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  震災復興支援フォーラム 2のまとめ 

農都地域部会事務局 下川正和 
Ⅰ.開催経緯 
 農都地域部会内森林バイオマス分科会で林業再生と木質バイオマス活用普及に関する勉

強会を企画し、農都地域部会事務局より東北大震災に向けた一連の提言を行う場として開

催することを提案し、プロデューサ森林バイオマス分科会を事務局がサポートする形で東

北大震災向けのフォーラムが開催されるにいたった。 
 
Ⅱ.フォーラム進行 
 １．梶山恵司氏：「森林・林業再生プラン」の考え方とその取り組みについて 
  ①森林林業を再生するために１年かけて議論し、昨年１１月に最終報告書を発表し、

今年度から制度・予算で本格稼働 
  ②戦後林業に対して流布されている定説（風評）をデータで打ち消し、拡大造林期に

植林された木材が育成期から利用期に到達していることを示した。 
   ・外材が安価との風評に対し、外材（米ツガ）が 22,000~27,000で安定しており国

産材（スギ中丸太）が 17,000（2000年）～11,000（2009年）と低価格で低下傾
向にあることを示した。また、急峻な地形は海外にもあり、小規模所有は歴史が

古ければ当たり前であり、日本は低賃金であるとした。 
   ・林業は先進国型産業で、先進国では丸太生産量が拡大（1992年基準）してきてい

るのに、日本は低下してきている。 
   ・日本の木材生産量は 1960年代に 6000万㎥あった。蓄積量 20億㎥で 30年で皆伐

される量であった。明らかに伐採しすぎでこれが価格低下をもたらした原因であ

る。1980年のスギ中丸太の価格は欧州（オーストラリア・トウヒ B材）の 2～3
倍の価格であり、高すぎて栄華に浸りすぎた。 

   ・林齢構成をみると、8割近く 50年以下であり、まだ若い。1970年以降国内の供給
量は 1億㎥に達しており、伐採し過ぎて足りない分を外材が埋めたというのが実
態で、生産量を超えた供給量を要されたのが外材が多くなった理由である。 

  ③木が太くなることは 1本当たりの容積が多いので木材生産効率が良くなり（ドイツ・
アメリカ・ニュージ―ランド）、大径材は多様な木取りが可能となるので、独自性を

発揮した多様な木材利用を可能とする。林地は明るくなり、広葉樹が入った混淆林と

なる。多様な森づくりがなされている。海外は林齢 100年まで育成する構成となって
いる。 

  ④ここで日本の木材利用に目を向ける。細い径で皆伐してしまい、生産効率は低い。

列状間伐は画一的な施業で、採草地となるが、広葉樹は生えない。フォレスターに関

しても日本は地下足袋で不安全であるが、海外は保安靴と防護服をまとい、チェーン
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ソー作業に配慮している。 
  ⑤日本の林業機械は専用機ではなく、土木建設用機械を転用しただけで、危険（短い）

であり、スピードは遅く、林地を痛める。 
   ・日本のグラップルは、キャタピラ設置面が短く不安定であるが、ヨーロッパ専用

機は車輪間隔が長く安定し、釣り元が機器中心近くにあって操作性が良く、キャ

ビンは頑丈である。 
   ・日本のプロセッサーのアームは伸びず、太くて重い。従って狭い林地内ではうま

く使えない。一方欧州のプロセッサーは、小回りが利き山を痛めない。またアー

ムが横に伸縮し林地内で作業している。 
  ⑥これからの林業は知識産業に移行するとして、下記を指摘し経営そのものであると

した。 
   ・これからの林業は従来の延長線上にない。 
   ・チェーンソー技術の習得は必須 
   ・路網整備必須 
   ・工程管理 
   ・コスト計算 
   ・事業量の確保 
   ・効率的な木材生産と森林の多面的機能の発揮 
   ・木材マーケティング 
  ⑦現代林業の条件として伐採と更新のルールを整備し順守するメカニズムを構築する

ことが大事であると指摘し、木を太くして木材の利用を高め、森林所有者をサポート

して路網整備と機械の適正化を図り、これを支える人材が必要であるので、個人所有

者をサポートする森林管理の専門家・専門組織を作り、役割分担を明確化して連携す

ることの必要性を説いた。 
   ・ドイツ・オーストラリア・フィンランドでは、1960-90年代に等高線にそって路網

整備に集中的に投資し、1km間をタワーヤーダで集材できる密度の路網となって
いるとその事例を示した。 

  ⑧森林林業再生プランの意図は、森林所有者をサポートするシステムを構築し、施業

の集約化、路網整備、林業機械の導入を一体的に進めることによって、効率的な木材

生産と森林の多面的機能の高度利用を実現することにある。日本の森林を適切に維持

管理できる体制を 10年で構築して将来に繋げるため、今年度から予算・制度がスタ
ートした。 

  ⑨10年後 5000万㎥・50％自給率の木材生産を目標としておりその根拠・展望等につ
いて説明があった。 

   ・5000万㎥は、現行木材生産量 1800万㎥に林地残材 2000万㎥を加え、更に年間成
長量 1億㎥からの振り分けを想定している。 
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   ・年間成長量からすると、5000万㎥は最低限の生産量となり、自給率 20％の現状と
併せ考えると国内需要の可能性は無限である。 

  ⑩再生プランに対して画一的で市場経済優先主義で小規模隣家が除外されているとの

批判がある。日本では 1951年から 2004年までの間に蓄積量は 27億㎥ある。足元に
は宝の山があるのである。これを現実の宝と出来るように林業成立の基礎を整えよう

としているのが再生プランである。林業機械を最適化し、専門のフォレスタを育成し、

林道を作って路網を整備すれば環境整備が整う。また、必ずしも小規模林家を否定す

るものではない。 
  ⑪最後に、次のように結んだ。膨大な資源があり、成長・蓄積とも世界トップクラス

であり、森林資源は重くてかさばるので、地元で加工して消費するのが一番大事であ

る。地元に絶対的な優位性があるのであるから、やることをやれば外材に対抗できる

ことは確かである。施業集約と路網がすべての出発点である。巨大なビジネスチャン

スが到来している。 
 
 ２．中嶋建造氏：副（複）業型自伐林家のススメ 
  ①林業では一人当たり２㎥生産でき、３人の場合には午前３㎥+午後３㎥で、ヒノキで

あると収入は１７万円となっている。専業委託すると、一人当たり５万円であるので、

差額は燃料代とちょっとだけになる。 
  ②林業の構造は一般住民を底辺とし、順にボランティア・ボラバイト、アルバイト、

副業、専業のピラミッド構造をなすべきであるが、現在は森林ボランティア・ボラバ

イト層やアルバイト・副業の層が薄くなっており、いびつな構造である。結果的に、

居なくなったのは自伐林家である。 
  ③NEDOの高知県仁淀川流域エネルギー自給システムで大・中・小規模林家がチップ

化前処理を経てバイオマス流動層ガス化ガスタービン発電とペレットボイラ温水供

給システムを実施した。これまでの収集運搬システムでは採算が合わなかったもので

ある。 
   ・全戸配布の事前調査では、思った以上に地元の森林所有者が多く、材搬出に対す

る意識は高く間伐ボランティア参加の意思も高い。この山林所有者の声は「我々

は山を捨てたくはない、かつてのように林業をしたい！たとえボランティアであ

っても」ということになる。 
   ・ビジネス・環境保全・趣味等多様な動機だが地域ぐるみで収集運搬するシステム

を小規模林産収集システムと定義した。当初専門家の意見は個人等の素人に材の

搬出を期待するのは無理があるとのことで、搬出割り当ては低かった。それでも

小規模林家の搬出は着実に増え、当初の割り当てが１割であったものが、すぐに

中規模と等しく２割となり、現在は大規模１割、小規模８割となっている。大規

模隣家は現場が遠くなると現場に出なくなるが、小規模林家は今や１３０人を超
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えた。 
  ④自伐林家の例をいくつか紹介した。 

・峰北地方 T産の森は、30haのサラリーマン兼業林家で、３０年と４０年で間伐も
しておりコシアブラなど多層植生の特徴を有している。 

・徳島の那賀地方の Hさんの森林は、120年生のスギを含めて樹種・樹令が多種で、
リスク分散され、大きな木を伐って自然更新させており（植林の手間がいらず）、

林道は 300m/haあって高性能機械は不要で、機械もユンボしか使っていない。 
  ⑤自伐林家は自己所有の山に愛情を感じ、手を入れる為にいい森（水源涵養、生物多

様性、災害に強い）が作られ、長伐期施業化する。低投資で経費が少ないために現在

材価でも収入になる。そこそこの収入となり、農業もでき、副業でもできる。 
   ・小規模林業の収入を試算すると、スギ 1万円/㎥、ヒノキ 2万/㎥とすると、立木を

300㎥/haのところを 3割間伐すると、100㎥、うち 70㎥が用材になると、スギ
で 70万円、ヒノキで 140万円/haの収入となる。他に間伐・搬出補助金も出る。
作業道も自ら作れば収入となる。 

  ⑥ところが林業界や行政は大規模集約林業に集中し、自伐林家は蚊帳の外である。 
  ⑦森林ボランティア団体ではなく個人が収入を得ることができるように仕組みを変え、

軽トラックでタンコロ（玉切りした材）を集材して破砕地（木質バイオマス工場）

に持ち込んで「モリ券」を得て帰れるようにした。(C材で晩酌を)その結果数万円
～20万円/月の収入を得られる方が続出し、新たに林業をはじめ、地域にとってな
くてはならない副業となった。 

  ⑧更に環境支払制度を導入すると、排出量取引収入に環境森林税が加算され、化石エ

ネルギー代替で自主財源地域振興費等の充当も考えられる。 
  ⑨残材搬出価格を見ると、軽トラックによる搬出方式の損益分界点距離が見いだされ、

現行の出荷距離 30～40kmと一致している。 
  ⑩土佐の森方式について説明された。 
   ・簡易な架線を敷設し、主に林内作業車のウインチと滑車を用いて搬出する方式で、

人数は 3～7人、1日 5hで 5㎥搬出する。林地残材は 2～3トンである。架線キッ
トを 20万円で販売している。 

   ・既に国内 10地域で導入され、30か所以上で検討されている。 
  ⑪ドイツでは 45万の事業体で 100万人の林業家がいる。つまり 8割が自伐林家であり、

農業、酪農等との兼業である。 
  ⑫現在は高性能・高付加価値・高投資で不採算なペレットには見切りをつけ、低性能

低投資だが地域ぐるみとなる薪流通システムに転換し、3m以上の AB材、その他あ
まり材のチップ利用と併せて事業化している。今後は逆転の発想によるシステム作り

が大事である。：大規模から小規模へ、集約から分散へ、専業から副(複)業へ、高投資
から低投資へ、高機能からシンプル機能へ、高付加価値から低付加価値へ、ペレット
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から薪へ。 
  ⑬百業づくり全国ネットワークを立ち上げ、東北大震災被災地の吉里吉里国で復活の

薪を作り販売している。 
 
 ３．武田八郎氏：｢国産木材利用促進の現状と課題。NPO法人活木活木森ネットワーク 
  ①｢木づかい運動｣による国産木材利用の促進のため、木づかい運動に取り組み、一般

消費者向けおよび企業向けの木づかい運動を展開し、木づかい応援団を募集している。 
  ②国産材の利用事例を挙げ、家庭でできる｢木づかい｣(木造住宅)、ビジネスやオフィス

でできる｢木づかい｣(コピー用紙、CSRレポート、バインダー、名刺、事務用品、オ
フィス家具や木質内装化)、企業で取り組む｢木づかい｣(木造化店舗)、地域でできる｢木
づかい｣(木製遊具、学校の机、木製受水槽、木製ガードレール)を示した。 

 
 ４．塚本五二郎氏(ドリュアス)「天然樹木成分の高圧水蒸気蒸留技術」 
  ①西洋桧(WRC)に着目し、有機溶剤を一切使用しない｢高温高圧水蒸気蒸留抽出法｣を

確立した。杉、松、竹、ヒバ等の間伐材・おがくずを原料として生かし、農業の生産

性や生活環境の向上に役立てる 
  ②従来の樹木の抽出方法には水蒸気蒸留処理法、熱水蒸留処理法、有機溶剤用倍抽出

法、超臨界二酸化炭素抽出法があるが、｢高圧水蒸気蒸留技術｣は、端材やおがくずか

ら抗菌活性を示す成分を抽出する。含水率 124％のヒノキの葉を高圧水蒸気蒸煮時間
30分間、蒸留時間 30分間、圧力条件 1.0～1.6MPaで蒸煮し熱水蒸留 5時間と比較
した。熱水蒸留で 1.5％程度のものが、1.4-1.6MPaで 4.1～4.5％回収できた。タール
を出さず成分抽出量が多い。 

  ③開発製品は、抗菌・殺菌効果があり、減農薬目的の農業用作物の天然散布剤、水耕

栽培用土壌改良材、植物成長促進剤、発根促進剤、抗菌・殺菌・消臭材の効果がある。

日本食品分析センターで黒カビ、大腸菌、白癬菌の除菌力をテストした。 
  ④WRC水蒸気蒸留水バスカニオンを水稲に利用すると、1反に 60㍑投入して収穫量

が 5俵増えた。土壌改良材として希釈率 100倍で 2L/㎡散布したところ、トウモロコ
シは大きく成長し果物は甘みが多かった。 

  ⑤プラント導入、ビジネスに関わるには特許実施許諾契約が必要と注意。 
 
 ５．パネルディスカッション 
  ①渋澤寿一氏がコーディネータとして登場。 
  ②まず高井征一郎氏（㈱トーテツ）が事業を説明。 
   ・もともとの営業品目は土木建築金物であったが木材による間伐材利用フェンスを

事業化。 
   ・東北地方中心 
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   ・雨水貯留槽も事業化 
  ③渋澤氏が梶山氏と中嶋氏の共通点を指摘 
   ・梶山氏は山の側から迫っており、中嶋氏は人の生活から迫っているが、見ている

のはほとんど同じ山である。 
  ④これを受け梶山氏は次のように述べた。 
   ・再生プランは、小規模自伐方式と全く矛盾しない。 
   ・1000万 haの人工林をどのように繋いでゆくかが課題となっている。山村にとっ

て林業は不可欠の事業であり、再生プランは、この山村と林業を再編成すること

でもある。 
   ・今までは木が若すぎ、技術変革も十分ではなかった。これからは用材とエネルギ

ーが大事な事業となるのであるが、山村を維持するために規律の無い金が入るこ

とは避けたいと考える。環境の名ででたらめな施業がなされている現実がある。

採算が取れなくて補助金を投入するというやり方には同意できないが、中嶋氏の

自伐林家方式は、十分要件を満たした方法である。 
  ⑤中嶋氏は次のように反論した。 
   ・この間の林政及び再生プランにおいては、専業企業を対象としていて自伐林家・

副業的やり方は切り捨てられている。 
   ・採算を合わせるために機械化が奨励され無理な大規模化がもたらされた。手法を

一つにしないことだ。専業優先はいろいろな弊害を生んでいる。実際仁淀川プロ

ジェクトでは、大規模林業が手を出せなくなり、小規模自伐が主流となり、ボラ

ンティアも入れることとなった。 
   ・小規模自伐土佐の森方式では、1次産業である棚田農業も兼業の中に取り込むこと

も考えている。 
  ⑥これを受けて、渋澤氏より農業には農業を作ろうという産業面と、農的暮らしをす

ることの 2側面があり対立項にもなるが、並存させることを考えるべきと指摘があっ
た。 

  ⑦梶山氏より下記見解が示された。 
   ・ヨーロッパではベースがきちんとしていて色々なやり方、技術、議論が整然とな

されている。が日本では、専業林業に大事な林地に入る間隔（枝打ち・ツル切り、

間伐等か？）や路網等に関してルールも暗黙知も存在していない。ヨーロッパで

は、専門家が目を光らせて路網設計している。その資格は厳しいものである。 
   ・ヨーロッパに匹敵するルールと人材を育成する制度を盛り込んだ。森林・林業再

生プランは、林業再生に向けたベースづくりである。これを発展させるのは、国

民・関係者の声と政権の政策である。この 3～5年が勝負と考えている。 
   ・施業と管理の分離も課題である。データや実態が分かっていない。初期は分けら

れない。 
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   ・機械優先に関しても、理論や技術が無いから高価な機械となっている。システム

化をプランナー研修で教えることにしている。ここは丁寧に進めないといけない。

日本型フォレスター・森林施業プランナーの養成コースには 1.5倍の申し込みがあ
る。 

  ⑧鳥本氏からは、自説の環境ホルモンの驚異的実態についての説明があり、子孫から

預かったものとして木材の高度利活用が説かれた。 
  ⑨武田氏より経済的なリスク吸収の仕方が大事と指摘があった。 
   ・製品市場（材）は住宅メーカの動きが大事である。 
   ・大型製材はメーカーが直接 
  ⑩高井氏より農山村には魅力があり、魅力のある仕事ができる。地方の時代であると

して下記の指摘があった。 
   ・都市から農村への人の流れ 
   ・農山村は教育をする場所である。 
   ・再生エネルギーとしてバイオマス廃棄物で発電する。 
  ⑪中嶋氏より森林・林業再生プランに関する問題点指摘があった。 
   ・所有・管理・施業の 3分離の考えは、所有者が林業をやらないことを前提として

おり、所有と施業の分離の結果山主にお金が残らないことになっている。これで

は林業は終わってしまう。 
   ・漁家林業は海を豊かにするために良い木を育てる。分離論の前にこのような点に

注目すべきである。 
   ・高知県仁淀川流域エネルギー自給システムの例で明確になったが、大規模林業は

必ずしも林業活性化にならない。この点に森林・林業再生プランは応えられない。 
  ⑫梶山氏よりまとめの説明があった。 

・森林・林業再生プランは動き出した。意図はベースづくりであるので、このベース

を使って多様なやり方で活性化してもらいたい。 
・大規模化で森林・林業がおかしくなることはない。 
・土壌・森づくりが大事である。 
・日本の林業は甦るのである。 

  ⑬渋澤氏より、時間が無く詰め切れなかったことは残念であったが、両氏とも同じ山

を見ていることが分かった。本日の成果である。 
 
 ６．提言 
  ①時間が無くなったので、配布提言の趣旨等を説明した。 
   ・瓦礫は資源である。コンクリを防潮林基盤材として、木類は腐食層形成に役立て

たい。多機能な里山自然環境を築き、移転高地まで緑のネットワークを結ぶ。 
   ・高台に開設される居住区の有機廃棄物はメタン発酵処理し、エネルギと液肥に転
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換させるだけでなく、都市下水路を合流式から雨水単独機能に変え、インフラ投

資を大幅に節減させる。 
   ・拡大造林期森林を強間伐して被災地住宅等需要に応え、長期伐期で多様な生態系

を保持する針広混淆林化する。 
   ・小水力発電、直接燃焼設備、太陽光の熱的利用など地域内で循環する再生エネル

ギー機器・システムに開発の力点をシフトする。 
   ・消耗品・化粧品・消毒材等に木・竹・草由来の地産材を充て、廃棄系バイオマス

資源の利用品質を高める。 
   ・政府と市民の間で「農都創造会議」を作り、各地域に市民協働の「地域マネジメ

ント法人」を設立して企画運営する。 
   ・復興事業には被災民を優先的に雇用する。 
   ・深層崩壊対策を行う。 
 
Ⅲ.参加者意見等 
 ・森林・林業関係者が多く参加され、梶山・中嶋氏の意見交換と、それをコーディネー

トした渋澤氏の采配を高く評価された。 
・時間不足の指摘が多く、梶山・中嶋氏と司会の渋澤氏のコーディネートが中途で終わっ

てしまったとの評価が少なくなく、3氏以外の発言は不要との極論や、3人でのフォー
ラムの再開を要望する意見が多々あった。 

・専門家が多いので、バイオマス関連情報は既知で、高い評価は得られなかった。 
・ドリュアスについては、分からないとの感想があり、農業への適用に興味を示す意見も

あったが、説明に不快感を示す意見もあった。 
 
Ⅳ.評価と課題 
 参加者も多く、意見表明・ディスカッションにみな集中でき、有意義なフォーラムであ

った。 
 時間不足の指摘があったが、バイオマス関連は別途設けたほうが、多くの参加者の興味

に応じられたのではないか。梶山・中嶋・渋沢 3氏による意見交換にあったように、見解
の異なる森林・林業の再生に向けた論議は、継続する必要がある。 
 バイオマスについては、配分時間も少なく、目を引く新しい取り組みを提示して意見交

換することができなかったので、スタンスを変えて再開する必要がある。 
 発表時間が定められていたのに、分かりにくく、大幅に時間を超えた発言者があった。

発表に特許保持を明示して製品宣伝としか言えない発表があった。市民キャビネットとし

ては注意すべきである。 
 大盛況であった。森林・バイオマス分科会木村分科会長に敬意を表す。 

以上  


