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1. は じ め に 

 

1.1. 鉄師頭取たちの木炭山 

筆者は１９７８年に日本パルプ工業（１９７９年王子製紙と合併）に入社し，主に原材料

調達部門を歩んできた。最初は米子工場に配属され，山林マンとしてのスタートを切った。

経理を皮切りに，チップ受払いオペレーター，受渡課スタッフ，国内材調達出先（米子・三

次）等の業務を経験した。当時は既に原木からのチップ自製は廃止されており，国内材は全

てチップ製造事業者（関連会社も含む）から購入していた。安定調達のために立木貸付金制

度や設備貸付金制度，備蓄立木制度（製紙会社所有）等があり，取引先の経営状況を把握す

るためには先ず良好な人間関係を築くのが大事で，そのために山間のチップ工場や伐採現場

に足繁く通って，品質，歩留り，コスト，測量，立木調査，経営分析等何でも取り組む必要

があったのである｡まだ，国産広葉樹が主力の時代であった｡(図１：パルプ材入荷推移) 

 

 

図 1：パルプ材入荷推移 

中国地方の山間部は，かつて土製の炉に木炭と砂鉄を装入して，日本刀等の原料の玉鋼(た

まはがね)を作り出す”たたら製鉄”が行なわれたところである｡木炭用材にはナラ，クヌギ，

クリ等の広葉樹が適しており，一ヶ所の“たたら”には１８００～３０００ヘクタールの森

林が必要だったそうである｡藩政時代の鉄師頭取は木炭を生産するために雑木山を集めて大

山林所有者となった｡広葉樹を伐ると切り株から萌芽（ひこばえ）が出てくるが，それに手

を入れて成林させて，伐っては萌芽更新を繰り返したのである｡しかし，１９２０年代には
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近代製鋼技術に淘汰されたので”たたら製鉄”は廃業せざるをえなくなり，鉄師たちは木材業

や製炭業に鞍替えしたのである。その後，化石燃料の時代になって製炭も廃れてしまった。

米子工場の山林マンが立木調査をしていたのは，持続可能な旧薪炭林であったのである｡先

祖から引き継いだ雑木山を元にしてチップ工場を経営する鉄師頭取の子孫もおられた。 

1.2. ブラジルの産業植林 

春日井工場山林部に異動してからも国内材調達を担当し，敦賀・飛騨高山と出先を渡り歩

いたが，１９９２年に日伯紙パルプ資源開発に出向を命じられ，ブラジル国ミナスジェライ

ス州にあるセニブラ(CENIBRA)社に出張することになった。初めて見るユーカリの大規模

な植林地，しかも水源，川沿いや急傾斜地には郷土樹種が茂り，生物多様性に配慮したバラ

ンスのとれた森林経営が行なわれているのに感嘆した。ブラジルの森林法では自然植生を残

さなければならない場所が定められており，同社では全所有山林の約４割が該当するとのこ

とであった。他に林道等に約１割必要なので，実質半分が植林地に使われると言ってよい。

植林地の元の姿は放牧跡地・耕作跡等である。 

ブラジルにはユーカリ(オーストラリア原産)植林を開始して１００年以上の歴史がある｡

１９９０年時点で約３００万ヘクタールのユーカリ植林があると言われていた。多くの連邦

大学には林学部があり，ユーカリ研究の蓄積も豊富で，企業との共同研究が行なわれていた｡

ミナスジェライス州には木炭高炉を採用した特殊鋼メーカーがあって，木炭生産のためにユ

ーカリ植林が行なわれてきた実績がある｡ユーカリが良く育つ気候と土壌と育林技術がある｡

まさに”適地適木”である｡そのような所にパルプ工場建設を英断された諸先輩の先見の明に

敬服する｡ 

セニブラ社 1)が日伯合弁事業として設立されたのは１９７３年。パルプ工場が操業開始し

たのが１９７７年で生産能力２５万５千トン／年，１９８７年３５万トン／年に拡張，１９

９５年第２ライン完成により７０万トン／年体制となり,その後も徐々に生産能力を増やし

てきた。２００１年より日本側単独事業となり,２００２年７９万トン／年，２００５年９

６万トン／年，増設工事により２００７年から１１４万トン／体制となった。現在は約１２

０万トン／年の生産をキープしている。 

セニブラ社ではパルプの増産を目指して社有林の拡大にも力を入れてきたが，そうそう良

い出物はあるものではない。とても苦労されたと思う。筆者は１９９３年にもブラジルに出

張し，社有林候補地調査に立ち会ったことがある。ある特殊鋼メーカーが，木炭から石炭コ

ークスに転換するので植林地を売却したいとのことで，関東平野と同じ位の面積に点在する

特殊鋼メーカー山林子会社の社有林を見て回った。“たたら製鉄”の雑木山のように萌芽更

新を繰り返しており，セニブラ社のパルプには不向きなユーカリ樹種であった。合計で３万

ヘクタール位はあったと思う。 

しかし，限られた土地を有効に使うためには育種を行なって生産性を上げなければいけな

い。当初はユーカリ・グランディス(E.grandis)の種子苗からスタートした。１９９０年当

時のＭＡＩ（ヘクタール当り年平均成長量）は３０㎥であったが，ユーカリ・ユーロフィラ

(E.urophylla)とユーカリ・グランディスの交雑種(hybrid)クローン苗の導入(写真１：セニ

ブラ社クローン植林１９９２年撮影)により少しずつＭＡＩは向上し，２００１年にはクロ

ーン苗１００％植林となりＭＡＩは４０㎥となった。 

筆者は１９９４年に海外原料部（王子製紙）に異動になり，主にチップ専用船２３隻の配

船を担当した。同部在籍中に，出張でタイの農民植林地（写真 2：タイ東南部農地と植林地）
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や南アフリカの企業植林地を訪問する機会があった。タイではキャッサバ（南アメリカ原産

でタピオカの原料）の価格が低迷した頃に，農民がユーカリを代替の“商品作物”として栽

培するようになったと聞いた。１９９７年から合併効果推進本部で要員活性化，業務改革推

進本部で資材システム開発を担当，２０００年に富岡工場に転勤して原材料調達を担当し，

小松島港赤石埠頭チップ受入設備の建設を終えた後，２００５年に再度，日伯紙パルプ資源

開発に出向して，前述のセニブラ社増設竣工式では事務局としてブラジルに出張した。 

 

写真１：セニブラ社クローン植林 写真 2：タイ東南部農地 

 

1.3. 西豪州アルバニーの植林事業 

２００７年に西オーストラリア州のＡＰＦＬ社及びＡＰＥＣ社に出向を命じられた｡前者

は植林会社，後者がチップ製造輸出会社である｡植林地の元の姿は放牧地で，品種改良され

たユーカリ・グロビュラス(E.globulus)の種子苗が使用されていた。既に先輩が原木の伐採

輸送（写真 3：APFL 社有林）・チップ工場・鉄道輸送・港湾輸出施設等のインフラや生産

体制を全て整えており，２００２年よりチップ輸出（写真 4：Albany 港で接岸中のチップ

専用船）がスタートし，軌道に乗っていた。 

 

写真 3：APFL 社有林での伐採 写真 4：Albany 港のチップ専用船 

 

一方，オーストラリアにはＭＩＳ(Managed Investment Scheme)と呼ばれる投資会社が

多数あって，ユーカリ植林・肉牛飼育・オリーブ・ワイン用ぶどう等の事業を行なっており，

筆者が赴任した当時いくつかの会社はすでにチップ輸出を行なっていた。ＡＰＥＣ社は，あ

るＭＩＳと“原木委託加工及びチップ船積み”契約を結んでチップ輸出の請負も事業として

いた。２００８年９月に起きたリーマンショックを契機に殆どのＭＩＳは資金繰りが厳しく

なっていった。ＡＰＥＣ社と事業提携していたＭＩＳも２００９年５月に破綻した。他のＭ

ＩＳも整理されて，最終的にＭＩＳの植林関連資産は年金ファンド系の森林資産投資会社等
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に引き継がれた。森林資産投資会社は事業子会社を豪州に設立し，チップ輸出事業を行なっ

ている会社もあれば，計画している会社もある。 

ＭＩＳの仕組みはオーストラリア連邦政府が制度化したものであり，納税者はＭＩＳに投

資する分税金を一時的に控除できるが，投資した植林木が売れた時に控除分を納税しなけれ

ばいけないというもの。つまり税金の延べ払いである。政府が意図したものは，ＭＩＳが植

林事業等で利益を生んで税収が増える，地方で雇用が生まれて地域経済が潤う，延べ払いの

税金も回収できる，の“一石三鳥”であった。牛もオリーブもぶどうも失敗したと聞いてい

る。なお，筆者は２０１２年に帰国した。 

以上，駆け足で筆者の独り言を聞いて頂いたが，産業植林を巡るエピソードのひとつとし

て，本論の前座としていただければ幸甚である。 

 

2. 世界の森林の現状 2)3) 

 

2.1. 世界の森林 

森林は樹木の集団だけを指すのではない。植物・動物・菌類・細菌など生物多様性が豊か

に繰り広げられているところである。古来，人類は森林から多くの恵みを得て発展してきた。

しかし，その歴史は採取的活動が主体であって，森林を開発して農耕地・放牧地･都市など

に転換してきたのである。地球温暖化・異常気象・絶滅危惧種生物などの話題が日常的に出

るようになった今日，森林の大切さを改めて理解する必要があると考える。ここでは，国連

食料農業機関（ＦＡＯ）が２０１０年に行なった『世界森林資源調査(Global Forest 

Resources Assessment)２０１０』の各図を元に説明したい。 

 

The world’s forests 

図２：世界の森林 

 

ＦＡＯの森林の定義は，樹冠被覆（葉の茂った部分）が１０％以上を占める０．５ヘクタ

ールの土地で，果樹園は含まれないが，ゴム園・オイルパーム園は含まれる。樹冠被覆率が

４０％以上のものを閉鎖林，１０％～４０％のものを疎林と分類されている。 

色の着いているのが森林(図２：世界の森林)で，４０億ヘクタール強あり，全陸地面積の

３１％を占めている。白色で示されているのは，砂漠・草原・農耕地・放牧地・高山・雪原・

氷河等である。古代文明で栄えたところも白で示され，森林らしきものは見当たらない。か
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つては森林があったと言われている。 

特に色の濃いのが熱帯雨林で，赤道付近に集中している。年中，雨が多く高温多湿である。

違法伐採で話題になるアマゾン河流域・コンゴ盆地・インドネシアは存在感がある。次に色

の濃いのがインドシナ半島とアフリカ西部海岸地帯である。熱帯モンスーン気候に分類され，

季節風が吹いて降雨があるが，冬に弱い乾季のあるところである。薄い色のところは中緯度

地域の温帯気候に属し，適度な温度と降雨がある。四季があるところも含まれる。 

寒いのに緑が多いところがある。北半球の高緯度地域の冷帯気候で，長い冬と短い夏のせ

いで農業に不向きで森林が残った。 

 

Characteristics of the world’s forests, 2010 

図３：世界の森林の特徴（2010年）単位：% 

 

世界の森林の特徴(図３)であるが，色が濃いのが原生林(Primary)で全体の３６％を占め

ている。原生林は殆ど人手が入らない状態なので生態系が乱されておらず，生物多様性が豊

かである。特に南アメリカの熱帯雨林は生物の宝庫である。アフリカの原生林比率が１０%

と低い数字である｡色の薄いのが天然更新林(Other naturally regenerated)で，人間が採

取・択伐等で利用してきた森林であり,自然の力を借りて再生してきた森林である｡ 

 

Forest area as a percentage of total land area by country, 2010 

図４：国別森林率（2010年）単位：% 

 

森林率(図４：国別森林率)の高い国は，スリナム（９５％）・ガボン（８５％）・ガイア

ナ（７７％）・フィンランド（７３％）・スウェーデン（６９％）・日本（６９％）・コン
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ゴ民主共和国（６８％）・ラオス（６８％）である。上位３カ国とコンゴ民主共和国は赤道

付近の熱帯雨林地域にある。 

スウェーデン・フィンランドは林業国で，紙パルプ産業・木材産業が国の重要な輸出産業

として位置づけられており，森林は生産林・非生産林・保護林に区分けされて，生産林は持

続的な経営が行なわれている。植林と伐採を適切に行なうことにより，森林資源を増やして

いる。特に，スウェーデンの森林資源は１９２０年と比較して２倍近く増えたといわれてい

る。フィンランドは紙パルプ部門の世界的な企業ストラエンソ社（Stora Enso）とユーピ

ーエムキュンメネ社（UPM-Kymmene）を生み出した。通信機器メーカーのノキア社

（Nokia）はかつて機械パルプメーカーであった。 

2.2. 減少する森林 

世界の森林減少はとくに熱帯地域の農地転換が大きく影響している｡１９９０年代に減っ

た世界の森林は１６百万ヘクタール／年平均であった。同じく２０００年代に減った森林は

１３百万ヘクタール／年平均である。（日本の森林面積２５百万ヘクタールと比較すると規

模がわかる。）植林や自然の力による拡大で増えた面積を加えて，最終的な１９９０年代の

世界の森林はマイナス８百万ヘクタール／年平均である。同じく，最終的な２０００年代の

森林はマイナス５百万ヘクタール／年平均である。 

地域毎森林面積の年平均変化(図５)について説明する｡Ａが１９９０年代に森林が減った

地域の年平均純減面積。Ｂが２０００年代に森林が減った地域の年平均純減面積。南米，ア

フリカともに毎年４百万ヘクタール以上減ってきた。ブラジルは放牧地造成・農地拡大等が

理由で，アフリカは人口増加とともに薪・農地・牧草地等が必要になっている。２０００年

代のオーストラリアで年平均純減面積が目立つようになったが，旱魃やブッシュファイア

（bush fire），放牧地造成の影響である。 

Ｃが１９９０年代に森林が増えた地域の年平均純増面積。Ｄが２０００年代に森林が増え

た地域の年平均純増面積。欧州では純増が続いている。２０００年代のアジアで年平均純増

面積が目立つようになった｡中国で早生樹植林が大々的に行なわれている影響である｡南ア

ジアや東南アジアの森林減少を補った形になっている。 

 

Annual change in forest area by region, 1990-2010 

図５：地域毎森林面積の年平均変化 (1990年～2010年) 単位:百万ﾍｸﾀｰﾙ 
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Annual change in forest area by country, 2005-2010 

図６：国別森林面積の年平均変化 (2005 年～2010年) 単位:千ﾍｸﾀｰﾙ 

 

国別森林面積の年平均変化(図６)について説明する｡純減が多い国がブラジル・オースト

ラリア・インドネシア，次いでボリビア・ベネズエラ・ケニア・ミャンマーである。純増の

多い国は，中国・米国である。特に中国の伸びが顕著であり,木材工業原料としての資源造

成を主体とするが,砂漠化防止・土壌流出防止・水質保全等の環境分野にも及んでいる｡ポプ

ラが代表的樹種である｡ 

2.3. 増えつつある植林 

 

Trends in area of planted forests, 1990-2010 

図７：植林の動向（1990年～2010年）単位：百万ﾍｸﾀｰﾙ 

 

植林の動向（図７）について説明する。植林は人工造林とも言い，世界全体で増加しつつ

ある｡２０１０年現在で，森林面積全体の約７％を占め，２６４百万ヘクタール（日本の植

林面積１０百万ヘクタールの２６倍）となった｡植林面積は２００５年から２０１０年に毎
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年平均で５百万ヘクタールずつ増えている｡植林の４分の１は外来種である｡アジアの伸び

の大部分は前述のとおり中国である｡ 

2.4. 減少する炭素蓄積 

 

Trends in carbon stocks in forest biomass, 1990-2010 

図８：森林ﾊﾞｲｵﾏｽによる炭素蓄積の動向（1990年～210年）単位:Gt(ｷﾞｶﾞﾄﾝ=10億ﾄﾝ) 

 

森林は炭素を蓄積する巨大なダムである｡世界森林資源調査では２０１０年現在，世界の

森林バイオマス(図８)だけで，２８９Gt の炭素を蓄積していると見ている｡森林が減少する

ことは，炭素蓄積を失うことを意味している｡２００５年から２０１０年にかけて，世界全

体で０．５Gt／年ずつ減少した｡ 

2.5. 森林の管理 

 

Forest area covered by a national forest programme by region, 2008 

図９：国家森林計画に組み入れられている森林の割合  単位：％ 

 

全世界で,特定の森林法を制定しているのが１５６ヶ国ある｡このうち６９ヶ国は２００

５年以降に制定または改訂した｡今では世界全体の森林の７５％が国家森林計画(図９)の対

象となっている｡欧州では殆どの森林が組み入れられているのと対照的に,北米･中米では１

０％台で割合が低いのが特徴的である｡ 
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Trends in area of forest designated for conservation of biodiversity by region 

(1990-2010) 

図１０：地域別生物多様性保全林面積の動向（1990年～2010年）単位：百万ﾍｸﾀｰﾙ 

 

オセアニアを除く各地域で生物多様性の保全を目的とした保護林(図１０)への編入が増

加しつつある｡世界の保護林面積は４６０百万ヘクタールで，全森林面積の１２％に当る｡

１９９０年から２０１０年にかけて９５百万ヘクタール以上増えている｡ 

 

地域毎森林所有形態(図１１)について説明する｡全世界の森林の約８０％が公的所有であ

る。これには国・州・地域共同体が含まれる。オセアニア（豪州主体）は他と比較して私有

林（企業・個人）が多い。北米は，カナダの森林が９３％公有（７７％州，１６％連邦）で

あるのに対し，米国では７割強が私有である。  

 

 

(Forest ownership by region, 2005) 

図１１：地域毎森林所有形態（2005年）単位：% 
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2.6. 森の恵み 

 

Trends in wood removals, 1990-2005 

図１２：木材伐採の動向（1990 年～2005年）単位：百万㎥ 

 

各地域の木材伐採の動向(図１２)である｡アフリカの燃料用木材の伐採が増えている｡世

界全体の木材伐採量は３４億㎥／年であり，全世界の蓄積量の 0.7％に相当する｡伐採の約

半分は燃料用である｡報告されていない住民の薪採取や違法伐採を加えると，伐採量は更に

増えるものと考えられる｡ 

 

 

Designated functions of forests, 2010 

図１３：森林の機能別分類（2010年）単位：% 

 

２０１０年時点で，世界の森林の機能別分類(図１３)比率は次の通りである｡生産３０％，

土壌･水保全等８％，生物多様性保全１２％，社会サービス４％，多目的用途２４％，その

他７％，不明１６％｡世界の森林の３０％に当る約１２億ヘクタールが木材や林産物の生産

に利用されている｡それに加えて，全森林面積の２４％にあたる約９億５千万ヘクタールが

多目的用途に利用されている｡合わせると５４％の森林で木材や林産物の生産が行なわれて

30% 

12% 

8% 

4% 

24% 

7% 

16% 
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いることがわかる｡また，１９９０年から２０１０年の間に，土壌・水資源等を目的とする

森林面積が約０．６億ヘクタール増加した。主に中国で大規模植林（砂漠化対策・土壌流出

対策等）が行なわれたことの反映である。 

このように，人類は森林の持つ多面的な機能によって生かされている｡森の恵みが絶える

ことなく子々孫々まで引き継がれるように，森林を大切にしたり植林資源を増やしたりする

ことが必要である｡ 

 

3.  産業植林の課題 

 

3.1. 人口増加による農地との競合の可能性 

国連人口基金の推計データ 4)に基づいて２０５０年までの人口グラフを作成した｡ 

推計データでは，２０１０年の世界人口

は６,９１６百万人，２０５０年は９,５５１

百万人で２,６３５百万人増加することに

なっている｡対２０１０年３８％アップで

ある｡人口増加による食料需要を満たすた

めに考えられることは農業の生産性アップ

と農地の拡大であろう｡ 

農地の生産性アップについて大掴みでは

あるが試算してみた｡ＦＡＯ「The state of   

the world’s land and water resources for 

food and agriculture (食糧と農業のための

世界土地･水資源白書)」5)によると，耕地面

積は１９６１年１３６８百万ヘクタール，

２００９年１５２７百万ヘクタール，４８

年間で１５９百万ヘクタール増加，対１９

６１年１２％増加である。

 

図１４：世界人口推計(2010-2050年) 

 

国連人口基金の人口データは１９６１年３０８２百万人，２００９年６８３４百万人，３

７５２百万人増加，対１９６１年で１２２％増加である。人口を農地面積で割ると，１９６

１年２．３人／ヘクタール，２００９年４．５人／ヘクタールとなる。農地が人を養える生

産性が４８年間で９６％(２％／年)上昇した計算になる｡ 

今後、農地が増えないとして、人口増加に対応して生産性が上昇すると仮定。２０５０年

は６．３人／ヘクタール必要となる。（対２００９年４０％アップ）肥料や農薬はすでに使

われているので、生産性がこれまでと同じペースで向上するとは考えにくい。 

いずれにせよ,農地転換の圧力は天然林だけでなく，植林地にも及ぶことは避けられない

と考えられる。 

 

3.2. 産業植林とは 

産業用の原材料調達を目的とした植林を産業植林と言い,製紙業界の場合は,原料となる

良質な木材チップを安定的に確保することが主な目的となる。一般に,産業植林は特定の樹

種を大規模に短期間に栽培収穫するので,大規模な農業経営にたとえられており，「Forest 
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Plantation(フォレスト プランテーション)」,「Tree Farm(ツリーファーム)」などと呼ばれ

ている。 

日本の製紙産業は,古くから植林を行なってきたが,紙の需要の増加や森林資源の減少に

対応するため 1970 年代に海外植林を開始した｡海外の産業植林地では,ユーカリ類やアカシ

ア類などの広葉樹やラジアータマツなどの針葉樹を植えてきた。これらの樹種は成長が早い

ことから早生樹とも呼ばれており，繊維が多く製紙原料にも適している。早生樹の産業植林

は,効率的,安定的に供給することを可能したのである。 

産業植林では,長期計画に基づいて,育種,植栽,保育管理,収穫などを行うことにより,早い

所で植裁７年後くらいから毎年一定の収穫量が得られる。収穫後には再植林や萌芽更新を行

ない,持続的な植林経営を行なう。生産性の高い植林地を造成し,計画的に循環させることに

よって,天然林などの貴重な生態系が保護されることになる。 

 

3.3. 産業植林を成立させる背景 

3.2.で産業植林の定義を述べたが,実は海外産業植林は単なる”植林事業”ではない。植林･

収穫･木材加工･輸出等を行なう“産業プロジェクト”である。現地政府，地元，請負業者，

商社，船会社等多くの人々が関わっている。木材資源の需要者(顧客)が起業から大きく関わ

っており，需要者の原材料供給を目的としている｡ＦＳ調査を経て，投資が決定される｡ある

プロジェクトのサプライチェーン(①～⑥)を参考として説明したい｡ 

 

① 植林（日本企業系サプライヤー／現地子会社・出資会社） 

② 伐採・搬出（同上） 

③ チップ製造（同上） 

④ 船積み・輸出（同上） 

⑤ 輸入・販売（商社） 

⑥ 購入（製紙企業） 

 

“有力な情報”を基にフィージビリティー・スタディー（ＦＳ）がスタートする。カント

リーリスクのない国が対象となる。調査には，場合により現地政府等の協力が必要｡日本企

業はメーカーと商社との連合またはメーカー主導･メーカー単独･商社単独等で現地に事業

会社を設立｡現地パートナーと提携する事もある｡以下はそれぞれに必要な業務の例である｡

(請負業者を使わずに自社で行なう場合もある｡) 

 

① 植林会社要員採用･植林用地取得(購入･借地)･苗畑施設(育種も含む)整備･植林用機

器資材調達･植林請負業者育成･植林地造成･林道建設･地域貢献･諸契約締結･財務･法

務･会計･森林認証･その他 

② 伐採搬出業者育成･伐採搬出用車両機器資材の調達･林道整備･原木輸送業者育成･諸

契約締結･地域貢献･その他 

③ チップ製造輸出会社要員採用･用地取得･チップ製造設備及び関連施設建設･操業･騒

音対策･チップ輸送体制(鉄道またはトラック)整備･地域貢献･諸契約締結･財務･法
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務･会計･森林認証･その他 

④ 船会社港湾調査依頼･専用船埠頭(公共または私企業)建設･船積み設備(チップヤード

含)建設･港湾当局協議･チップ荷役会社設立･ダスト飛散対策･チップ売買契約締結･

船積み書類作成･地域貢献･諸契約締結･その他 

⑤ チップ売買契約締結･積荷確認･配船要請･船積み立会･森林認証･その他 

⑥ チップ売買契約締結･蒸解試験･配船･受入数量確認･品質チェック･森林認証･その他 

 

このように,植林木の価値を実現するために,いかに多くの人々が関わっているかお解か

り頂けたと思う｡また,一つ一つの工程はコストで成り立っており,競争力を確保するために

努力しなければいけない｡産業植林の持続可能性とは競争力のことも指しているのである｡ 

 

3.4. 産業植林の課題 6) 

3.1.で農地との競合の可能性について論じたが,減り続けてきた世界の森林面積と，増え

続けてきた世界の耕作地・放牧地と表裏一体であると言っても過言ではない。今後ともこの

傾向は続くと考えられる。世界人口の増加により，年々木材需要が増加してゆくのは自明の

理であり，そのための対策が必要である。産業植林の供給力が小さいままだと天然林に対す

る伐採圧力は増してゆく｡ 

一番の問題は,将来的に新たな産業植林用地を確保することが段々と難しくなることであ

ろう｡これにより,自ずと産業植林の目指す方向は決まって行く｡限られた面積で最大の収穫

量を目指すことである｡同時に付加価値の向上や第三者との連携による木材資源造成も検討

すべきである｡ 

 

写真 5：ブラジル･スザーノ社苗畑                写真 6：タイ東南部･農民植林 

 

以下に課題を列記する｡ 

 

① 収穫量の拡大(現状のやり方を否定してみる) 

育種改良･育苗(写真 5)方法･施業方法･土壌養分と施肥効果･病害虫管理･収穫方法･火

災予防マニュアル等を見直す｡ 

② 付加価値の向上(顧客や産業界のニーズを探る) 

製紙原料用途だけでなく,建築材料,家具材料,集成材材料，その他木材工業原料用途
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の可能性を追求する。いつか出番の時が来る。 

③ 第三者との連携(農民やライバルとのコラボレーション)  

産業植林関連ビジネスが軌道にのってくると，近隣の農民たちも興味を示す。既に農

民に苗木の供給を行なって収穫物を購入しているプロジェクトもある｡農民植林(写

真 6)を資源として取り込める｡また，同業者が近くにいれば，同じ課題や悩みを抱え

ている可能性がある。情報交換や共同研究をしたり，施設や機材を共同で使用すると

か，交錯輸送を排除する等,双方メリットを得る事が多いと考える。 

④ 農耕不適地植林木の研究 

農耕不適地は植林木にとっても不適地であるが，考え方を変えると将来的に植林に使

える競合の無い土地でもある｡例えば酸性土壌や酸性硫酸塩土壌でも生育する樹木が

あるが,産業植林や農民植林に利用できないか検討する必要がある。 

⑤ その他の課題 

植林地における生物多様性配慮，CO2吸収固定，木質バイオマス燃料，植林の合法性，

持続可能性 

 

４． お わ り に 

  

駆け足ではあるが,FAO が 2010 年に行なった『世界森林資源調査２０１０』の各図に筆

者のコメントを織り交ぜながら,世界の森林の現状について説明させて頂いた｡ 

世界の森林面積は,１９９０年代よりペースダウンしたといえども,２０００年代に入っ

てからも年平均で約１３百万ヘクタールずつ減り続けており,植林による増加を加えても年

平均で約５百万ヘクタールの純減であり,全く先が読めない状況となっている｡ 

一方,世界人口は増え続けており,農地開発や燃料木材需要等の伐採圧力により,今後も世

界の森林面積は減り続けると思われる｡いずれにしても,世界的に木材が不足する時代が来

ることは避けられないと考える｡ 

木材不足には植林で対応すればよいと思われる方もおられるだろうが,将来的に農地との

競合が出てくるので,新規に植えられるところは余りないと考えるべきであろう｡ 

 

産業植林の今後の重要課題として二つ挙げることができる｡一つ目は限られた植林面積の

生産性を上げることであり,そのために育種改良と育林技術の向上を続けて行く必要がある｡

二つ目は劣悪地でも育つような樹木の開発や市場の開拓に力をいれる事が必要になって行

くと考える｡ 
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