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「なくてはならない紙の存在」
日本に製紙技術が伝えられた７世紀以来、
紙はわれわれの生

また、
世界全体でも紙の生産量は増加し続けており、
なかでも

活の中で利用され続けています。現代生活において、
新聞、
書

途上国における生産量の増加が顕著です。1995年から2004年

籍、
雑誌、
コピー用紙、
ティッシュペーパー、
包装紙、
段ボールなど、

までの間で世界の生産量が約25％増加している一方で、
途上国

実に多くの紙製品が私たちの周りを取り巻いています。

は同じ期間に約70％も増えています。今後も世界人口の増加や、
発展途上国における経済発展や教育水準の上昇が見込まれる

日本の紙需要はGDP（国内総生産）
と同じようなペースで推
移し、
特に1980年代から1990年代にかけて急速に増加しました。
近年、
OA機器の普及やペーパーレス化の波が、
紙の需要の減
少を招くと考えられていたものの、
未だに紙の需要は高い水準を

ため、
ますます紙の需要は高まるでしょう。
もはや現代社会において紙は、
優れた機能性、
利便性を持っ
た、
われわれにとってなくてはならないものだといえます。

保ち続けています。

The Growth in Paper Production – Future Outlook
Japan's papermaking techniques can be traced back over a

happened: demand continues as ever at a high level.
In the world as a whole paper production continues to

thousand years to the seventh century. From that time on
paper has played an essential role in the lives of the Japanese

increase in volume, and the rise is especially conspicuous in

people so that today we are surrounded by many varieties of

developing countries. Between 1995 and 2004, world paper

paper products, including newspapers, magazines, books,

production increased by 25%, but over the same period it

copier paper, tissue paper, wrapping paper, and cardboard.

grew by 70% in the industrializing nations. With the expected
increase in world population, as well as future economic

In modern Japan the demand for paper has risen at the
same pace as GDP; in particular it grew rapidly from the

development and a rise in educational standards among these

1980s to the 1990s. In recent years, it had been assumed that

countries, the demand for paper will surely increase further.
Already we can say that paper, which excels in

the increasingly widespread use of IT equipment and the
accompanying shift toward the paperless office would lead

functionality and convenience, is an indispensable

to a fall in the demand for paper, and yet this has not

commodity for our modern society.

日本の紙・板紙消費量

世界の紙・板紙消費推移

資料：通産省 紙パルプ統計年報、総務庁統計局資料、経済企画庁資料
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紙 の 原 料 に つ い て
The Raw Materials of Paper
日本の製紙原料構成比の推移

紙の原料
35

紙は一度使用されても、
ふたたび紙の原料に生まれ変わることのできるリサイクルに適した製
品です。古紙を利用することは資源の有効利用になるだけではなく、
ごみの減量化や使用エネ

30

ルギーの削減など、
優れたメリットがあります。
しかし、
ティッシュペーパーやトイレットペーパーのように使い捨てされてしまう紙や、
蔵書として

25

保存される書籍のように元来回収できない紙もあり、
生産される紙の全てを古紙として回収でき
るわけではありません。日本の古紙回収率は71.1％（2005年）
で、
世界でもトップクラスの水準で

20

ありますが、
これ以上回収率を上昇させることは困難です。
さらに、
古紙は再生を繰り返すうちに繊維が擦れ合い、
だんだんと結合力が弱まっていくため、

15

リサイクルは３〜５回程度が限度といわれています。
紙の生産は原料を古紙のみに依存することは不可能であり、
特に強度のある紙を生産するた

10

めには、
木材パルプが必要になります。
現在、
日本で生産されている紙の原料は、
古紙パルプが約60％、
木材パルプが約40％です。

5

木材パルプには人工林材のほかに、
天然林低質材、
製材残材が使用されています。
0
資料：FAO STATISTICS DATABASE

Raw materials
Paper is a product ideally suited for recycling: once used, it can be turned back into the

日本の古紙回収率・利用率（2004年）

raw material for yet more paper.
We cannot, however, reuse all paper in this way. Some of it is inherently non—
recyclable — think, for example, of tissue and toilet papers that are discarded, and of
the paper bound up forever in the books stored in libraries.
In Japan, 71.1% (2005) of paper is recycled; this is one of the highest recovery rates
in the world, and it is by no means easy to effect a further increase in this figure.
Moreover, as used paper is recycled again and again, the fibers rub against each other
and as a result their cohesive strength gradually deteriorates. For this reason, it is
estimated that paper can only be recycled three to five times.
Furthermore, it is not possible to rely entirely on used paper as the raw material for
paper production. In particular, wood pulp is required to manufacture paper with a
reasonable amount of strength.
At present, the paper manufactured in Japan is made from 60% used paper and 40%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

wood pulp. In addition to using timber harvested from planted forests, wood pulp can
be made from low-quality timber from natural forests and lumber residuals.

資料：経済産業省 紙・パルプ統計

日米欧の古紙回収率・利用率（2004年）
木材から作られた新しいパルプの繊維

リサイクルを重ねた古紙パルプの繊維

繊維の表面にはたく
さんのヒダがあり、紙
を抄く時、繊維同士
が互いによくからまっ
て、強度のある紙が
つくれます。

再生のたびに繊維が
こすられ、
ヒダがすり
減っています。そのた
め繊維がからまりにく
く、強度低下の一因
になります。

断面からも、
ひび割れ
等は見られず、繊維が
丈夫なので、
コシのあ
る紙がつくれます。

内部に層の剥離やひ
び割れが起こり、繊維
がもろくなっています。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
写真提供：王子製紙（株）
資料：PPIアニュアル・レビュー
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環 境 に か か る 負 荷
Impact on the Environment
世界の用途別丸太生産量（2004年）

増える木材生産量と森林減少
世界の木材生産量は年々増加傾向にあり、
2004年の年間消費量は約34億m3に達しています。用途
別にみると、
製材・製紙用の木材チップなどの産業用材は1990年を境に先進地域の消費量は若干の減
少に転じたものの、
開発途上地域における消費量は増加しています。
一方、
世界の森林面積は1990年から2000年までの10年間に、
世界全体で約9,400万haの森林が減
少しました。
これは日本の国土の約2.5倍にあたります。先進地域では文明の発達とともに、
森林の農地
への転用や資材としての利用が急増し、
森林面積が大きく減少しましたが、
最近は森林保全活動や植
林活動などにより増加傾向にあります。開発途上地域では、
近年の人口増加にともなう生活燃料・農地の
需要拡大や過剰な商業伐採により、
森林面積が急速に減少し続けています。
また、
ここ数年、
熱帯林の減少の原因として違法伐採が問題視されています。通常、
森林の伐採は森
林の保全や持続的な管理のために、
それぞれ国・地域の法令で厳しく管理、
制限されていますが、
違法
資料：FAO STATISTICS DATABASE

伐採とはそのような法令に違反して行われる伐採です。
森林にはさまざまな機能があります。森林は多くの生物の生活の場であり、
生物多様性の保全に貢献

世界の森林面積（2005年）

し、
生物資源を提供しています。森林は、
気候を調節するための役割をも果たしており、
森林地域は概し
て湿度が高く、
気温変化が小さく穏やかな気候に保たれています。
さらに森林は、
土壌の侵食を防ぐことにより保水力のある肥沃な土壌を維持し、
河川の氾濫などの原
因ともなる出水量の急激な変化を緩和します。
植物は光合成によりCO 2 を吸収し炭素を固定するため、
森林は炭素の大きな貯蔵庫になっています。
先進国のCO 2 排出削減目標を設定した京都議定書が2005年に発効されたこともあり、
森林が地球温暖
化防止に果たす役割はますます重要になっています。

Increasing timber production
The volume of world timber production has been increasing year on year, and in 2004 annual consumption
reached 3.4 billion cubic meters. If we analyze how timber is used, it turns out that since 1990 the volume
of timber used by industry in the developed nations — including wood chip for timber products and paper
— has decreased slightly. However, consumption has been rising in the developing parts of the world.

資料：FAO State of the World’s Forest 2005

On the other hand, over a period of ten years, from 1990 to 2000, the forested areas of the world
世界の森林面積の増減

decreased by 94 million hectares overall. This is equivalent to 2.5 times the area of Japan's landmass.
In the industrialized nations, going hand in hand with cultural advancement there was a rapid conversion
of forests into agricultural land and a sudden increase in the use of timber as a raw material. These factors
led to a significant drop in the area covered by woodland and forest. Nevertheless, recently this trend has
been reversed and wooded areas are on the increase thanks to forest conservation activities and
afforestation projects. In the developing countries, however, forested areas are continuing to shrink at a
fast pace as a result of the increased demand for kitchen fuel and for farmland following population
expansion. Excessive commercial logging is also contributing to this shrinkage.
Additionally, in the last several years illegal logging and the resulting reduction in tropical
forests have emerged as significant problems. Normally, logging is tightly controlled by national
and other laws; this is to ensure forest conservation and sustainable management of these
resources. But, as the name suggests, illegal logging is an activity that contravenes and ignores
such laws, typically involving the secret felling of trees without a permit.
Forests are useful in many ways. They support an enormous variety of plants and animals,
and thus they contribute to protecting biodiversity and supplying biological resources.The
forests also play a role in regulating climate. A forested area generally has higher humidity and
less fluctuation in temperature, so a temperate local climate is maintained.
Furthermore, by preventing soil erosion a forest helps to maintain fertile soil with the ability
to retain moisture, and it prevents sudden floods that can cause rivers to overflow their banks.
Using photosynthesis, plants absorb CO2 and fix the carbon, and because of this the forests
become a giant carbon sink. The Kyoto Protocol — which has set targets for the developed
notions to reduce their CO2 emissions — came into force in 2005, and so now the role played
by forests in preventing global warming is becoming increasingly important.
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資料：FAO State of the World’s Forest 2005
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製 紙 産 業 に よ る 植 林
Forest Plantations by the Papermaking Industry

海外に植林する理由
製紙産業は木材資源に依存し、
森林の恩恵を受けてこそ成り
立つ産業です。森林は元来、
再生可能な資源であり、
天然林を

呼ばれ、
自然林の回復や砂漠化防止のために行う環境植林と
は性格も目的も異なります。

持続的に利用･再生していくことも条件によっては可能ですが、
森

日本の紙需要が小さかった時代には、
国内で原料を調達する

林の天然更新のみに依存して大量の原料を安定的に確保する

ことが可能でしたが、
紙の需要拡大とともに、
原料生産のための

のは困難です。製紙原料などの産業用資材を生産するには、
植

植林地を拡大する必要性が生じました。日本は国土面積が小さ

林が確実な方法です。原料を生産する植林地と天然林などの保

いうえに、
すでに森林が国土の7割を占め、
新たな植林地の確保

護するべき森林を明確に区別することで、
森林減少を防止する

が困難であったこと、
さらに、
国産材の価格競争力が国際的に低

効果も期待できます。

迷してきたこともあり、
1990年代から本格的に海外における産業

日本の製紙各社は古紙の利用率を高め、
製材廃材の利用な
ど木材資源の有効利用を図るかたわら、
「使うものは作っていく」

植林プロジェクトが開始されました。
海外での植林には、
現地の社会情勢、
為替の変動や、
病虫害、

という理念のもと、
原料となる良質な木材チップを安定的に確保

山火事、
乾燥害などの自然現象による被害など多くのリスクを伴

することを主な目的として古くから植林を行っており、
国内だけで

います。
しかしその反面、
日本より広い土地を確保できることに加

なく、
海外においても植林を進めてきました。

え、
作業の機械化が可能、
木の成長が早いなどメリットも多くあり

このような産業用の原材料調達のための植林は産業植林と

ます。

Reasons for developing plantations overseas
The papermaking industry relies on timber resources; it is an

Plantations intended for procuring the raw materials for

industry that depends for its continued existence on the

industry are called industrial or commercial forest plantations.

world's forests and woods. Originally these forests were a

They differ both in nature and in objective from

renewable resource and, provided certain conditions are met,

environmental plantations, which are designed to effect a

it is in fact possible to use and regenerate natural forests.

recovery of natural forests and to prevent desertification.

However, it is difficult to secure a large and stable volume of

When the demand for paper in Japan was still small it was

timber relying entirely on the natural regeneration of forests.

possible to procure the raw materials domestically, but as

For this reason, afforestation is seen as a reliable method for

demand increased, the need arose to expand plantations for

producing the raw materials for papermaking and other

production purposes. But the land available in Japan is small,

industrial applications. If we clearly differentiate plantations

and forests covered about 70%, so it was difficult to establish

intended for producing raw materials from the natural forests

new plantations. Furthermore, the price competitiveness of

that should be protected, we can hope to have an effect on

domestic timber had fallen on world markets. So from 1990’s

preventing the shrinkage of the world's forests.

overseas forest plantation projects began in earnest.

Japan's papermaking companies are working to ensure the

In addition to exchange rate fluctuations and the potential

efficient use of timber resources through such steps as

for problems arising from the local social, political and

increasing the ratio of used paper in their products and using

economic conditions, overseas plantations face many risks

lumber scrap. At the same time, based on the principle of

from nature — such as disease and pests, forest fires, and

“Create what you use”, for some time now they have been

damage derived from overly arid conditions. Nevertheless, in

involved in afforestation projects principally aimed at

addition to offering larger pieces of land than are available in

securing a stable supply of high-quality wood chip as a raw

Japan, these projects have several advantages, including faster

material. These plantations projects are not only being

tree growth and the ability to mechanize.

conducted in Japan, but also overseas.

6
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産業植林とCSR
紙や建築資材などの原材料を造成するために木を育てる事業のこ

生態系への配慮、地域住民との共存を事業に取り組んだ「産業植

とを「産業植林」と称するが、製造業などの事業に比べ自然や地域社

林」は様々な企業活動のなかでも最もCSRに適合する事業と考えられ

会とのつながりがより深いのが特徴である。

る。CSRの観点から国内での森林ボランティアや海外

植林は太陽の光や水、土など自然の恵みで木を育てるのが事業の

での植林事業に参加したり、出資する異業種の企業が

基本である。自然に恩返しすることも出来るが、一方では自然や生態

増えている。植林が企業の社会的責任を果たすのに最

系に影響を与えることもある。また、植林事業は広い土地を必要とする

も身近でわかりやすい事業であることを示していると言

ため、地域の人々の生活や地域経済との関係が特に重要となる。熱

えよう。

帯地域での植林事業では生態系への配慮や地域住民との協働は事

京都議定書の国際制度であるクリーン開発メカニズ

業遂行の必要条件と言っても過言ではない。これらのために企業の持

ム（CDM）が途上国に対する環境分野の新たな投資、

つ資本、技術、経験をどのように生かすかが事業成功の鍵と考えられる。

技術協力の仕組みとして注目されている。CDMの中で

企業経営に、企業の社会的責任（CSR Corporate Social Respon-

も植林事業が最もCDM本来の目的に合う分野で、
CDM

sibility）が強く求められ、企業評価にも大きな影響を与えている。CSR

を活用した「産業植林」が増えることを期待したい。

は企業に、自社の利益、経済合理性のみでなく、環境や地域社会など

このように海外での「産業植林」は木質資源の安定

利害関係者（ステークホルダー）全体の利益を考えて行動することを求

供給に資すのみならず、相手国の持続可能な開発に貢

めている。

献し、合わせてCSRやCDMにも適する事業と考えられる。

日本大学 法科大学院

小林 紀之 教授
Noriyuki Kobayashi

早生樹産業植林と地域の生物多様性
早生樹産業植林により地域の生物多様性が保全されるのは、産業

返される。植栽区では、品種改良や集約的な植栽地管

植林事業が経済活動として成り立つ場合である。早生樹産業植林事

理などにより、単位面積および単位時間あたりの生産

業地の中には、産業植林樹種の植栽がなされる植栽区だけでなく、苗

力を上げることが重要である。それにより、植栽区として

畑、現地事務所、林道等の恒久的な施設、残存する天然林、河川沿

生産のために利用される面積を制限し、将来的にはより

い、急傾斜地など伐採も植栽も行われない保護区、地域住民が利用す

多くの土地を保護区に配分することも可能となるだろう。

る土地などがある。早生樹産業植林事業における生物多様性の保全

植栽区から十分かつ安定した収穫と収入を得ることに

は、保護区をどのように配置するかと、植栽区の生産力をいかに高める

より、事業地全体および周囲の生態系の保全に取り組

かにかかっている。生物多様性の高い天然植生や二次林、島状に残

む事が可能となる。産業植林により地域の生物多様性

る天然植生の間をつなぐ植生帯などを保護区として生物多様性の保

を保全するには、保護区の設定だけでなく、植栽区での

森林総合研究所

全に資する必要がある。植栽区では、
ごく少数の（多くの場合単一の）

生産力向上および維持を図らねばならない。

藤間 剛 国際研究推進室長
Takeshi Toma

早生樹種が植栽され、短いものでは数年周期で伐採と再植林が繰り

C O L U M N コラム

森林認証

森林認証とは、独立した第三者機関が「持続可能な森林経営の

際的な森林認証制度であるFSC（Forest Stewardship Council）

基準・指標」にしたがって森林経営が行われていることを認証し、
それ

や、AFS（Australian Forestry Standard）
などを取得する割合が高く、

らの森林から生産された木材・木材製品へラベルを付けることにより、

環境保全の点から見て適切で、社会的な利益にかない、経済的にも

消費者の選択的な購買を通じて、持続可能な森林経営を支援する取

継続可能な森林管理を推進しています。2005年6月末現在、18の海

り組みです。

外産業植林プロジェクトが森林認証を取得しており、認証ラベルのつ

森林認証制度は国際的なものから地域限定的なものまで世界中
に数多く存在しています。日本企業の海外産業植林地では、現在、国

木材パルプを製造する場合、製紙原料となる部分は全体のおよそ
半分ほどの繊維の部分（セルロース）
を使用します。
リグニンやヘミセ

黒液について

ルロースといった残りの半分の成分は製造工程で除去され、
「黒液」

いた紙製品も流通しています。また、森林認証は違法伐採防止策の
一つとしても注目されています。

ており、化石燃料の消費を削減するのに役立っています。
化石燃料を燃やした場合も、
「黒液」を燃やした場合にもCO2が発
生します。
しかし「黒液」に含まれるCO2はそもそも木が生育する過程
で大気から吸収・固定したものであり、全大気中のCO2の総量を増や

と呼ばれる液体になります。
この「黒液」はバイオマス燃料として利用することが可能で、現在、
日本国内の製紙工場で使用される全エネルギーの約30%をまかなっ

7

すことにはなりません。
さらに、
ふたたび木を植えることによって、CO2を
再吸収することができます。
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製 紙 産 業 に よ る 植 林
Forest Plantations by the Papermaking Industry

海外産業植林の現況
であり、
そのため植林地はモザイク状に散在しています。

プロジェクトの数と参加企業
2005年末現在、
日本の製紙関連企業が海外で行っている産

植林の実施にあたっては現地国の法規制を遵守し、
河川沿い

業植林は、
オーストラリアや南米といった南半球を中心に9カ国、

や急斜面の土地に加え天然植生の自生地は保全地として植林

計33プロジェクトが行われており、
その植林面積は約57万haと

対象地から外すなど、
環境保全に配慮しつつ植林を進めてい

なっています。

ます。

プロジェクトには製紙関連会社だけでなく、
商社や電力会社、

新たな雇用機会の創出

出版社、
印刷会社、
自動車メーカー、
OA機器関連会社、
通販会

海外での産業植林にはさまざまな準備が必要です。相手国政

社なども参加企業として名を連ねています。直接紙の原料として

府関係者や地元関係者との交渉から、
植林のための労務確保、

木材を使用しない企業からの事業への参加が増加してきた傾向

技術指導、
資金調達と仕事は多岐にわたり、
日本から派遣された

は、
地球温暖化防止の一つの方策として森林によるCO 2 の吸収

専門家が多くの現地スタッフと協力して仕事を行っています。
現在、
海外産業植林の行われている場所は、
都市部から離れ

機能が評価されていることを反映しているといえます。

た、
産業の少ない地域です。
このような地域での産業植林は、
地

植林地の確保
海外産業植林はまず土地を見つけることから始まります。事業

元の人々の雇用機会を創出し、
道路、
港、
橋などのインフラの整

を開始する前に植林木の生育に適した自然条件であるか、
プロ

備により社会基盤も改善します。
また、
植林約10年後には、
伐採

ジェクト実施に適した社会経済条件であるかなど、
植林事業の可

した木材を加工するチップ工業などの新しい産業が興ります。

能性検討のための多角的な事前調査を実施します。
また、
植林

植林方法は、
国、
地域によって多種多様です。全ての作業を人

事業の実施が周辺地域に与える環境・社会影響の評価も行い

手に頼るというところもあれば、
地拵えから収穫まで大型機材で行

ます。
しかし、
植林木の成長は、
温度、
水分量、
日射量、
土壌など

う機械化の進んだところもあります。いずれの場合でも、
産業植林

さまざまな自然条件に複雑に影響を受けるため、
既存の植林地

はその国の土地を長期に利用し、
そこに暮らす人々が深く関わ

のない地区では実際に植えてみなければ可能性を判断できない

る事業であるため、
地域の人々の理解と協力なしには進めること

場合もあります。日本の企業は、
東南アジアなど数カ所で1970年

ができません。そのような立場から、
事業のための労務雇用だけ

代から試験植林を行ってきました。

でなく、
苗木の配布によって農家植林を推奨したり、
植林地内の

植林する土地

一部でのアグロフォレストリー
（※）
や道路の整備など、
地元との共

海外産業植林という単語は、
非常に大きな団地の植林地を想
起させるかもしれません。
しかし、
現在、
日本の企業が行っている
産業植林対象地の大部分は、
牧場跡地や放棄された農地など

8

存を図りつつ事業を進めています。
※ アグロフォレストリー：樹木と農作物、
家畜とを意図的に組み合わせた土地利用法
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Overseas industrial plantation today
Number of projects and participating companies

plantations. The tasks are many and various, ranging from

At the end of 2005, there were 33 forest plantation projects

negotiations with government representatives and local

conducted overseas by Japanese companies connected with

community representatives in the host country, to finding the

papermaking. These were located in 9 different countries,

necessary workforce, organizing training programs, and raising

mainly in the southern hemisphere — particularly Australia,

funds. Specialists are dispatched from Japan and work only

and South America. The total area of these plantations was

proceeds with the cooperation of many local employees.

570,000 hectares.
The list of companies involved in these projects includes not

Currently, such overseas forest plantations exist in remote
areas, far removed from towns and cities, and with little in the

only papermaking-related firms but also trading companies,

way of industry. Industrial afforestation in regions like these

electric power companies, publishers and printers, automobile

generates employment opportunities for the local population

manufacturers, manufacturers of office automation equipment,

and contributes to improving the social infrastructure — roads,

and mail-order retailers. An increasing number of companies

ports, bridges, and so on. Furthermore, after about 10 years,

that do not directly use timber as a raw material for paper are

these plantations generate new industries, such as wood chip

joining these projects, and this reflects the greater priority

plants for processing the felled timber.

being given to the role of forests as absorbers of CO2 and thus

The actual methods used on a plantation can vary greatly

as a means to prevent global warming.

depending on country and region. In some places all the work

Securing land for plantations

is done by hand, while in others it is highly mechanized with

Overseas forest plantation projects start with a search for

heavy machinery being used at all stages, from preparing the

suitable sites. Before operations get under way, a multifaceted

ground to the final harvesting. Whatever the case, since these

preliminary survey is conducted to assess the feasibility of

plantations exist in the host country for a long period, and

afforestation, including checks on whether the natural

since they involve the local people, it is crucial to have their

conditions are conducive for raising trees, and whether

full understanding and cooperation. That is why these projects

socioeconomic conditions are suitable for conducting such a

are undertaken with a commitment to foster coexistence and

project. Furthermore, an assessment is made of the probable

co-prosperity with the local communities. As well as hiring a

impact of plantation operations on the environment and

local workforce, seedlings are distributed as a way to

community of the surrounding area. However, because the

encourage afforestation, roads are constructed, and

growth of plantation trees can be affected in complex ways by

agroforestry* is promoted within the area of the plantation site.

a variety of natural conditions — including temperature,

* Agroforestry is a way of using the land to produce timber alongside traditional
farm produce and livestock.

moisture levels, sunlight intensity, and soil quality — in areas
without any existing plantations it may be impossible to
decide on the feasibility of the project without actually

海外植林面積の推移

planting trees. Therefore, from the 1970s Japanese companies
have set up test plantations for this purpose in several locations

600

in Southeast Asia.

571

Areas chosen for plantations
500

The term “overseas industrial plantation” may conjure up
images of vast tracts of land covered with trees, but at present

400

the majority of the locations chosen for such industrial
afforestation by Japanese companies are former pastures and
abandoned farmland, and as a result the forest plantations

300

279

consist of relatively small areas of woodland dotted over a
wide area.

200

In setting up a forest plantation, it is necessary not only to

178
129

comply with the laws and regulations of the host country but

100

also to pay careful attention to environmental protection
issues; this means, for example, excluding naturally forested

0

areas and land lying along rivers and on steep slopes.
Generating new employment opportunities

資料：海外産業植林センター

Meticulous preparations are required for overseas forest

9

JOPP̲中面.qxd 06.8.29 5:44 PM ページ 10

早 生 樹 に よ る 植 林
Forest Plantations Using Fast-growing Species

植林する樹種
温帯地域では、
ユーカリ・グロブラスや、
標高の高い地域などで

植林事業では「どのような木を育てるか」が重要となります。
海外の産業植林地では、
繊維の割合が多く、
成長の速いユー
カリやアカシアなどの早生樹が植えられています。最もパルプ特
性が高い樹種は、
ユーカリ・グロブラスといわれていますが、
それ
ぞれの樹種には適した気候や土壌の条件があるため、
各植林地

は霜に強いナイテンスが植えられます。
このような広葉樹のほかにもラジアータ・パインなどの針葉樹
を植林しているプロジェクトもあります。
針葉樹の繊維は、
広葉樹の繊維に比べて長いため、
強度が必
要とされる包装用紙や高速印刷にかける新聞用紙などに用いら

の条件にあった早生樹が選ばれています。
熱帯地域では、
アカシア・マンギウム、
アウリカリフォルミス、
あるい
はこれらのハイブリッド、
他にはユーカリ・カマルドレンシス、
グランデ

れます。
産業植林では、
これら早生樹を植林することで、
製紙原料とな
る木材を効率的、
安定的に供給することを可能にしています。

ィス、
ユーロフィラなどが中心に植栽されています。

Tree species used for forest plantations
In temperate regions, a typical species is E. globulus,

For a forest plantation, the question of what species to plant

although at high elevations E. nitens is often chosen for its

is of crucial importance.

ability to withstand frost.

Hardwood trees like eucalyptus and acacia are planted in

In addition to these broadleaf species, some plantations

these overseas plantations because they have the advantages
of rapid growth and high fiber content. The species that is best

raise conifers like Pinus radiata. Conifer fibers are longer

suited for pulp is Eucalyptus globulus, but since each species

than those of broadleaf trees, so their pulp is used when extra

prefers a different climate and soil, it is important to pick the

strength is required - for example, in the making of wrapping

fast-growing species best suited to the local conditions.

paper and newsprint designed for high-speed printing.
Establishing forest plantations of these fast-growing species

In tropical regions, the principal species planted are
Acacia mangium and A. auriculiformis or a hybrid of these

is an efficient way to ensure a stable supply of timber for use

two, and also E. camaldulensis, grandis, and E. urophylla.

in papermaking.

植林に
適した
主な樹種

ユーカリ・グロブラス

アカシア・マンギウム

ラジアータ・パイン

Eucalyptus globulus

Acacia mangium

Pinus radiata

「産業植林と土壌」
産業植林が土壌へ及ぶす影響には大きくは三つの視点がある。第

このため土壌肥沃度の低下を防ぎつつ土地生産力

一の視点は産業植林の土壌流亡を防止する土壌保全機能であり、第

を維持するためには、土壌診断を基礎とした施肥や収穫

二は養分収支から見たその持続可能性、
そして第三は土壌の温暖化

残渣、樹皮などの活用による養分管理法の確立が鍵を

緩和に関わる機能である。世界的に重要な熱帯での産業植林につい

握っている。また熱帯の産業植林は重要な炭素吸収源

てみれば、
その多くが天然林消失後に出現した原野や二次林を対象と

として温暖化緩和への貢献が期待されているが、施業

した森林再生の形で行われていることから、多くの産業植林が土壌保

に伴って重要な炭素プールである土壌炭素がどのように

全に重要な貢献を果たしていると言える。

変動し、
またメタンや亜酸化窒素など他の温室効果ガス

一方、熱帯の産業植林の多くが早生樹を用い、短期間に収穫・栽

の吸収や放出がどう変動するかはほとんどわかっていな

培を繰り返す短伐期施業によって行われるため、材や樹皮に含まれる

い。今後、気候・土壌・植栽樹種・施業法の組み合わせ

養分もまた繰り返し持ち出される可能性がある。また多くの熱帯土壌は

ごと異なるはずの産業植林地土壌の温暖化緩和機能

京都大学 大学院 農学研究科

高温多湿な気候下で強度に風化し養分の流亡した貧栄養土壌である

の解明とその増進を図るための技術開発が求められる。

太田 誠一 教授
Seiichi Ohta

ため、収穫の繰り返しは土壌養分プールの縮小を招くかもしれない。

10
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植林のシステム
海外産業植林は、
毎年一定の面積に植林を行い、
順次、
植林
面積を拡大していきます。例えば、
８年で伐採が可能になる樹種
の場合、
プロジェクト開始８年目まで毎年新しい土地に植林を行

ます。
さらに、
サイクルが一度完成すれば、
植林地の中には常に
同じ大きさの森林を保つことが出来るようになります。
また、
成長過程の若木はCO 2 を旺盛に吸収するため、
若木が

えば、
９年目には、
１年目に植林した樹木が伐採可能になります。

常に多く存在する植林地では多くのCO 2 を貯留することができま

そして、
伐採後の土地には、
新たに苗の植栽や萌芽更新を行い、

す。そもそも産業植林は牧場跡地や荒廃した農地など樹木が失

再度森林を育てます。
このように計画的に植栽、
育成・管理、
収

われた土地で行われるので、
植林地のCO 2 吸収量は植林前の

穫（伐採）
の行程（ローテーション）
を繰り返すことで、
循環型の植

植生よりも多くなります。
このことから産業植林は地球温暖化の抑

林システムが作られ、
毎年安定した収穫を得ることが可能になり

制にも貢献していると考えられます。

Cyclical plantation system
In an overseas forest plantation, every year a fixed area is

virtually the same size of woodland year after year.

planted with seedlings. In the case of a tree species that can

Since the younger trees absorb a great deal of CO 2, in

be felled after eight years, for example, new lots of land are

plantations that always have a large number of young trees

planted every year for eight years. In the ninth year, the

a significant amount of carbon dioxide can be stored. And

expansion comes to an end and instead the first lot is

since these forest plantations are typically established on

harvested. After the land is cleared, it once again becomes a

former pastures and deserted farmland — in other words,

nursery as new seedlings are planted. Repeating this

land that has lost its trees — the quantity of carbon dioxide

systematic rotation — through the stages of planting, foresting

absorbed by a plantation is necessarily greater than it was

and management, and finally harvest (felling) — makes the

before planting. For this reason, it can be said that

plantation sustainable, and it is possible to harvest a fixed

industrial forestation contributes to slowing the progress of

quantity of timber every year. Moreover, once the first cycle is

global warming.

completed for the whole plantation, one can maintain

植林のシステム

1年目植林地域

8年目植林地域

2年目植林地域

3年目植林地域

4年目植林地域

7年目植林地域

6年目植林地域

5年目植林地域

9年目に伐採をし、製紙原料として
使用開始。伐採後、再び植林。
※ この図は、8年で成木になる樹種の場合。
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世 界 の 産 業 植 林 地 紹 介
Overseas Forest Plantations
人々の環境への意識が高い豪州では、
平坦な広い土地が確保しやすく、
地拵えや収穫も機械化が進んでおり、
日本企業が進める多くの産業植林が行われています

In Australia, where there is a high level of environmental awareness, there are many forest plantations operated by
Japanese concerns. On this continent it is fairly easy to find substantial tracts of flat land, and mechanization is well
established for ground preparation and harvesting.

AUSTRALIA

オーストラリア

Tas Forest Holdings Pty., Ltd.

会社名

Plantation Platform of Tasmania Pty., Ltd.

Green Triangle Plantation Forest Co.,of Australia Pty., Ltd.

Company

出資会社

地区名 植林前の状況

植林
開始年

将来の目標 主な植林樹種
面積（千ha）

Shareholders

Region Landuse before
planting

Start
year

Target
area

Tree species

NSW州 牧草地
NSW
Pasture

1989
1989

5.0
5.0

ユーカリ
Eucalyptus

WA州
WA

牧草地
Pasture

1993
1993

26.0
26.0

ユーカリ
Eucalyptus

WA州
WA

牧草地
Pasture

1996
1996

20.0
20.0

ユーカリ
Eucalyptus

WA州
WA

牧草地
Pasture

1999
1999

2.0
2.0

ユーカリ
Eucalyptus

WA州
WA

牧草地
Pasture

2001
2001

1.0
1.0

ユーカリ
Eucalyptus

WA州
WA

植林木伐採跡地
Harvested plantation

2002
2002

32.0
32.0

ユーカリ
Eucalyptus

TAS州
TAS

牧草，
灌木，
伐採跡地

1996

25.5
25.5

ユーカリ
Eucalyptus

TAS州
TAS

牧草，
灌木，
伐採跡地
Pasture, Bush,
Harvested plantation

2000
2000

7.5
7.5

ユーカリ
Eucalyptus

VIC州
VIC

牧草地
Pasture

1996
1996

8.0
8.0

ユーカリ
Eucalyptus

VIC州
VIC

牧草地
Pasture

1999
1999

10.0
10.0

ユーカリ
Eucalyptus

South East Fibre Exports Pty., Ltd.
日本製紙、伊藤忠商事
Nippon Paper Industries Co., Ltd. Itochu Corp.

Albany Plantation Forest Co.,of Australia .Pty., Ltd.
王子製紙、伊藤忠商事、千趣会、東北電力、日本郵船
Oji Paper Co., Ltd. Itochu Corp. Senshukai Co., Ltd. TOHOKU ELECTRIC POWER CO., INC. NYK LINE

Bunbury Treefarm Project
日本製紙、三井物産
Nippon Paper Industries Co., Ltd. Mitsui & Co., Ltd.

Australian Afforestation Pty., Ltd.
トヨタ自動車、三井物産
Toyota Motor Corp. Mitsui & Co., Ltd.

Eco Tree Farm Pty., Ltd.
大阪ガス、三井物産
Osaka Gas Co., Ltd. Mitsui &Co., Ltd.

WA Plantation Resources Pty., Ltd.
日本製紙、丸紅
Nippon Paper Industries Co., Ltd. Marubeni Corp.

Tas Forest Holdings Pty., Ltd.
三菱製紙、三菱商事、東京電力
Mitsubishi Paper Mills Ltd. Mitsubishi Corp.Tokyo Electric Power Co., Ltd.

Pasture, Bush, Harvested plantation 1996

Plantation Platform of Tasmania Pty., Ltd.
大王製紙、JFE商事、ニッセン、ナカバヤシ、ウィルコーポレーション、日経BP社、光文社、NBSリコー、凸版印刷
Daio Paper Corporation. JFE SHOJI TRADE CORPORATION. Nissen Co., Ltd. Nakabayashi Co., Ltd. We'll Corporation.
Nikkei Buisiness Publications, Inc. Kobunsha Co., Ltd. NBS RICOH Co., Ltd. TOPPAN PRINTING CO., LTD. Gunns Ltd. Forestry Tasmania

Victoria Treefarm Project
日本製紙、三井物産
Nippon Paper Industries Co., Ltd. Mitsui & Co., Ltd. Midway Pty.,Ltd.

East Victoria Plantation Forest Co.,of Australia .Pty., Ltd.
王子製紙、双日、日本紙パルプ商事、小学館
Oji Paper Co., Ltd. Nissho-Iwai Corp., Ltd. Japan Pulp and Paper Co., Ltd. Shogakukan Inc.
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Bunbury Treefarm Project

Adelaide Blue Gum Pty., Ltd.

会社名

East Victoria Plantation Forest Co.,of Australia .Pty., Ltd.

Company
植林前の
状況
Landuse before
planting

植林
開始年
Start
year

将来の目標
面積（千ha）

主な植林樹種

Target
area

Tree species

VIC州
VIC

牧草地
Pasture

2000
2000

0.5
0.5

ユーカリ
Eucalyptus

VIC州
VIC

牧草地
Pasture

2001
2001

1.0
1.0

ユーカリ
Eucalyptus

VIC州
VIC

牧草地
Pasture

2004
2004

0.1
0.1

ユーカリ
Eucalyptus

SA州､VIC州
SA, VIC

牧草地
Pasture

1997
1997

10.0
10.0

ユーカリ
Eucalyptus

SA州､VIC州
SA, VIC

牧草地
Pasture

1997
1997

10.0
10.0

ユーカリ
Eucalyptus

SA州､VIC州
SA, VIC

牧草地
Pasture

1999
1999

10.0
10.0

ユーカリ
Eucalyptus

SA州､VIC州
SA, VIC

牧草地
Pasture

2001
2001

3.0
3.0

ユーカリ
Eucalyptus

SA州
SA

牧草地
Pasture

2003
2003

10.0
10.0

ユーカリ
Eucalyptus,

QLD州
SA

牧草地
Pasture

1998
1998

10.0
10.0

ユーカリ
Eucalyptus

出資会社

地区名

Shareholders

Region

VIZ Australia Pty., Ltd.
小学館
Shogakukan Inc.

Yonden Afforestation Australia Pty., Ltd.
四国電力
Shikoku Electric Power Co., Inc.

JAF MATE Plantation Pty., Ltd.
JAF MATE
JAF MATE Co., Ltd.

Green-triangle Treefarm Project
日本製紙、三井物産
Nippon Paper Industries Co., Ltd. Mitsui & Co., Ltd.

Green Triangle Plantation Forest Co.,of Australia Pty., Ltd.
王子製紙、双日、凸版印刷、北海道電力
Oji Paper Co., Ltd. Nissho- Iwai Corp., Ltd. TOPPAN PRINTING CO., LTD. Hokkaido Electric Power Co., Ltd.

Southern Plantation Forest Pty., Ltd.
丸紅、中国電力、
ローム、集英社
Marubeni Corp. THE CHUGOKU ELECTRIC POWER CO., INC. ROHM Co., Ltd. Shueisha Inc.

Portland Treefarm Project
日本製紙、三井物産、
トヨタ自動車
Nippon Paper Industries Co., Ltd. Mitsui &Co., Ltd. Toyota Motor Corp.

Adelaide Blue Gum Pty., Ltd.
三菱製紙、北越製紙、
イオン、中部電力、東京ガス、日本郵船、三菱商事
Mitsubishi Paper Mills Ltd. Hokuetsu Paper Mills Ltd. AEON Co. Ltd.
CHUBU Electric Power Co. Ltd. TOKYO GAS Co. Ltd. NYK LINE, Mitsubishi Corp.

Brisbane Plantation Forest Co.,of Australia .Pty., Ltd.
王子製紙、伊藤忠商事、電源開発、講談社、
セイホク、JPリソーシズ
Oji Paper Co., Ltd. Itochu Corp. Kodansha Ltd. Electric Power Development Co., Ltd.

13

JOPP̲中面.qxd 06.8.29 5:44 PM ページ 14

世 界 の 産 業 植 林 地 紹 介
Overseas Forest Plantations
日本企業における海外産業植林はアジア、
南米など世界各地で行われています。
産業植林は現地の土地、
人と深く関わるのでプロジェクトは風土や習慣、
スタイルの違いを考慮し進めています。

Japanese companies are operating overseas forest plantations all over the world, but especially in Asia and South
America. These are intimately connected with the local land and people, so it is important to take into
consideration differences in climate and customs when planning and implementing such projects.

OTHER COUNTRIES

Forest Resources Pty., Ltd.

会社名

NEW ZEALAND

その他の国

New Zealand Plantation Forest Co., Ltd.

Guangxi Oji Plantation Forest Co., Ltd.

Company

出資会社

地区名

植林前の状況

植林
将来の目標 主な植林樹種
開始年 面積（千ha）

Shareholders

Region

Landuse before
planting

Start
year

Target
area

Tree species

南島
牧草地
South Island Pasture

1992
1992

10.0
10.0

ユーカリ
Eucalyptus

北島
牧草地
North Island Pasture

1997
1997

10.0
10.0

アカシア
Acacia

1991

30.0

ラジアータパイン、ユーカリ

1991

30.0

Pinus radiata, Eucalyptus

NEW ZEALAND

ニュージーランド

Southland Plantation Forest Co.,of New Zealand Ltd.
王子製紙、伊藤忠商事、富士ゼロックス、富士ゼロックスオフィスサプライ
Oji Paper Co., Ltd. Itochu Corp. Fuji Xerox Co., Ltd.
Fuji Xerox Office Supply Co., Ltd.

New Zealand Plantation Forest Co.,Ltd.
中越パルプ工業、北越製紙、丸住製紙、丸紅
Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd. Hokuetsu Paper Mills Ltd.
Marusumi Paper Co., Ltd. Marubeni Corp. Marubeni New Zealand Ltd.

Pan Pac Forest Products Ltd.
王子製紙、日本製紙

北島

Oji Paper Co., Ltd. Nippon Paper Industries Co., Ltd.

North Island Harvested plantation

SOUTH AFRICA

植林木伐採跡地

南アフリカ

Forest Resources Pty., Ltd.
日本製紙、住友商事

植林木伐採跡地

1996

10.0

ユーカリ、アカシア

Nippon Paper Industries Co., Ltd. Sumitomo Corp. Central Timber Co.

Harvested plantation

1996

10.0

Eucalyptus, Acacia

CHILE

チリ

Forestal Anchile Ltda.
大王製紙、名古屋パルプ、伊藤忠商事
Daio Paper Corporation. Nagoya Pulp Corp. Itochu Corp.

牧草、灌木、伐採跡地
Pasture, Bush, Harvested

1989
1989

40.0
40.0

ユーカリ、ラジアータ

牧草，
灌木、荒廃地
Land Pasture, Bush, Degraded land

1990
1990

10.0
10.0

ユーカリ
Eucalyptus

牧草地
Pasture

1991
1991

13.5
13.5

ユーカリ
Eucalyptus

植林木伐採跡地
Harvested plantation

1973
1973

110.0
110.0

ユーカリ
Eucalyptus

Eucalyptus, Pinus radiata

Forestal Tierra Chilena Ltda.
三菱製紙、三菱商事
Mitsubishi Paper Mills Ltd. Mitsubishi Corp.

Volterra S.A.
日本製紙、住友商事、商船三井
Nippon Paper Industries Co., Ltd. Sumitomo Corp. MITSUI O.S.K. LINES, LTD.

BRAZIL

ブラジル

Celulose Nipo-Brasileira S,A (*)
日伯紙パルプ資源開発
Japan Brazil Paper & Pulp Resources Development Co., Ltd.
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BRAZIL
CHINA

CHILE
VIETNAM
SOUTH AFRICA

LAOS

INDONESIA

Oji Lao Plantation Forest Co. Ltd.

会社名

Forestal Anchile Ltda.

Company

出資会社

植林前の状況

Shareholders

将来の目標 主な植林樹種
面積（千ha）

Landuse before
planting

植林
開始年
Start
year

Target
area

Tree species

草地、荒廃地
Grass land, Degraded land

1995
1995

9.1
9.1

アカシア、ユーカリ
Acacia, Eucalyptus

植林木伐採跡地
Harvested plantation

2005
2005

2.1
2.1

アカシア
Acasia

灌木、伐採跡地
Bush, Havested land

2002
2002

6.0
6.0

ユ−カリ
Eucalyptus

伐採跡地
Havested land

2005
2005

60.0
60.0

ユーカリ
Eucalyptus

ラオス政府、王子製紙、国際紙パルプ商事、集英社、商船三井、千趣会、
リクルート、
第一紙業、
サトー、
シーズクリエイト、日本通信教育連盟、
マルマン、
ホンダトレーディング、
エーワン、西崎紙販売、
フェリシモ、ベルーナ

潅木、荒廃地

2005

50.0

ユーカリ

Lao people’s Democratic Republic Oji Paper Co., Ltd. Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd.
Shueisha Inc. MITSUI O.S.K. LINES, LTD. Senshukai Co., Ltd. Recruit Co., Ltd.
Daiichi Paper Co., Ltd. Sato Corporation C’s Create Co., Ltd. U-CAN Inc.
Maruman Corporation Honda Trading Corporation A-one Co., Ltd.
Nishizaki kami Hanbai Co., Ltd. Felissimo Corporation. Belluna Co., Ltd.

Bush, Degraded land

2005

50.0

Eucalyptus

草地、潅木、荒廃地

1991

VIETNAM

ベトナム

Quy Nhon Plantation Forest Co.,of Vietnam Ltd.
王子製紙、双日、大日本印刷
Oji Paper Co., Ltd. Nissho- Iwai Corp. Dainippon Printing Co., Ltd.

Acacia Afforestation Asia Co., Ltd.
中越パルプ工業、伊藤忠商事、飯野海運、川崎汽船、商船三井
Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd. Itochu Corp. IINO KAIUN KAISHA, LTD.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. MITSUI O.S.K. LINES, LTD.

CHINA

中国

Guangxi Oji Plantation Forest Co., Ltd.
王子製紙、丸紅
Oji Paper Co., Ltd. Marubeni Corp.

Huizhou Nanyou Forest Development Co., Ltd.
王子製紙、丸紅、広東南油経済発展公司他
Oji Paper Co., Ltd. Marubeni Corp. Guangdong Petro-Trade Development Corporation

LAOS

ラオス

Oji Lao Plantation Forest Co. Ltd.

INDONESIA

インドネシア

PT Mushi Hutan Persada
丸紅、
インドネシア林業公社
Marubeni Corp. PT Inhutani V Persero

Land Pasture, Bush, Degraded land 1991

15
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アカシア
Acasia
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未 来 へ 向 け て
Looking to the Future

未来へ向けて
1970年から30年余りにわたり、
日本の海外産業植林は順調に

しによって懸念される地力低下を抑制するために、
伐採時に葉・

植林地の面積を伸ばしてきましたが、
今後に向けてさまざまな取

枝・樹皮などを植林地に残し養分の持ち出しを最小限に抑えた

り組みが必要となってきています。

り、
適切な施肥管理を行うなどの取り組みがなされています。
ま

世界的な人口増加にともない、
肥沃な土地は食糧を生産する

た、
地域における植林への関心・理解を深めるため、
学校での環

ための農耕地へと優先的に利用されていく傾向にあります。その

境教育へのサポートや苗木の無償配布、
そのほか地域貢献とし

ため産業植林は、
将来的に荒廃地などの生産力の低い土地を

て、
奨学金制度の実施、
周辺道路の整備、
コミュニティーセンター

利用せざるを得なくなると予想されています。そのため製紙会社

の設立や伝統工芸の振興など、
多岐に渡り人々の生活に役立

の研究所では、
限られた土地を最大限に活かすため、
病虫害に

つ活動を行っています。

強い品種の開発や、
乾燥、
低温、
酸性土壌や塩害などに強い樹

植林地は場所により自然条件、
社会条件が異なります。ある地

木の育成に力を入れています。同時に製紙原料となる木材の繊

区で成功した方法がそのまま他の地区にも当てはまることはあり

維質（セルロース）
の多い品種の開発や、
逆に繊維質以外の部

ません。それぞれの地区にあった植林技術を確立するため、
実際

分（リグニンなど）
の生成を抑制する研究を進め、
原料取得効率

に植林を始めてからも、
その土地により適した木の選抜、
植林地

の向上も並行して進めています。
これまで、
挿し木により優良な個

とその周辺環境のモニタリング、
作業法、
施肥法、
そして地力維

体を増やす選抜育種や組織培養により品質の安定した優良な

持対策など、
長期にわたる調査・研究・改良などを行っています。

苗を大量に増やす技術が開発されるなど、
順調な成果を上げて

このようなの研究や調査を推進することで、
環境に配慮した森
林経営を行い、
既存の森林への影響を最小限におさえた製紙原

います。
海外の植林地においても、
周辺の環境への配慮や、
地域社会
に貢献する試みが行われています。例えば、
植栽と収穫の繰り返

料調達を可能とし、
持続可能な社会の実現へと着実に歩を進め
ることになります。

産業植林と温暖化低減
海外では過度の放牧や焼畑で土地生産力が低下し、放棄されてい
る土地が生まれています。農業を行うには生産力が低いので難しい状
態です。先進国の農業のように肥料投入も考えられますが、投資する
財力がないので、結局放棄されている状態の土地が多く存在すること
になります。このような土地でも、生産力は残っていますから、植林は可
能です。収入の得られなくなった土地から収入可能な土地へは、地域
社会への貢献として期待されるでしょう。こうした土地からの収入を地域
社会にどう還元するかが植林事業者の責務ともなります。荒れた土地
が林業生産の対象地になることは、林業の水土保全などの公益的機

早稲田大学 人間科学部

能の発揮に加えて、森林の二酸化炭素吸収機能の維持・増進の場と

森川 靖 教授
Yasushi Morikawa

して温暖化低減に寄与することが期待されます。
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Looking to the Future
There are, however, concerns about a deterioration in

From 1970 over a period of more than 30 years, Japan's
overseas forest plantation projects steadily expanded in

soil fertility in forest plantations caused by repeated

size, but now it has become necessary to tackle a variety of

planting and harvesting. In order to avoid the sort of

issues that affect the future of such operations.

situation, efforts are already being made to minimize the

With the global population growth, there is a tendency

removal of nutrients at logging by leaving in the soil those

for fertile land to be used preferentially for agriculture

parts of the tree not used to make wood chip - namely, the

aimed at producing food. Consequently, it is expected that

leaves, branches and bark.
Forest plantations vary depending on where they are

in future we will be forced to use denuded and relatively
unproductive land for forest plantations. It is for this reason

located, because of the differences in natural and other

that researchers working for Japan's papermaking

conditions. A methodology that has been successful in one

companies are concentrating on developing species

place cannot necessarily be applied successfully elsewhere

resistant to disease and pests, as well as cultivating trees

without making adjustments. In order to establish

that can withstand aridity, low temperatures, acid soils, and

plantation technologies suited to each particular location,

saline conditions. Planting such species will ensure that

even after beginning operations, surveys and research are

optimum use is made of the limited land that is available.

conducted, and improvements are made over a long

At the same time, they are working on ways in which to

period. These activities include selecting species that are

improve the yield of raw materials used for papermaking,

most suited to the area, monitoring the plantation and

developing species with a high fiber (cellulose) content

surrounding environment, and fine-tuning operating

and, conversely, seeking ways to suppress the formation of

procedures, fertilization methods, and measures to

non-fiber substances such as lignin in the timber. This

maintain soil fertility. By conducting such research and

research has produces a steady stream of successes,

field surveys, it is possible to ensure environmentally

resulting in the development of biotechnologies for

friendly forest management and produce the raw materials

increasing the number of superior seedlings with consistent

for paper with minimal impact on the existing resources.

quality. This has been achieved by employing tissue

This contributes to our steady progress toward the

cultures and selective breeding intended to multiply high-

sustainable society of the future.

quality stock through the use of cuttings.

C O L U M N コラム

世界各地で行われている産業植林では、
その国で長い期
間作業を進めるため、現地の人々との関わりが大事な事と
なってきます。各プロジェクトでは地域コミュニテ
ィとの共存共栄を目指しています。
その中で、
オーストラリアのWAPRES社は「環
境との共生」
・
「地域に根差した社会貢献活動」

地域との関わり

を基本理念に掲げ、学校・地域コミュニティにお
ける勉強会や水質調査（右写真）
を長年サポー
トし、同 国 の「 Prime Minister's Award for
Excellence in Community Business Partnership
2003」全国大会において最優秀賞を受賞しまし
た。また、ベトナムのQPFL社では地域の人々に
対して苗木の無償配布や地元企業との共同植
林などの活動が認められ、同国内において顕著な
貢献のあった外国投資企業に贈られる「2005

17

Golden Dragon Prize」を受賞するなど地域住民や団体
に、
その活動が受け入れられるようになってきています。
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海 外 産 業 植 林 セ ン タ ー 概 要
Overview of JOPP

名

称

社団法人

海外産業植林センター

JAPAN OVERSEAS PLANTATION CENTER FOR PULPWOOD （略称：JOPP）
目

的

海外諸地域における紙・パルプ資源確保のため、産業的に行う植林（産業植林）に関する調査研究等の
事業を行うことによって、将来の紙・パルプ資源の確保を図るとともに、海外諸地域の健全な経済の発展お
よび地球環境の保全に寄与することを目的とする。

沿

革 （1）昭和46（1971）年10月、南方地域における造林試験事業を実施するため、紙パルプ会社7社により社
団法人南方造林協会を設立。
（2）昭和46年より昭和52年の7年間にマレーシア、パプアニューギニア等4カ国8地域において、1,384ha
の造林試験を実施。昭和48年より平成7年の間に各国の森林資源、林業事情等の調査団を各国に
45回派遣。
（3）平成10（1998）年3月定款を変更、名称を社団法人海外産業植林センターと改め組織を拡充し、対象
地域を南方から世界全地域に拡大。

最近の調査研究事業

・中国における早生広葉樹植林賦存状況調査（2004〜）
・早成広葉樹の萌芽更新に関する調査事業（2004〜2005）
・CDM植林技術指針調査事業（2003〜）
・JI・CDM植林クレジット技術指針調査（2002〜2003）
・産業植林によるバイオマスエネルギーの確立評価調査（2001）
・開発途上国人工林環境影響調査事業（2000〜2002）
・針葉樹の産業植林の腑存実態および植林動向調査（1999〜2004）
・産業植林適地の発掘等に関する調査（1998〜）
・産業植林CO2 固定化評価等に関する調査研究（1998〜1999）
・熱帯生産林施業規準等調査（1998〜1999）
・地球環境総合開発計画調査−ベトナムの産業植林の可能性(1998年）
・ケナフ等非木材繊維利用可能性調査（1998年）

主管官庁

など

農林水産省（林野庁森林整備部計画課海外林業協力室）
経済産業省（製造産業局紙業生活文化用品課）

会

員

正 会 員：本会の目的に賛同する紙・パルプ産業及びその関連産業の法人及び個人並びにこれらの者を
構成員とする団体
賛助会員：本会の目的に賛同し、
それらの事業に協力しようとする者

このパンフレットは「緑と水の森林基金」の助成を受けて作成しました。平成18年8月
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JOPP

社団法人海外産業植林センター JAPAN OVERSEAS PLANTATION CENTER FOR PULPWOOD (JOPP)
〒104-0061東京都中央区銀座6-16-11銀座山本ビル3F
TEL. 03-3546-3690 FAX. 03-3248-4829
http://www.jopp.or.jp

3F Ginza Yamamoto Building,6-16-11 Ginza, Chuo-ku TOKYO 104-0061 JAPAN
TEL. +81-3-3546-3690 FAX. +81-3-3248-4829

