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Over 74,000 trees



2020年を迎え、弊社の植林事業も13年目となりました。2008年に中国内蒙古

自治区烏蘭察布市卓資県郊外旗下営にて植林を開始して以来、 2012年から第2

の植林地として内蒙古自治区呼和浩特市武川県大有成村でも植林を行ってきまし

たが、これらの場所も木々で一杯となり、 2018年からは、新たにモンゴル国セ

レンゲ県トングリ村での植林を進めています。その結果、2019年末までの植林

本数は、実に74,000本となりました。現地の様子は、弊社HPツリー・ステー

ションでご覧いただけます（http://carbonfree.co.jp/tree-station/guide.html)。

今回の第16回レポートでは、世界における植林の動向を御紹介するとともに、

現地におけるこれまでの植林活動の成果とちょっとした出来事をご報告します。

この報告書が、皆様から頂いた御協力に対する感謝の表れとなると同時に、植林

に関する御理解をより一層促進することにつながれば幸いです。

はじめに

目次

1

はじめに

トピックス

植林を巡る世界の動き

2019年の主要活動

植林統括ディレクターからのメッセージ

現地活動レポート

植林について

植林の流れ

植林樹種

・・・1

・・・2

・・・４

・・・５

・・・８

・・・９

植林年次報告書2019

http://carbonfree.co.jp/tree-station/guide.html


トピックス 植林を巡る世界の動き

エコシステムの維持手段としての植林

2019年は、国連森林戦略計画2017-2030（UNSPF: United Nations 

Strategic Plan for Forests 2017-2030)（注１）の3年目にあたります。この国

連森林戦略計画は、2017年1月の国連森林フォーラム（United Nations Forum 

on Forests)において採択されたもので、森林に特化した画期的な国際戦略とい

われています。

その内容は、6つの目標と26のターゲットからなりますが、地球のエコシステ

ムを維持するためには森林が極めて重要であると指摘し、植林の意義を再認識す

る内容となっています。

森林は地球の陸地面積の30％以上を占め、陸上で最も生産性の高い生態系とし

て、地球の生命に不可欠な存在です。我々人類も生態系の一部として森林から恩

恵を得ていますが、実に世界人口の25%に相当する16憶人の人々が、食料、生

計、雇用及び収入を森林に依存しているのです。

この人類の生存に不可欠な森林の減少を食い止め、維持していくためには、あ

らゆるレベルの活動が必要です。なかでも、植林や再造林はその有効な手段とし

て、この戦略の中の具体的ターゲットに位置付けられているのです。
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（注１）出典：国連ホームページ
https://www.un.org/esa/forests/wp-

content/uploads/2019/04/Global-Forest-Goals-booklet-Apr-2019.pdf 
（注２）出典：林野庁ホームページ
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kaigai/attach/pdf/index-11.pdf

植林に関する目標及びターゲット（注２）

世界森林目標１

保護、再生、植林、再造林を含め、持続可能

な森林経営を通じて、世界の森林減少を反転

させるとともに、森林劣化を防止し、気候変

動に対処する世界の取組に貢献するための努

力を強化する。

ターゲット1.3

2020年までに、あらゆるタイプの森林の持続

可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止

し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規

植林及び再造林を大幅に増加させる。

https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2019/04/Global-Forest-Goals-booklet-Apr-2019.pdf
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kaigai/attach/pdf/index-11.pdf


トピックス 植林を巡る世界の動き

1990年から2015年の間、世界の森林面積は41.3億haから40憶haへと減少し

ました。その減少率は1990年から2000年が0.18%だったのに対し2010年から

2015年では0.08%であることから、減少傾向には一定の歯止めがかかっている

といえます。

しかし、森林減少の阻止と森林の回復という目標を達成するには、まだ十分で

はありません。我々が植林を行っている東アジア地域は、森林面積が増加してい

るものの、陸地面積に占める森林の割合は20%程度であり、まだまだ植林が求め

られているのです。
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国連森林戦略計画の目標は、2015年に国際社会が合意した持続可能な開発目標

（SDGs：Sustainable Development Goals)に基づいています。SDGsは持続可

能な世界を実現するための17の目標と169のターゲットから構成されており、特

に、目標1、13、15には、森林に直接かかわるターゲットが掲げられています。

カーボンフリーコンサルティングは、引き続き、SDGsの達成を推進していきます。

出典：Global Forest Resources Assessment 2015 second edition

目標１：あらゆる場所のあらゆる形態の貧

困を終わらせる。

目標13：気候変動及びその影響を軽減する

ための緊急対策を講じる。

目標15：陸域生態系の保護、回復、持続可

能な利用の推進、持続可能な森林の経営、

砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻

止・回復及び生物多様性の損失を阻止する。



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

モンゴル国内では古くから広大な土地に広がる針葉樹林を活用し、木材の生産を行っ
てきました。木材工場は国営企業として計画的に運営されていましたが、1990年の市
場経済への移行に伴い民間の工場が乱立し、森林は急速に失われる結果となりました。
このような状況はモンゴル各地で起こり、本事業地でありますトングリ村の山々もはげ
山化していきました。2007年には、森林法が制定され、樹木の違法伐採が厳罰化され
たことから、森林破壊は収まる兆しを見せました。しかし、森林法の制定後も違法伐採
は繰り返され、トングリ村でも2008年から2010年にかけ、違法伐採により村民約60
名が逮捕されました。

この事態を重く見た村のリーダー的存在であるガンバ氏ら１5名は、森林保護を目的
とするコミュニティーグループ「イエテン（意味：地上の楽園）」を設立しました。彼
らの働きかけによってようやく違法伐採はなくなり、2012年以降一人も逮捕者は出て
いません。しかし、一旦破壊された森林は簡単には回復することはなく、現在では国土
の約90%で砂漠化が進行し、6万9千㎢の牧草地帯が消滅しています。植物種も75%が
絶滅してしまい、早急な対策が必要とされています。このままでは、針葉樹林の自然回
復は見込めず、放置すれば肥沃な表土は風雨により失われ、砂漠化への道をたどってし
まいます。

そこで私たちは「イエテン」と現地政府と共に、かつての生態林を取り戻す取り組み
を実施することを決意しました。ところが実際に始めてみると、モンゴル国内ではこれ
まで生態林再生を目的とした緑化事業を実施してこなかったため、植栽する苗木が極端
に不足していました。このままではせっかく生態林の再生に向けた事業を始めたとして
も、尻すぼみに終わってしまいます。

このような状況において、私たちは、植林を安定した事業とするため、村人と共に苗
木の生産をすることにしました。この生産事業は安定した苗木の確保ばかりでなく、民
間木材工場閉鎖に伴い職を失った村人の雇用に結びつきます。また、技術が向上し、生
産規模が拡大していけば、いずれ本格化するであろうモンゴル国内の緑化活動に貢献で
きます。

このまま植栽技術の向上が進めば、「植林のことはトングリ村の人々に聞け」となる
でしょう。これまでトングリ村の人々は「木の泥棒」というレッテルを張られてきまし
た。しかし、本事業を通じて、近い将来必ず「森を愛する人々」に変えられると確信し
ています。

昨秋よりスタートを切らせていただいたモンゴルトングリ村での

地球温暖化防止に向けた植林事業。当地ではこれまで生態林再生を

はじめとした緑化事業を6年間に渡り実践してきました。本事業はこ

れまでの経験を活かした、生態系再生や村人への雇用創出に向けた

取り組みにも結び付いています。今回はモンゴル国内における森林

破壊が進んでしまった背景や、当地にて事業を実施するようになっ

た経緯などを中心にご紹介します。
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2019年の主要活動

植林統括ディレクターからのメッセージ



中国モンゴル自治区にある旗下営は、弊社の植林事業を始めて行った場所で
す。2008年の開始当初は植栽方法、苗木の選択など手探りの状態でしたが、
2011年頃から安定した成果を収めています。

現在ではカラマツのほかにアンズやニンティアオなど在来低木種も茂りはじ
め、理想的な生態林が完成しつつあります。今後は植栽数を増やすのではなく、
アンズの実の収穫方法やニンティアオの牧草への活用方法などその地に住む
人々への指導を中心とした活動にしていく予定です。
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2019年の主要活動

現地活動レポート（中国・旗下営）
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同じく中国モンゴル自治区にある武川の植林地は、旗下営での成果を踏ま
え、新たな事業地として2012年に始動した場所です。旗下営での経験と教訓
を生かしたことにより、開始当初から順調にカラマツ林が拡大しています。

その活着率は現地でも高く評価され、武川県林業局副局長からは「ここま
で活着率が高い植林地は見たことがない」と評価されました、

2017年でカラマツの植栽はおおむね終了し、現在はアンズやアカマツなど
在来種を中心に植栽することで生態林再生を目指しています。
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2019年の主要活動

現地活動レポート（中国・武川）

武川植林地の見取り図
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モンゴル・トングリ村は、2018年
に開始したばかりの植林事業地です。
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2019年の主要活動

現地活動レポート（モンゴル・トングリ村）

当地では植林事業のほか、育苗や環境教育にも力を入れています。特に環境
教育については村人も積極的で、現地パートナーが中心となり子供たちを育苗
施設に案内したり、植林地で共に苗木を植栽しています。今秋には日本から森
林インストラクターを招き、小学校にて体験型の環境教育も実施しました。

弊社の植林事業としては、こ
れがモンゴルでの初めての試み
となりますが、植栽技術はこれ
まで積み重ねた手法を応用して
います。

植林を開始する前、この地は違法
伐採が横行し、森ははげ山と化して
いました。



植林のながれ

≪苗木の採集≫
苗木畑にて採集した苗木をトラックに積み、
車で10分＋歩いて15分ほどかけ、植林地まで
向かいます。

≪植林箇所の掘削≫
苗木を植える場所を掘削し、直径
30cm x 深さ30cmほどの穴を掘
ります。

更にスコップで穴を広げ、直径50cmの穴をつくりま
す。これにより、以下の3つの効果が期待できます。
1．雨水が流れやすくなる
2．周りに草が生えるのを防ぐ
3．暴風から苗木を守る

≪植林≫
掘削した穴に苗木を植え、植林が完了です。
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植林について



植林樹種

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。現在では、植林地一

杯の木々が育っています。

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
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植林について



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、
一種類の木ではなく、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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植林について
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