2018/11/21 改訂

南方造林協会及び海外産業植林センター報告書一覧（目録）
海外産業植林センター

（南方造林協会）
・南方造林№1～7（製本）
№1

試験造林の必要性と今後の展開（1974.6）

№2

カリビアマツに関する考察と問題点（1975.2）

№3

ソロモン群島における共同試験造林（1975.6）

№4

ニューブリテンにおける造林適地判定調査（1975.9）

№5

マレーシヤ試験造林成績調査報告（1975.10）

№6

ソロモン群島における試験造林（1975.11）

№7

フィリピン・ダバオ地域の試験造林に関する調査報告（1976.3）

・南方造林№8～14（製本）
№8

ニューヘブリデス、サント島における造林適地判定調査（1977.1）

№9

サンダカン地区におけるＭＤＩ試験造林地の適地判定並びに技術指導報告（1977.1）

№10 ソロモン群島における試験造林及び造林適地判定調査報告（1977.1）
№11 パプアニューギニア・マダン地区ゴコールにおける造林地調査（1977.3）
№12 パプアニューギニアニューブリテン島並びにニューアイルランド島試験造林適地判定・
技術指導報告（1977.1）
№13 西マレーシアにおける試験造林中間報告（特に施肥試験について）
（1977.3）
№14 ソロモン諸島の造林的考察（1978.2）

・南方造林№15～21（製本）
№15 海外造林試験地成績調査中間報告（1）（カリビヤマツ編）（1978.3）
№16 海外造林試験地成績調査中間報告（2）（ユーカリ、その他広葉樹編）
（1978.8）
№17 マレーシア造林試験地中間報告（1978.4）
№18 ソロモン諸島及びパプアニューギニアの森林の更新に関する調査報告書（1980.3）
№19 東カリマンタン州バリクパパンの森林更新に関する調査報告書（1980.3）
№20 マレーシア連邦サラワク州の森林の更新に関する調査報告書（1981.1）
№21 インドネシアにおける未利用樹の開発輸入促進調査及び造林投資基礎調査報告書
（1981.3）
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・南方造林№22～26（製本）
№22 半島マレーシアにおける森林の更新に関する調査報告書（1981.3）
№23 中国における未利用樹の開発輸入促進調査及び造林投資基礎調査報告書（雷州半島及び
海南島）
（1981.12）
№24 フィリピン国ミンダナオ島東北部の森林の更新に関する調査報告書（1982.3）
№25 海外林業開発推進事業調査パプアニューギニア・ニューブリテン島（1982.3）
№26 マレ イシア にお ける 未利 用樹の 開発輸 入 促進調査 及び造 林投資 基 礎調査報 告書
（1982.3）

・南方造林№27～31（製本）
№27 フィジー国ビチレブ島東南部の林業開発推進に関する調査報告書（1983.3）
№28 東マレイシアサバ州の林業開発推進に関する調査報告書（1983.3）
№29 フィジーにおけるカリビアマツの開発輸入促進調査及び造林投資基礎調査報告書
（1983.3）
№30 熱帯地域におけるパルプ用材林造成の検討（総集編）
（1984.3）
№31 樹種別試験報告書（1）熱帯造林樹種カメレレ（Ｅ．deglupta BL..）
（1984.3）

・南方造林№32～35（製本）
№32 西マレーシアにおけるカリビアマツ造林試験報告書（1984.6）
№33 ソロモン諸島における森林の更新に関する調査報告書（1985.3）
№34 フィジー国におけるパルプ用広葉樹造林に関する調査報告書（1987.3）
№35 タイ 国にお ける ユーカリ の植林 動向と チ ップ輸出 の可能 性に関 す る調査報 告書
（1987.2）

・南方造林№36～41（製本）
№36 タイ

ユーカリチップ生産輸出事業調査報告書（1988.3）

№37 中国海南島ユーカリ資源調査報告書（1988.3）
№38 ニューカレドニアにおけるパルプ用原料の造林及びチップ生産輸出の可能性に関する
調査報告書（1989.5）
№39 インドネシア（南スマトラ）チップ生産輸出事業調査報告書（1990.6）
№39 別冊インドネシア（南スマトラ）のブナカット地区における産業造林計画について
№40 ナイジェリアパルプ原料用造林事業調査報告書（1992.3）
№41 ソロモン諸島チップ生産輸出事業調査報告書（1992.3）

・南方造林№42～45（製本）
№42 中国広東省パルプ原料用造林事業調査報告書（1993.3）
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№43 ベトナム社会主義共和国チップ原料用造林事業調査報告書（1994.3）
№44 中国福建省パルプ原料用造林事業調査報告書（1995.3）
№45 ラオス人民民主共和国早生樹造林事業調査報告書（1997.3）

（海外産業植林センター）
１）植林技術と環境

・熱帯生産林（人工林）施業規準等調査事業平成 9 年度調査報告書第 1 年次（1998.3）
・熱帯生産林（人工林）施業規準等調査事業平成 10 年度調査報告書第 2 年次（1999.3）
・熱帯生産林施業規準等調査事業平成 10 年度天然林の択伐施業基準に関する調査報告書
（2000.3）
・熱帯生産林（人工林）施業規準等調査事業平成 11 年度調査報告書（2000.3）
・熱帯生産林施業規準等調査事業平成 11 年度天然林の択伐施業基準に関する調査報告書
（1999）
・開発途上国人工林環境影響調査事業平成 12 年度調査報告書（2001.3）
・開発途上国人工林環境影響調査事業平成 13 年度調査報告書（2002.3）
・開発途上国人工林環境影響調査事業平成 14 年度調査報告書（2003.3）
・開発途上国人工林環境影響調査事業（2000～2002）報告書（2003.3）

２）森林の CO2 吸収・固定

・産業植林 CO2 固定化評価等に関する調査研究報告書（1999.3）
・産業植林 CO2 固定化評価等に関する調査研究報告書（2000.3）
・海外植林地におけるＣＯ2 吸収・蓄積量評価・認証システム制度構築に関する調査（2010.3）
・海外植林地における炭素蓄積量・二酸化炭素吸収量評価認証システム構築に関する調査報告書
（2011.3）
・海外植林地におけるＣＯ２吸収量・評価認証システムの構築調査報告書（2012.3）

３）京都メカニズム

・ベトナムにおける産業植林の可能性と地球温暖化対策上の効果に関するＦ／Ｓ調査報告書
（1999.3）
・海外における植林を対象とする排出権取引等メカニズムに関する調査研究報告(2000.3)
・ＪＩ、ＣＤＭ植林クレジット技術指針調査報告書（2003.3）
・ＪＩ、ＣＤＭ植林クレジット技術指針調査報告書（2004.3）
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・ＣＤＭ植林技術指針調査事業平成 15 年度報告書（2004.3）
・ＣＤＭ植林技術指針調査事業平成 16 年度報告書（2005.3）
・ＣＤＭ植林技術指針調査事業平成 17 年度報告書（2006.3）
・ＣＤＭ植林技術指針調査事業平成 18 年度報告書（2007.3）
・ＣＤＭ植林技術指針調査事業平成 19 年度報告書（2008.3）
・ウルグアイの粗放な放牧地における地域活性化を目指した新規植林ＣＤＭ事業調査報告書
（2008.3）
・ＣＤＭ植林プロジェクト設計・申請のための規則・ガイド集（2008.3）
・ＣＤＭ植林総合推進対策事業（有効化審査を受ける際に参考となる対応指針の作成）
（2010.3）
・ＣＤＭ植林総合推進対策事業（有効化審査を受ける際に参考となる対応指針の作成：ブラジル）
（2011.3）
・ＣＤＭ植林総合推進対策事業（有効化審査を受ける際に参考となる対応指針の作成：中国広西
壮族自治区北西部）実施報告書＆資料編（2012.3）（2 冊）
・ＣＤＭ植林総合推進対策事業分野別実施報告書（インド国バゲパリ CDM 再植林プログラム）
プロジェクト設計書、人材の育成等①＆②（2013.3）
（3 冊）

４）産業植林適地の発掘調査

・アルゼンチン共和国ブエノスアイレス州におけるユーカリ植林適地調査報告書（1999.3）
・インドネシア共和国における植林適地調査報告書 （1999.3）
・ウルグアイ東方共和国におけるユーカリ植林適地調査報告書（2000.3）
・フィリピン共和国における植林適地調査報告書 （2000.3）
・オーストラリア・ダーウィン地区におけるパルプﾟ用材植林適地調査報告書（2001.3）
・ニカラグア共和国におけるパルプ用材植林適地調査報告書（2001.3）
・インドにおけるパルプ用材植林適地調査報告書（2002.3）
・メキシコ合衆国におけるパルプ用材植林適地調査報告書（2002.3）
・ラオス人民民主共和国におけるパルプ用材植林適地調査報告書（2003.3）
・ガイアナ協同共和国におけるパルプ用材適地調査報告書（2004.3）
・パナマ共和国におけるパルプ用材適地調査報告書（2005.3）
・カンボジア王国におけるパルプ用材適地調査報告書（2006.3）
・ インドネシア共和国西カリマンタン州におけるパルプ用材適地調査報告書（2007.3）
・ マレーシア国サラワク州におけるパルプ用材適地調査報告書（2008.3）
・ インドネシア共和国ランプン州におけるパルプ用材適地調査報告書（2009.3）
・メキシコ合衆国ゲレーロ・ミチョアカン州におけるパルプ用材適地調査報告書（2010.3）
・ミャンマー連邦におけるパルプ用材適地調査報告書（2011.3）
・マレーシア国マレー半島におけるパルプ用材適地調査報告書（2012.3）
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５）針葉樹の賦存状況

・針葉樹を中心にした産業植林の賦存実態および植林動向に関する調査報告書
（世界、ニュージーランド、オーストラリア）（2000.3）
・針葉樹を中心にした産業植林の賦存実態および植林動向に関する調査報告書
（ブラジル、チリ）（2001.3）
・針葉樹を中心とした産業植林の賦存実態および植林動向に関する調査報告書
（中米、メキシコ、米国南部）
（2002.3）
・針葉樹を中心とした産業植林の賦存実態および植林動向に関する調査報告書
（米国西海岸）
（2003.3）
・針葉樹を中心とした産業植林の賦存実態および植林動向に関する調査報告書
（カナダ）
（2004.3）
・針葉樹を中心とした産業植林の賦存実態および植林動向に関する調査報告書
（ニュージーランド、豪州）
（2005.3）

６）生物多様性配慮に関する調査

・海外植林地における生物多様性配慮に関する調査・研究 平成 24 年度報告書（2013.3）
・海外植林地における生物多様性配慮に関する調査・研究 平成 25 年度報告書（2014.3）

７）木質バイオマス植林に関する調査

・海外における木質バイオマス植林実施可能性調査 平成 24 年度報告書（2013.3）
・海外における木質バイオマス植林実施可能性調査 平成 25 年度報告書（2014.3）

８）ナショナルリスクアセスメントに関する調査

・海外植林におけるナショナルリスクアセスメント手法の開発･平成 26 年度報告書 (2015.3)
・海外植林におけるナショナルリスクアセスメント手法の開発･平成 27 年度報告書 (2016.3)

９）遺伝子組換え樹木植林に関する調査

・海外における遺伝子組換え樹木植林実態調査･平成 26 年度報告書 (2015.3)
・海外における遺伝子組換え樹木植林実態調査･平成 27 年度報告書 (2016.3)
・海外における遺伝子組換え樹木植林実態調査･平成 28 年度報告書 (2017.3)
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１０）その他

・各国の森林・林業と植林投資環境（東南アジア、南アメリカ）（1999.3）
・ケナフ等非木材繊維利用可能性調査報告書（1999.3）
・産業植林によるバイオマスエネルギーの確立評価等に関する調査研究報告書（2002.3）
・早成広葉樹の萌芽更新に関する調査報告書（オーストラリア）
（2005.3)
・早成広葉樹の萌芽更新に関する調査報告書 （ブラジル、ポルトガル）（2006.3）
・施肥管理による地力向上と植林木の成長促進に関する実態調査（2007.3）
・持続可能な産業植林の施業事例調査（ブラジル編） （2008.3）
・持続可能な産業植林の施業事例調査（インドネシア編） （2009.3）
・中国東南沿海地区における早成広葉樹の賦存状況調査（広西壮族自治区）
（2005.3）
・中国東南沿海地区における早成広葉樹の賦存状況調査（広東省、海南省）
（2006.3）
・中国湖南省における早成広葉樹の賦存状況調査 （2007.3）
・中国山東省における早成広葉樹の賦存状況調査 （2008.3）
・中国における早成広葉樹の賦存状況調査（2009.3）
・バイオ燃料事業モデル海外プランテーション調査（2010.2）
・バイオ燃料事業モデル海外プランテーション調査(ベトナム)（2011.1）
・バイオ燃料実用化モデル（ＡＳＥＡＮ地域プランテーション計画業務）（2013.2）
・インドにおける早成広葉樹植林賦存状況調査 平成 26 年度報告書 (2015.3)
・海外植林事業の新たな経営手法の開発調査 平成 28 年度報告書 (2017.3)
・海外植林事業の新たな経営手法の開発調査 平成 29 年度報告書 (2018.3)
・GIS 及びレーザー計測技術による海外植林地管理システムの導入可能性調査 平成 29 年度報
告書 (2018.3)

１1）出版

・地球を緑に―産業植林調査概要報告書―（2009.1）
・地球を緑にⅡ―産業植林調査概要報告書―（2018.6）
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