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最近のキーワード（ＳＤＧｓ）

「SDGs」



最近のキーワード（ＳＤＧｓ）

https://sfc.jp/information/society/csr/images/img_SDGs_01.jpg



最近のキーワード（ＳＤＧｓ）

持続可能な開発目標（SDGS）とは

持続可能な開発目標（SDGs）、通称「グローバル・ゴールズ」は、貧困に終止符を打
ち、地球を保護し、すべての人が平和と豊かさを享受できるようにすることを目指す
普遍的な行動を呼びかけています。
これら17の目標は、ミレニアム開発目標（MDGs）の成功を土台としつつ、気候変動
や経済的不平等、イノベーション、持続可能な消費、平和と正義などの新たな分野を
優先課題として盛り込んでいます。ある目標を達成するためには、むしろ別の目標と
広く関連づけられる問題にも取り組まねばならないことが多いという点で、目標はす
べて相互接続的といえます。
SDGsは、パートナーシップと実用主義の精神に基づき、いま正しい選択をすることで、
将来の世代の暮らしを持続可能な形で改善することを目指します。すべての国がそれ
ぞれの優先課題や、全世界的な環境課題に応じて採用できる明確なガイドラインや
ターゲットも設けられています。SDGsは包摂的なアジェンダとして、貧困の根本的な
原因に取り組むとともに、人間と地球の両方にとってプラスとなる変化の実現に向け、
私たちを団結させるものとなっています。アヒム・シュタイナーUNDP総裁は「2030
アジェンダの支援は、UNDPにとって最優先課題のひとつです。SDGsは貧困、気候変
動、紛争など、私たちの世界が抱える喫緊の課題のいくつかに取り組むための共通の
計画とアジェンダを私たちに提供しています。UNDPには、前進の原動力として、各国
が持続可能な開発に向けた道を歩むための支援ができる経験とノウハウがあります」
と呼びかけます。 http://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sustainable-development-goals.html



最近のキーワード（ＳＤＧｓ）

令和元年度森林・林業白書



最近のキーワード（ＳＤＧｓ）

令和元年度森林・林業白書



最近のキーワード（ＥＳＧ投資）

「ESG投資」



最近のキーワード（ＥＳＧ投資）

ＥＳＧ投資

「ESG」（Environmental, Social, Governance）と
呼ばれる取り組みを推進している企業に投資するこ
と。ESG企業への投資。

ESGは、環境や社会に配慮した取り組み、および企
業の社会的責任（CSR）を果たす取り組みのことで
あるといえる。これらの取り組みは、それが直接に
利益に繋がるわけではないが、優れた経営を推進し
ている「よい会社」と見なす指標になり、持続的に
成長できる企業を見分ける指標となり得る。

http://www.breaking-news-words.com/2015/04/esg_6.html



最近のキーワード（ＥＳＧ投資）

http://www.capital-am.co.jp/market/esg.html



最近のキーワード（脱炭素革命）

「脱炭素革命」



最近のキーワード（脱炭素革命）

出典：平成29年度 森林・林業白書



最近のキーワード（脱炭素革命）

出典：IPCC WG1 AR5

「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より
十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追及する」 （パリ協定）



最近のキーワード（マイクロプラスチック）

「マイクロプラスチック」



最近のキーワード（企業と森づくり）

「企業と森づくり」



最近のキーワード（企業と森づくり）

飲料メーカーによる100年後を見据えた森づくり
（サントリーホールディングス株式会社）
・平成15（2003）年から「サントリー天然水の森」の整備を始めた
・全国21か所約1万2千haの森林において間伐や植林等の森林整備
・森林ごとに100年先の目指すべき森の姿を定めた後、年度ごとの施業計画を策定
・森林内で小学生向けの環境教育を実施する、森林整備により生産した間伐材を
会社の施設の床材やテーブル等で活用するなど、多様な主体と連携し、
森林整備から木材利用までを一体とした取組を行っている。

出典：令和元年度森林・林業白書



最近のキーワード（企業と森づくり）

希少木材を持続的に利用するための、タンザニアでの森林保全活動
（ヤマハ株式会社）
希少な木材「アフリカン・ブラックウッド（通称グラナディラ）」を持続的に利用
していくため、アフリカ東部のタンザニアで、FSC認証森林を管理運営している
現地NGOと協力しながらアフリカン・ブラックウッドの資源量及び立地環境を調査
し、楽器に適した良質材育成のための森林管理技術の開発等を行い、
ノウハウを伝達している。さらに、地域社会が自発的に森林管理を行うことが重要
と考え、木材調達及び植林事業により資源の有効活用及び保全を両立させ、
現地住民の雇用創出・生計向上に寄与している。

出典：令和元年度森林・林業白書



最近のキーワード（企業と森づくり）

京都における企業参加の森づくり
（公益社団法人京都モデルフォレスト協会）
京都モデルフォレスト協会は、森林から

恵みを受けるすべての府民の参画と協働に
より、府民共有の貴重な財産である京都
の森林を守り育てるために様々な取組を
行っています。
モデルフォレスト運動を推進する日本で
初めての団体として、平成18年11月21日
に発足。 平成21年11月2日に｢公益社団法人
京都モデルフォレスト協会｣へ移行しました。

出典：公益社団法人京都モデルフォレスト協会HP https://www.kyoto-modelforest.jp/works/works-266/
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竹とは

※注意：現実では、筍、稈は地下茎の節から生える

※

※

・イネ目イネ科タケ亜科に属する
草本植物

・草本であるが高度に木化するので
時々草か樹かの議論がなされる

・日本にはモウソウチク、マダケ、
ハチクなど多くの種が存在する
が、ほぼ外来種2）

引用：国立研究開発法人 森林総合研究所 関西支所 ホームページ 、笹配置図」、「竹の部位図」
URL： http://www.ffpri.affrc.go.jp/fsm/business/jumokuen/bamboo-part.html

引用：内村悦三「現代に生かす竹資源」、創森社、2009

竹の部位図1）

http://www.ffpri.affrc.go.jp/fsm/business/jumokuen/bamboo-part.html
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世界の森林の分布

※約40億３千万haで世界の陸地面積の約３１％

出典：平成26年度 森林・林業白書



世界の森林面積の変化

出典：平成29年度 森林・林業白書



地球温暖化対策と森林

出典：平成29年度 森林・林業白書



日本の森林蓄積の推移

出典：平成30年度 森林・林業白書



木材供給量の推移

出典：令和元年度 森林・林業白書



木材需給の構成

出典：平成30年度 森林・林業白書



森林の働きに対する国民の期待

出典：令和元年度 森林・林業白書
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一人当たりのエネルギー消費量



出展：平成30年度 森林・林業白書

人工林の齢級構成の変化



各種住宅の炭素貯蔵量と二酸化炭素排出量

出典：平成28年度 森林・林業白書



木材利用における炭素ストック

出典：平成29年度 森林・林業白書
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木材資源利用合理化方策・・・昭和30年1月21日 閣議決定

1. 方針

わが国における森林の過伐傾向は、甚しく国土の保全を危殆に頻せしめるのみな
らず、木材資源の枯渇を招来することは明らかであり速かにこれが対策を樹立しなけ
ればならない。

2. 措置

第一 木材代替資源の使用普及の促進

(1）建築不燃化の促進

(2）土建材料等の耐久化の促進

(3）包装の合理化の促進

(4）家庭燃料合理化の促進

第二 木材の生産、加工の合理化と高度利用の促進

(1）生産加工の合理化の促進

(2）高度利用の促進 その他

木材利用と法整備の歴史①



建築防災に関する決議

一、防災地域の設定

一、都市再開発による防災計画の実現

一、防火、耐風水害のための木造禁止

一、防災構造の普及徹底

都市並に建築物の防災基本方策を速かに確立しその徹底的実現のため、強力な
国家施策の実施を要望する

上記は昭和34年度日本建築学会近畿大会において決議する。

昭和34年10月25日

日本建築学会近畿大会委員長 鷲尾健三

日本建築学会会長 二見秀雄

日本建築学会（京都大会）における決議文・・・（１９５９年）

木材利用の低迷がスタート

木材利用と法整備の歴史②



木材利用の取組み①
東京五輪会場での木材利用

出典：令和元年度 森林・林業白書



木材利用の取組み②

出典：平成28年度 森林・林業白書



木材利用の取組み③

出典：平成28年度 森林・林業白書



木材利用の取組み④

出典：令和元年度 森林・林業白書



木材利用の取組み⑤

出典：平成30年度 森林・林業白書
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竹林面積の推移

竹林面積と分布状況
平成24（2012）年3月31日現在
資料：林野庁「森林資源の現況」

注：数値は各年の3月31日現在
資料：林野庁「森林資源の現況」

竹林面積の多い府県
単位：千ha

竹林面積の推移
単位：千ha



竹林面積の推移

管理された竹林 放置竹林 周辺森林への侵入

資料：全日本竹産業連合会（放置竹林）
資料：林野庁HP・業務資料（管理された竹林、周辺森林への侵入）



竹材の生産量

資料：林野庁「特用林産基礎資料」

竹材生産量の上位県



放置竹林拡大の要因

平成１６年度 森林総合研究所四国支所 研究発表要旨集より引用

放置された竹林
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稈鞘（竹の皮）が
着いた筍とその断面

稈鞘の脱落 成竹（見た目）

竹の成長

桐生智明博士 提供



タケの成長特性～年間での成長様式～

地
上
部

地
下
部

1月 12月11月10月9月7月 8月6月4月 5月3月2月

タケノコ（竹稈）の成長

タケノコ（竹稈）の成長

発芽
肥大成長

地下茎の成長

発筍

モウソウチクの成長のイメージ図（図中の実線・破線は成長速度のイメージ）

着葉

節間成長
終了

桐生智明博士 提供



タケの成長特性～２年目以降～

柔組織

外皮

内皮

維管束断面竹稈

10μm 10μm

0.5年生 4年生

繊維細胞のSEM写真

伸長成長が止まっても
２～３年間のうちは

繊維細胞の厚壁化が起こる

桐生智明博士 提供



円 楕円

曲げ座屈

断面形状の変形

竹稈：円筒に節が存在する構造

曲げ特性の向上

曲げ座屈における
断面の変形を防止

同体積の円柱より
断面係数が大きい

「竹」という生き物を理解する

構造的な要因以外に
竹稈支持に寄与する要因は

ないのだろうか？

単純な疑問・興味として

※

※

桐生智明博士 提供


