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Ｉ．はじめに

長く暗い平成不況の中で、とりわけ不況感が増している業種がある。沖縄

県内の建築業界とその業界を主な顧客としている建築資材販売業界である。

県内の新築住宅着工件数でみると、昭和47年から平成１３年まで、年間１万４

千戸台で推移しており、平成10年に１万戸に落ち込んで後に底を打って現在

は回復基調であるとさえ言われ、新築住宅着工件数を見る限り景気は上向い

ている。

平成13年はさらに１万３千４百戸にまで着工件数を伸ばしてきている。し

かしながら住宅関連産業に漂うこの不況感はいったい何なのだろうか。建材

店のみならず、工務店・水道工事・電気工事・タイルエ事・畳職人・カーテ

ン工事に至るまですべて受注高が激減している。

建築業者によると、この建築不況の原因は①プレハブエ法の住宅が多くな
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り、施主が大手ハウスメーカーの住宅を採用するようになった。②大手ゼネ

コンが不況で中小工務店があつかう戸建て住宅にまで進出してきた。③シス

テムキッチン、ユニットバスを使用する住宅建築が多くなり、タイルエ事や

電気水道工事が減った。④住宅建築から和室が無くなりつつあり、それと同

時に畳や床の間が減った等々である。

いったい真実はどこにあるのだろうか。しかし統計に現れる数字で見る限

り新築住宅着工件数は堅調で、平成13年にいたっては沖縄県の新築住宅着工

件数の年間平均約１万４千戸に93％まで回復してきている。新築住宅着工件

数は１万３千戸を超えるのに、建材店と建築業者の仕事が減るのは何故か。

果たして、彼らの経営を取り巻く外部環境はどうなっているのだろうか。

いくつかある外部環境の中で、建材店と建築業者にもっとも影響を及ぼす沖

縄県の新築住宅着工件数と沖縄県の建築の歴史に焦点をあてて原因を分析し

ていくことにする。

手法としては、沖縄県の新築住宅着工件数が量的にも質的にもどのように

変化していったか、昭和47年の復帰の年から平成13年まで時系列で分析する。

その中で、どのような背景があったのか。また他府県と比較して沖縄県の特

殊性がみられるのか等々を考察していく。

新築住宅着工件数が構造的に変化すれば、その建築を受注する建築業者も

変化せざるを得なくなり、それが連鎖的に建材店業界にも影響を及ぼすであ

ろうと推測される。それがどう影響を与え、これからの建材店の経営戦略に

どう生かすべきかを模索し、そのための一助としたい。

Ⅱ用語の確認

本論で扱う新築住宅着工件数に関する用語について確認する。これまで建

築業界や建材店業界では、新築住宅着工件数について前年を割ったとか、共

同住宅は堅調であるとか話はでてきた。しかしながら共通認識のための用語

についてなんら検証せず件数の上下に一喜一憂してきた。
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その代表的な例が、共同住宅の戸数に関する問題である。一棟に30戸の住

宅を有する共同住宅が建築される場合、新築住宅着工件数は共同住宅が30戸

とカウントされるのである。－戸当たりの床面積約50㎡の共同住宅と、床面

積100㎡の戸建て住宅も同じく－戸である。この統計のマジックに気づかず

新築住宅着工件数の前年度との比較のみで経営戦略を立案すれば大きな間違

いを犯すことになる。

新築住宅着工件数は建設省建設経済局調査情報課・建設省住宅局住宅政策

課編（2000)、『月刊住宅着工統計｣、Ｎ0.452、建築物価調査会資料－１

建設統計概説を参考にした。それによれば

新築住宅着工統計は、建築主が建築物を建築しようとする場合に建築基準

法第15条第１項に基づきその旨を都道府県知事に届け出ること（ただし、当

該建築物または当該工事に係る床面積の合計が10㎡以下の建築物は対象から

除外）とされている。

新築住宅着工統計はこの届出をもとに建築物の着工状況を、建築物の数

(棟)、床面積の合計、構造、建築工法、住宅の種類、建て方、利用関係等に

区別し月単位で取りまとめている。

①構造別

木造＝主要構造物が木造のもの。（木造モルタル塗り及び土蔵を含む)。

鉄骨鉄筋コンクリート造＝主要構造部が鉄骨と鉄筋コンクリートを一体化

した構造。

鉄筋コンクリート造＝主要構造部が型枠の中に鉄筋を組みコンクリートを

打ち込んで一体化した構造。（ＲＣ造ともいう)。

鉄骨造＝主な骨組みが鉄骨造又はその他の金属で造られたもの。（鉄骨を

リプラスしてあるもの軽量鉄骨造も本分類に含む)。

コンクリートブロック造＝鉄筋で補強されたコンクリートブロック造のも

の。（外壁ブロック造も本分類に含む)。
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②利用関係別

持ち家＝建築主が自分で居住する目的で建築するもの。

貸家＝建築主が賃貸する目的で建築するもの。

給与住宅＝会社、宮公署、学校等がその社員、職員、教員等を居住させる

目的で建築するもの。

分譲住宅＝建て売り又は分譲の目的で建築するもの。

③建て方別

一戸建＝１つの建物が１住宅であること。

長屋建＝２つ以上の住宅を１棟に建て連ねたもので、各住宅が壁を共通に

し、それぞれ別々に外部への出入り口を有しているもの。「テラス・ハウス」

と呼ばれる住宅もここに含まれる。

共同住宅＝１つの建築物（１棟）内に２戸以上の住宅があって、広間、廊

下もしくは階段等の全部又は－部を共有するもの。一般的にアパート、マン

ションといわれるものもここに含まれる。

④建築工法別

プレハブ工法＝住宅の主要構造部の壁、柱、床、梁、屋根又は階段等の部

材を機械的方法で大量に工場生産し、現場において、これらの部材により組

立建築を行うこと。

枠組壁工法＝ツーバイフォー工法住宅という。

⑤工事種別

新築＝既存の建築物のない新たな敷地に建築物を建てる工事をいう。

増築＝既存の建築物のある敷地内において床面積の合計が増加する工事を

いう。

改築＝建築物の全部又は一部を除去し、またはこれらが災害等によって減
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失した後、これらと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てる工

事をいう。従前のものと著しくことなるときは、新築又は増築とする。

⑥請負の形態

元請工事＝施主から直接受注した工事をいう。

下請工事＝施主以外の者から間接的に受注した工事をいう。

⑦その他

プレキャスト＝柱や梁、壁に鉄筋の入った圧縮したコンクリートを使用し

たもの。

Ⅲマーケティング・コンセプトと戦略論レビュー

マーケティング・コンセプトとは「企業経営にあたって必要とされる企業

の市場に対する考え方もしくは接近法」である。それにはある一定の志向の

変遷が見られ、時代順に「プロダクト志向」「販売志向」「顧客志向」と表現

されている（和田充夫・恩蔵直人・三浦俊彦1997、ｐ３)。

マーケティング・コンセプトという視点から戦後の沖縄県の建築業界およ

び建材店業界を見た場合もはっきりとした変遷が見られる。沖縄戦の戦火に

より廃嘘と化した県土には、テント小屋や廃材を集め雨露をしのぐだけの仮

設住宅からスタートした。まず戦後の復興から全てが始まった。

①戦後の復興＝プロダクト志向

戦後の復興期は明らかに建築資材が不足し資材の調達能力がそのまま売り

上げのつながった。つまり、戦後の復興期にあっては需要と供給が極端にア

ンバランスで、「製品がある」こと自体が最優先される時代で、「売れる製品

造りではなく」、消費者が「製品を手に入れる」ことに奔走するという典型

的なプロダクト志向だったといえる。
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②復帰後＝販売志向

復帰後は道路や港湾といった社会資本がかなり整備され、また復帰によっ

て本土市場に組み込まれたこともあり（上間隆則2000,ｐ24)、建築資材

の流通は復帰以前にくらべて格段によくなった。とりわけ海洋博覧会開催に

向けての沖縄自動車道路の開通や、国道の拡張などは、建材資材の流通に大

きく貢献し、建材店は以前に比べて必要な製品を容易に入手できるようになっ

た。

しかしながら、復帰後県内の年間住宅着工件数は、復帰特需の昭和48年、

海洋博特需の昭和51年を除けば、いずれも年間15,000件を下回った。この頃

からベトナム戦争特需、復帰特需、海洋博特需などで膨れた県内の製材工場、

合板工場などは供給過剰となり、倒産や工場閉鎖、合併が相次いだ。供給過

剰の行き着く先は倒産か製品の投げ売りで、その頃合板の換金投げ売りが横

行し市況が混乱した（沖縄県木材協会昭和58,ｐ74)。

まさに、マーケティング・コンセプトにおける販売志向のはじまりである。

市場が供給過剰になり、売り手から一転して買い手市場に変わりメーカーも

販売店も抱えている製品を売り切ることに専念する図式である。つまり未だ

に「作った製品を売る」という販売志向であった。

③バブル崩壊後～現在＝依然として販売志向

復帰によって本土市場に組み込まれたことにより淘汰された製材工場や合

板工場に比べ、建材店の場合は地域に根ざした小売店ということもあり、復

帰による恩恵をうけ、その後の度重なる住宅不況も海洋博特需、平成８年・

消費税アップの駆け込み需要と、業界全体がその都度息を吹き返した．つま

り経営者個々人の経営努力による業績向上ではなく、景気の回復による業績

向上として判断される。

建材店のマーケティング・コンセプトもバブル崩壊後、販売志向から顧客

志向に変わるチャンスはあったかも知れない。しかし平成８年の消費税アシ
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プを契機とした駆け込み需要が、そのチャンスの芽を摘んでしまった。経営

者は製品が売れている間は、自らの経営に疑問を抱かないものである。「自

らの経営手腕によるところが大なるが故に、会社は繁栄しているのだ」と思

いこんでしまう。経営者にとって長期的な環境に対する戦略的な視点より、

現在の売上げと利益に埋没しまいがちである。アメリカの鉄道業界でのマー

ケティング・マイオピアも、沖縄県の建材店のマーケティング・マイオピア

も根は同じである（Ｔ・レビット、土岐坤訳1995,ｐ55)。建材店は未だに、

顧客は誰かということを考えず、顧客志向に移行できないでいる。

次にＭＥ・ポーターによる競争の戦略の視点から建材店業界を見てみる。

ポーターによると三つの競争戦略があり、①コストリーダーシップ、②差別

化、③集中がそれである。

①コストリーダーシップは、コスト面で最優位に立つという基本目的にそっ

た一連の政策を実行することで、リーダーシップをとろうという戦略である。

このためには効率のよい規模の生産設備を積極的に建設し、習熟度を増やす

ことによるコスト削減を追求することにある。品質、サービスその他の面を

まったくおろそかにするわけにはゆかないにしても「同業者よりも低コスト

を実現しよう」というのがこの戦略に一貫したテーマである。

②差別化は、自社の製品やサービスを差別化して業界の中でも特異だと見

られる何かを創造しようとする戦略である。差別化にはブランド・イメージ

の差別化、テクノロジーの差別化、製品特長の差別化、顧客サービスの差別

化など様々な差別化があり、差別化戦略ではコストを無視してよいのではな

く、コストが第一の戦略目標ではないという点が重要である。

③集中は、特定の買い手グループ、製品の種類、特定地域への進出など、

限定した地域、製品、サービスに企業の資源を集中する戦略である。集中戦

略は特定のターゲットだけを丁寧に扱う目的で策定されるので、ターゲット

を広くした同業者よりもより効果的でより効率のよいビジネスができるとい

うものである（ＭＥ・ポーター、土岐坤・中辻萬時治・服部照夫訳1998、
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p59)。

平成の建築不況下で住宅着工件数が減り、売上が激減し始めてから沖縄県

の建材店経営者が採用した差別化は、“工務店化，，という経営の川下化であっ

た（饒平名知也平成13、ｐ38)。その差別化ですら参入障壁が低かったが

ゆえに他社の模倣を許してしまい、結局業界全体が工務店化するまでになっ

た。（ＭＥ・ポーター、土岐坤・中辻萬時治・服部照夫訳1998、ｐ22)．

参入障壁の主なものに、規模の経済性、製品差別化、巨額の投資、仕入先

を変えるコスト、流通チャネルの確保、規模とは無関係なコスト面での不利

などがあるが、そのいずれの参入障壁にも該当することはなかった。

沖縄県の建材店は、小資本・少人数経営が多いため規模の経済性が働くこ

とはなく、コストリーダーシップをとれる企業は生まれず参入障壁を築けな

かった。製品の差別化にしても“コモディティー”の売り上げ比率が高いた

め、製品による他店との“違い，，が出せず、それも参入障壁足り得なかった。

また小資本経営のため巨額の投資を行うこともできず、仕入先を変えるコ

ストは無きに等しく、流通チャネルの確保は、建材店側の買い手市場という

環境下で、メーカーの売り込み攻勢のため、それも参入障壁にはならなかっ

た。

集中ということも、市場規模の狭随さからある特定の市場に集中するほど

のマーケットはなく、顧客グループの特化も成しえなかった。

さらに工務店化した先のマーケットで、差別化の最も重要な“コア・コン

ピタンス，，「顧客に対して、他社にはまねのできない自社ならではの価値を

提供する企業の中核能力」を築けなかったために、新市場での価格競争に巻

き込まれていった（Ｇ・ハメル＆Ｃ・Ｋ・プラハラード、一條和生訳

1998、pll)。

アンゾフは、企業の成長図式として成長ベクトルという枠組み示し、図１
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のような製品・市場マトリックスを提示した（和田充夫・恩蔵直人・三浦俊

彦1997、ｐ29)。

図１製品・市場マトリックス

製品

市

場

アンゾフによると、事業を市場と製品の既・新によって分類することで４

つの戦略類型ができあがり、この４つの類型の構成によって企業の成長図式

が描かれるとしている。

①市場浸透戦略は既存の製品と既存の市場で成長を果たそうとするもので、

市場の成長力がいまだ衰えずという前提が必要であるとしている。市場需要

の成長力を高める第１の方策は、市場需要の普及・拡大を図ることである。

市場浸透の第２の方策は、拡大した顧客ベースの一人当たりの使用量を拡大

することによってさらなる市場浸透を達成することがある。そのため企業は

ユース・オケージョンの開拓を行う。我が国のビール需要拡大の第２のエポッ

クはビール包装の缶化であった。ビールを瓶入りから缶入りに転換すること

により、飲料店消費や家庭内消費から、アウト・ドア消費へとユース・オケー

ジョンが飛躍的に拡大した。

②新製品開発戦略は既存の市場に新たに新製品を送り込むことで企業の成

長目標を達成することで、いわゆる製品ラインの拡大である。これには既存

製品を基軸として同一顧客ベースに対して多様な製品ラインを構築したり、

新製品による製品の切り替えを積極的に行うことである。典型的な例は自動

車業界にみられ、次から次へとマイナーチェンジを繰り返しながら消費者の
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購買意欲を誘う。

③市場拡大戦略は既存の製品を新市場に送り込むことで企業の成長目標を

達成する。その典型的な例が市場の国際化である。

④多角化戦略は新製品をもって新市場に参入することをさす。したがって、

企業が行う多角化活動はこれまでの事業活動とは全くことなる内容となり、

そこには新たなリスクが発生することになる。たとえばサントリーがアルコー

ル飲料市場から清涼飲料市場へ進出する場合などである。

アンゾフの製品・市場マトリックスに沖縄県の建材店業界を当てはめてみ

ると、近年最も顕著であったのが市場拡大戦略である。これは既存の製品を

新市場に送り込むことで企業の成長目標を達成しようとするもので、建材店

の場合、業界にとって既存の製品である木材建材の納品先確保のために、新

市場である内装工事の下請けに進出するという形態をとった。建材店の工務

店化という考え方もでき新市場では様々な反応があった。当初材料・工賃

と合わせて売上に計上できるため完工高がそのまま売上高に反映され、建材

店の経営者はこぞって新市場に経営戦略の焦点を合わせた。建材店各社の思

惑は「建材の販売のみでは建材店経営は成り立たない、工務店化こそが建材

店の生き残る道である」というものであった。

この建材店の工務店化という市場拡大戦略は華々しく、経営者の自尊心を

くすぐるのに申し分ないもので、短期間で売上は倍増する正に「魔法の杖」

であった。しかしながら外部環境の分析も経営システムの再構築も行わずに、

目先の売上高に気をとられ新市場へ船出することは危険この上ないものであ

る。何故建築不況と言われているのか、真の原因は何か、それは経営者の能

力なのか、あるいは市場の変化によるものなのかを熟慮する必要があった。

次章では戦略論レビューをふまえ、建材店業界および建築業界について統

計的データに基づいて分析していく。特に新築住宅着工件数という住宅統計

におけるベーシックな素材を基に、外部環境としての建築業界の推移や質的
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変化あるいは量的な変動を多面的に考察する。

Ⅳ、住宅統計の考察

①新築住宅着工件数一総戸数

図２は沖縄県の新築住宅着工件数を昭和32年から平成13年まで、時系列的に

みたものである。

図２沖縄県住宅着工件数昭和32年～平成13年度
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資料出所：国士交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課

本土復帰の昭和47年を境にそれまで年間１万戸以下であった沖縄県の新築

住宅着工件数は年間１万戸を上回り、昭和47年から平成13年までの年平均約

14,300戸で推移している。特に1万５千戸を越えた年は、復帰前の昭和46年＝

15,452戸、復帰翌年の昭和48年＝22,253戸、海洋博景気の昭和50年＝15,795

戸、昭和51年＝17,893戸、そして消費税５％の駆け込み需要で沸いた平成８

年＝17,456戸である。

昭和49年と昭和55年の新築住宅着工件数の落ち込みは、第１次と第２次の

石油危機の影響と考えられる。また、残念ながら昭和59年から昭和62年まで

1万５千戸を越えた時期の社会的要因は未だ推測できていない。これらを見
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ると、平成10年に一度落ち込みはしたものの、平成11年、平成12年、平成１３

年と着実に持ち直してきていることが理解できる。しかし、このデータの新

築住宅着工件数の堅調さと、我々が感じている不況感の間には大きなギャッ

プがある。

このグラフから言えることは、沖縄県の新築住宅着工件数は復帰を境に大

幅に増加し、いくつかの社会的要因により大幅にその着工件数を伸ばしたこ

とが幾度かあったということである。

沖縄県の住宅は他府県に比べて、鉄筋コンクリート造住宅が多い特徴があ

ると言われる。そこで次に新築住宅着工件数を、構造別というカテゴリーで

比較してみる。

②構造別一沖縄県一新築住宅着工件数

図３は、昭和47年から平成12年までの間に、沖縄県の新築住宅着工件数が

構造別にどのように変化してきたか時系列的に比較したものである。グラフ

でみられるように鉄筋コンクリート造住宅（ＲＣ造住宅）と他の構造の住

宅とに大きな差があることが理解できる。

図３住宅着工件数構造別昭和47年～平成12年
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資料出所：国土交通省総合政策局'儂了報管理部建設調査統計課
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沖縄において鉄筋コンクリート造住宅は一般的に「スラブ屋」とよばれて

おり、日常生活でも沖縄の街並みは他府県と比べて圧倒的に多いことに気づ

く。図３では統計データからもそれを裏付けることができた。確かに建材店

の主要な顧客である建築業者のほとんどは鉄筋コンクリート造住宅の建築を

手がけており、木造住宅やコンクリートブロック造住宅、鉄骨鉄筋造住宅の

建築は非常に少ない。

特徴として、鉄筋コンクリート造住宅が平成11年・平成12年と上向いてい

ることにある。そして、この図３の鉄筋コンクリート造住宅の折れ線が、前

ページ図２で見た新築住宅着工件数の総戸数と類似しており、鉄筋コンクリー

ト造住宅の伸びが総戸数全体を構成していることが理解できる。

しかしこれだけでは、現在の状況を説明していることにはならない。だれ

もが沖縄県の住宅は鉄筋コンクリート造住宅が圧倒的に多いことを経験から

知っている。自分の住んでいる家も隣の家も、叔父さんの家もほとんどがそ

うである。

つまり、鉄筋コンクリート造住宅と他の構造の住宅とを比較するだけでは、

鉄筋コンクリート造住宅の圧倒的多さと我々の業界が置かれている状況との

間の乖離を説明することはできない。まだ何らかの別の要因分析を行う必要

があることを示している。

建築業界の間で聞かれるのは、新築物件が少なくなったという声である。

｢鉄筋コンクリート造住宅は増えているだって、だが我々の仕事が減ってい

るのは何故なんだ！！」という憤りである。これまでは多く建築業界および

建材店業界の関係者は、鉄筋コンクリート造住宅そのものが減少傾向にある

と考えてきた。鉄筋コンクリート造住宅が増えれば業界は潤うと誰もが考え、

そのような経営を行ってきた。

自らの業績不振の責任を鉄筋コンクリート造住宅の減少に転嫁させたがる

経営者や営業担当にとって図３は具合の悪いものになるだろう。しかし現実

に「鉄筋コンクリート造住宅はこの２年間増えている」ことは明白である。
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鉄筋コンクリート造住宅は沖縄県の新築住宅着工件数の屋台骨であり、その

伸長が新築住宅着工件数を底上げしてきたのである。

つまり、統計的なデータに基づかないで話しをするのであれば、感覚的に

は鉄筋コンクリート造住宅は減少してきていると錯覚してしまう。彼らは鉄

筋コンクリート造住宅の減少こそが建築不況の元凶と考えているのである。

③鉄筋コンクリート造住宅との相関関係一沖縄県一新築住宅着工件数

次に図４で、鉄筋コンクリート造住宅と他の構造物との相関係数を比較し

てみることにした。それらの間に何らかの関係をあるのではないかと考えら

れるからである。図４は昭和47年から平成12年までの鉄筋コンクリート造住

宅を10とした場合の他の構造との相関関係をグラフ化したものである。そ

れは鉄筋コンクリート造住宅と他の構造とでは、絶対数にあまりにも差があ

りすぎるので構造別の関係を知ることが不適切であった。そこで構造別毎の

関係を知る手がかりとして相関係数という統計手法を用いることにした。

図４ＲＣ造住宅との相関関係昭和47年～平成12年
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資料出所：国士交通省総合政策局`情報管理部建設調査統計課
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相関係数は１０から－１０の間をとり係数が１０に近ければ近いほど鉄筋コンク

リート造住宅（ＲＣ造住宅）との関係が高いといえる。また－１０に近けれ

ば鉄筋コンクリート造住宅と反比例するといえる。コンクリートブロック造

住宅（ＣＢ造住宅）の場合は066という高い相関である。これは鉄筋コンク

リート造住宅が増えるときは同時にコンクリートブロック住宅も増えている

おり、相互に何らかの関係があると考えられる。

鉄骨造住宅は低い相関ではあるが、鉄筋コンクリート造住宅とは－０２２と

負の相関にある。これは鉄筋コンクリート造住宅と鉄骨造住宅とが互いに逆

の関係にあることを示し、鉄筋コンクリート造住宅が増えるときは鉄骨造住

宅が減り、対して鉄筋コンクリート造住宅が減るときに鉄骨造住宅が増えて

いることを表している。

鉄筋コンクリート造住宅とコンクリートブロック造住宅との間に高い正の

相関関係があるのは、それらの間に補完的な関係があるのではないかと考え

られる。つまり二つの構造物とも屋根をコンクリートで覆い、台風やシロア

リの害にも強い特徴を併せ持つ。

コンクリートブロック造住宅は鉄筋コンクリート造住宅より安価に建築で

きるので、コンクリート住宅というカテゴリー内で建築コストを比較した場

合にどちらを選択するかということになると、鉄筋コンクリート造住宅から

コンクリートブロック造住宅にシフトする施主がいるということだろう。

相関係数は項目同士の関係を表すが、必ずしも因果関係を表すものでない

ことに注意する必要がある。例えば図４では鉄筋コンクリート造住宅とコン

クリートブロック造住宅には補完的な関係があると言えるが、鉄筋コンクリー

ト造住宅が増えるとコンクリートブロック造住宅が増えるとは言えない。な

ぜならば鉄筋コンクリート造住宅の増加がコンクリートブロック造住宅の増

加の原因であるとこの図４から読みとることはできない。

後の分析にゆだねることになるが、仮に何らかの要因が鉄筋コンクリート

造住宅の増減に深く関係していることが判明したならば、その要因をＸとし、
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鉄筋コンクリート造住宅をＹとした回帰分析にかけ、鉄筋コンクリート造住

宅の着工件数を予測することが可能となる。つまり現在行っている相関係数

分析はそれにいたる過程として理解されたい。

④構造別一鉄筋コンクリート造住宅を除く－沖縄県一新築住宅着工件数

図５では、鉄筋コンクリート造住宅を除いて新築住宅着工件数を見ること

にした。絶対数の多い鉄筋コンクリート造住宅を除くことで、他に何らかの

発見ができるのではないかという試みである。

図５沖縄県住宅着工件数ＲＣ造を除く構造別
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資料出所：国士交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課

特に目をひくのが、昭和48年と昭和60年・昭和61年の鉄骨鉄筋コンクリー

ト造住宅である。他の構造物を大きく引き離しているのがわかる。鉄骨ＲＣ

造は主に高層建築などで採用される工法で、この三つの年は目立っている。

また鉄骨造は平成にはいってから少しづつではあるが、増加してきている。
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⑤プレハブ工法一沖縄県一新築住宅着工件数

図６ではプレハブエ法に限定して、新築住宅着工件数全体との比較を行っ

た。建築業界・建材店業界でまことしやかに言われている「プレハブエ法」

による影響を考察するためである。大方の予想ではプレハブメーカーの進出

が、我々の業界を圧迫しているとされている。果たして本当にそうなのだろ

うか。そこで、まずプレハブエ法は新築住宅着工件数の中でどのような位置

を占めているのか、平成５年から平成12年の資料を基にした。

プレハブ工法とは、住宅の主要構造部の壁、柱、床、梁、屋根又は階段等

の部材を機械的方法で大量に工場生産し、現場においてこれらの部材により

組み立て建築を行うことをいう。ここで大事な点は、機械的方法で大量にと

いうことである。木工所にて加工した部材を現場で組み立ててもプレハブエ

法とは言わない。（松村秀一1989、pl3）prefabrication＝プレファブリケー

ション（前もって作り上げること）

図６沖縄県一新築住宅着工件数一全戸数とプレハブの比較平成５年～平成12年
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資料出所：国土交通省総合政策局,情報管理部建設調査統計課
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図６を見る限り、新築住宅着工件数の全体に占めるプレハブ工法の着工件

数は非常に少ないことがわかる。さらに全戸数の変動にも関わらず、プレハ

ブエ法は差がないこともわかる。平成５年から平成12年までの新築住宅着工

件数に占めるプレハブエ法の割合は平均して3.2%にとどまっている。もっと

も比率の高い年度でも３７%である。これらを見ても、沖縄県の新築住宅着工

件数に占めるプレハブエ法の影響が想像以上に少ないことが解る。

では何故建築業界あるいは建材店業界は、あれほどまでに声高にプレハブ

エ法の影響を叫ぶのだろうか。彼らの言い分とは「プレハブエ法は見栄えは

いいが台風には弱く、それに強引な夜討ち朝駆けの営業で契約を迫る。また

施工後に追加を請求される場合があり、結局は高い買い物をする。それを理

解できない施主の無知が原因でそれがプレハブエ法を多くしてしまった｡」

というものである。

残念ながら、その説にはいくつかの大きな誤りがあった。それは、阪神大

震災でプレハブエ法の強度に信頼があることがわかった。また近年大型台風

が沖縄本島に上陸しなくなり、プレハブエ法＝台風軟弱説が｣怪しくなってき

た。さらにすべての施主が無知ということではなく、自己責任でメーカーと

契約するのだから施主の無知のせいにするのは、あまりにも傲慢すぎる。

この施主無知説はマーケティング・コンセプトの変遷からすると、かなり

初期段階である製品志向コンセプトのレベルに位置すると考えられる。（Ｐ・

コトラー、村田昭治監修1997、pl3)。コトラーによれば製品志向コンセ

プトとは、消費者は最も品質や`性能のよい製品を好むのだからと、製品志向

企業のマネジャーはよい製品をつくることと常にその改良を行うことにエネ

ルギーを集中するとしている。

これを文言を変えて建築業界に例えてみよう。「施主は最も頑丈で台風や

シロアリに強い建築を好むのだから、建築業者はよい建物を造ることとその

改良を行うことにエネルギーを集中する｣。

これらの建築業者は施主はよい建物を賞賛し買い求めるものだと決めてか
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かり、施主がそれほど気に入っていなかったり別の方向を求め始めていても、

その変化に気がつかない。サイレント・マジョリティー（沈黙の大衆）は何

も言わずに去る。クレームを言ってくれたり、注意してくれたり質問される

まではまだ脈がある。何も言わずに去られてしまうことほど恐いモノはない。

⑥プレハブ（構造別）－沖縄県一新築住宅着工件数

図７はプレハブエ法を鉄骨造、鉄筋コンクリート造、木造という構造別に

分けて平成５年から平成12年までをグラフ化したものである。これまでプレ

ハブ工法というと鉄骨造を指すと言われてきたが、平成９年ごろから鉄筋コ

ンクリート造のプレハブ工法が伸びてきている。特に平成１２年では逆転現象

が起きている。鉄骨造は前年比－１６０%だったのに対し、鉄筋コンクリート

造は前年比十67.9％と大幅に伸長している。

ただし、なぜ鉄筋コンクリート造が大幅に伸びたのか、あるいは何れかの

メーカーが強力なマーケティング戦略をもって市場を席巻しつつあるのか予

断を許さない。また木造のプレハブエ法はほとんど戸数が少なく、市場に大

きな影響を与えるほどではない。

鉄筋コンクリート造・プレハブ工法の伸長は、平成12年の一過性のものか

あるいは持続的な成長過程なのかを見極める必要がある。なぜならば、沖縄

県においてプレハブエ法の新築住宅着工に占めるマーケット・シェアは３％

台とかなり低く、分母が小さいぶんだけ着工件数が多少でも変動すれば構造

別に大きく影響してしまう。この構造別の要因分析は、今後是非解明する必

要のあるテーマとして留めたい。

－１２９－



琉球大学，経済研究（第64号）2002年９月

図７沖縄県プレハブ住宅着工統計構造別
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資料出所：国士交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課

⑦プレハブ（建て方別）－沖縄県一新築住宅着工件数

図８は、プレハブエ法を戸建て・長屋建て・共同住宅という、建て方別に

分類したものである。周知のように、沖縄県の街並みを見渡してみるとプレ

ハブエ法という場合はそのほとんどが戸建てである。ちなみに筆者などは最

近までプレハブエ法とは、鉄骨で梁・柱を組み、壁をブリキ板で覆った安普

請の戸建て住宅という観念を持っていた。

しかし平成12年のプレハブエ法の建て方別では、共同住宅が大幅に上昇し

ている。これは図７で触れた鉄筋コンクリート造住宅の伸長と同じグラフ波

形になっており、戸建ての実に2.6倍である。図７の鉄筋コンクリート造住

宅の大幅伸長には、共同住宅が大きく貢献したと推察できる。

最近、那覇新都心ではこのデータを裏付けるように鉄筋コンクリート造プ

レハブ住宅の共同住宅が多く見受けられるようになった。それは従来の工法

と異なり、柱・梁を鉄筋コンクリートで造り、壁体をプレキヤストにして工

期短縮・コスト削減を図る方法である。従来のプレハブエ法の域を超える工
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法として注目される。

図８沖縄県プレハブ住宅着工統計建て方別
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資料出所：国士交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課

⑧プレハブ（利用関係別）－沖縄県一新築住宅着工件数

図９は、プレハブ工法を持ち家・貸家・給与住宅・分譲住宅という、利用

関係別に分類したものである。図８で戸建てが減少していく傾向と、本図で

持ち家が減少している傾向と相似している。また貸家が平成１２年に増加し

ていることも共同住宅が増加していたことと同じようなことだと考えられる。

つまり、持ち家＝戸建て、貸家＝共同住宅という関係が成り立つ。
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図９沖縄県プレハブ住宅着工統利用関係別
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資料出所：国土交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課

これまでプレハブエ法の新築住宅着工件数について、いくつか興味深いこ

とが確認された。プレハブ工法は建築業者が考えているほど、新築住宅着工

件数にしめる割合は多くなく、逆に新築住宅着工件数の増減に関わらずコン

スタントに着工件数を確保している点がプレハブエ法のマーケティング力の

強さであろう。

さらに細かく見ていくと、プレハブ工法でも構造別においては鉄骨造の寡

占状態であったのが、平成12年から鉄筋コンクリート造と逆転傾向にある。

それは建て方別、利用関係別でも同様のことが言える。これらは明らかに平

成12年にこれまでのプレハブ工法で主流であった（鉄骨造・戸建て・持ち家）

というスタイルが、（鉄筋コンクリート造・共同住宅・貸家）というスタイ

ルに変わりつつある前兆かもしれない。

プレハブメーカーと在来の鉄筋コンクリート造との違いは、そのマーケティ

ング力にある。在来の建築を手がける建築業者あるいは設計士もそうである

が、施主に対して住宅という箱物を提供することにエネルギーを集中させる。
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施主にとって生涯で最も大きな買い物である住宅を建築する際に、唯一両者

の媒介となるのは数枚の建築図面である。

しかしこの図面こそが大きな不幸の始まりであるといってよい。たいてい

の施主は建築図面などこれまでの生涯で一度も目にしたことなどなく、図面

上で繰り広げられる様々な説明をただ「うん１うん！」とうなずくしかない。

これに初歩的な質問でもしようものなら、即座に設計士の冷淡な目が注がれ

ることになる。これが数回も続くと、やおら設計士が「次に進みましょう」

とページを捲る。

何か大事なことが抜けてはいないか。これは「私」の住宅なのだが、理想

とする住宅になっているのだろうか。という疑問をもったまま建築が進み、

図面と建築物が確認できるころには、ほとんど完成に近いころである。かく

して「次に家を造るときは、どうすればいいか」を学習することになる。高

い学習コストである。

それに比較して、プレハブメーカーは施主に対して「夢」を提供している。

メルヘンチックなおとぎの世界のようなモデルハウスのオンパレードである。

施主は高度に完成された自らの「夢」を具現化してくれるプレハブメーカー

にＶ夢の実現を託す。つまり両者の根本的な違いは、完成品をもって施主に

対してプレゼンテーションできるか否かである。

⑨利用関係別一沖縄県一新築住宅着工件数

図10は新築住宅着工件数を持ち家、貸家、給与住宅、分譲住宅と分類した

ものである。昭和58年～昭和62年にかけての新築住宅着工件数大幅な伸びは、

貸家の大幅増がその隠された要因であった。また復帰直後の昭和48年の新築

住宅着工件数の奇跡的な伸びは貸家の急増が原因であったことが理解できる。

持ち家が年間6,000戸を超えた年は復帰後と平成になってからの数年間で、

多くの年は年間5,000戸台で推移している。

これまでは、新築住宅着工件数における貸家が多くとも、それが在来の鉄
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筋コンクリート造である限りにおいて、在来の建築業者もそれを顧客とする

建材店もそして設計士もどちらもハッピーであった。しかしここにきて、地

場のビルダーによる貸家やプレハブエ法の貸家が伸びてくるにつれ、在来の

鉄筋コンクリート造に頼る建築業者、建材店、設計士のマーケットが縮小し

てきている。これまで貸家か持ち家かのいずれかで「仕事」があった三者が

共に干されていく状況にある。

図１０沖縄県住宅着工件数利用関係別
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資料出所：国士交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課

⑩利用関係別（相関関係）一沖縄県一新築住宅着工件数

図11は昭和47年から平成12年までの持ち家を１０とした場合の他の利用と

の相関関係をグラフ化したものである。相関係数は１０から-1.0の間をとり

係数が１０に近ければ近いほど持ち家との関係が高いといえる。また-1.0に

近ければ持ち家と反比例するといえる。貸家、給与住宅、分譲住宅のいずれ

も弱い負の相関である。これは持ち家が増えるときは反対に他の利用関係が

減っていることを示している。
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既に述べたように、相関係数は項目同士の関係を表すが、必ずしも因果関

係を表すものでないことに注意する必要がある。すなわち持ち家が増えると

貸家や分譲住宅が減るとは言えないということである。先の図10のグラフで、

昭和62年度から平成10年度までの持ち家と貸家の折れ線グラフが相似してい

ることに気づく。これはその期間の新築住宅着工件数が、持ち家と貸家の双

方ともほぼ同一の線を描いていて、特に平成７年度から平成10年度までの線

は、消費税アップの駆け込み需要とその後の反動を極めて正確に表している。

平成８年度はこの忙しさが永遠に続くものと思い、まさかその反動が業界

を根底から揺るがすほどの落ち込みになるとは想像していなかった。

図１１沖縄県住宅着工件数利用関係別相関係数
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資料出所：国士交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課

⑪建て方別．構造別（ＲＣ造）－沖縄県一新築住宅着工件数

図,2は、建て方別と構造別の合成したグラフである。このグラフから言え

ることは、復帰後一環して新築住宅着工件数は鉄筋コンクリート造住宅によっ

て支えられてきたということである。これは沖縄県の住宅が、そのほとんど
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を鉄筋コンクリート造住宅によって占められているということでもある。

さらに昭和49年度から昭和54年度までの６年間を除いて、共同住宅の線と

鉄筋コンクリート造住宅の線がほぼ相似となっていることに気づく。また鉄

筋コンクリート造住宅が全新築住宅着工件数を構成していることもわかって

いる。これらのことより沖縄県の新築住宅着工件数は、復帰後ある一時期を

除いて鉄筋コンクリート造住宅の共同住宅が支えていたと理解できる。

これは極めて大きな意味を持つ。これまでの建材店・建築業者の間では、

鉄筋コンクリート造住宅による戸建て住宅こそが我々の最も大きなマーケッ

トであるとされてきた。このことについてさらに詳しく検証してみることに

する。われわれの事業は何かという問いを投げかけられた場合、まずは寄っ

て立つマーケットを確定することから始まるであろう。Ｐ・ドラッカーは名

著『現代の経営』で次のように述べている。「事業が何であるかを決めるの

は、生産者ではなく顧客である。社名や定款ではない。顧客が製品やサービ

スを購入して満足させる欲求が何であるかが、事業が何であるかを決める｡」

(Ｐ・ドラツカー、上田惇生訳1999,ｐ69）

われわれの真の顧客は誰か。この問いに関する答えは簡単ではない。現在

の沖縄県の建材店・建築業界においても、様々な答えが返ってくるであろう。

鉄筋コンクリート造住宅の戸建て住宅こそが自らの主たる市場であると考え

ていたならば、もしかすると我々建材店・建築業者は、まったく的のはずれ

た土俵でエネルギーを使い果たしていたのであろうか。これからもその観点

の経営方針で生き残っていけるのだろうか。
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図１２住宅着工建て方別・構造（ＲＣ造）合成
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資料出所：国士交通省総合政策局'情報管理部建設調査統計課

⑫建て方別一沖縄県一新築住宅着工件数

図13は建て方別のデータを昭和47年から平成１２年まで戸建てと共同住宅に

分類してグラフ化したものである。戸建て住宅は昭和50年から昭和54年の５

年間を除いて年間8,000戸台で推移している。その後の大きな波は17年後の

消費税５％前の駆け込み需要のみである。

昭和57年を境に新築住宅着工件数は戸建て住宅と共同住宅が逆転し、その

後平成12年に至るまでトップの座を共同住宅に譲ったままである。さらに共

同住宅は昭和56年から昭和60年の５年間にかけて年率平均27％の上昇である。

これは沖縄県の新築住宅着工件数にとって驚異的な数値である。またこれが

共同住宅によってのみ達成されたことに沖縄県の特殊』性を感じる。沖縄県の

住宅産業を、新築住宅着工件数というカテゴリーで支えていたのは共同住宅

であったということが言える。
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図１３沖縄県住宅着工統計（建て方別）
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資料出所：国士交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課

⑬都道府県別一建て方別一新築住宅着工件数

ここでは他府県の新築住宅着工件数を、建て方別に比較してみた。図14は

都道府県別に建て方別をグラフ化したものである。東京は圧倒的に共同住宅

が多く、他府県を大きく上回っている。都市型の都府県の新築住宅着工件数

が、戸建てと共同住宅ともに多くなるのは、人口の多さに比例するものであ

ろう。東京都、大阪府、愛知県、福岡県、北海道の新築住宅着工件数が多く

なっているのはそれを表しており、またそれらの都府県は、いずれも共同住

宅が戸建てを上回っている。

東京都の戸建て住宅は共同住宅の約30％である。それは住宅建築に要する

土地取得の困難さに起因するのではないかと考えられる。住宅を建築する場

合に不可欠な要素が土地である。土地価格が一般市民の手の届かないレベル

ならば、効率的な土地の利用方法として共同住宅を建築し、それによって－

戸あたりの土地価格を下げることが選択されたのであろう。

しかし不思議なのは、北海道の共同住宅の多さである。広大な土地のある

北海道で、何故共同住宅が戸建てを上回るのはどのような理由からであろう
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か゜何らかの説明要因があるはずである。筆者の友人が北海道に住んでおり、

彼もまた共同住宅に住んでいる。彼の説明によれば、北海道の人が戸建てよ

りも共同住宅を好むのは、雪かきの手間がいらず、住宅のメンテナンスが楽

だからであろうというものであった。

冬が長く雪の多い北海道では、雪かきは死活問題であるという。戸建て住

宅で雪かきを怠れば、雪の重みで住宅がつぶれることもたまにあるようで、

老人世帯や体が不自由で雪かき困難な場合は、人を雇って雪かきをやっても

らうしかない。住むことの機能性を重視した選択であろう。

図１４平成13年一都道府県別一新築住宅着工件数一建て方別
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資料出所：国土交通省総合政策局,情報管理部建設調査統計課

⑭都道府県別一建て方別一共同住宅比率一並び替え－新築住宅着工件数

ここでは他府県の新築住宅着工件数を、建て方別に比較してみた。図15は

都道府県別に建て方別を、共同住宅率の高い順に並べ替えてグラフ化したも

のである。多い順に東京都、沖縄県、福岡県、北海道と続く。また新築住宅

着工件数に占める共同住宅の比率が70％を超えている都道府県は、東京都と

沖縄県のみである。

東京都の共同住宅率が高くなるのは都市型の住環境が原因であると理解で
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きるが、沖縄県のそれはなにか理由があるのだろうか。ひとつの理由として

考えられることは、沖縄県の住宅環境が都市型であることの裏付けではない

かということである。県都の那覇市を中心に土地価格が坪単価50万円以上の

エリアに県人口の80％を超える人々がすんでいる。そのような環境では、土

地を取得して住宅を建築することなど困難である。

共同住宅に住んで現在の消費生活をエンジョイするライフスタイルを嗜好

するとなれば、戸建ては減るであろう。また県民所得が全国最下位という所

得格差も共同住宅比率が多くなる要因であろう。

またライフスタイルの変化が次のように現れてくるとしたら、戸建て住宅

は今後ますます減少すると予想される。ア．所有より使用イ．広さより利

便性ウ．庭つきよりアーバンそしてセキュリティー。これらの価値観の

変化が今後進展するとすれば、建材店および建築業界ともに大きな変革を求

められよう。

図１５平成13年都道府県別一新築住宅着工件数一建て方別一共同住宅比率一並替
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資料出所：国土交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課
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⑮新築住宅着工件数一建て方別一平成元年～13年比較

ここで平成になっての新築住宅着工件数を建て方別にもう一度詳しく見る

ことにする。図16は平成元年～平成13年までの13年間の戸建てと共同住宅を

時系列に並べたものである。平成元年から平成５年にかけて共同住宅は下方

に、また戸建て住宅は上方に収散していったが、平成５年を境にまた離れて

いく傾向にある。しかしその間、常時共同住宅が戸建て住宅を上回っている。

平成８年は平成９年の消費税の３％から５％への引き上げを前に、駆け込

み需要が発生した。ものすごい数の新築物件が出て、建材店、建築業者のみ

ならず設計士もその恩恵にあずかった。まさに神風のごとくであった。バブ

ルが崩壊し不況を忘れさせてくれるような日々であった。そして誰もが「こ

の好景気がいつまでも続く」と確信していた。振り返ればあれはつかの間の

夢だったのかもしれない。平成８年の時点で、共同住宅、戸建て住宅ともに

着工件数をのばしている。またいずれも平成になってから最高の新築住宅着

工件数を記録している。

平成８年の駆け込み需要を境に、新築住宅着工件数は共同住宅、戸建て住

宅ともに減少していった。それぞれかなりの落ち込みで、業界でささやかれ

ていた「駆け込み需要後の反動」を懸念する人たちでさえ、予想以上の減少

にとまどいを隠しきれないでいた。

駆け込み需要の反動を予測していたところで、どうすることもできなかった

であろう。

需要の先取りということを事前に予測できたとしても、マーケットで建材

店を営んでいるのは弊社だけではなく、多くの競争相手がいるなかで注文を

先延ばしにする経営戦略を実行できる企業など存在しない。できることと言

えばせいぜい閑散期になって固定費の圧迫を招かないように設備投資や従業

員採用を慎重にし、フレキシブルな経営体質を心掛けることであろう。
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図１６沖縄県一新築住宅着工件数一建て方別平成１年一平成13年比較
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資料出所：国士交通省総合政策局』情報管理部建設調査統計課

⑯新築住宅着工一建築費一建て方別一シミュレーション

図17は新築住宅着工を件数ベースではなく、金額ベースで集計し直しグラ

フ化したものである。これまでの分析は全て新築住宅着工を件数としてとら

えてきた。これは、たとえば自動車販売における新車の統計データを、台数

のみで議論しようとするのと同じで、新車販売額という最も重要なファクター

を考慮しないことになってしまう。新築住宅を着工件数でみることも必要だ

が、同様に販売額いわゆる建築費に関しても論じる必要がある。

現実の経営においては新築住宅着工件数よりも販売額（建築費）のほうが

重要視される。どんなに数を売っても客単価の安い商いでは売上高は伸びな

い。逆に販売管理費がかさむだけで、営業利益の減る小口の商いは敬遠され

る傾向にある。

沖縄県の新築住宅着工件数の増加は、建築費の安い共同住宅に左右される
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状況が続いている。また戸建て住宅と共同住宅とでは、建築費と周辺整備の

工事また経済的波及効果の点でも大きな開きがある。

まず戸建て住宅では新築を考えている施主が、最初に相談に行くところが

設計士である。そこでまず設計士にたいする需要が発生する。ついで建築業

者を選定し建築が始まる。この場合、戸建て住宅は一戸につきおのおの一名

の需要が出るが、共同住宅の場合は一棟に24戸の新築住宅着工件数がカウン

トされたとしても、２４名の設計士が必要となるわけではなく、一名の設計士

で事足りるのである。建築業者にしても然りである。

新築後の新居を構える時点でも大きな差が出る。狭い共同住宅に大きなソ

ファーは入らないし、タンスも、畳もカーテンでさえ大きな需要は見込めな

い。ましてやペットや床柱など論外である。

下図17は、新築住宅着工件数を建築費ベースで換算するために、戸建て住

宅の建築床面積を30坪とし、建築単価を60万円としたものである。同じよう

に共同住宅については、建築床面積を14坪、建築単価を30万円と設定した。

かなりおおざっぱな設定ではあるが、建築業界の経験値として採用した。

図１７沖縄県一新築住宅着工一建築費一平成１年～平成13年筆者作成
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図16と図17を比較してみると、戸建て住宅と共同住宅の折れ線グラフが逆

転している。これまで新築住宅を着工件数ベースで見たときは、すべてにお

いて共同住宅が戸建て住宅を上回っていた。それが新築住宅を建築費ベース

で見ると上図のように戸建て住宅が圧倒的に上回っている。しかしながら平

成13年の戸建て住宅の建築費の落ち込みを、共同住宅の建築費でカバーでき

ていない。これが現在の沖縄県の建築業界および建材店業界に漂う、かなり

深刻な不況感の最も大きな要因であると推測される。

さらに最近では共同住宅市場に本土資本の大手ハウスメーカーが参入し、

地場のホームビルダーも交えてかなりの低価格共同住宅を販売している。そ

のような中でこれまで地元の共同住宅を手がけてきた建築業者が、請負でき

ない状況になってきている。これはとりも直さずそのまま建材店の納材にも

影響してくる問題である。

Ｖ、沖縄県における建築の歴史的背景

１．鉄筋コンクリート造住宅

沖縄県の住宅は他府県に比較して鉄筋コンクリート造住宅が多いと言われ

ている。このことを統計的に確認したのが前出P122の図３である。この図

は沖縄県の新築住宅着工件数を構造別に昭和47年から平成12年まで時系列に

比較したもので、他の構造別との違いが如実に表れている。例えば平成１２年

の新築住宅着工件数に占める鉄筋コンクリート造住宅の割合は、87.4％にも

なる。他府県では想像もできない現象である。さらにこのことが沖縄県の住

宅産業全体に大きな影響をおよぼすこととなった。

では何故、沖縄県に鉄筋コンクリート造住宅が多いのであろうか。（沖縄

県木材産業協同組合平成４，ｐ55）を参考にその理由を検証していくこと

にする。沖縄県の近代的な住宅の歴史は、沖縄戦の戦火により廃嘘と化した

県土の復興からスタートした。テント小屋や米軍の廃材を集め雨露をしのぐ
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だけの仮設住宅が、家屋を焼き払われた県民の住まいとなった。しかし仮設

住宅程度の耐風強度では台風の常襲地帯である沖縄には不向きで、度重なる

台風の襲来の結果多大な被害を受けた。昭和21年に米国政府はガリオア援助

基金により'’２×４”材（ツー・パイ・フォー）使用の規格住居を被災者に

無償で供与した。

昭和26年ごろから朝鮮戦争の勃発による基地特需が出てきて沖縄の復興が

徐々に始まった。その影響で沖縄本島中南部、那覇市などの都市部の住宅事

』情は恒常的な住宅不足に直面した。さらに海外引揚者の存在も人口増加のひ

とつの要因にあげられる。また資本の蓄積の無い民間の資金力では住宅供給

には限界があった。このため、ガリオア資金からの出資金を基金とした「琉

球復興金融基金」が創設され、戦後の住宅復興に大きな役割を果たした。

その基金は一般的には「復興資金」と呼ばれ床面積約15坪のブロック壁構

造で屋根をセメント瓦葺にした規格化住宅であった。この住宅の目的は低価

格の住宅を大量に供給することにあり、県内各地で空洞ブロック製造業者、

セメント瓦製造業者が乱立した時代であった。当時本部町でもブロック製造

工場が３社、セメント瓦製造工場が１社あった。（饒平名知也2000,ｐ21）

その間台風による影響を軽減できる恒久住宅として、鉄筋コンクリート造

住宅の建設が進められるようになった。その理由には以下の状況があげられ

る。

①琉球政府が強力に恒久住宅の建設をバックアップした。

②金融機関が住宅資金の貸付に便宜を計る対応を行った。

③鉄筋やセメントの等の建設資材の県内供給が行われるようになった。

④米軍工事の影響で鉄筋コンクリート造住宅の技術、技能が定着した。

⑤米軍のライフスタイルの影響で、洋風住宅へ移行していった。

社団法人沖縄建築士会発刊「沖縄建築ＶｏＬ３１」によると沖縄建築の

変遷として茅葺き家屋以後、1990年代までの近代建築を、おおよそ７つの年

代に区分している。
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沖縄建築年表

①1901～1925年「２０世紀の幕開け」

代表的な建築物として、石造、鹿児島第百四十七国立銀行沖縄支店がある。

当時、沖縄でも木造建築が主流であったが、欧米化が進んだ本土から本格的

な石造建築が建てられ、日銀代理店として紙幣を発行した。

②1925～1941年「戦前の近代建築への歩み」

代表的な建築物として、ＲＣ造、旧大宜味村役場庁舎がある。現存するコ

ンクリート建築としては沖縄最古の建築物で、戦前の日本の技術でつくられ

たコンクリート建築の質の高さが伺われる。

③1941～1945年「戦時下の建築」

戦時中で、建築物として特筆するものは無く、強いていうなら旧海軍司令

壕や御真影奉安殿があげられる。当時の皇民化教育を最も現す戦争遺跡であ

る。

④1945～1955年「戦後復興期」

第２次世界大戦は沖縄県の住宅約10万戸を焼き、特に中・南部は灰塵に帰

した。収容所からそれぞれのふるさとに帰る人々はテント小屋で住むことに

なった。次いで米軍からの払い下げでコンセットが建てられた。しかし台風

のことは全然考慮されていなかったので、昭和24年のグロリア台風で大きな

被害が出た。

その後米国民政府は、仲座久雄氏の設計よる（２"×４'１）トウーバイフオ_

住宅（規格屋）と呼ばれる住宅を大量に建築した。米国産の材木を使用した

骨組みに、壁と屋根はテント張りか茅葺きの５坪ほどの大きさで、わずか３０

分で１戸が完成するほどの簡易な住宅であったが、73,500戸も建築され戦後
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沖縄の住宅不足の解消に大きな役割を果たした。

その後、米軍基地建設に従事し機械力を利用した米軍の施工方法とコンク

リート工法を習得した県内の建築技術者は本土に先駆けコンクリートブロッ

ク工法、鉄筋コンクリートエ法を民間に広めていった。

当時の米国民政府の高官も「コンクリートは沖縄の人が建築工事に使用す

べき資材である。コンクリートは比較的安価で品質も良い。焼失することも

なく耐久'性は永久的である。沖縄の人々がコンクリートエ事の技術に慣れて

くると、コストはもっと安くなるだろう。銀行はコンクリート構造物に融資

する場合には、その耐用年数が長いことを考慮にいれるべきである」話して

いる。

⑤1955～1963年「基準制度期」

この頃から現在でも通用するような、鉄筋コンクリート造が多く建築され

た。与那原町に建築された、聖クララ修道院は戦後沖縄のコンクリート建築

のあり方を示す例である。現存する建築物に、沖縄タイムス社、海軍病院、

那覇市役所庁舎等がある。

⑥1963～1972年「米国統治下本土復帰前」

この頃になるとコンクリートブロック造（ＣＢ造）の外人住宅が、基地か

らフェンスを越え民間住宅地域に広まっていった。それは壁をコンクリート

ブロック造にし、屋根をコンクリートでフラットにしたＢＯＸ型の平屋であ

る。この住宅のスタイルは1960年代頃に広まり、一般の民間住宅が木造瓦葺

きからコンクリート造に移行する時期でもある。現存する建築物に、那覇市

久茂地公民館、那覇市民会館、国場ビル等がある。

⑦1980～1990年「混在期の時代」

本土復帰後、様々な建築物が建てられた。中でも当時から観光立県を目指
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していた沖縄県に不在であったリゾート・ホテルが建てられた。ホテルムー

ンビーチは国場グループがリゾート開発としてのパイオニア的役割を担い、

亜熱帯のリゾート施設として明るく解放的な沖縄らしい建築物である。１９８０

年代になると、名護市庁舎や城西小学校等のように、沖縄特有の雨端を特徴

づけたものや屋根に赤瓦を乗せたもの等、後の沖縄の建築に大きな影響を与

えた建築物が数多く建てられた。

２．新築住宅着工件数の推移

沖縄県の新築住宅着工件数は、昭和32年から昭和39年まで年間約5,000戸

以下の水準で、その後も復帰前の昭和43年までの間10,000戸を下回っていた。

年間10,000戸を超えるようになったのは、昭和44年以降のことである。沖縄

県の新築住宅着工件数には大きく分けて４つの波があったと考えられる。

第一の波はいわゆる復帰特需である。昭和44年から新築住宅着工件数が急

上昇し、５年後の昭和48年には約２倍の年間22,253戸にまで増加した。沖縄

県の住宅統計史上例を見ない驚異的な数値である。県内は空前の住宅建築景

気に湧いた。後にも先にも新築住宅着工件数が２万戸を超えたのはこの年だ

けである。興味深いことにこの年の新築住宅着工件数を押し上げたのは、実

は共同住宅の着工件数であった。その時すでに沖縄県の着工件数の構造的な

仕組みは出来あがっていたと考えられる。

復帰時にドル円の交換がありインフレも重なったことから、新築住宅の支

払い負担が軽くなった経緯がある。その後の新築住宅の着工に「住宅を取得

することは得をする」という好イメージを与えた。

第二の波は海洋博景気である。昭和50年＝15,795戸、昭和51年＝17,893戸

と15,000戸を上回る新築住宅着工件数があった。この時は戸建て住宅による

新築住宅着工件数が多かったので、経済効果としてはかなりのものがあった

と推察される。

第三の波は戸建て住宅と共同住宅の逆転現象の時期である。和58年から平
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成２年までのひとつ山は、前章図13の戸建て住宅と共同住宅の建て方別の新

築住宅着工件数統計で理解できたように、鉄筋コンクリート造共同住宅によ

る新築住宅着工件数の押し上げであった。その後しばらく新築住宅着工件数

は年々下降していった。不思議なことに、あのバブル期の間も県内の住宅着

工件数は増加していない。（野口悠紀夫1996,ｐ99)。

そして第四の波は一過性のいわゆる消費税アップの駆け込み需要であった。

消費税が３％から５％へ引き上げられる前年の平成８年である。消費税が施

行された平成元年には新築住宅着工件数に何らの変化も見られなかったが、

税率が３％から５％への上昇時には消費税の怖さを認識したのか、あるいは

建築業界の需要喚起の広告が功を奏したのか、駆け込み需要で業界は大いに

潤った。仮に床面積35坪の新築住宅を25,000,000円で建築し、その消費税を

計算すると、消費税３％で750,000円、５％で1,250,000円となり、その差額

500,000円である。一度消費税の怖さを知った消費者にとってこの差は大き

い。建築業者は駆け込み需要後にその反動で建築不況になることは大方予想

していたので、できるだけ多くの物件を自社で抱え込もうと必死であった。

案の定その後の建築不況で建築業者は相次いでダンピングをし競争した。

平成の時代になって、沖縄県において新築住宅着工件数はどのように変化し

ていったのであろうか。平成元年から平成11年までの新築住宅着工件数の年

間平均は13,465戸で、復帰後の昭和47年から昭和63年までの新築住宅着工件

数は年間平均14,999戸である。

沖縄県の建築業者は本士復帰、海洋博覧会という他府県が経験し得ない環

境下にあった。上間隆則氏は環境状況や史的風土との関連で、企業者が自ら

企業者となりうる機会には取得、授与、および創造の３つのプロセスがある

としている。

“取得的機会”は需給のアンバランス（需要＞供給）で比較的容易に取得

できる機会であるとされる。また“授与される機会”とは時の主権者がその

特権に基づいて付与されるもとされる。さらに創造的機会とは、自主的革新
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的な行動であり、極めて精徽な計画に基づいて主体的に展開される創造的な

行動であるとされる。

戦後混乱期の沖縄県の企業者はその多くが“授与された機会”で、企業化

の過程が後々まで沖縄企業経営者の事大主義思想や依存性を形成する主要な

要因であった。とくに建設業、運送業、流通業、製造業にその顕著な例が見

られるとしている。（上間隆則2000、pl2）

上間隆則氏の論に沖縄県の建築業者を当てはめてみると驚くほど適合する。

戦後復興の際には、極端な住宅不足で“いかに多くの住宅を建築するかとい

うことが大命題であった，，という時代である。上間隆則氏の指摘する“取得

的機会,，需給のアンバランス（需給＞供給）の構図である。

さらに戦後一時期の間米軍基地建設は米国民政府の許認可制で、自由な企

業活動ができない状況下にあった。つまり上間隆則氏の指摘する“授与され

た機会”で、戦後復興は、この二つの機会が混在する時代であったといえる。

それは“創造的機会，，ではなく、それが建築業者のその後のマーケティング・

コンセプトにも大きく影響をおよぼした。

戦後の復興から現在までの建築業者のマーケティング・コンセプトは、一

貫して製品志向といえる。それはこれまでの考察でも理解できるように、戦

後復興時の極端な住宅不足とその後の都市地区の人口増加に伴う旺盛な建築

需要が「施主は最も頑丈で台風やシロアリに強い建築を好むのだからよい建

物を造る」ことに集中させる結果となった。

しかしながら造れば売れるという時代は終わり、平成の不況は建築業者を

売れるものと造るという販売志向に転向させつつある。他の業界では既に着

手している販売志向でさえようやくこれからである。

3．新築住宅着工件数の構造的変化

①共同住宅の増加

沖縄県の新築住宅着工件数はどのように変化していったのだろうか。これ
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までの分析で理解できたことを整理してみる。最も大きな特徴は戸建て住宅

が減少して共同住宅が増えてきたということである。

前出pl22、図３のグラフから、復帰後一環して新築住宅着工件数は鉄筋

コンクリート造住宅によって支えられてきたということがわかる。これは沖

縄県の住宅がそのほとんどを鉄筋コンクリート造住宅によって占められてい

るということを意味している。また昭和49年から昭和54年までの６年間を除

いて、鉄筋コンクリート造共同住宅が新築住宅着工件数を構成してきたこと

もわかった。これは住宅産業とりわけ建築業界と建材店業界にとって見過ご

されてきた点であった。

長い間、建築業界と建材店業界にとって新築住宅とは戸建て住宅のことで

あり、一棟の住宅を基礎から引き渡しまで一貫して手がけることはごく自然

なことであった。建築士にとっても斬新なデザインの戸建て住宅を設計する

ことは、自らのアイデンティティーを確立しアーティストとして世に知られ

る手段でもあった。建材店は床柱や内装建材の品質を誇り、大工としても仕

上がりの良さや木材の使い方を競う－本勝負の場であった。新築祝いの酒宴

の席で施主から「この方が私の家を建てて頂いた大工さんです」と紹介され

ることはまさしく大工冥利に尽きるものであった。施主に満足してもらう仕

事をすることが次の仕事に繋がることを建築士、建材店、建築業者それぞれ

が自覚していることもまた明白であった。

しかし時代は確実に鉄筋コンクリート造共同住宅へと変化していた。昭和

56年から昭和60年までの共同住宅の急激な伸びは、これまでの建築業界を構

造的に変えていった。それが下請け制・分離発注制の導入である。旺盛な新

築住宅着工に応えるために必然的に分離発注制が採られるようになった。分

離発注制とは、鉄筋工事、型枠工事、コンクリート打設、電気工事、水道工

事、アルミサッシエ事、内装工事、塗装工事を住宅建築の細部にわたり工事

を細かく専門職に分けて発注する方式である。

この分離発注制のメリットは、元請けが上記専門職をすべて下請けとして
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管理し、工程・予算などを統括して多くの現場にその進捗状況に応じて配置

することである。工程を調整することで短期間に多くの新築住宅を手がける

ことが可能になるのである。

米国の建築業界はすべて分離発注制である。基礎工事、屋根工事、床工事、

壁工事、タイルエ事と多岐にわたって工事が細分化されている。この場合ディ

ベロッパーと呼ばれる宅地開発業者が数十棟の住宅建築を計画し、施主との

契約に基づいてそれら下請け業者に発注するシステムである。

このような分離発注制のシステムは、規模の経済が働く環境下でないと効

率が悪くなる。その点共同住宅は分離発注制と下請け制が効率良く働く状況

にある。なぜならば、共同住宅のほとんどは間取りがある一定内の規格にあ

り、そのため設計から材料の調達、工程管理等が戸建ての注文住宅に比較し

て容易である。

たとえば1棟の共同住宅に24戸の世帯のある建物を建築すると仮定する。

まず設計士は１世帯の間取りをラフで書き、これを元に施主と具体的な住宅

づくりを展開していく。それがある程度固まると他の23戸は、その写しで済

むこととなる。さらに建築業者が積算する場合は全体的な躯体を大雑把に把

握し、各戸の積算は１戸をまず拾い出しそれに他の戸数を乗じて積算する方

法を採る。内装工事、設備工事も同様である。

これらの共同住宅建築に要する設計、積算、施工の各段階は、戸建て住宅

に比べて格段に効率的である。仮に戸建てを24戸建築するとなると、そのす

べてが注文住宅である場合、時間とコストは膨大なものとなる。まず１設計

士事務所、１建築業者手に負えるものではない。地域的にも分散し個性のあ

る施主24名の住宅建築を同時進行で進めることなど不可能に近いであろう。

それを共同住宅ならば統計上では24戸の新築住宅着工件数としてカウントさ

れるわけである。「統計のマジック」とも言える現象である。

これらの流れの中で建材店の工務店化という現象が出てきた。建材店の工

務店化とは流通経路に位置する建材店が、いわばその販売先である工務店の

－１５２－



建材業界における戦略と今後の課題（饒平名知也・平敷徹男）

分野にまで進出することである。見方によっては事業の川下化とも言えるが、

実態は工務店の内装工事の下請けが主であった。

沖縄県の建材店の工務店化は、旺盛な共同住宅の新築住宅着工が招いたも

のだと考えられる。共同住宅の間取りの統一性、拾い出しの簡便性や工程管

理の容易さなど、特別な技術がなくとも建材店の知識の範囲内で資材請けや

材工込みの－括請けの形態を取りやすかった。これらの他府県に類を見ない

建材店の工務店化の功罪は筆者の前著（饒平名知也2000,ｐ38）で詳しく

述べてある。

②プレハブエ法の影響

プレハブエ法の影響はどうなのだろうか。建築業界および建材店業界の大

方の意見は「現在の鉄筋コンクリート造戸建て住宅の建築不況は、プレハブ

エ法による新築住宅着工件数の増加にその最大の原因がある」というもので

ある。はたして現在の建築不況の原因はプレハブエ法のあるのだろうか。

前出ｐ127,図６を見る限り、新築住宅着工件数の全体に占めるプレハブ

エ法の着工件数は非常に少ないことがわかる。さらに全戸数の変動にも関わ

らず、プレハブエ法は毎年差がないこともわかる。平成５年から平成12年ま

での新築住宅着工件数に占めるプレハブエ法の割合は平均して32%にとどまっ

ている。もっとも比率の高い年度でも3.7%である。これらを見ても、沖縄県

の新築住宅着工件数に占めるプレハブエ法の影響が想像以上に少ないことが

わかる。

これまでの建築業界あるいは建材店業界の主張は「プレハブエ法は見栄え

はいいが台風には弱く場合によっては強引な夜討ち朝駆けの営業で契約を迫

る。また施工後に追加を請求される場合があり結局は高い買い物をする」と

いうものである。

建築業界も建材店業界も大きな点を見落としていた。彼らは「施主は建物

を欲している」と勘違いしていたようである。施主が欲しかったのは実は
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｢住まい」であり「夢の実現」であった。

しかし順風満帆に思えたプレハブメーカーの経営戦略も永遠のビジネスモ

デルにはなり得なかった。住宅の余剰化傾向、少子化傾向、長引く不況が彼

らの経営戦略に劇的な変化を求めた。日本の大手プレハブメーカーが大幅な

経営戦略の転換を示唆し始めたのである。

積水ハウスなど大手戸建て住宅各社が戸建て住宅の需要の縮小に伴い、こ

れまで主力としていたモデルハウスによる営業戦略を転換する方向にある。

モデルハウスは出展料、建物の減価償却費、光熱費などに月間で３百万円程

度の維持費（人件費を除く）がかかり、１棟減らせば年間で３千万円のコス

ト削減につながる。沖縄県内の住宅展示場も出店メーカーの撤退や規模縮小

が目立ってきて、各社のモデルハウスが出店する総合展示場が閉鎖される事

態も起きている。

大手戸建て住宅各社は新築住宅着工件数の減少は今後加速するものと予測

し、戸建て住宅から共同住宅の建築、リフォーム分野への転出を志向してき

た。たとえばミサワホームはミサワホームイングという新会社でリフォーム

事業に特化する経営戦略を打ち出している。それには新築住宅着工件数が減

少していく中で、リフォーム市場が年10％ものペースで成長していることが

大きな誘因となっている。さらに大手戸建て住宅各社とも、これまでに新築

住宅を請け負った顧客リストをデータベースにして細かい営業展開を目指し

ている（琉球新報、２００２．４２８朝刊)。

戸建て住宅の落ち込みは全国的な傾向で、新築住宅着工件数の前年比4.6

％減で、そのうち戸建て住宅は116％と大幅減である。その背景には景気低

迷で先行きへの不安感が高まり、家の建て替えを先延ばしする人が増えたこ

とと、便利な都心部に移り住む動きが見られる。（琉球新報、２００２．５．７

朝刊）

また興味深い現象として異業種の提携が盛んになっている。衛生器具専門

メーカーのＴＯＴＯと住宅建材メーカーの松下電工はリフォーム向けの商品
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開発を共同で行う経営戦略を発表し、同じく衛生器具専門メーカーのＩＮＡ

Ｘと現在日本での住宅総合メーカーの最大手であるトステムが、企業連合を

組んでリフォーム市場に参入してきている。これなどはいずれも背景に戸建

て住宅の新築住宅着工件数の減少傾向がある。

４．他府県との建て方別比較

前出pl39，図14は都道府県別に建て方別グラフ化したものである。沖縄

県と他府県との新築住宅着工件数で建て方別にどのような差異が出てくるの

か比較してみた。沖縄県は鉄筋コンクリート造住宅が圧倒的に多いことは前

出ｐ122,図３で確認することができた。では建て方別にはどのようになっ

ているのだろうか。

東京は圧倒的に共同住宅が多く他府県を大きく上回っている.都市型の都

府県の新築住宅着工件数が、戸建て住宅と共同住宅ともに多くなるのは、人

口の多さに比例するものであろう。東京都、大阪府、愛知県、福岡県、北海

道の新築住宅着工件数が多くなっているのはそれを表しており、またそれら

の都府県はいずれも共同住宅が戸建て住宅を上回っている。

前出pl40、図15は都道府県別に建て方別を共同住宅率の高い順に並べ替

えてグラフ化したものである。多い'11頁に東京都、沖縄県、福岡県、北海道と

続く。また新築住宅着工件数に占める共同住宅の比率が70％を超えている都

道府県は、東京都と沖縄県のみである。沖縄県は鉄筋コンクリート造住宅の

戸建て住宅が多く、その大多数は屋上に断水時のことを考えて生活防衛のた

めに高架水槽を設置しているというのが一般的であった。しかしながらそれ

は思いこみのようで、実際は共同住宅比率が全国２位である。

東京都の共同住宅率が高くなるのは都市型の住環境が原因であると理解で

きるが、沖縄県のそれはなにか理由があるのだろうか。ひとつの理由として

考えられることは、沖縄県の住宅環境が都市型であることの裏付けではない

かということである。県都の那覇市を中心に土地価格が坪単価50万円以上の
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エリアに県人口の80％を超える人々がすんでいる（地域流通研究会l997

p99)。そのような環境では、新たに土地を取得して住宅を建築することな

ど平均的サラリーマンでは困難である。

さらにもう一つの理由として県民所得が全国最下位という所得格差も共同

住宅比率が多くなる要因であると考えられる。新婚所帯が最初からアパート

住まいというのは一般的な傾向である。共同住宅に住んで現在の消費生活を

エンジョイするライフスタイルを嗜好するとなれば今後も戸建て住宅は減る

であろう。

またライフスタイルの変化が次のように現れてくるとしたら、戸建て住宅

は今後ますます減少すると予想される。①所有より使用②広さより利便性

③庭つきよりアーバンそしてセキュリティー。これらの価値観の変化が今

後さらに進展するとすれば、建材店および建築業界ともに大きな変革を求め

られよう。

①の所有より使用という形態へのシフトは、現在産業機器や車両などで盛

んに利用されている。これまで「家」は住むというだけでなく冠婚葬祭を執

り行う儀式の場でもあった。昨今では冠婚葬祭はホテルや葬祭場にて済ませ

る場合が多くなり、必ずしも戸建て住宅を所有する必要な無くなった。結納

でさえホテルで済ませる時代である。

また近年の社会構造の変化は所有することに対してマイナスの要因にさえ

なる。たとえば転勤、リストラ、家族構成の変化は、その時の状況に応じて

借りること方がメリットを享受できる。

②広さより利便性というシフトは、子育てが終わり子供達が巣立っていっ

てガランと空いた戸建て住宅に住むより、そこを他人に貸して都会の便利な

マンションに移り住む熟年世代や、郊外の戸建て住宅を求めるより職場に近

い共同住宅を選択するというサラリーマンなどの場合がある。

③セキュリティーは近年ますます重要視されてきている問題である。戸建

て住宅より共同住宅を好む女性は「玄関のドアひとつロックするだけで戸締
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まりが済む」便利さを強調する。確かに戸建て住宅の場合は、戸締まりを確

認する箇所が多数あり煩わしさを伴う。

Ⅵ、これからの建材店の戦略

これまでの新築住宅着工件数の分析および沖縄県の建築の歴史的な背景と

現状から、これからの建材店について考察する。これまでの建材店・建築業

者の間では、鉄筋コンクリート造・戸建て住宅こそが最も大きなマーケット

であるとされてきた。このことについてさらに詳しく検証してみることにす

る。

われわれの事業は何かという問いを投げかけられた場合、まずは寄って立

つマーケットを確定することから始まるであろう。Ｐ・ドラッカーは名著

『現代の経営』で次のように述べている。「事業が何であるかを決めるのは、

生産者ではなく顧客である。社名や定款ではない。顧客が製品やサービスを

購入して満足させる欲求が何であるかが、事業が何であるかを決める」（Ｐ・

ドラツカー、上田惇生訳1999,ｐ69)。

われわれの真の顧客は誰か。この問いに関する答えは簡単ではない。現在

の沖縄県の建材店・建築業界においても、様々な答えが返ってくるであろう。

鉄筋コンクリート造・戸建て住宅こそが自らの主たる市場であると考えてい

たならば、もしかすると我々建材店・建築業者は、まったく的のはずれた土

俵でエネルギーを使い果たしていたのであろうか。これからもその観点の経

営方針で生き残っていけるのだろうか。

これまでの考察で、もはや鉄筋コンクリート造・戸建て住宅はその成熟期

を過ぎ、マーケティング論でいう製品のライフサイクルの衰退期にきている

と推測される（Ｐ・コトラー、村田昭治監修1997,ｐ310)。歴史的に幾度

かの特需により持ち直しはしたものの、共同住宅にとって変わられたチャン

ピオンの座はその後ついに取り戻すことは出来なかった。

ただ最も肝心なことは、大方の建材店、建築業の関係者が新築住宅着工件
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数においてもはや戸建て住宅は共同住宅に大きく引き離されているという事

実を知らない、あるいは故意に真実を知ろうとしないことにある。売り上げ

ベースで見ると今なお鉄筋コンクリート造・戸建て住宅は共同住宅のそれを

上回っている。新築住宅着工件数を見る限り主役の座はもはや共同住宅であ

り、戸建て住宅は隅に追いやられている。ただし戸建て住宅の方が共同住宅

よりも建材店にとって利益率はよいだけに建築業者、建材店とも過去の栄光

を忘れることができないでいる。いまでも年配の経営者達が集まると過日の

建築ラッシュの当時を↓懐かしがる。「あの頃は儲かった」である。

新築住宅着工件数ではとうの昔に共同住宅に水をあけられている。さらに

売り上げベースでさえ、やがては逆転しかねない状況にある。戸建て住宅の

売り上げベースは年々減少しており、逆に共同住宅は年々増加傾向にある。

これまでの建材店の営業スタイルは、顧客である建築業者が新築住宅物件

を施工する際の納材を主体とする商いであった。つまり施主→設計士→建築

業者→建材店とういう建築の流れの中で、建築業者が施行する際に建築資材

を彼らの求めに応じて納品するスタイルである。具体的には次の様になる。

まず施主が「家」を建てようと思い立ち、設計士に相談し建築図面を書いて

もらう。それを施主が了解し建築確認が下りると施主か設計士のいずれかが

建築業者に対し見積もりを依頼し、その後建築業者と契約を交わし建築に取

りかかる。そして工事が着手されると建築業者は建材店へ資材の発注を行う。

この段階まで施主と建材店の接点はなく、建築業者にとってどの建材店から

建材店資材を購入するかという基準は、品揃えと価格、納品の早さ、掛け販

売の有無であった（饒平名知也2000、ｐ52)。さらに建材店の売り上げを

決定づけるもっとも大きな要因は新築住宅着工件数であった。そのためいか

に多くの建築物件を持っている建築業者と取引できるかということに各建材

店ともしのぎを削った。

それが近年の建築不況で価格の下落、販売量の減少などにより以前より商

いが細くなってきた。そこで昭和61年ころから出てきた建材店の営業スタイ
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ルが「提案型営業」である。それは設計図をもとに建材店が納材できる資材

をすべて拾い出し建築業者にセットで提案して、納材していくというもので

あった。その中には、システムキッチン、収納システム、内装建具などが新

たに建材店の扱い商品として加えられ売り上げ増大に貢献した。

このような流れの中でこれまでの建築資材までもセットで受注しようとす

る動きが出てきたのは当然の成り行きであった。構造材、床、壁、天井など

を拾い出し積算していくのである。それに内装工事の工賃、片付け費、諸経

費を加えれば完壁な内装下請け業となる。１社が先行して内装下請け業を始

めれば近隣の建材店も同様の形態を取らざる負えなくなる。

建築業者にとって建材店がこのように工務店化することは大いに歓迎であっ

た。これまで建築工事のブラックボックスと言われていた内装工事を完全に

下請け化できるわけである。建築業者はこぞって建材店の工務店化を歓迎し

彼らに内装工事を下請けさせた。

工務店化しないで建築資材の販売にのみに頼る建材店は軒並み売り上げ減少

にみまわれ、その後相次いで先行していた店に追随していった。

ただし建材店が下請け業として大人しくしている間は建築業者としてもな

んら問題はなかったが、それが下請け業から建築全体を請け負う建築業に転

身する建材店も現れてくるようになると、建築業界に変化が出てきた（饒平

名知也2000,ｐ74)。建材店の工務店化ではなく、完全に建築業に特化し

た建材店が現れた。そうなると建築業者の競争相手となるわけで、彼らにとっ

てポーターの唱える５つの競争要因である新規参入の脅威と成りうるのであ

る（Ｍ・Ｅ・ポーター、土岐坤・中辻萬時治・服部照夫訳1998,ｐ20)。

ある業界に新規参入が起こりうることは、参入への障壁がどれくらいある

かによって決まる。沖縄県の建築業界にとって、参入障壁の主に次のような

ものがあげられる。規模の経済性、製品差別化、巨額の投資である。しかし

いずれも建築業界に元請けとして参入する建材店への強固な参入障壁とは成

り得なかった。

－１５９－



琉球大学・経済研究（第64号）2002年９月

他府県のようなプレハブエ法の新築住宅着工件数が少なく、施主の注文通

りに図面を描き、それに応じて建築していく注文住宅建築の業界スタイルで

は、規模の経済性が有効に働く機会は少なかった。受注していくそれぞれの

新築住宅は不連続で、強いて言えば型枠材の転用や建設機械の効率的使用ぐ

らいである。

また設計士なら個人の作品として賞賛される住宅設計でも、建築業者にとっ

ては製品差別化として働くことはなかった。奇抜で芸術的なアート的建築物

は設計士の作品であり、建築業者の作品ではなかった。

さらに初期投資は驚くほど少なく、場合によっては自己資本がゼロの状態

でも建築業として開業することができた。これは建築資材の支払いを建材店

が一時的に肩代わりすることで建築業者の資金力に左右されない業界の体質

を造ったといえる。肯定的な見方をすれば信用（クレジット）で需要を喚起

した側面はある。しかしながらそれが経営の不健全化を招き今にいたるまで

全産業中でも倒産件数の多い業界（上間隆則2000,ｐ26）になってしまった

のも、掛け売りが横行してきたことにひとつの要因があげられる。

現在でも掛け売りは日常茶飯事になっており、スーパーマーケットでは現

金払いをする人でも、建材店にて初対面で掛け売りを申し込む場合がある。

これなどは、建材店は掛けで商品を買えるものという観念を植え付けた当の

建材店業界にその責任はあるだろう。

建築業界はポーターの唱える新規参入の脅威で、価格が低下し既存の業者

の収益率が低下していった。まさにポーターの説を地でいく展開となった。

既存の建築業界は新規参入されたことでマーケットのパイが小さくなり、逆

に新規参入していった建材店は縮小していくマーケットに乗り込んでいった

だけに低価格参入を強いられた。コストリーダーシップも持ち合わせずに、

ただやみくもに納品先の確保を目的に参入した結果、工程管理の不備、資金

繰りの悪化などが露呈し当初予想していたほどの収益は上げられず、決算し

てみたら赤字だったという結果になってしまった。バラ色の新天地に臨んで
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いった建材店は、これまでの顧客であった建築業者と敵対関係となり以前の

建築資材販売店としての退路を自ら断ってしまった。

沖縄県の建材店業界を見る限りポーターのいう三つの競争戦略、①コスト

リーダーシップ、②差別化、③集中のいずれもそれぞれの企業が有効な競争

戦略として活用できなかった。これはポーターが大手メーカーのビッグ・ビ

ジネスを想定して論を進めているのに対し、沖縄県では市場規模の狭院さ、

建材店という小売店の違いによるものだと考えられる。

アンゾフの製品・市場マトリックスは、沖縄県の建材店の経営戦略を思考

する場合、かなり応用することができると考えられる。建材店の工務店化は、

アンゾフの製品・市場マトリックスでは市場拡大戦略という既存の製品で新

市場に乗り込んでいった例であった。予想したほどの効果を得られなかった

のは、既存の製品を既存の経営スタイルで売り込んでいった結果であった。

アンゾフのいう市場浸透戦略は既存の製品と既存の市場で成長を果たそう

とするものである。これは市場の成長力が衰えていないことを前提としてい

るので、戸建ての新築住宅着工件数が減少傾向にある現在では不向きの戦略

として顧みられなかった。市場需要の成長力を高める第１の方策は市場需要

の普及・拡大を図ることであるとしている。市場浸透の第２の方策は顧客あ

たりの使用量を拡大することであるとしている。

建材店における市場需要の普及・拡大といった場合、これから拡大するマー

ケットは、新築住宅着工ではなく、リフォーム需要にあると考えられる。新

市場に参入するわけでなく、既存の市場のこれまで掘り起こしていなかった

部分を重点的に発掘し既存の製品を販売する。もっとも手堅くこれまでの経

験を生かせる経営戦略である。さらに既存の建築業者との無用な軋礫を生じ

ることなく共に共存共栄を図りながら需要を掘り起こすことも可能である。

これまで沖縄県の新築住宅着工件数をもとに建築業界および建材店業界の

戦略と今後の課題を考察してきた。近未来に建材店業界に大きな変化が来る

と考えられる。それは施主→設計士→工務店→建材店という従来の新築住宅
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着工の流れが終焉するだろうということである。かなり大胆な仮説ではある

が、これまでの新築住宅着工件数の構造的変化や、社会環境の変化は速度の

違いこそあれ逆の流れにはならないと考える。施主はこれまで以上に住宅建

築に深い知識を有しており、不勉強な建築業者や建材店よりずっと理論武装

をしている。最近特に話題となるシックハウスやホルムアルデヒドなどにつ

いては、業界の人間が想像する以上に真剣な取り組みが要求される。

これからは、新築住宅着工件数のみで建材店経営を考える時代ではないと

言えるであろう。これまで我々はあまりにも新築住宅着工のみに事業の主体

を置きすぎたのではないだろうか。建築業界、建材店業界ともに「住まいに

関するビジネス」と規定しておれば新築住宅着工件数の構造的変化にも右往

左往しないで済んだかもしれない。

これからの住宅産業を考えるキーワードは、①少子化、②高齢化、③住宅

にたいする価値感の変化、④住宅の余り現象であると考える。

①の少子化が進行すれば、子どもはすべて長男か長女になり結婚適齢期に

はひとつの世帯を構成することになる。黙っていても親の家を継げるわけで

新たに新築住宅を建築する必要などない。

②高齢化社会になると、これまで住んでいた住宅ではどうしても使い勝手

や住み心地が悪くなりリフォームを必要としてくる。元気なころに建てた住

宅が、高齢になりリフォームをする状況は今後増えてくる。バリアフリーに

して居住空間の段差をするというのはそのいい例であろう。まさに「転ばぬ

先の杖（バリアフリー)」である。

③住宅に対する価値観の変化とは、住宅の所有より共同住宅などの貸家か

あるいは転売の容易な分譲マンションという形態になっていくことをいう。

住宅ローンを払って現在の生活を切りつめるより、現在の消費を優先させ快

適な暮らしを志向する傾向になると考えられる。

④住宅の余り現象は住宅数と世帯数として見た場合、沖縄県土木建築部の

住宅統計調査結果によると平成５年の382,300世帯に対し平成１０年には
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416,900世帯となり9.1％の増加となった。一方住宅総数は平成５年の428,300

戸に対し平成10年で470,500戸となり９９%の増加となった。この結果世帯総

数に対する住宅数の割合は113戸となり、全国的な傾向と同様に住宅数が世

帯数を上回ることとなった。

ただし数のうえでは住宅は余っているといえるが、良質な住宅という点で

は、住宅の規模、居住室数、畳数、延べ面積の指標でみた場合依然として低

水準で推移している。これらは現在の住環境をさらに良くしたいという需要

につながると考えられる。

リフォームには①老巧化によるリフォームと、②機能的なリフォームがあ

ると考えられる。老巧化によるリフォームとはこれまで一般的に行われてき

たリフォームで、床が墜ちた、コンクリートに亀裂が出来た、排水設備から

水漏れがするなどのいわゆる経年劣化で、避けて通れないものである。

機能的なリフォームとは水漏れがあるわけでも、床が墜ちているわけでも

ない、ただこれから住んでいくうえでもっと住みよい家にしたいというもの

である。高齢者や身体に不自由のある人がバリアフリーのためにリフォーム

をするとか、家族のライフスタイルが変わりそのためにリフォームをすると

いうのはその類である。特に機能的なリフォームは今後需要が増大すると予

想される。それが電子商取引でいういわゆるＢｔｏＣ、建材店→施主の取引

が出てくるきっかけになると考えられる。
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