔵省から特別会計その他林政統一等のための準備をすべしとの突然の連

絡があったと述べているが、このときが戦後国有林野事業の準備に向けた作業

の開始であった。大蔵省の打診に対して、山林局の考え方をまとめたものが野

村（1972）に収録されている20）。その要点は、森林林業の状況から国有林に求

められているものを達成するには、特別会計の下経営を実行する必要があるこ

と、率先して増伐する必要があるがその収入を森林資源の維持に使用できる会

計上の措置が必要であること、特に、木材生産に関係のない造林、治山等の費

用が抑えられてきたが森林生産力の保続と国土保安が確保できないこと、木材

価格の調節ができなかったこと等の理由を上げ、特別会計を必要とする理由を

掲げている。戦前において特別会計を必要とする理由として用いられた木材価

格の調整機能にも触れてはいるが、副次的なものとなっている。要は、現在の

森林林業の状況の中で、率先して増伐するためにも、伐採収入は造林等森林資

源の維持のための特定財源し、一般会計の下で行われてきたような森林への投

資の抑制等の不都合な措置がとられないようにする必要があるというものであ

る。そして、翌年の1月に林政の統一と国有林野事業特別会計に関する閣議決

定を経て、大蔵省によって、法案が立案され、GHQとの協議を経て、3月に大日

本帝国憲法の下における最後の第92帝国議会に提出された。

　この議会には、後に３公社５現業と呼ばれることになる事業についての特別

会計法案又は改正法案が提出されている。帝国鉄道会計法を改正する法律案（国

有鉄道事業特別会計法に変更）、通信事業特別会計法を改正する法律案、作業

会計法の改正する法律案（専売局及び印刷局特別会計法に変更）、燃料局特別

会計法を改正する法律案（アルコール専売事業特別会計法に変更）、造幣局特

別会計法を改正する法律案は、戦前から特別会計の下で事業が行われたものに

ついて、同時に提出されていた新財政法案の特別会計に関する規定（第13条第
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2項）に基づき「国が特定の事業を行う場合」として引き続き特別会計の下で

一般会計と区分して事業を実施するため従前の法律を改正するものである。こ

れらに加え、国有林野事業特別会計法案が提出されている。従前の特別会計法

の改正の趣旨は、提案理由説明によれば、共通して、設備等の資本支出を特別

会計の負担とし、また、起債を行うことができるようにすることによって独立

して採算し得る基礎を作るとともに、損益の計算を正確にして経営成績及び財

産状態を明確にする経理原則（発生主義）を導入するために行われたものであ

る。　　　

　そして、国有林野事業特別会計法案については、大蔵政務次官によって次の

とおり提案理由の説明が行われている。「国有林野事業特別会計法案に付いて

申し上げます。是は今般所謂林政の統一に依りまして内地、北海道の国有林の

ほか、従来の御料林も一体として運営せられることになったのでありますが、

この機会におきまして、従来一般会計において運営せられておりました国有林

野の事業を、企業的に経理することが適当と考えられますので、ここに特別会

計を設置することといたしまして、その経理の方法につきましても、いわゆる

発生主義の原則によりまして、財産の増減、移動を現金の収支によらず、その

発生の事実に基いて経理することといたし、もってその経営の成績及び財政状

況を明らかならしめんといたすものであります」（昭和22年3月21日衆議院、3

月29日貴族院）。 林政の統一を契機に企業的に経理することが適当と述べてい

るだけで、その理由は明らかにされていない。他の事業と横並びの措置で、特

別の理由がなかったかのように見える。造幣局特別会計法を除き、国有林野事

業特別会計法を含め,第1条の目的は、「企業的に運営し、その健全な発達に資

するため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する」という共通の規

定振りとなっている。

　このとき提案された企業関係特別会計法案に関し、大蔵省が編集した「昭和

財政史」21）において、財政法第13条の特別会計を設置できるとされている「国

が特定の事業を行う場合」を規定した趣旨（「国営企業の場合には、特別会計

の設置は、たんにやむをえない例外措置という消極的な理由からだけでなく、

むしろ一般会計から分離し、独立の経営主体として企業的な方式を導入し、そ

の効率的な運営に資するという積極的な考え方が、この立法の基礎をなしてい
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る」）に即するように制度改正を行ったものとして、改正の共通的内容を具体

的に紹介している。また、改正された企業関係特別会計が経理する事業は、「専

売事業、国有林野事業、鉄道事業、通信事業、アルコール専売事業などは、い

ずれも戦前から重要な国有企業として経営され、一般会計と区分して財政的処

理がなされてきたものであるが、いずれも同時に特別会計法が改正されること

になった（ただし、国有林野特別会計は、従来の御料林を継承して新発足した）」

（193頁）と説明している。この記述では、国有林野事業も戦前から一般会計と

区分して財政的処理がなされてきたとしている22）が、何故このように書かれ

ているのだろうか。かっこ内のただし書による注記と照らし合わせてみると、

御料林の経営は、皇室典範による法体系（宮務法）の下で、皇室会計令による

特別会計（帝室林野局会計）で行われており、国有林野事業特別会計はこの特

別会計で経営されていた御料林を承継したものであるため、従来一般会計にお

いて経営されていた国有林を含めて戦前から特別会計の下で行われていた事業

であると整理したと理解される。なぜこのような筋立てをしたのだろうか。財

源が不足し赤字予算を余儀なくされていた大蔵省にとって、帝室林野局会計で

実施されていた御料林事業の価値は大きく、国有になった後においても、国の

事業として実施するため、「戦前から重要な国有企業として経営され、一般会

計と区分して財政処理がなされていたもの」の一角として、自らが所管する専

売事業等と同じように、新財政法第13条の「国が特定事業を行う場合」に該当

するとして特別会計を創設することをまず考えたのでないかと推測される。御

料林の帰属については、1946年（昭和21年）の第91回帝国議会において、新憲

法に対応した皇室経済を律する皇室経済法案が審議されているが、その際戦後

復興資材を国民に提供するため御料林をその所在地の長野県、岐阜県、北海道

等への移管を求める要望について質問が行われているように、関係県への移管

を求める動きがあったのでないかと推測される。一方、内務省の廃止に伴う北

海道国有林の帰属に関し北海道庁に管理させるべきであるとの主張が内務省と

北海道庁によって根強く行われていたため、御料林と北海道国有林の地方移管

を求める主張を共に抑え込む必要があった23）。御料林、北海道国有林を国で経

営する名分を明確にするため、御料林、北海道国有林と府県国有林の経営を統

合し、御料林の特別会計を基に国有林野事業を新たに発足させ、統一した組織
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によって能率的に行い、一般会計への繰入れを増加させ、財政再建に資すると

いう方針の下に、GHQを含め関係省の合意を取り付け、国有林政の統一に関す

る閣議決定に持ち込んだものでないかと推測される。

　新しく編成され発足した国有林を山林局で主管したことから、林政の統一は、

府県国有林が中心にあって御料林、北海道国有林が統合されたかのような含意

をもって述べられる。しかし、以上の推測が正しいとすれば、特別会計の創設

の面から見た場合、むしろこの従来の御料林が中心にあって北海道国有林、府

県国有林が統合され新たに国有林が編成され、従来の御料林の特別会計を基に

新しく国有林野事業特別会計が発足したと理解することが、「昭和財政史」の

記述と整合性がある見方であろう。野村（1972）が、閣議決定における「一般

会計への繰入れの増加を計り財政の再建に資する」という文言に拠って大蔵省

の意向を推測しているが、この文言は御料林と北海道国有林の経営を国の事業

として行う名分を作るために書かれたかも知れない。いずれにしても、野村は

大蔵省の間で特別会計に関して協議の衝に当たっており、大蔵省の意思決定の

過程やその実相を確認できる立場にあったのにかかわらず、単に閣議決定文の

一項目の作成過程から大蔵省の意向を推測するという書き方をしているのは、

理解に苦しむ。国有林野事業を主管することになる山林局にとって、「特別会

計と林政の統一」の決定を前にして、大蔵省の理由が如何なるものであっても、

それは問題でなかったと考えられる。すなわち、山林局にとって、内地国有林

に対する支出の費用をその収入で賄えない状況にあったことからかねて統合を

働きかけていた北海道国有林に加え、良質で豊かな森林資源を温存していた御

料林も統合され、しかも、長年の宿願であったそれらの収入を特定財源として

使用できる特別会計が労せずして与えられことになった訳であり、背後にある

大蔵省の意思決定過程や意向に関しては忖度する必要もなく、関心がなかった

のかもしれない。

　戦後、国有林野事業特別会計が果たした役割を考えるため、経済白書を引用

して、その前後の森林や木材の需給を巡る状況を述べる。経済白書は、最初の

頃はその名称でないが経済安定本部において1947年度から作成が開始されてお

り、国土荒廃について毎年記述され、そこで森林の状況に言及されている。冗

長になるが、森林・林業に関する当時の政府の危機感を持った認識を理解する
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ため、森林に言及している箇所を引用する。

　例えば、1947年版（第一次経済白書「経済実相報告書」）では、「国土の荒廃」

の表題の下、「わが国国富の重要な一環をなす森林資源についていえば木材を

きりたおしてゆく一方、それに見あって行わねばならぬ造林のごときは昭和14

年から昭和16年に至る平均で、毎年49万町歩に達していたものが、昨年はわず

か7万町歩程度でしかなかったことは、国土が荒れすたれてゆく様を如実に示

している」と記述し、伐採跡地の未造林地の拡大に懸念を示している。更に戦

後復興のため必要な木材は、4億2000万石(7560万m3)必要としている。

　1948年版（第二次経済白書「経済情勢報告書」では、

「戦時中および戦後の過伐と造林の不足により、荒廃は急激に進行している。

わが国森林の蓄積は約61億石(11億m3)、そのうち利用可能なものは約43億石

(7.7億m3)と見積もられ、成長量からみた適正な年伐採量は1億4500万石（2700

万m3）程度であるのに、戦時中以降年々 1億石(1800万m3)以上の過伐を続けて

いる。このような状態が続けば、用材林は、5,60年、薪炭林は10数年ですべて

切りつくされてしまうと予想される。一方造林についてみれば戦時中は資材、

資金、労働力の不足、戦後はインフレーションにもとづく造林費用の急騰、先

行不安による造林の手びかえ等によって、きわめて不振であり、造林未済地は

昭和22年末で168万町歩に達し、これを5カ年に回復するには、今後の伐採に基

く毎年の新たな要造林面積30万町歩を加え、年63万町歩の造林が必要である。

これは昭和5 ～ 9年当時の年間造林面積の約2倍に当り、その実行がいかに困難

であるかは想像に難くない。昭和22年度における造林面積は右の必要量に対し

て5分の1程度に過ぎない。古来国家の盛衰は森林の消長と共にあるといわれて

いる。われわれは将来の国民のために、現在において、全力をあげて造林に努

めねばならない」と造林未済地の解消の必要性を強調している。

　1949年版（第三次経済白書「経済現況の分析」）では、「国土の荒廃、国富の

喰つぶし」の中「山林の消耗」の表題の下、

―「山林についても成長量以上の過伐が継続している結果、昭和5年以降伐採

面積と造林面積とのひらきは増加の一路をたどっている。特に、伐採運搬に便

利な里山はほとんど伐採しつくされんとし、林相は悪化して災害の有力な原因

となっている。森林資源を保全しつつ木材生産を維持する為には、造林に努力
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するとともに未利用の奥

地林の開発に期待しなけれ

ばならないが、これは経済

的に成立たないので木材生

産は依然里山の過伐に頼る

傾向がある。」（表１が掲載

されている。）としており、

戦後統計が整備され実相を

統計的に明らかにすることができるようになってきた様子が窺われる。

　最後に、1951年版（「経済概況報告」）の要点を掲げる。

①　近年の大規模な水害の有力な原因は、森林の過伐。森林資源の保護育成に

特に一般の関心が集まる。

②　既開発林の伐採は奥地未利用林の開発が進んでいないため、成長量の２倍

以上と推定される。

③　伐採跡地の造林は造林コストの高騰、金利高、農地改革に伴う私有林経営

の不安感及び各種補助金の減少等によって戦後は進んでいない。要造林面

積が急増している。

④　森林蓄積が急速に減少し、今の過伐が続くと、用材については、国有林で

４０年内外に、民有林については２０年前後に資源が枯渇する。

⑤　木材消費は、２４年は消費が減退し、バランスがある程度保つ。２５年１

月に統制が撤廃。動乱の発生により、需要が急増し、価格高騰する。反面、

林業を次第に採算点に近づけている。

⑥　戦後は南樺太（戦前年平均880万石―158万m3を移入）を失い、海外から入

手し得ない（輸入戦前年平均900万石―162万m3）状況となって、木材供給

は国内に頼らざるを得ない。

⑦　我が国林業は、一方において資源維持の要求と他方において木材需要の増

加という両立し得ない要求に当面している。国土保全という長期的見地か

ら、消費の合理化・奥地未開発林の開発・造林の促進等を図り、森林資源

の保続培養を内容として新たに成立をみた改正森林法の合理的運用が要望

される。（表２，３が掲載されている）
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　上記の白書の記述は、戦中・戦後の濫伐によって造林未済地が拡大し、山地

荒廃により災害が多発する一方、樺太・台湾等を失い、移輸入が期待できず、

資源の枯渇が懸念される中、持続的生産の軌道（保続）への復帰を目指しなが

ら、復興に必要な木材を供給する必要があるという困難な事態に政府が直面し

ていたことを表わしている。特に、民有林が多く賦存している里山に伐採が集

中し、そこではほとんど資源が枯渇しようとしており、奥地林の開発が必要と

されているが、採算的に依然として里山の過伐に依存していることを述べてお

り、国有林による対応が期待されていることを意味している。

　新財政法との関係でどのような目的を持つものとして整理され、理解されて

いたとしても、置かれた社会的経済的状況が公企業である国有林野事業に役割

を与える。上で、引用した経済白書が指摘しているように、海外領土を失い、

木材の移輸入が期待することができない中で、戦中戦後の濫伐による伐採跡地

の造林が追い付かず、国土が荒廃し、山地災害が頻発していた。また、成長量

を上回る伐採が続き、資源の枯渇も現実的な可能性を持って言われるような状

況となっており、これへの対応が戦後復興上喫緊の課題となっていた。統一さ

れた組織によって一元的に管理運営されることになる国有林は、全国に展開す

る組織と最高学府で専門教育を受けた多くの技術者を要し、なお相対的に大き

い資源蓄積量を保有しているため、戦後復興に対する国有林の役割が期待され

たのは、当然であった。1947年当時、森林面積約2500万haのうち、私有林51%
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に対し国有林が31%を占め、また、森林蓄積16億8千m3のうち私有林33%に対し

国有林が53%を占めている。第３節で見るように、私有林が社会的な利益を考

えて行動することは期待できないため、国として、国有林によって自ら需要に

対して木材を供給しながら、一方では国有林の伐採跡地の造林未済地を解消す

る必要があった。

　国有林野事業特別会計法案が審議された帝国議会で、国有林野事業について

質問が行われている（別添２参照）。林政の統一に関し、現下の森林情勢に対

処し全国の国有林を一元的に管理して過伐林の休養と未開発林を急速に開発す

るための全国観点から計画を策定することが必要となっており、国有林を農林

省に一元的に管理させるべきであるとの質問（昭和22年3月22日衆議院委員会

小笹耕作委員）に対し、農林省山林局長は、狭くなった森林によって八千万同

胞に対して林産物の需給を円滑行うためには、国有林を統一し、一つの統一あ

る機構にまとめ統一ある方針をもって計画的に実行し、生産力の増進を行う必

要がある旨答弁を行い、林政の統一を森林・林業政策上必要な措置と評価して

いる。また、同時に昭和22年度国有林野事業特別会計予算案が上程されており、

一般会計に対する繰入れが計上されていた。衆議院委員会で、同時に付託され

ていた他の特別会計法案と一括して討論採決に付され、いずれも原案どおり可

決された。しかし、国有林野事業特別会計法案だけに付帯決議を付された（別

添２参照）。提案者（氏原一郎議員）の趣旨は、余裕金が出れば一般会計に繰

り入れることなく、森林行政全体に充てるべきであるというものであった。政

府は、1959年に特別会計に生じた利益を「林政協力」として民有林に対する経

費に充てるため一般会計の繰入れを開始するまで、1953年に納付金の繰入れを

行った以外に繰入れを行わずに、本来一般会計で実施するような事業を国有林

野事業特別会計の負担で実施していたのは、この附帯決議が尊重された結果と

考えることができる。

　国有林野事業特別会計法案は、1947年3月30日に成立し、4月1日から施行され、

従来の御料林は同日付けで、北海道国有林は5月1日付けで農林省に移管され、

国有林野事業が発足した。まず、着手されたことは、それぞれ別々の施業案（施

業計画）によっていたものを統一する作業であり,1947年度以降5年間をかけて

全事業区の施業計画を見直し、戦後の非常時に対応した伐採計画から平常時の
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計画に移行が図られた。統一した施業計画の規準として、1948年4月に国有林

野経営規程（昭和23年4月6日農林省訓令第106号）が策定された。第1条で、「国

有林野は、国土の保安その他公益を保持し、国民の福祉増進を図ることを旨と

し、森林資源を培養し、森林生産力を向上するとともに、生産の保続24）及び

経営の合理化に努めて、これを経営しなければならない」と管理経営の目的が

規定された。伐期齢は、伐期平均成長量又は収穫量が最大の時期を基準として

定め、また、収穫保続は主として作業級を単位として行い、標準年伐量は成長

量を基準として定めることに統一された。この規程を解説した小幡（1956）は、

「この規程は、法律で定められたものではないが、一般に最も権威あるものと

認められているもの」と国有林の管理経営にとって最高規範であったことを述

べている。伐期齢は材積の平均成長量が最大となる林齢によって設定し、標準

年伐量は成長量を基準として策定することによって生産の保続を確保すること

とされた。1950年のGHQの「日本私有針葉樹林経営に関する勧告（カ―チャ―、

デックスタ―勧告）」において、「国有林は既に保続生産の線に立っている」と

し、私有林に対して同様に保続生産の基礎に立って生産や施業を見直すことを

勧告しており、国有林野事業において施業計画の編成が進められていることを

評価している25）。

　国有林野事業は　戦後復興のため、国自らが木材を供給し、特別会計の下で、

その収入を財源とし、計画に従い造林や治山事業によって荒廃山地の森林復元

を実施した。朝鮮戦争勃発後は林産物収入が増加し、積極的な事業予算の編成

が可能となり、1956年（昭和31年）には、懸案であった戦中戦後の濫伐によっ

て発生し山地災害の要因となっていた造林未済地の解消も実現するに至った。

また、木材の供給についても、輸入の再開とともに森林蓄積への食込みによる

増伐によって、それほどのひっ迫をきたすことなく経過した。

　表４に示されているように、国有林野事業の発足直後は、インフレーション

の進行によって資材価格や賃金が上昇する一方、統制によって用途や販売量が

制限された上低い公定価格が適用されたため資金不足に直面し借入金を導入し

た。事業資金を借入れによって手当てしたのも、特別会計であったから可能で

あった。事業が軌道に乗ったのは、1950年（昭和25年）の朝鮮戦争特需による

景気好転による木材価格の急激な上昇と需要の増大によって経理内容が好転し
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た以降である26）。特別会計は、歳入の増加が事業費の増額に直結し、戦後復興

のための計画の着実な達成に効果を発揮した。

　荻野（1973）は、国有林政策に関し、1945年から1955年までを再編期、1956

年から1972年までを生産力期と時代区分して、国有林の戦後の経営経過を記述

している。荻野は、再編期を「①占領林政の克服、②戦時からの負の遺産（累

積造林地・保育手遅・諸生産手段劣化など）の整理一掃、③林政統一にともな

う経営体制の確立、④近代的労働運動への初対応、などに全力を傾注しなけれ

ばならなかった」期間、生産力期を「国有林が戦前・戦中の負の遺産を払拭し、

公共事業体化、木材需要増大などを背景として、林業生産力の強化・拡充をバ

ネとした経営発展の道を強く指向するにいたった」期間と説明している。公企

業は、上で述べたように、私的企業と違って、時には対立競合し、また、優先

順位も変動する単一でない目的が国（公企業の所有者）から与えられる。国有

林野事業は、焦眉の急であった戦後復興への寄与という優先される目的が明確

であったステージ（荻野1973の「再編期」に該当する）が終わると、ステーク

ホルダーの様々な利害を反映した国政から示される目的への対応を行うことが

必要となる。改めて国有林野事業の目的とその優先順位が模索されることにな
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るが、荻野（1973）に従えば、その模索の結果選択されたものが生産力期と名

付けることがふさわしいものであったことになる。戦後復興ステージが終了し、

多様な目的への対応が必要になったとき、山林局の後身である林野庁の選択の

結果として、1958年の国有林事業経営規程の改定を皮切りに国有林生産力増強

計画、国有林木材増産計画の策定に至る。それに関連して「森林経理学論争」

として喧伝される論争の口火を切った当時の担当者が、次のように述べている。

　「好況時には増伐をしてでも供給量を増し、価格の高騰をおさえ、それによっ

て生じた収入は蓄積が現金化したに過ぎないから内部に留保して資本維持を

図り、又不況時には節伐して材価の低下を阻止するといったように、国有林を

して木材需給の調節、材価調整の機能を発揮させることが国有林を企業的会計

運営をする特別会計とした真の意義があり・・・・」（小沢1956、11頁）。小沢

が述べる「真の意義」は、戦前の山林局当時に検討された特別会計の設置目的

として持ち出されたものであるが、戦後の国有林野事業特別会計に関して野村

（1972）が推測した大蔵省の意向とも異なっており、このように説明する根拠

はない。次のステージにおける展開方向に関連して、このような根拠がない特

別会計の「真の意義」を援用しなければならなかったことを見ても、様々なス

テークホルダーの要請に応えるためには、戦後復興ステージが終わってもなお

標準年伐量27）を超えた伐採を続けざるを得ない（事業拡大方針の採用）状況

に直面したことを示唆している。次なるステージにおける事業展開の方向が模

索されていた当時、木材の需要に対して供給が絶対的に不足するというひっ迫

した状況を脱していたが、依然として木材価格の独歩高の状態が続き（表５参

照）、「国有林材の伐り惜しみ」と批判されていた。このような声を背景として、

当時の行政管理庁によって行政監察の結果に基づき勧告（1957年4月2日付け「伐

期齢の引下げについて」）が出されていた。直接的にはこのような増伐の要請

に応えるため、これまでの経営規程による管理経営方針の見直し、特に「生産

の保続」の制約の緩和、標準年伐量の弾力的設定が必要となっていた。

　戦後復興ステージにおける国有林野事業の目的を簡単なモデルを使って表わ

し、どのような行動が選択されていたか説明する。経済学的な分析は、第３節

で詳述する。また、どのようなステークホルダーを包摂することになるのかを

示す。国有林野事業は木材の供給に関する目的関数を持ち、制約条件の下で最
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大化を行うとし、次のように表わされるとする。

　（１） 　制約条件、　

　ここでは、木材はすべて丸太で販売されるとし、歩留りを無視し、 は生産

関数 によって定義される1事業年度当たりの伐採量であるとともに、丸太

販売量を表わす。単純化のため、生産要素は労働力のみとし、費用は人件費で

表わされるとする。生産関数 は、 で、２回微分可能で、

凹とする。 は丸太の供給に必要な伐採、搬出、輸送や再造林に投入される労

働力とする。 は、国有林の負担で行われていた造林未済地の造林、治山、山

地災害復旧等の事業費とし、 と表され、一定とする。 は、これらの事

業に投入される労働力を表わす。 は丸太価格、 は労賃とする。（１）の制約

条件の は、木材収入をもって、事業費の財源を捻出すること

を意味し、独立採算制の要請を反映している。また、 については、

は蓄積量 を変数とするロジスティック成長関数とし、例えば一年間の成

長量を表わす。1948年の国有林野経営規程では「標準年伐量」は成長量を基準

として設定されることになっており、制約条件は、これに従えば、 で

ある。しかし、戦後復興需要に対応するため、成長量を超えて伐採されており、

ここでは、標準年伐量を無視しないという程度の緩やかな制約として、標準

年伐量との乖離を最小限とする制約を置いている。また、伐採される木は、最

適な林齢で伐採されるとする。国有林野事業は、しばらく木材価格 を所与と

して行動すると仮定する。（１）の解は、図１に図示される。復興需要を満た
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すのに必要な計画伐採量 は、事業年度がスタートする前に、前年の実績を基

に経済見通し等を踏まえ総需要量 を見込み、民有林の生産動向、輸入見通

しから国有林以外からの供給量 を見込み、残余需要量 を算出

し、それを基に、（１）の最大化問題を解いて決定されるとする。残余需要量

は十分に大きく、それを最大限満たすように計画伐採量を選択することが、（１）

の最大化問題の意味である。丸太で販売すると仮定するので、販売収入は

となる。図１の作図に当たって価格 を一定とするので、販売収入曲線 の形

状は、生産関数 の形状となる。伐採量 に労働力 が対応し、木材の供給

に必要な費用は となる。事業費　 は、木材の販売収入と費用との差、

すなわち私的企業の利潤に相当する収支差を以て充てることを仮定している。

ここでは、事業費は一定とし、それを費用に織り込んだ上で、費用が木材の販

売収入と等しくなる伐採量が（１）の解としている。ラグランジェによって解

くまでもなく、これが（１）の解であることが明らかである。なお、 は期待

値を表す。市場で実現する木材価格 を所与として、計画に従い伐採を行い28）、

木材が市場に供給される。このように計画された伐採量 が、標準年伐量（成

長量を基準として定められる）を上回らない保証はない。現実には、需要が優

先され、伐採量は標準年伐量を超えて計画された。それは、蓄積量の減少を招く。
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蓄積量 を所与として算出される標準年伐量を超えて、伐採が計画され、その

結果矢印のように蓄積量が減少する状況が、図２に模式的に示されている。　

費用関数 　と定義する。利潤を とし、

（２） 

　とする。（１）の解は、販売収入が費用と等しくなる伐採量のときであるので、

（２）がゼロになるときである。これから

（３） 

となって、価格が平均費用と等しいことを示している。国有林は、当時、独立

採算制の下で、課せられた木材供給と荒廃森林の復旧の役割を果たすことが期

待されており、（１）の解のような行動を選択したと考えられる。よって、国

有林材の供給曲線は、平均費用 で表わせる。なお、通常仮定される利

潤最大化企業であれば、（２）の１階の条件から

（４） 

となる。限界費用が価格に等しくなるときの伐採量において利潤が最大化する。

費用関数についての通常の仮定、 が満たされるとする。こ

の場合、固定費用が含まれていることを無視し単純化のため、通常仮定される

ように、限界費用曲線は平均費用が最小となる伐採量で平均費用曲線と交わり、

それを超えると限界費用曲線の方が上方に位置するとし、限界費用の方が上方
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にある伐採量の水準で伐採されているとする。この二つの曲線の関係が、図３

に図示されている。価格が平均費用に等しい場合は利潤がゼロ、限界費用に等

しい場合は正の利潤を得る。

　図１について利潤を最大化する労働力（対応して伐採量が決定される）を導

出する。（２）に、 　を代入すると、（２）は、

（５） 

となる。 で微分して、１階の条件を求めると

（６） 

となって、図１について言えば、収入曲線の傾きが労賃（ ）に等しい労働力

のとき（これに対応して伐採量が決定される）に、利潤が最大化する。図１か

ら明らかなように同じ価格の下であれば、利潤がゼロになるとき（価格＝平均

費用）より、利潤が最大化するとき（価格＝限界費用）の方が伐採量が少ない。

　計画伐採量が供給される価格 は、図４（a,bでは長さのスケールが異なる

ことに注意）の総需要量のうち民有林から供給されるものを控除した国有林の

残余需要曲線29）と国有林の供給曲線によって得られ価格としている。図４a、

bの双方に同じ総需要曲線が描かれている。bの民有林供給曲線は個々の森林所

有者の限界費用曲線を横に集計したもので、右上がりとなっている。aの国有

林の残余需要曲線は、総需要曲線から民有林の供給曲線を横に差し引いて得ら
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れ、右下がりとなっている。また、国有林の供給曲線は、上で議論したように

平均費用によって示されている。なお、aには、国有林の限界費用曲線も点線

で示されており、供給曲線（平均費用）より上方に位置し、国有林が限界費用

曲線に従って供給するとすれば残余需要曲線との交点は供給曲線のそれに比べ

左側にある（伐採量が少ない）。

　当時、計画伐採量の策定後、市場の条件が変化し、見込んだ以上に需要が拡

大し、図５に示されているように、総需要曲線が外側にシフトし、国有林に対

する残余需要量が上方にシフトし、一旦伐採量が計画されると大幅な変更は行

われず、価格が上昇し（pN→pN1）、平均費用を上回るため、黒字の収支差が発

生する傾向があったと推測される。一旦計画伐採量が決定されると、国有林材

の供給は、供給弾力性を欠くことを表わすため、計画伐採量は、縦軸に平行に

している。　

　次に（１）のモデルから、国有林野事業が、どのようなステークホルダーを

持つことになるかを示す。まず、丸太の生産・販売に必要な費用 、事業に必

要な費用 を支出し、労働量 を調達する。農山村地域における雇用機会

の提供や地域産業の振興という政策に寄与することになる。更に、国有林から

木材の販売量 を購入し、製品を生産する企業が存在する。その利潤関数を



－ 241 －

（７） 

と表わすことができる。 は製品価格、 は製品の生産関数、 はその企業

に雇用される労働量である。間接的であるが、農山村地域における雇用機会の

提供、地域産業の振興に寄与する。経済学において、ある企業の経済行動の社

会厚生を測る方法として、その生産者余剰（利潤）とその製品を購入する消費

者余剰（限界支払用意額＝需要曲線と価格との差）を合計した社会的余剰があ

るが、原料資材が不足し、生産にボトルネックが生じているとき、原料を供給

することは社会的余剰を増進することになる。

　特に、国有林の多くは、標高が高く、雇用機会が相対的に少ない九州、東北、

北海道に位置するため、農山村地域の雇用機会の提供、地域産業の振興にとっ

て、国有林野事業を通じた機会の提供や資源の供給は、これらに寄与した。ス

テークホルダーは、戦後復興ステージ後において、国有林がこのような機会の

提供や資源を供給することを期待することになるが、これが直ちに公企業（政

府現業形態）によって供給することを支持する理由とはならない。国有林野事

業のマネージャー（林野庁）は、この期待に積極的に応えることでその存在の

必要性を示して行くことを選択したように考えられる。国有林野経営規程の改

定、国有林生産力増強計画、木材価格安定緊急対策、国有林木材増産計画の策

�
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定の一連の措置、更には『林業の基本問題と基本対策』（1960年10月26日農林

漁業基本問題調査会）によって積極的な生産が展開されて行った。独立採算制

の下で、この積極的な経営の展開を資金的に可能にしたのは、特別会計による

林産物収入の特定財源化、従来の御料林等から引き継いだ国有林に豊富に賦存

する優良な資源、農山村における過剰労働力の存在と旺盛な需要を背景とした

木材価格の独歩高である。しかし、木材増産のための森林資源の利用には、将

来の世代の利用を制約する機会費用が伴い、実際にも、後になって利用可能な

資源が減少し、木材価格の低迷もあいまって収入が減少するようになった。

　繰返しになるが、戦後復興ステージでは公企業として国有林野事業の目的

は、明確であったが、それが終わると、マネージャー（林野庁）にとって、内

外の多様なステークホルダーの要請に応えることが公企業の目的となり、その

ために積極的な事業展開を行うことになった。この積極的な経営展開の背後に

は、国（オーナー）からの木材の増産要請があり、これに応えることは公企業

として必要なことであったが、これは同時にステークホルダーの利益を増進す

るという目的と一致していた。しかし、国有林野事業に依存するステークホル

ダーが拡大して行き、独立採算制の原則に沿った経営に不可欠な市場価格によ

る事業収入を量って事業支出を制することを可能にする経営の柔軟性が失われ

て行った。

　国有林以外の者が多くを供給する私的財である木材の供給事業を独立採算制

で経営する構造の危うさが、早い時期から指摘されていた。例えば、1950年に

発刊された昭和25年度日本林業年鑑は、独立採算制について、「国有林野事業

特別会計制度に於ける独立採算制は国家的独占事業である場合には比較的実現

し易いが国有林野事業は民間林業と競合の立場にあり、その収入の主体である

林産物は独占価格の形成はできず市場価格により定められる」上に、低い公定

価格が適用されていたこと等の事情があって、その実現の難しさを指摘してい

た。また、野村（1956）は、戦後復興ステージを終え、改めて目的の模索が行

われていた時期に書かれている。著者は、国有林野事業特別会計法案の作成に

山林局の事務責任者として関わり、しかも会計実務を含め施行準備に当たって

いる。国有林野事業の性格を最も知る立場にあった者がその脆弱性を指摘した

部分であるので、長くなるが引用する。
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　「著者が懸念する点は、国有林における林業経営なるものが、はたして、今

後長い期間にわたって収支が適合しうるような性質の仕事であるかどうかとい

うことである。国有林における林業経営は、その対内的任務を達成すると同時

に、対外的任務を達成しなければならない。国有林が将来長期にわたって、は

たして、これら諸任務を達成するに必要な諸経費を賄うに足る収入を獲得しう

るものかどうかについては、十分な確信をもちえない。（中略）問題は、国有林が、

いかに経済的に運営されたとしても、将来長期にわたって所要経費を賄うに足

る収入が獲得できるかどうか全く不分明な点にある。鉄道、専売、電信電話の

ように、完全独占かまたは独占に近い国営企業においては、必要に応じー自由

でないがー、適当に料金または代金を値上げすることによって所要経費を賄う

ことも可能であり、したがって、財政当局のいう独立採算制を実施しうる可能

性があるのである。ところが、国有林は国内森林面積の３分の１程度を占有す

るにすぎないのであって、決して、自己の必要に応じて林産物価格を自由に左

右しうるほどの強力な存在でないー方法いかんによっては、ある程度の支配力

はもちうるのであろうがー。その結果、国有林産物の価格の多くは、遺憾なが

ら市場において成立するいわゆる市場価格に追随するを余儀なくされるのが現

実である。もし、かりに、国有林における植伐が、均衡的・正常的に行われた

としても、国有林に課せられた国民経済上の諸任務を達成するに十分なだけの

収入を、将来長期にわたって持続的に獲得しうるや否やは不分明である。いわ

んや、現在における国有林の如く、林木蓄積における有価値部分が著しく減少

し、残存蓄積は比較的価値少なく、しかも、搬出困難なる奥地に存在するとい

う現状においては、非常に遠い将来のことは分からないが、近い将来において

は、国有林業はその任務達成に必要なる経費をみずから獲得する能力を失うに

至るのでないかと懸念される。もし、また、国有林業がその所要経費捻出のた

めに、過去におけるが如く、実質的な過伐を今後ともあえて行うとすれば、や

がては国有林の資源は漸次枯渇して、全くその存在の意義を失うに至るであろ

う。人によっては、著者のかかる判断は、単なるき憂にすぎないという人もあ

るであろうが、しかし、少くとも、国有林の現状を正確に認識している人々の

うちには、著者と同様のき憂をもつ人は決して少くはないであろう。

　そこで、最後に著者の結論を述べる。国有林における林業経営というもの
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は、産業そのものの経済的特質からみて、わが国財務当局のいう独立採算制な

るものを、そのまま適用するには不適当な業種でなかろうか。したがって、わ

が国の現状においては、国有林業経営のもつべき会計様式としては、特別会計

よりも、むしろ、一般会計の方がより適当であるように考えられる。すなわち、

国有林における林業経営なるものの本質から、あるいは、また、国有林が現在

おかれている内外の諸事情からなどから判断して、国有林は、いたずらに収支

適合などという原則に拘束されないで、収入を超過する諸経費は、一般会計に

依存することの方がむしろ国有林業経営にふさわしい会計処理方法と考えられ

る。あるいは、論者によっては、国有林が現在の特別会計下にあることの方が、

所要経費を獲得するのにより好都合であると主張する人があるであろうが、し

かし、それは、侵食すべき林木蓄積がなお存在する期間だけのことであって、

将来における国有林経営の健全なる発展を念願するもののいうべき言葉ではな

いであろう。」

　著者が、いかなる意図を持ってこの時期にこのように述べたのか分からな

いが、言えることは、当時検討されていた国有林経営の方向に危機意識を持た

れていたことであり、国有林が実際に辿った途を的確に言い当てていることで

ある。上で述べたように、国有林野事業特別会計は、森林・林業政策上のグラ

ンドデザインに従って選択されたものでなかった。国有林の所在地域における

国有林資源の価値（シャドープライス）は大きく、国民厚生を増進する役割が

期待されたのは当然であり、これに抗することは公企業（のマネージャー）と

して困難であった。また、一旦、その役割を果たし始めると、経営の規模の縮

小は容易でない。ポスト戦後復興ステージにおいて選択された展開方向は、事

業の根幹である木材供給の持続可能性を危険に陥らせる積極的な経営をもたら

し、それに伴い内外のステークホルダーが肥大し、それらの国有林野事業への

依存度を高めさせ、経営の柔軟性を失わせて行った。

　公企業の自主性故採用することが可能であった措置が、経営の柔軟性の喪失

に寄与することになった。戦後概ね堅調に推移した木材価格は、独立採算制に

よる経営を可能にし、1974年まで総じて利益を出すことが可能であった。その

年を最後に損失が恒常的に発生するようになり、1978年を嚆矢として経営改善

のための累次の計画が作成されたが、功を奏さず1998年の抜本的な改革に至っ
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た。この経過については、多くの研究成果が蓄積されているので、ここでは繰

り返さない。累次の経営改善計画の主たる手段は、財政投融資資金の導入であ

り、これも特別会計の下にあったが故に可能な措置の一つであったことを指摘

するのに止める。

３　国有林野事業の行動の経済分析

　この節では、簡単なモデルと図を使って、国有林野事業の行動を私的最適行

動と比較することにより、戦後復興ステージにおいて国有林野事業が果たした

役割を検討する。第２節で、戦後復興ステージにおいて、国有林は、独立採算

制の制約条件の下、木材供給を最大化することを目的として行動すると仮定し、

平均費用が価格と等しくなる伐採量を供給する供給曲線と残余需要曲線を導出

し、それらの交点によって計画伐採量と供給価格が決定される状況を示した。

　図６によって、国有林の行動を私企業の最適行動と比較する。国有林が、仮に、

私企業(Private Enterprise，以下「PE」という。)によって保有され、経営さ

れていた場合、どのような行動をとっていたのだろうか。私企業の最適行動は、

利潤の最大化を実現することであり、PEは、これに従って行動すると仮定する。

　 図 ６ は、 第 ２ 節 の 図 ４ に、PEをChurch and Ware(2000)、Carlton and 

Perloff(2005)30）、Stigler(1965)の支配企業（dominant firm）、他の民有林の

多数の所有者を周辺企業（fringe firms）として、新たに、PEの限界収入曲線、

それと限界費用曲線との交点で決まるPEが選択する供給量 と供給価格

（市場価格）を書き入れたものである。市場において、一つの企業が価格設定者（プ

ライスメーカー）で、より小さいプライステーカーである企業と対峙する場合、

支配企業と呼び、典型的には大きなシェア―を持つ。一方、小さくてプライス

テーカーである企業が周辺企業で、それぞれは非常に小さいシェアしか持たな

いが、集合的に市場において実質的なシェアを持つ。支配企業は残余需要に基

づいて限界費用が限界収入に等しくなるような利潤を最大化する価格を設定す

るとしている。これは、残余需要量に関して、独占企業として行動することを

意味する。支配企業が生まれるケースは、低い費用で供給したり、高い品質の

財を供給し、市場シェアを持つようになったり、カルテルにより企業集団が大
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きいシェアを持つに至るようなケースを上げている。価格設定者になるだけの

市場支配力を持っているかどうかであり、具体的には支配企業が高い価格を設

定したら、それに対応して企業が参入し、それに伴い周辺企業の供給曲線がシ

フトし（図６について言えば、民有林の供給曲線が右にシフト）、残余需要曲

線が下方にシフトし、それに伴い、価格が低下し、支配企業が価格を維持でき

ないような場合、結果として価格設定者にならないので、支配企業でない。理

論的には、新規参入が容易であるかどうかが、支配企業を成立させるかどうか

のカギとなる。

　当時国有林が置かれていた木材の需給環境からみて、国有林と民有林の関

係について支配企業―周辺企業のモデルを当てはめて考えられるかどうか見て

みる。民有林材の供給者は零細多数で、全国ベースでの供給量は国有林のそれ

より多いが、個々の供給量は極めて少なく、プライステーカーとして行動して

いたと考えられる。国有林は森林面積で民有林の３分の１で、当時森林蓄積量

は民有林より多かった。国有林には御料林であった森林をはじめ優良林分（高

級材）が温存され、国有林の賦存状態は西低東高と言われるように地域的に偏

在していた。1965年度の国有林材の売払実績は、全国ベースの木材需要量（内

需）の20%を占め、用途別には建築用31）では25%、パルプ材用では16%を占めて

いる32）程度で、必ずしもシェアが大きいとは言えないが、北海道や東北をは

じめとする国有林の面積割合が高い地域では、国有林材は面積割合に応じて大

きいシェアを持ち、また、木曾ヒノキ,秋田スギ等の高級材については国有林

が独占的に保有し、あるいは大きいシェアを持っていた。林業基本法の立案の

ため、森林林業の基本問題について検討を行った農林省農林業基本問題調査会

の事務局である農林漁業基本問題調査事務局が、1960年3月に『林業の現状と

林業政策の問題』をまとめている。そこで、第２節の表１の木材価格の推移に

現れている木材価格の独歩高の要因について、需要、供給の両面から分析を行っ

ている。需要サイドについてはその非弾力的な構造とパルプ産業の参加、供給

サイドについては木材貿易の地位の変化（戦前の大量の米材、北洋材の輸移入

が果たしていた需給のアンバランスを緩和する役割が無くなり、戦後再開され

た輸入は当時合板原木に限定され木材一般の需給調整にそれほどの役割を果た

していない）とともに、国内生産について森林蓄積の減少を指摘し、成長量の
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150%を超える過剰伐採に見られるようにボトルネック（木材供給力の制約）が

存在し、需要に対する供給不足の要因になっているとしている。更に、木材流

通取引の各段階において供給者側が相対的に強い市場支配力を持ち、その傾向

が立木の取引段階において顕著であるとし、供給者である森林所有者の需要に

対する対応の仕方（行動）が木材価格の推移のパターンを特徴づける重要な要

因の一つになっているとして、その行動に焦点を当て分析している。一般に森

林所有者は、企業利潤の最大化を目的として行動しておらず、不時の出費に備

えたり、家計補助的な目的で管理しているため、「木材価格が高騰すれば、よ

り少量の伐採量で消費生活をまかなえるから価格上昇の予想が固定的な場合、

伐りびかえをすることは当然考えられることである」と説明している33）。この

ように、民有林・輸入にはより大きい供給制約があって、国有林が仮に高い価

格が設定しても、それに反応して新たに供給者が参入して供給量を増加させる

可能性は低かったと考えられる。地域別には、必ずしも支配企業に当てはまら

ないケースがあったかもしれないが、輸入材に多くを期待できない下で、民有

林の資源状態が低下する一方、価格に対する森林所有者の反応が上で述べたよ

う状況では、多くの市場で国有林は大きいシェアを持ち、支配企業として市場

支配力（market power）を行使できる位置にあったと仮定することができる。

　図７に図６ａの部分が再掲されている。支配企業は、残余需要に基づいて限

�

�
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界費用が限界収入に等しくなるような利潤を最大化する価格を設定するので、

PEは、図６の限界費用が限界収入と等しい伐採量になる価格 を設定し、伐

採量 を選択する（図７の点EM）。一方、国有林は、第２節で説明したとおり、

図６の残余需要曲線と平均費用曲線の交点である価格 を設定し、伐採量

を選択する（図７の点EN）。国有林は、利潤最大化の観点からは、選択肢とし

てPEのように行動する余地があった。更に、社会的余剰（消費者余剰＋生産者

余剰）の最大化の観点からは、図７の価格 、伐採量 を選択することも可

能であった（図７の点EC）。点ECでの利潤は、点ENにおけるものより大きい。に

もかかわらず、国有林は、点ENにおける価格 、伐採量 を選択した。

　 がPEの供給量であり、そのとき価格 で供給される(EM)。一方、価格

が国有林の供給量であり、そのとき価格 で供給される(EN)。 は競争市場

における競争企業の最適供給量であり、限界費用曲線と残余需要曲線の交点EC

で決定される量で、価格 で供給される。このとき、消費者余剰と生産者余

剰から成る社会的余剰が最大となり、外部性が存在しない場合、私的にも社会

的にも最適である。すなわち、PEの最適点EMでは、供給が となって、ECの

に比べ、△EMECCだけ社会的余剰が減少（死荷重が存在）する。また、国有林が

供給するENの では、ECの に比べ、消費者余剰がECENpNpC増加するが、一方

生産者余剰がAENpNpCEC減少し、差し引き社会的余剰は△AENEC減少する。△ECCEM
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と△AENECの大小によっては、 は、 より非効率なこともあり得る。従って、

国有林がENで供給することは、少なくとも競争均衡点であるECに比べて社会的

余剰の減少をもたらし、効率的と言えない。また、PEのEMと比べても効率的で

ない可能性がある。国有林が社会的費用を負担してまで供給を に増加させ

ることは、どのような理由に拠って正当化できるのだろうか。その理由こそが、

ここで明らかにしようとする国有林野事業の戦後復興ステージ（及びそれ以降

の市場支配力を保有していた期間）における役割である。

　図７（図６においても同じ）の国有林の残余需要曲線は、国有林から丸太を

購入し、製品を生産する企業の投入要素需要曲線である。これは、これらの企

業の利潤関数（（７）を参照）から導出されるが、製品価格を所与として、丸

太価格が限界生産物収入から限界費用のうち労賃部分を差し引いたものと等し

くなる丸太量をこれらの企業を通じて集計したものを表わしている。これらの

企業はその量の丸太を購入することが利潤を最大化する。製品は一定の歩留ま

りによって丸太から生産されると仮定すれば丸太を１単位追加的に投入するこ

とによって得られる限界生産物は一定であるが、投入される丸太が増加して行

くと製品１単位生産するのに必要な労賃部分の限界費用が増加していくと考え

られるので、残余需要曲線（投入要素需要曲線）は右下がりとしている。次に、

国有林から丸太を購入する企業が製品を供給する製品市場が存在し、この市場

が図８に描かれている。需要曲線は、所与の製品の価格について主として住宅

用建材として住宅企業等を通じて消費者が購入する製品を集計したものを表わ

しており、ここでも総需要量から民有林材や輸入材からの製品による供給量を
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控除した残余需要量である。供給曲線は、国有林から購入した丸太を投入要素

とする製品を生産する企業についての限界費用曲線を横に足し合わせてもので

あり、右上がりとなっている。

　丸太の製品歩留まりを１と仮定すれば、製品量 は、図７の丸太量

に対応している。すなわち、 は国有林がMEとして丸太を供給す

る場合に供給される製品量であり、この場合生じる死荷重は 、 は国有

林が限界費用曲線に従って丸太を供給する場合に供給される製品量であり、こ

の場合死荷重は 、 は国有林が供給曲線（平均費用曲線）に従って丸太を供

給する場合に供給される製品量であり、この場合死荷重はない。このようなこ

とを仮定するのは、民有林からの供給量や輸入量に限りがある下で、これらで

は戦後復興に必要な住宅資材等を充足することができず、不足分は国有林か

らの供給に依存していたためである。なお、製品市場の均衡量に が一致す

るように作図されているが、計画の段階では製品市場の供給と需要のギャップ

を埋めるように国有林からの供給量が計画されたと考えられることからこのよ

うにしている。製品市場に が供給される（これを可能にしているのは国有

林が丸太を 供給していることによる）ことによって、死荷重が解消される。

消費者余剰及び生産者余剰の合計によって測られる社会余剰が増加する。具体

的には、消費者に対しては均衡価格を上回るお金を支払う用意がある（効用を

持つ）者に製品を購入する機会を与え、企業に対しては限界費用を上回る限界

生産物収入が得られる生産機会を与え、同時に雇用機会が地域に提供される。

社会厚生上の便益としてのプライオリティーは前者にあったと考えられる。国

有林が平均費用によって供給することによって、図７の国有林市場で、限界費

用によって供給する場合に比べ社会余剰（実質的には生産者余剰）が減っても、

製品市場では社会余剰が増加している。上で戦後直後の経済白書における記述

を紹介したが、それ以降の経済白書においても、森林・林業が取り上げられ、

記述の焦点は、次第に荒廃した森林の回復から木材の安定供給に移って行った。

戦後復興ステージを過ぎても木材価格の独歩高が長らく続いた中で、木材価格

の安定のための政府の直接的な政策手段として、私企業であれば限界費用によ

る供給曲線でなく、平均費用による供給曲線によって供給を行い、私企業の下

であれば生じたであろう死荷重を回避し、製品市場における社会余剰を増加さ
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せる役割を果たしたと考えることができる。これが、国有林野事業の公企業と

しての役割であり、（１）による国有林の行動の定式化が表す意味（事業支出

が事業収入を上回ることがないという制約条件の下目的関数である丸太の生産

を最大化する）である。

　経済学において、供給曲線が限界費用曲線とされ、それを基準として経済活

動による社会厚生が測られる意味を再度確認する。（４）式を再掲する。

（４）

これは、利潤関数

（２）

の最大化の１階の条件から導出される。価格を所与として、限界費用（製品を

追加的に１単位生産するのに必要な費用）がその価格で等しくなる量の製品を

生産することが利潤を最大化する最適な行動である。価格に応じて製品の量を

選択する行動の軌跡は、（４）を満たす価格と製品の量の組み合わせた点が描

く曲線で表わされ、これが経済学における供給関数である。限界費用が価格を

超える場合、損失が生じるのでそれ以上は生産はしないことが最適である。従っ

て、図３のように同じ製品の量について平均費用を限界費用が上回る局面で生

産が行われていると仮定しているので、平均費用が価格と等しくなる量につい

ての限界費用は価格を上回る。従って、ここで仮定したように、平均費用によっ

て供給することは、損失が生じているので私企業であれば選択されない行動で

あり、経済学においては社会余剰を減らす行動として社会厚生上損失をもたら

すものとされる。このような平均費用での供給は、戦後復興ステージにおいて

需要に対して民有林材・輸入材の供給によっては絶対的に不足し、ボトルネッ

クが生じている状況において、国民生活の安定のための政策手段として国が直

接供給するため、追加的に国民の負担を要しないという条件下で許容されたと

考えることができる。

　しかし、制約条件付きではあるが丸太の生産を最大化することは、製品市場

において社会余剰を増加するだけでなく、雇用の増加（ ）、林道等の事業

の拡大、取引費用が節約される随意契約を通じた廉価な原料の供給等が行われ

ることになるため、ステークホルダーの利害と一致する。戦後復興ステージに

おいて国有林に課せられた役割を果たすことを通じてステークホルダーが厚く
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形成され、民有林材・輸入材の供給の増加によって、社会厚生上の損失が伴う

国有林材の増産について政策的な必要性が薄れても供給量の縮小が難しくなっ

て行ったと考えられる。

　私企業であれば市場支配力を行使し得る状況で、民有林からは供給が期待で

きない優良な林分等から生産される木材を供給するため、地域、樹種、販売方

法（立木又は素材）によって、また、需給状況によって事情を異にしたと思わ

れるが、国有林にとって多くの購入希望者に対する公正な配分（割当て）が大

きな課題であったことが推測される。その理由の一つは、購入希望者の需要の

背後に、その企業活動を通じた地域産業の振興や雇用の場の提供という公企業

に与えられる目的が存在するため、それらの増進のため購入希望者に木材が行

き渡るようにする必要があった。二つは、計画伐採量が、年度に入ってから需

給事情により過大となった場合の需要先を確保する必要がある場合に備えて、

過少で需給がタイトになった場合においてもそれらの需要先となる購入希望者

に配慮する必要があった。三つは、公企業である故、多様なチャネルによって

社会的な理由を上げた個別企業に対する特別な配慮の要請があり、それに応え

る必要があった。

　具体的にどのように行動したのか、一般材（建築材のほか、家具用、梱包材）

とパルプ用材について考える。1954年度、1955年度における用材の用途別売払

実績は、両年度とも一般材が第１位、パルプ用材が第２位で、それぞれ、1954

年度では4935千m3（72%）、1029千m3(15%),1955年度では5841千m3(76%),1194千

m3(15%)で、かっこ内は用材における割合である。会計法に従えば原則競争入

札であるが、例えば用材の立木販売について、1955年度においては、競争入札

19%、指名競争入札12%、随意契約69%となっており、いわゆる地元製材業者に

対し特例としていわゆる地元随契が一般的に適用されていた。パルプ材につい

ては、多くは競争入札によって売却されていた。

　図９は、例えば一般材用のある量について国有林から素材を購入し、製材加

工を行う者の１単位当たりの支払用意額が大きい順に並んでおり、タテ軸にそ

の額が表されているとする。支払用意額は、それぞれの者の限界生産物収入か

ら製材加工費用を差し引いたものとなるため、生産性が高い者ほど大きい。そ

れぞれの者の一人当たりの需要量は、売却に付される量よりも等しいか、ある
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いは大きいとする。

　競争入札方式であれば、図９の左端のA1が高い価格で入札し、落札する可能

性が高く、ANは予定価格にも達せず、競争に負け、素材を購入することができ

ない。そこで、導入されたのは、地元工場に対する随意契約である。「地元工

場に対する個別配材」と称されていたが、いわば割当て（配材）である。随意

契約方法は、他に競争相手がいないという意味で、需要者に独占需要者の地位

を与える。供給独占の場合、限界収入が限界費用と等しくなる供給量と価格に

よって選択され、供給曲線（限界費用）に従った行動が行われない。同様に、

需要独占の場合も、需要曲線（限界支払用意）に従った行動が行われない。し

かし、国有林の場合、購入者は、このような市場支配力を持たなかった可能性

がある。競争入札の予定価格を下回る予定価格の設定と排他的な購入者の地位

の賦与が国有林によって行われ、当時の売り手市場では、国有林が設定する予

定価格と売却予定量を受け入れざるを得なかったと考えられる。しかし、対象

となる地元業者は、随意契約者の地位の維持とともに、売却量の増加や予定価

格の引下げを要請し、国有林としても、地域住民の福祉の向上や地域経済の振

興という観点と将来にわたる確実な売却先の確保の必要性から、経営において

機会費用が伴うこれら要請に配慮する必要があったと推測される34）。

　パルプ材用売却は、立木、素材双方の形態で売却されたが、一般材ほど地元

工場に対するような考慮は必要がなかったので、多くは競争入札によったもの

と推測される。パルプ生産企業は、図９の支払用意額の下側の価格で、原料費

用を構成するため可能限り低く、かつ、競合企業の入札価格を上回る必要があ
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るという条件の下、入札価格を選択したものと考えられる。しかし、仮に予定

価格が市場価格を考慮して設定されるとしても、小規模な企業は、それを上回

る入札価格を選択できず、企業間の生産性格差から競争に勝てない企業が存在

する。このような場合、パルプ材についても、一般材と同じような観点から、

指名競争入札や随意契約が適用されていたと考えられる。

　このような売却方法は、戦後復興ステージにおいて、売却の相手側の支払用

意額に応じ、供給が必要な需要を可能な限り満たして行ったと推測される。し

かし、このような考慮を通じてステークホルダーが拡大して行くことになった。

高度成長へのテイクオフの中で引き続く木材需要の拡大に対応して肥大するス

テークホルダーの期待に応え続けて行くことが公企業として必要になっていく

ことになる。

　国有林が、仮に、PEによって保有され、経営されていた場合の行動について

上で述べた。購入希望者の需要の背後にある事業活動を通じた社会厚生を考慮

する必要がないので、国有林に比べPEの伐採量は減少し、市場価格が上昇する。

一方、国有林の下で、伐採量が成長量を上回る過剰伐採が続けられていたが、

PEの場合、伐採量が減少し、過剰伐採の状況が改善に向かう。更に、上で引用

したように、『林業の現状と林業政策の問題』は、森林所有者の需要に対する

対応の仕方（行動）が木材価格の推移のパターンを特徴づける重要な要因の一

つになっているとし、企業経営として行動しないで、自家の消費経済を基準に

行動するため、価格上昇の予想される場合、伐り控えが生ずることを指摘した。

しかし、ここでは詳しく述べないが、価格が上昇する下では、時間を通じた利

潤最大化行動として、伐期を延伸することが最適であり、この面からも森林所

有者がとった行動は合理的なものであった。PEにとっても、この局面では、増

産するのでなく、むしろ生産抑制的な行動をとることが企業採算的にも資源回

復の観点からも望ましい。

　これまで、戦後復興ステージを念頭において、民有林の供給力に制約がある

上、輸入も本格的に開始されていない下で、国有林はその残余需要量に対して、

市場支配力を発揮し得る環境にあったのにも関わらず、平均費用を供給曲線と

して、供給したことを仮定し、その行動を評価してきた。限界費用を供給曲線

とする場合に比べ、ロスが生じるが、それは木材の供給を通じた社会厚生を高
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める社会的費用と理解することができることを説明した。私的財である木材を

国有林が公企業として供給した理由は、この点に求められる。国民の追加的負

担を要することなく、この社会的費用の負担を可能にしたのは、木材価格の独

歩高の支えとなった木材の需給状況であったと考えられる。木材の独歩高が昭

和36,7年頃まで続き、高度成長の中で木材需要の旺盛な伸びが続き、戦後復興

ステージ以降においても国有林は、それまで以上の増産を40年代後半まで継続

した。一方、木材の輸入が本格的に行われるようになり、木材自給率は、1970

年（昭和45年）には45%と50%を割っていた。積極的な生産を行う過程で、国有

林野事業特別会計の収支は悪化し、1975年（昭和50年）度に収支差が300億円

の赤字、1976年（昭和51年）度には400億円の借入れを行い、1978年（昭和53年）

の第一次改善計画を嚆矢として。累次の計画が策定されたが、功を奏さず1998

年の抜本的改革に至ることになる。この節を閉じるに当たって、収支の悪化が

顕在化するに至る国有林の供給行動と市場環境を、図１と図３で示したモデル

を使って経済学的に説明し、国有林野事業が戦後復興ステージと異なり、国有

林が公企業として私的財である木材を供給する政策的理由が明確でなくなって

来ていたことを指摘する。

　戦後の国有林野事業の発足から抜本的改革に至る歴史的展開を取り上げた

秋山（2000）は、木材の独歩高が終焉する時期から収支の悪化が顕在化する直

前の期間である1962年～ 1973年（昭和37年～昭和48年）を外材進出期と捉え、

この間の国有林野事業の動きを述べている。そこで、この期間を「自由化によっ

て外材輸入の増加が順調となり、昭和37年には木材価格の独歩高が終止符をう

ち、その後の材価は、概ね一般物価の動向と軌を一にすることとなった。加え

て賃金水準の上昇が材価のそれを上回るのが状態となって、林業採算は次第に

低下傾向を示した。このような中にあって国有林の経営は年と共に厳しくなっ

てきた。すなわち、木材価格の伸び悩み、人員の増大、賃金の上昇に加えて、

公益性重視の観点から森林施業方法の転換を余儀なくされた」と総括している。

　図１０は、木材収入、賃金を木材価格で除して、それぞれ として、

図１を書き直している。事業費 を固定費用 に一般化している。生産関数を

所与とすれば、費用関数の傾き は、木材価格の独歩高が続いている期間は

一旦緩やかになり（矢印①）、それが終了した以降はそれまでから進められて
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きた作業員の処遇改善（常用・定期作業員の定員内繰入れ、補充した作業員の

通年雇用化）を伴う増員とあいまって傾きは大きく（矢印②）、かつ、固定費

用が大きくなって行った。これが、秋山（2000）が言及している「木材価格の

伸び悩み、人員の増大、賃金の上昇」の具体的現れである。

　丸太の輸入が1961年に自由化され、それ以降急速に輸入が増加した。1961年

の木材自給率が94.5%であったものが、10年経過後の1970年には45%となった。

また、木材価格の上昇率が1978年以降鈍化し、1981年には対前年4.3%の下落と

なり、特に国産丸太は7.1%の下落となった。同年度国有林野事業も収支差が赤

字225億円に転落し、以降赤字基調に転じた。支配企業―周辺企業のモデルで

国有林の市場環境を見た場合、図１１のように示すことができる。

　図１１の前提となっている状況と図４のそれとの違いは、市場に対する輸入

材供給者の自由な参入によって、国有林の供給シェアが次第に低下し、一方戦

前から引き継いだ優良林分も減少し、市場支配力を失い、それに伴い、図４で

は残余需要曲線は右下がりであり、プライスメーカーであることを示していた

が、図１１では競争市場における企業と同じようにプライステーカーとして水

平な需要曲線に直面していることである。民有林・輸入材の供給曲線は所与の

価格 （世界価格）でいくらでも供給可能であるので水平となっている。国

有林材の市場においては、この価格 を超える価格を付けると需要がゼロで
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あるので、タテ軸と一致し、それを下回る価格を付けると民有林材・輸入材の

供給がゼロであるので総需要曲線と一致するが、供給可能な量の近傍について

は直面する残余需要曲線は水平となっている。一方、図４における価格は、国

有林材の市場において国有林がプライスメーカーとして価格を設定し、それを

所与として民有林・輸入材の供給者が競争的な（国有林が設定した価格を所与

として行動するという意味で）周辺企業として行動するものとして描かれてい

る。図１１の国有林の供給量 は、これまでと同様、供給曲線は平均費用になっ

ており、それと残余需要曲線の水平な部分との交点ENに対応するものとなる。

計画伐採量を計画する際には、期待価格（趨勢価格）を設定して、生産費用そ

の他の事業費と販売収入が見合う伐採量が計画とするが、通常、対前年と同じ

又はそれより上回る趨勢価格が設定される。プライスメーカーであった当時に

は、需給状況を見て計画量を調整し、価格を調整し、収入をコントロールする

ことがある程度可能であった。しかし、プライステーカーになると、収入は価

格次第となり、期待どおり趨勢に沿った価格上昇基調が続いていれば、大きな

収支差が生じないが、趨勢からはずれ下落すると大きな収支差に繋がる。価格

の低下に対し収入確保の手段は、伐採を増加すること以外になく、森林資源に

負荷を与えることになる。国有林財政や森林資源に対して一義的に責任がない

ステークホルダーにとって、このような国有林による一定水準の財・サービス

の提供が行われることは利益に沿うものであった。借入金の償還の負担がない、



－ 258 －

あるいは小さいうちに、資源回復のため少なくとも伐採を成長量の範囲に縮小

し、同時に通常の企業におけるような限界費用による供給を行うこととし、平

均費用による供給を前提とした固定費用を速やかに圧縮し、伐採量を減少させ

る路線に戻るべきであった。そうすれば、持続可能な国有林野事業の管理運営

が可能であった可能性がある。現実にも、例えば、昭和４０年代前後に固定費

用を引き下げ、事業支出を弾力化する方針にチャレンジしたが、ステークホル

ダーの利害を反映した政党の反対を受け断念せざるをえなかった。繰り返し述

べているように、ステークホルダーの利害に関わる経営方針の変更は公企業故

に様々な制約に直面した。このような状況の下で、大きな赤字の収支差が生じ

た1971年以降、国有林野事業財政が、一層の市場価格頼みとなり、創設当初か

ら懸念されていた独立採算制を確保する手段を保有しないという問題が顕在化

することになる。歳入の不確実性に応じて、歳出を柔軟に調整することが必要

であるが、財政の硬直性が高まって行った。

　この場合、図８の製品市場はどのようになっていたのだろうか。図８の国

有林から材を購入し、製品を生産する企業が直面する需要曲線は、製品の総需

要量から民有林材・輸入材から生産された製品の供給を差し引いた残余需要で

あった。図１１の国有林材の市場で材を購入した企業は、水平な需要曲線に直

面し、民有林材・輸入材から生産した製品を供給する企業と競争する。従って、

死荷重が生じるようなことはなく、社会厚生上の損失を負担してまで国有林が

供給する政策的理由はなくなっていたと考えられる。ただし、国有林が独占的、

あるいは多くを所有する木曾ヒノキ、秋田スギ等の優良資源については、市場

支配力を持つ状態を保持し、右下がりの残余需要曲線に直面しており、ここで

仮定した平均費用と等しい伐採量を供給することによって、社会厚生上の便益

をもたらしていたと考えられる。

　しかし、ここでの議論においては、将来の世代の社会厚生、すなわち時間を

通じた社会厚生の問題を無視した。上では、現在の世代の社会厚生を高める場

合、平均費用によって供給する政策的理由があったと述べたが、それによって、

成長量を超える伐採が行われることになれば、将来の世代が利用可能な資源を

減少させ、それによる機会費用が生じている。実際にも、国有林財政の悪化を

招いた要因の一つは、このような機会費用が顕在化したことにもよる。この問
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題については、別の機会に論ずる。

４　一般会計化の意義

　国有林野事業の定義の規定は、特別会計の下では国有林野事業特別会計法、

特別会計に関する法律、特別会計の根拠規定が廃止された一般会計移行後は国

有林野の管理運営に関する法律に変わっているが、一貫して、「国有林野の管

理運営の事業」35）と定義されている。一般会計の下にあっても、歳入予算にお

いて、国有林野事業収入は、（部）官業益金及官業収入、（款）官業収入に計上

されているように、反復継続的に実施される「事業」という性質は変わらな

い36）。はじめにで紹介したように、一括法によって関連法が改正され、平成25

年度一般会計予算に国有林野事業に係る収入及び支出が計上されることによっ

て、国有林野事業の一般会計への移行が具体化された。国有林野事業の一般会

計化のための直接的な法的措置は、2007年に国有林野事業特別会計法を引き継

いだ「特別会計に関する法律（平成19年法律第23号）」第12節に規定されてい

る国有林野事業特別会計の根拠規定の削除のための同法の改正である。これに

よって、国有林野事業について一般の歳入歳出と区分して経理するための財政

法第１３条第２項の特別会計を設置する法律の根拠が失われ、一般会計におい

て経理されることになる。更に国有林野事業が企業的に運営される37）国の事

業でなくなることに伴って、国有林野事業に従事する職員の労働関係や給与等

の特例を廃止する必要があるため、「特定独立行政法人等の労働関係に関する

法律（昭和23年法律第257号）38）」の改正や「国有林野事業を行う国の経営する

企業に勤務する職員の給与等に関する特例法（昭和29年第141号）」の廃止が行

われている。これらの法律は、特別会計の廃止に伴って必要となる法律上の手

当であるが、国有林野事業の労使関係を律し、それを通じて事業の運営に刻印

を残してきた経緯があるため、国有林野事業の労使関係の歴史を知る者にとっ

ては、一般会計化の意義の一つをここに求めるかも知れない。ここでは、財政

及び要員の面から、国有林野事業が特別会計の下で運営されてきたことが何を

もたらしたかを辿り、一般会計に移行する意義を考える。

　その前に、1998年の抜本的改正の際、国有林野事業特別会計の負担で処理
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することとされた債務（その時点では約１兆円、その後債務が増加し一般会計

移行時では約1兆3千億円）の処理に関し、新たに講じられた枠組みについて説

明する。特別会計に関する法律の改正において、暫定的に設置する特別会計と

して、国有林野事業特別会計の負担に属していた債務処理を経理するため同法

附則で国有林野事業債務管理特別会計が設置された。償還期に来た債務につい

て、償還金の支払財源の一部を一般会計（一般会計歳出予算の組織林野庁に計

上）から繰り入れ、残りを民間の金融機関から借り入れた資金によって借り換

えて行くとともに、債務の利子の支払い財源は一般会計（償還金財源と同様に

計上）から繰り入れる方法が採用されている。一般会計からの繰入れは、毎年

度の国有林野事業収入から産物の売払い等の費用を差し引いて得られる額（前

年度以前の年度に係る決算の結果増減がある場合は遡って加減して調整する）

とされている（平成25年度予算では、償還金支払財源として、国有林野事業収

入から費用を差し引いた額66,255,542千円が計上されているほか、利子支払財

源として10,951,682千円計上されている。）。上で述べたように、国有林野事業

特別会計の下でも、平成22年度以降、国有林野事業収入からそれを充てた経費

を控除した決算上の余剰金を償還金支払財源の一部に充当してきている。これ

は、国民に負担をかけることなく国有林野事業収入によって債務処理を行うと

いう1998年の抜本的改革の際の債務処理の方針に沿ったものであり、一般会計

に移行の下でもこの方針が踏襲されていることを意味する。

　これまで、再三述べたように、戦前一般会計の下で運営されてきた内地国有

林、北海道国有林と特別会計の下で運営されてきた御料林を一元的に特別会計

の下で運営する実質的なメリットは、木材収入をこの会計の特定財源として事

業の財源とすることができることであった。表６では、農林省山林局が所管し

ていた内地国有林の収入及び支出と収支差率の推移が示されている。平均的に

言って、収入の7割程度しか国有林の支出に充てられていない。別途、民有林

を対象とした支出も計上されていたので残余に相当する金額はこれらの民有林

に対する支出に充てられていたと考えられるが、国有林の立場からは必要な伐

採跡地の造林や治山等森林整備について十分な支出が認められなかったため事

業資金を確保をする上でも特別会計の必要性の認識に繋がって行った。



－ 261 －

　別添３に昭和23年度から第一次経営改善計画が実施される昭和53年度の前年

度である昭和52年度までの国有林野事業特別会計の収入支出及び収支差率（表

⑤）と伐採量の推移（表⑥）が示されている。収支差率は事業収入に対する

事業収支差の比がパーセンテージで表示されているが、戦前の内地国有林の数

値に比べれば、収支差率が小さくなっており、年度によってはマイナスとなっ

ている。治山事業や保安林買入等、厳密に言えば国有林野の管理経営に要する

費用の範囲を超えるものが特別会計の負担で実施されたという事情があるもの

の、林産物の販売収入を留保することなく、生産に必要な伐採、造林、林道等

の事業費、定員内外職員の処遇改善等の支出に充てたことを反映している。言

い方を変えれば、２節及び３節において説明してきたように、公企業として
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ステークホルダーの多様な要請に応えてきた結果である。国の財政事情に制約

されることなく、国有林野事業が、終戦直後から戦後一貫して、その事業や木

材の供給を通じて所得を得る機会が乏しい国有林が所在する農山村地域の人々

に就業の場を提供する役割を果たしてきたのは、特別会計の下にあったことに

よって可能であった。しかし、成長量を超える連年にわたる収穫量の継続によ

る森林資源の減少や木材価格の低迷によって木材収入が減少する一方、支出構

造が硬直化し、不足する収入は将来の収支改善を担保とした借入金に依存する

ことになった。この借入金も、特別会計の下にあったが故に可能であった。別

添３には示していない昭和53年度以降、累次にわたる経営改善計画の下に収支

改善に取り組まれることになる。

　別添１（表①、②）に最後の特別会計の予算である平成24年度国有林野事業

特別会計予算の概要が示されている。1998年の抜本的改革以降は、はじめにで

述べたように、漸次、木材収入の比重が小さくなり、事業費の太宗が一般会計

からの繰入れで賄われるようになった。木材収入の特定財源としての役割は小

さくなっていた。このような財務構造の下では、特別会計で運営する必要性は、

国有林野事業特別会計の負担で処理することになっている債務処理を除けばな

くなっていた。鹿野農林水産大臣（当時）は、一括法案が付託された参議院農

林水産委員会で、一般会計化について、公益的機能の発揮のための事業を林産

物収入等の動向に左右されることなく一層計画的に実施できるようにするため

という趣旨の答弁を行っている。戦前において、特別会計化に期待されたこと

と真逆のことが述べられている。当時、特別会計化は財政事情に影響されるこ

となく、木材収入を森林の整備に充てることが期待されていた。

　別添３（表⑥）に国有林野事業職員の推移が示されている。定員内は、行政

機関の職員の定員に関する法律の対象となる職員39）の数で、定員外は同法の

対象とならない職員の数である。労働組合には、定員内外を問わず加入可能で

ある。昭和28年度まで定員外はゼロとなっているが、これは定員外職員につい

て国有林野事業が公労法の対象となり、労働基準法に基づく就業規則が作成さ

れるまで作業員の統一的な処遇が明確化にされなかったためであり、実態は多

くの作業員が雇用されていた。定員外職員は、雇用形態、期間によって常勤作

業員、常用作業員、定期作業員に雇用区分され、雇用区分によって処遇が異なっ



－ 263 －

ていた。更に、これらの外側に、定期作業員としての資格を満たさない作業員

が存在していた。労働組合サイドは、これら作業員について雇用の通年化、定

員内外の処遇の同一化、定員内繰入れを要求し、定員外の作業員の雇用問題が

団体交渉の大きな交渉事項となって行った。各省共通の措置として常勤の定員

外職員が認められなくなくなったが、その際国有林では1958年から1962年にか

けて2万人規模の常勤及び常用作業員の定員内繰入れが行われ、また、1969年

から1977年にかけては定期作業員の雇用期間の延伸による常用化が行われ、更

に1977年には実質定員内職員と変わらない雇用条件が保証される基幹作業職

員制度が生まれ、常用作業員、定期作業員から順次この雇用区分に切り替えら

れた。これらの間においても、作業員の日給賃金の引上げ等について不断に要

求が行われた。公労法において、賃金その他給与等の労働条件は団体交渉事項

であり、労働組合に労働協約の締結権が与えられていた。当局は、これらの事

項について団体交渉の申入れがあると交渉に応じなければならなかった。現場

の作業の実施は勿論労働組合との間で協議が整わないと給与の支払いすら出来

ず、団体交渉に多くの時間が費やすことになった。いわゆる自社55年体制にあっ

て、労働組合サイドの要請を受け、国会の質疑の場等を通じ政党からも公企業

たる国有林に要求が行われ、労使間の交渉に大きな影響を与えた。戦後労働条

件が整備されるまで、作業員は不安定で劣悪な状況に置かれていたことが指摘

されており、作業員の処遇改善に労働組合の取組みが大きな役割を果たしたと

考えられる。これを実現させたのは、木材収入を原資に充てることを可能にし

た特別会計と労働組合に団体交渉権及び労働協約の締結権を付与した公労法の

存在であった。これらの労働組合の要求に応じてきたことは地域における雇用

の場の増加に貢献したが、国有林野事業の運営という面から見た場合、通年雇

用者の増加に繋がり、固定費用を増加させ、人件費は下方硬直性を持つため財

政構造の弾力性を失わせて行った一つの要因となった。

　一括法が成立した翌年、すなわち国有林野事業が一般会計化された2013年の

第183回国会において、衆議院に一般会計の下における国有林野事業に従事す

る職員に対して、特別会計当時と同じ労働関係や給与等の特例を講じる法律案

が議員提案されている。前年にこれらの措置の廃止に賛成しながら、改めて措

置を講ずることを提案することにどのような背景があるのか知ることができな
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いが、これらの措置が、組合員数が少数になっても、労働組合（国家公務員法

上は職員団体）にとってなお大きい意味を持っていたことを窺わせる。労働関

係において一般会計化は実質的な影響をもたらしたと言える。

　今回の措置は、財政面では一般会計化して特別会計の下におけるメリットを

失ってもその実質的な影響がなくなっており、言い換えれば財政法第１３条第

２項の特別会計を設置して「特定の歳入を以って特定の歳出に充て一般の歳入

歳出と区分経理する必要がある場合」に該当しなくなり、それに伴って企業的

に運営するための特別会計を廃止し、併せてそれと一体的な労働関係及び給与

の特例を廃止したという単に法律上の整理というべきものが行われたかのよう

に見える。しかし、はじめにで述べたように、自民党から民主党への政権交代

の前に、国有林野事業特別会計を廃止し、事業の性格に応じて、一般会計と独

立行政法人に切り分ける方針が法定されていた。政権交代によってこの方針が

覆り、一括法によって、全面的な一般会計化が実現したことを意味する。これ

が第一の意義である。同時に、特別会計は廃止されたものの1947年に併せて行

われた林政の統一によって実現した一元的に国有林の管理運営を行う体制を維

持存続したことを意味する。これが第二の意義である。特に、後者は、当時の

大蔵省が御料林と北海道国有林を国が所有するため特別会計の下に一元的に管

理する、すなわち特別会計と林政の統一をセットで持ち出したことを想起すれ

ば、非常に意義深い。1998年の抜本的改革の際、折しも省庁再編の検討が行わ

れており、一部国有林の環境庁（環境省への格上げが検討されていた）移管も

取り沙汰された経緯がある。国有林に限らず森林は多様な機能を重層的に持っ

ており、特に国有林には多くの自然公園法に基づく国立公園、国定公園が指定

され、最近では屋久島、知床半島をはじめとして世界自然遺産となっている国

有林もある。一般会計の下で管理されるようになると機会を捉え様々な意見が

出る可能性もある。一般会計の下で一元的に管理することの効果を上げて行く

ことが重要である。

　1998年の抜本的改革の際、それまで国有林野経営規程のような訓令でなく法

律に根拠を持ち管理経営を行うため、管理経営の目標や管理経営の管理経営基

本計画の作成等や国有財産法の特例を内容とする「国有林野の管理経営に関す

る法律」が制定された。一般会計に移行後にあっても、国有林野事業は、これ
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までどおり、「国有林野の管理経営に関する法律」に基づき、農林水産大臣が

作成する国有管理経営基本計画―森林管理局長が作成する地域管理計画に定め

るところに従い実施される。一括法による改正により、国有林野事業を定義す

るとともに、国有林野の整備等と一体的に行われる民有林の整備等も国有林野

事業に含まれるとする等の改正が行われている。また、森林としての国有林野

については、森林法に基づき、農林水産大臣によって作成される全国森林計画

に沿って、都道府県知事が森林計画について作成する地域森林計画に対応して

当該森林計画区について、森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画

に従って、整備が行われることには変わりがない。なお、森林法についても、

一括法によって、民有林との連携を強化するための新たな措置が講じられてい

る。

　2013年12月25日付けで、国有林野の管理経営に関する法律に基づき、新しい

「国有林野の管理経営に関する基本計画」が策定されている。平成25年度森林・

林業白書で、基本計画を踏まえ、国有林野の役割や国有林野事業の具体的取組

について紹介しており、詳細はこれに譲るが、これからは国有林野が主として

提供するものが木材という私的材でなく、非排他性や非競合性を持つ公共財で

あるため、所在地域住民を含め国民がフリーライダーとして行動し、自ら積極

的に関心を寄せようとしなくなる可能性がある。このため、情報を発信し、国

有林に触れる機会を積極的に提供し、国有林野が果たしている役割に絶えず

関心を払ってくれるステークホルダーを国民の間に広げて行くことが重要であ

る。国有林は、国有財産であり、他の国有財産と同じように、国民のアクセス

は本来的に自由でない。特に、管理を行う職員が少数となっているため安全の

確保、財産の保全等難しい面があるが、例えば私有林では一般に得難い森林ボ

ランティアに対する活動の場の提供等国民が森林に触れ、森林管理に参加する

機会を可能な限り提供することが望ましい。このことが、我が国森林・林業全

体についての国民理解の醸成に繋がるからである。

５　終わりに

　この小文は、国有林野事業特別会計の設置を巡る経過と戦後直後の森林・林
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業の状況について詳細に述べるとともに、戦後復興ステージにおいて国有林野

事業がとった行動の経済分析を行うというやや性格の異なる二つの内容を持つ

ものとなっている。特別会計が廃止され、国有林野事業が一般会計化されるこ

とは、一元化されている点は異なるものの、旧に復することを意味する。一般

会計化は、裏返しに言えば特別会計の下にある必要がなくなったことであり、

一般会計化の意義を考える場合、どのような必要性を以て国有林野事業特別会

計が創設され、どのような役割を果たし、どのような理由によってその役割を

果たすことが必要でなくなったかを知ることが手がかりとなる。そのため、野

村（1956、1972）、荻野（1993,1996）林業経済掲載論文、帝国議会議事録、内

地国有林、御料林や北海道国有林の歴史に関する文献、各年の林業年鑑、農林

年鑑、経済白書等多くの文献を参考とした。そして、経済分析を行ったのは、

一定の仮定の下であるが、私企業であれば執るべき行動と国有林野事業が執っ

た行動を対比し、ミクロ経済理論における社会厚生を測るツールを使って分析

することによって、国有林野事業が果たした役割を理論的に明らかにするため

である。戦後復興ステージにおける民有林や輸入材の供給に制約がある市場条

件の下では、国有林が市場支配力を持つ支配企業（dominant firm）としての地

位にあったと仮定し、独立採算制の下での平均費用による供給関数に従って行

動するとし、私企業であれば残余需要に対して独占として行動するとして、両

者の行動が社会余剰にもたらす効果を比較した。それによって、国有林が執っ

たと考えられる平均費用による価格付けは、木林供給のボトルネックを解消し、

社会便益の増進をもたらしたことを示唆した。しかし、民有林や輸入材の供給

が増加するようになると、国有林野は市場支配力を失い、平均費用による価格

政策は社会便益の増進効果をもたらさくなったことを明らかにした。

　国有林野事業は、政府現業である公企業であるため、利潤最大化を目的とす

る私企業と異なり、多様な目的の実現が期待される。このため、様々なチャネ

ルを通じて多様なステークホルダーの要望が伝えられ、それに応えて行くこと

が要請される。戦後復興ステージが終わり、次なるステージにおける事業展開

の方針が検討された。木材という市場で自由に取引される財を供給する事業を

独立採算制の下で実施しなければならないため、木材販売収入の変動に応じて

支出を弾力的に伸縮可能な柔軟な財政構造とすべきであったが、木材増産路線
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が選択された。暫くはその木材収入をもってステークホルダーの要請に応える

ことが可能であったが、木材収入が低迷する事態を迎えた時急激に収支が悪化

した。それ以降累次の経営改善計画が作成されることになるが、この段階に至

ると多くの先行研究があり、これらに委ね、ここでは検討していない。ステー

クホルダーの要求に応えるため、肥大した事業量を木材販売収入の動向に応じ

て迅速に調整することが困難となり、借入金に依存することになったことを示

唆している。

　今回の一般会計移行は、再三言及しているように、一般会計の下で一元的な

管理経営体制を維持存続したことに意義があると考えられる。国有林の管理経

営について、国民からどのような評価がなされているか不断に把握するように

努めることが重要である。そして、職員も、組織も、1978年を嚆矢とする累次

の経営改善計画、1998年の抜本的改革、一般会計と独立行政法人への分割方針、

そして今回の一般会計への全面的移行と変転目まぐるしい環境の下で事務事業

の執行に追われたと推測される。長期的な観点に立って、一元的な管理経営体

制の下で国民の期待に応えるよう国有林野の管理経営を行い、それを通じて我

が国森林・林業の発展の基盤となって行くことが望まれる。懸念されることは、

国有林野事業特別会計において企業的経理が行われ、事業の成績が明らかにさ

れてきたが、今後はそのような経理を通じた事業成績の把握が行われなくなる

ことである。これまで、そのような経理を行うことが出来るスタッフを組織内

に配置し、処理体制を編成してきた。これの処理が不要となるので、処理体制

が無用となる。将来事業成績を示すことが必要となっても、直ぐには即応がで

きない。

　また、長いタームで眺めた場合、特別会計の林産物の販売収入の太宗は、戦

前に三つの省における管理経営を通じて育成し、あるいは保存した森林の収穫

によるものであり、その跡地への人工あるいは天然更新したものによるものの

大半は一般会計の下で今後循環利用されることになる。このような意味で、特

別会計の下における管理経営の成果が評価されるのは今からであり、事業成績

の評価を行い、これを記録し、明らかにすることが後世にとって必要であると

思われる。

　戦後復興ステージを終えた次なるステージにおいて拡大路線が選択された



－ 268 －

が、もう一つの（alternative）の道がなかったのか、すなわち特別会計の下

で持続可能な事業展開が可能な道がなかったのかという思いにとらわれる。こ

れを考えるための作業として、岐路において、「森林経理学論争」として喧伝

された当局サイドの主張と研究者サイドから行われた反論に焦点を当て、資源

経済学の観点から理論的な分析を行うことが課題である。また、木曾ヒノキ、

秋田スギ等は、国有林が独占的に保有していた。利用すると資源が涸渇する非

再生可能資源である。このような資源を国有林が管理していたことが、仮に私

企業の管理の下にあった場合の行動と比較し、資源の持続的利用の面から見て

どのような意味を持っていたのかを検討することも、国有林が果たした役割を

明らかにする上で必要な作業である。
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注

１）平成19年に、特別会計に関する法律（平成19年法律第23号）によってそれまでの個別

に制定されていた特別会計の根拠法が廃止され、一本化された。

２）1952年に、国有林野事業職員が公共企業体労働関係法の適用対象とされた際、同法で

印刷、造幣、郵政事業等の４事業とともに国の経営する企業として定義された。

３）市場価格でなく、木材を供給することによって得られる限界的な社会厚生で測られる。

４）政府が所有する企業が公企業とされる。植草（1982）の公企業の定義によれば、法人

格を持つかっての３公社（日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社）を指す

ような公共法人と区別し、企業特別会計（目的に「企業的に運営」なる文言が規定され

ているもの）の下の事業は政府現業とされ、「政府部局に属しながら、事業収入が確保

できるため独立採算制を経営原則としており、そのためその管理運営において一定の

自主制を有する事業」としている。

５）明治時代以降戦後に至る林政史上の逸話を書き記した手束平三郎(1987)は、1946年（昭

和21年）10月末の林政の統一と特別会計についての大蔵省からの通告を「山林局にとっ

てはまさに棚ぼたのような内示」と表現している。

６）大蔵省が主導的に山林局に接触した経過については、野村（1972）、手束（1987）、萩

野（1996）を参照。

７）「国有林政の統一に関する予算上の措置」（昭和22年1月8日閣議決定）（野村1972、150

頁参照）第3項「右の特別会計の運営に当っては特に従来の粗放なる経営方法に検討を

加え、事業能率を増進せしめ一般会計への繰入れの増加を計り財政の再建に資するこ

ととする」となっているが、その原案が「右の特別会計の運営に当っては特に従来の

粗放なる経営方法に検討を加え、事業能率を増進せしめ、以って極力コストを引き下げ、

収入の増強により一般会計への・・・・・」となっていたことから、野村（1956）は、

大蔵省の動機が一般会計への繰入金の増大への期待にあったことが明らかに察知され

るとしている。

８）例えば、塩谷・黒田編著（1972）、柿沢（1987）。山岸（1993,2001）はGHQの指導としている。

ただし、これについては根拠が示されていない。

９）帝室林野局（1939）、北海道庁（1953）、秋山（1960）、林業発達史調査会（1960）

10）衆議院のHPから当時の議事録の閲覧が可能である。

11）野村（1972）によれば、1941年1月に、「国有林事業特別会計の調査研究委員会」（委員：

大田哲三東京商科大学教授、吉田正男東京大学教授、内海信夫逓信省事務官）が設け

られた。

12）野村（1972）では、「昭和15年の初めごろに、当時の上司であった早尾丑麿業務課長か

ら、国有林野特別会計予算（北海道および樺太国有林を含めて）を、もし機会が到来し

たら何時でも大蔵省に提出できるように準備しておくと共に、これに関する法律案を

整えておくように命ぜられた」（10頁）と書かれているのに止まっている。しかし、脚
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注にあるように指示した早尾課長が一度も委員会に出席しなかったとされているので、

組織的なものでなく、課長限りの指示であった可能性が高い。

13）大蔵省財政史室編集（1977）

14）独占分析研究会編（1973）175頁

15）大蔵大臣、同政務次官も衆議院の委員会で、答弁を求められ、消極的な答弁を行っている。

16）荻野（1993）は、この作業の結末に関し、林政の統一方針が決定されておらず、戦局が

切迫した中では、「農林省中枢部にとってももはや特別会計制度創設はなんらの意義も

なかった。そのため林業技術者主導のもとにおしすすめられてきたこの案は、農林省

予算案編成の俎上にすらのぼることなく、山林局長説明にとどまらざるをえなかった。

戦争が、すべてをおし流すにいたったのである」（同書429頁）と総括している。

17）野村（1972）106頁-107頁所収「国有林野特別会計制度創設ノ必要」参照。

18）松浦周太郎議員（昭和14年2月13日第74回帝国議会衆議院森林法中改正法律外一件委員

会議録第2回参照）

19）野村（1972）79頁

20）「国有林野事業特別会計制度創設の必要」（昭和21年11月30日付け農林省山林局）

21）大蔵省財政史室編（1977）『昭和財政史第4巻』190頁

22）上で引用した提案理由説明では「従来一般会計で運営」されていたとこれと異なる説

明が行われている。戦前から特別会計で運営されていた事業を新財政法上の「国が特

定の事業を行う場合」とする方針の下に、宮務法上の特別会計で運営されていた御料

林を旧会計法上の特別会計でないがこれに準じて扱い、財政法上では「財政史」のよ

うな説明になったのでないかと推測される。一方、提案理由説明においては、御料林

の特別会計は旧会計法上の特別会計でないため、旧会計法上の特別会計で運営されて

いないという意味で、旧会計法上一般会計で運営されていた内地国有林、北海道国有

林とともに一括して「従来一般会計で運営」されていたと説明したのではないかと推

測される。

23）内務省及び北海道庁は、1947年（昭和22年）1月の閣議決定以降においても道知事への

管理の委託にこだわり、国有林事業特別会計法が同年4月1日に施行され、同時に北海

道国有林を含め新しく発足した国有林野特別会計予算も実施に移されて漸くにして収

拾に向かい、結局実質的移管は同年5月1日となった。

24）1958年2月の改正においてこの条は第２条になっているが、そこでは「生産の保続」の

文言が削除されている。

25）この勧告の内容は、保安林制度百年史編集員会編（1997）に収録されているものに拠っ

ている。

26）その状況については、農林省大臣官房総務課編（1973）、荻野（1996）等を参照。

27）国有林野経営規程第65条に定める標準年伐量を指し、成長量を基準として定めること

とされていた。

28）現実には、国有林材の市場条件は用途別に異なるが、右下がりの需要曲線に直面し、価
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格を左右する行動（プライスメーカー）を行うことが可能な位置にあったと考えられる。

国有林の戦略的行動の可能性については、第３節で検討する。

29）木材の輸入量が全体需給に影響を及ぼすような規模になるのは昭和30年代半ば以降で

あるので、しばらくこれを無視する。

30）Church and Ware(2000),pp111-154、Carton and Perlof(2005),pp110-121

31）昭和30年度農林省年鑑に掲載されている全国ベースの木材の用途別需要量では建築用

が区分して示されているが、国有林材の売払実績では一般材の区分でしか示されてい

ないため、農林漁業基本問題調査会(1960)『林業の基本問題と基本対策』参考附表1-50

木材需要推計において用いられている一般用材における建築用の割合（58%）を使用し

て、国有林材の一般材のうちの建築用を推計した。

32）なお、パルプ工場が北海道に立地を開始し、技術開発により広葉樹が本格的に利用さ

れるようになったのは1965年度以降であり、この時点では国有林材のシェアはそれ程

大きくなかった。

33）遠藤（2003）も、「木材価格の上昇が森林所有者の伐採意欲の増大につながるという「世

間智」が必ずしも「恒久不変の真理」でない」として戦後復興時の大規模森林所有者

のとった「伐り惜しみ」が好例であると言及している。

34）木材の輸入が急ピッチで拡大し、輸入量が国有林からの供給量を上回るようになった

昭和40年代（1965年以降）になると地元工場に対する配材の方針も販売先の確保に重

点をおいて見直された。

35）一括法によって、「国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる

民有林野の整備及び保全で国が行うもの」も国有林野の管理運営に含まれるように改

正された。

36）国によって実施される事業であるが、一般会計に移行し、企業的に運営されなくなっ

たことに伴い、３公社５現業時代から特別会計の下で企業的に運営されてきた国営企

業の職員に講じられてきた労働関係や給与等の特例は廃止される。

37）企業的に運営することが国有林野事業特別会計設置の目的であり、これを根拠に、国

有林野事業に従事する職員について国営企業の従事する職員として労働関係や給与の

特例が認められていた。

38）この法律は、1948年に日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社（いわゆる

三公社）の職員を対象として公共企業体労働関係法の名称で制定され、1953年に国有

林野事業等の国営企業（いわゆる五現業）が対象に加えられ、名称が公共企業体等労

働関係法に改められた。三公社すべてが民営化された1987年に名称が国営企業労働関

係法に改められ、更に2002年には、独立行政法人制度の発足とともに、職員が国家公

務員の身分を保有する特定独立行政法人と国営企業形態が維持された国有林野事業の

職員を対象とするものとなり、名称が特定独立行政法人等の労働関係に関する法律と

された。そして、一括法で、国有林野事業が対象から除かれたため、現行法の名称は

特定独立行政法人の労働関係に関する法律となっている。なお、以下で、これらの法
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律に言及する場合、「公労法」と総称する。

39）現行の行政機関の職員の定員に関する法律では、対象となる職員を内閣の機関、内閣

府及び各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤

の職員としている。


