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植林レポートについて

カーボンフリーコンサルティング株式会社

カーボンフリーコンサルティングの植林事業も、今年で9年目を迎えることが
出来ました。

2008年に中国政府との40年間の植林地管理に関する包括的契約に調印し、
植林を開始した中国内蒙古自治区烏蘭察布市卓資県郊外旗下営（旗下営）には、
累計5万本が植樹されております。

さらに、2012年に第2の植林地として同様の契約に調印し、2013年から本格
的に植林を開始した内蒙古自治区呼和浩特市武川県大有成村（武川）には、累計
2万2千本が植樹されています。これもひとえに弊社の植林事業にご参加くださっ
た皆様のおかげです。深く御礼を申し上げます。

さて、こちらの植林レポートも今回で13回目となりました。今回のレポートで
は、毎号恒例となっている植林地の現状報告と併せて、新たな植林候補地となっ
ているモンゴル国セレンゲ県トングリ村の視察結果もご紹介させて頂きます。

弊社の使命は、皆様の森を維持し、木々の生育環境を守っていくことによって、
皆様の環境活動の支援をさせて頂くとともに、中国内蒙古自治区の「砂漠化防
止」「環境教育」、大きくは地球レベルでの「温暖化防止」への貢献に繋がる、
継続的な植林活動を行うことだと考えております。

皆様方におかれましては引き続きご支援の程、宜しくお願い申し上げます。

2016年12月15日
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2016年現地視察の概要

斯 琴朝克 松布尓
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お客様の木々を撮影 フフホト（呼和浩特）空港

期間

2016年9月2日～9月8日（計7日間）

場所

視察場所：中国内蒙古自治区鳥蘭察布（ウランチャプ）市卓資県郊外旗下営（チーシャイン）
内蒙古自治区呼和浩特（フフホト）市武川（ブセン）県大有成村

滞在： 中国内蒙古自治区呼和浩特（フフホト）市 現地事務所

視察の目的

植林本数の管理・写真撮影・灌漑設備の視察・植え替え後のカラマツの観察
現地住民との意見交換・現地経済状況の視察

視察スタッフ

カーボンフリーコンサルティング株式会社
植林事業部 朝克 松布尓（チャオクウ ソンブル）

カーボンフリーコンサルティング株式会社
植林事業部 斯 琴（スチン）



植林地（旗下営）の見取り図

Ｃ１

旗下営の遠景

植林地見取り図
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緑が茂る旗下営 大きく育ったカラマツ



植林地（武川）の見取り図

武川の遠景

見取り図
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植栽を行う前に、苗木畑で苗木を育てている様子
（1～2年ほど育て、根を丈夫にします）

苗木を車から降ろす様子

武川でも咲き誇るアンズ
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植林地（旗下営）の現状

旗下営 (チーシャイン）

今年の旗下営は、予想以上の雨に恵まれた１年でした。
例年ならば夏場は干ばつに悩まされる土地ゆえに、現地スタッフが木々を枯らすまいと朝
夕の水やりに追われるのが常です。

２００８年から植林を始めている旗下営では、３ｍを超える背丈となっているカラマツも
存在します。人間の背丈以上の高さとなった様は、力強さを感じさせてくれます。
収穫して販売したり、加工したりすることで現地住民の収益となることを目的に植えられ
ているアンズの実も鈴なりです。

旗下営の方々の生活が「自然」「経済」の両面で潤うことを願ってやみません。
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旗下営での植栽風景
（右）

旗下営村 植樹の様子

旗下営の民家
旗下営の植林基地
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植林地（武川）の現状

２０１２年に現地政府と契約を交わし、植林を始めた武川では驚異的な活着率（※）
を誇っています。活着率は９０％超です。
武川林業局副局長の「こんな成果は今まで見たことが無い！」というコメントが、成
果のすごさを物語っています。

枯れた木々や植物の植え替え、動物除けとなる柵の修繕（年３回春夏秋）を地道に
行ってきたこと、そして旗下営での長年の植林活動の成果から得たノウハウの蓄積の結
果だと考えています。
旗下営同様、地元住民の収益となるアンズやサージーといった植物は、武川でも実を
つけています。特に、ジュースとして親しまれるサージーの実は、希少かつ、ビタミン
Cが豊富であることから日本では大変高価に売買されます。

旗下営はもちろん武川でもみなさまと共に、植林を通して住民の生活向上を図る所存
です。

※苗木を植えてから大地に根付き成木となる木々の割合
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武川（ブセン）

武川での植林活動の様子



植林統括ディレクターからのメッセージ

カーボンオフセット植林事業地選択に至るまで
カーボンフリーコンサルティング株式会社
植林事業部 統括ディレクター 原 鋭次郎

事業地の選択は植林事業の成功を左右する最も重要な要素の一つです。
中国内蒙古自治区の２地区での事業を開始するにあたっても多くの時間を
割きました。多くの方々が「なぜここの場所に決めたのか？」と疑問に思
われるであろう事業地選択の経緯について、今回はご説明いたします。

事業地を決定するにあたり、私は以下の7点を重視しています。
・高木中心の植栽となるため、高木が以前展開していたと考えられる地域
・現地政府、パートナーが協力的であること
・地元住民が植林を所望、或いはこちらの植林計画に賛同してくれること
・長期的に事業地の維持・拡大ができること
・拠点(現地事務所やホームステイ先)から片道1時間以内で移動できること
・近場で苗木が手に入ること
・オフセットのみならず、社会貢献にもなる事業(例：生態系回復、貧困対策等)であること

これらを踏まえると候補地は限られてしまい、自力で見つけ出すことは大変困難です。
そこで現地の人脈をフル活用し、様々な助言を頂きます。現地事務所があるフフホト市の東、約
６０ｋｍに位置する旗下営地区は現地旅行会社の方からの紹介です。旅行会社と聞くと意外な印
象を受けるかもしれません。
しかし、旅行会社の方は様々な地域を訪れており、また、豊富な人脈と有力な情報をいくつも
持ち合わせていることから、我々にとっては大変心強い存在です。

旗下営での事業開始から５年後、植栽数が５万本を超え事業地が手狭となり、新たな事業地の
必要性が出てきました。そこで内蒙古農業大学前副学長に意見を伺いました。
彼は中国乾燥地の植生研究の第一人者です。２０年前に一度お会いし、８年前に日本で共に講演
したこと、そして鳥取大学の黄砂対策プロジェクトでも御一緒させて頂いたことから、現在では
良き友人関係を築けています。
前副学長からはフフホト市林業局の局長をご紹介いただき、翌日には新たな候補地へ向かって
いました。そこはフフホト市北約２５ｋｍに位置する武川県、つまり現在植林を進めている第２
植林地です。ここにはカラマツ林が点在していて、上記条件もすべてクリアしていました。その
後も綿密に調査し、翌年には第２植林地として武川県林業局と契約を結びました。

武川県での植林も今年で４年目、植栽数も２万本を超えました。私たちはまた新たな植林候補
地の調査をモンゴル国で始めています。その様子や進捗については、別途本レポート内に詳しく
委細しておりますが、２年後の事業化を目途に我々は調査と実証実験に取り組んでいます。中国
とは一味違う素晴らしい土地で新たな緑の大地を展開させるべく一層の努力を重ねてまいります。
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植林候補地（モンゴル国セレンゲ県
トングリ村）視察レポート

モンゴル国セレンゲ県トングリ村に今年の9月24日～28日の5日間、行ってきました。皆様
に御提供する新しい植林候補地の視察、並びに植樹技術改良の確認が目的です。
植林統括ディレクターの原を始め、カメラマンなど7人で行きました。
トングリ村は、首都ウランバートルから80km北に位置する人口3000人の小さな村です。

村の主たる産業は牧畜です。日も昇らぬ朝五時の列車に乗って、取れたての牛乳をウランバー
トルまで運ぶ村人の姿が、私の目に焼き付いています。彼の地で今回は事業化に向けた技術改
良の確認をすべく、カラマツの木を400本植えました。

現在、弊社は現地の「イエテン」という植林組織と共にトングリ村の緑化に取り組んでいま
す。このイエテン、キリスト教で天国を意味する’Eden’のモンゴル語です。組織のリーダーで
ある牧師のガンバ氏が「荒れ果てた村を、緑あふれる天国のような場所に戻したい」という思
いを込めて命名したとご本人から伺いました。

訪問団一行は、ガンバ氏の家で寝泊まりしました。ガンバ宅で寝泊まりした3日間、私はガ
ンバ氏や村の子供たちから村の現状について良いことも厳しいことも沢山伺いました。村に工
業や観光業といった目玉が無いため、以前は鉱山開発や伐採、現在は牛乳や漬物の販売で生計
を立てる村民が多数である、という話を伺ったときは、崩れ落ちそうなほどの衝撃を受けまし
た。か細い街灯はぽつぽつとしかなく、道の舗装は全くされておりません。夜になるとわずか
な街灯と月光が頼りです。

一方で心温まる話も伺いました。村の子供たちが植林の意義を理解しており緑あふれる村と
なることを心待ちにしていること。特に、私は参加者の中で最年少でしたので、村の子供たち
は本当に心から慕ってくれて、様々な話や夢を聴かせてくれました。村の将来を担う子供たち
のためにも、必ずトングリ村の植林活動は成功させると意を新たにしました。

原ディレクターとガンバ氏は「モンゴル国の緑化基地としてトングリ村を発展させよう」と
熱く語っていました。120年後、トングリ村産の苗木が国中の砂漠地帯に運ばれ、村には植林
技術を伝承する教育機関がある…というような理想が現実となるよう、弊社スタッフ一同、ま
ずはこの地での弊社の植林事業立ち上げに向けて努力する所存です。
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カーボンフリーコンサルティング株式会社
植林事業部 菊地 隆元



植林地で目指すこと
私たちは、内蒙古の環境問題（地球温暖化防止・砂漠化防止・生物多様性の保全）、内蒙古の
経済発展に伴い発生する問題に対して同時に取り組むことを目指しています。
緑化活動の為に最も重要なことは、いかにして活動を維持・継続・拡大させるかです。

緑化活動の継続性を実現するためには、経済林の造成が不可欠だと考えています。
貧困に苦しむ現地の人々にとっての関心事は、緑化活動が彼らの収入に結び付くかどうかであ

り、収入が得られるとなれば、持続的な協力関係を得られるでしょう。現地住民主導の植林地へ
先の地球温暖化防止も砂漠化防止も、最終的には現地村民の協力がなければ実現できません。
緑化活動に対し、現地に住む人々が笑顔で応えてくれる。そんな活動を私たちは目指していま

す。
「緑化活動の主役は私たちではなく、現地の人々である」私たちは常にこのことを心に持ち続け、
活動を続けていきます。
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植林樹種のご紹介

-11- 2016	CARBON	FREE	CONSULTING	Tree	Planting	Report		2016

マツ科カラマツ属、落葉針葉樹
ヨーロッパ・シベリア・ヒマラヤ・北アメリカ・日本などの北半球の
亜寒帯に分布している樹種で乾燥に強く、成長が早い（30年間で約
250kgのCO2を吸収）ことが特徴です。
根付きやすく成長が早いため、日本では、戦後の拡大造林に用いられ
ました。深刻な干ばつに見舞われることの多い現地において、カラマ
ツは植林に最も適した植物の1つです。

主管理樹種 カラマツ（Larix sibirica）

ピンクの葉に

少しずつ黄色に

植林活動は、2008年にたった1本のカラマツか
ら始まりました。
その後、400を超える企業・個人の皆様のご協
力で、これまでに約7万本のカラマツを植樹す
ることができました。

開始当時の苗 カラマツの稚樹

カラマツ植樹の歴史

秋から冬のカラマツ～紅葉と雪～

カラマツの特徴

世界に広く分布するマツ科の植物ですが、
葉が紅葉するのはカラマツ属の種だけで
す。植林地では、カラマツが紅葉のピー
クを迎えていました。

カラマツは、植樹後3～4年後を迎えると、
50cmから1mの成長を毎年果たします。葉が落ち、

雪をかぶった球果

濃い黄色 薄い黄色へ



植林樹種のご紹介
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カラマツ以外の樹種（生態林/経済林形成を目的とした植樹）

ニンティァオ（Caragana korshinskii）マメ科ムレスズメ属、落葉低木樹
在来種であるニンティァオは、黄色の花で私たちを和ませてくれるほか、自
然の土壌改良剤として土を豊かにしてくれます。(根の根粒菌で空気中の窒
素を固定し、栄養が豊富な葉を落とします。)また成長促進のために刈り取
られた枝は、現地の方々の燃料として利用されています。

ポプラ（Populus sp.） ヤナギ科ヤマナラシ属、落葉広葉樹
寒暖に強く、成長が早いのが特徴です。一方で、成長が早すぎるために、適
切な管理を行うことが難しい面もあります。現地の状況を調査しながらポプ
ラの適切な管理を行い、カラマツやアンズ、サリュウのための防風林をつ
くっています。

アンズ（Prunus armeniaca） バラ科サクラ属、落葉小高木
寒さに強く、薄紅色のきれいな花を咲かせます。アンズの果肉はジャムや
お酒、種は杏仁豆腐の原料として、高値で取引されます。現地のみなさん
の収益には欠かせない植物です。

生態林って？
持続可能な森には、現地の環境と調和した森づくりを考えることが大切です。そこで、1種類の木で
はなく、現地に根差した様々な樹種を植えることで豊かな森づくりを行っています。生態林の造成
によって生物多様性が維持されれば、突発的な自然災害や病害に対しても頑健な森を育てることが
できます。

経済林って？

植林地に生息する昆虫 その他の植物

私たちの現地での植林活動には、現地住民の方々の協力が不可欠です。せっかく植樹したカラマツ
も、世界中の植林地で問題になっているように、燃料用に伐採されたり、放牧家畜のエサにされて
しまっては、「木を植えた」事実しか残りません。
現地のみなさんに気持ち良く協力していただけるように、植林活動から収益が得られるシステムを
作ることが大切です。私たちは、現地の人々の協力を得るためのキーは、「経済林」の造成にある
と考えています。現地の人々の収益につながるシステムが必要なのです。現地産業として根付いた
時、はじめて共に木を育てることができると言えるのです。
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