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Ⅱ-1

SDGsと森林
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持続可能な開発目標:ＳＤＧｓとは

持続可能な開発目標（SDGs）とは，2001年に策定
されたミレニアム開発目標の後継として，2015年の
国連サミットで採択された「持続可能な開発のため
の2030アジェンダ」にて記載された2030年までに
持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。
17のゴール・169のターゲットから構成され，地
球上の誰一人取り残さないことを誓っている。
SDGsは発展途上国のみならず，先進国自身が取り
組むユニバーサル（普遍的）なものであり，日本と
しても積極的に取り組んでいる。

出典：外務省HP https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html
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ターゲット

15.1
2020年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山
地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそ
れらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。

15.2
2020年までに、あらゆる種類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
規植林及び再植林を大幅に増加させる。

15.b

保全や再植林を含む持続可能な森林経営を推進するため、あらゆ
るレベルのあらゆる供給源から、持続可能な森林経営のための資

金の調達と開発途上国への十分なインセンティブ付与のための相
当量の資源を動員する。

15 陸の豊かさも守ろう・・・森林に関連する事項

森林における生態系の保全や、劣化した森林の回復と砂漠化の
防止に焦点を当てている。持続可能な森林経営の推進にも言及

出典：国際開発センター「目標15 陸の豊かさも守ろう」
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森林が有する8つの機能・・・全てSDGｓと関連

・温暖化緩和を含む地球環境保全機能

・土砂災害防止機能
・水質浄化などの水源涵養機能

・大気浄化などの快適環境形成

・生物多様性保全

・木材や食料、薬品などの資源を供給する物質生産

・文化や教育
・保養やレクリエーション

生態系がもたらす4つのサービス
・食料や水、木材、繊維、燃料、遺伝資源などの供給
・水質浄化、気候調節、自然災害防止、病害虫抑制などの調整

・レクリエーション、宗教・精神的価値などの文化

・栄養塩循環、土壌形成、光合成による酸素供給といった基盤

出典：林野庁HP「森林の多面的機能と我が国の森林整備」
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/25hakusyo/pdf/5hon1-1.pdf
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森林のはたらき

阿蘇の山に降った雨が、地下水として
かけて熊本市に移動し、生活用水として利用される。
（熊本市の飲料水は 地下水）

出典：熊本県・木育副読本

十数年から２０年

１００％
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「森は海の恋人」

カキ養殖は、川が海に注ぐ場所で行われる。川が運ぶ
森の養分がカキの餌となる植物プランクトンを育む。
森や川の状況がカキの養殖に大きく影響する。

出典：NPO法人森は海の恋人
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出典：国土緑化推進機構「日本の豊かな森林」 https://www.green.or.jp
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Ⅱ-２

森林とヒトとの関係
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木や森林とヒトとの関係 （1960年代以前）

○エネルギー源：薪や炭（お爺さんは山へ柴刈りに・・）
○食料：木の実やキノコの他、野生動物
○建物：建築用材としての木材
○道具：日用品、仕事用の道具の材料、自ら作る

○農業：肥料（腐葉土、木灰）

○遊び場：野山で遊び、木登り、秘密基地
○ものづくり：木で道具を作り遊ぶ

○ヒトの成長：多くの生活資源と、それらを利用する
段階では知恵と生活技術を得ていた
○日本は森林国家で豊かな森や木の文化を育む

リン酸：花・果実の育成
カリウム：根の育成

出典：只木良也「森の文化史」,  講談社 , 2004
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昔の遊び

ものづくり

○ヒトの成長：多くの生活資源と、それらを利用する
段階でヒトは知恵と生活技術を得ていた［只木 2004］
○創造力や問題解決能力を育む，工業立国の基礎
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木や森林とヒトとの関係の変化（1960年代以降）

住居環境の変化、生活様式・構造の変化、木材に変わる
プラスチックや金属製品などの代替物の出現などにより、
木や森林と人間との関係が遠のく

それらの物資を利用しなくなるにつれて、「生活技術の総
合性」が低下していった。代替物の使用は、生活が豊か
で快適になる一方で、人間の能力を後退させてしまった

我々の生活の変化が森林と人間との関係性の悪化を生
み出しているといえる （木や森林は変わらないが、ヒトが
変わってしまった、関係性が変わった）

出典：只木良也「森の文化史」,  講談社 , 2004
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里山の概念図

広義の「里山」

家

庭

神聖にして不可侵

牧草、茅、果実、墓

日常の食料、田畑

燃料、食料、肥料

元本には手を付けず利息で暮らす。理想的な共生生活

出典：涌井雅之，いなしの知恵，ベスト新書

原生林・天然林

人工林

野良仕事・野良犬

野辺送り
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自然豊かな田園風景
耕作放棄地

自然豊かな田園風景や里山の風景は、人の手が

入ることにより維持される。自然との共生により生
まれた風景。田畑も人工林も「自然」ではなく、良
い状況を維持するためには人の介入が必要

写真：photolibrary
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SATOYAMAイニシアティブとは

わが国の里地里山のように農林水産業などの人間の営みによ

り長い年月にわたって維持されてきた二次的自然地域は世界中

に見られますが、現在はその多くの地域で持続可能な利用形態

が失われ、地域の生物多様性に悪影響が生じています。世界で

急速に進む生物多様性の損失を止めるためには、保護地域など

によって原生的な自然を保護するだけでなく、このような世界各地

の二次的自然地域において、自然資源の持続可能な利用を実現

することが必要です。

開発か保護かという二極対立でなく、自然と共生する知恵

出典：環境省 自然環境局 自然環境計画課

人が自然に積極的に関わることによって、
逆に生物多様性を維持する方法
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森林に降る雨のゆくえ

出典： IPA「教育用画像素材集サイト」 http://www2.edu.ipa.go.jp/gz/ 
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H6.8 

鹿児島市の水害

過剰な森林の開発？

写真提供：鹿児島県
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世界の森林の状況

出典：世界森林資源評価（FRA）「2020年メインレポート」

1990〜2020年の３０年間で１億７８００万haが減少

1年間で消える世界の森の面積
約５９３万ヘクタール １分間に

東京ドーム

２．４個分

開発が急激なスピードで進むと，
豊かな森は百年後にはなくなるという予想も
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Q. 日本の森林は、この100年で

増えてる？ 減ってる？

① 約半分になった

② ２割くらい減った

③ ほぼ同じ

④ 増えている

参考：一般社団法人 more trees 水谷 伸吉氏講演 「都市と森をつなぐ、というチャレンジ」
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歌川広重の浮世絵「東海道五十三次平塚縄手道」

山の黒く見える部分が樹木
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現在の高麗山（こうらいやま）
写真：photolibrary
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歌川広重の浮世絵「東海道五十三次平塚縄手道」

村人の燃料、肥料
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海から見た六甲山（明治中期）

出典：林野庁HP「明治150年森林政策の歩み」 https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/archives/

山の黒く見える部分が森林

24



海から見た六甲山（平成29年）
出典：林野庁HP「明治150年森林政策の歩み」 https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/archives/
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海から見た六甲山（明治中期）

工場の燃料・住宅用建材

出典：林野庁HP「明治150年森林政策の歩み」 https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/archives/
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日本はフィンランド、スウェーデンに次ぐ森林国

森林率：土地全体に対する森林の 割合
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森林は増加したのですが課題も、

間伐されていない森 間伐されている森

出典：林野庁HP「間伐とは？」 https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/suisin/kanbatu.html

・森林は多いが、管理がなされていない森が増加
・これにより、いろいろな不具合が発生
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間伐前 間伐直後

・間伐前は森が暗い・・木の成長が悪い
木が細くて曲がっている

・地面は下草がなく、根がむき出し（土が露出）
・・大雨により土が流出・災害

出典：林野庁HP「間伐の推進について」 https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/suisin/
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間伐直後 １０年後

・森の中が明るい。日光が木全体に当たる
・地表に植物が生えている。

・根が見えなくなる。
・木が太く真っ直ぐになる。
出典：林野庁HP「間伐の推進について」 https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/suisin/
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間伐材の有効活用が難しい

出典：林野庁HP「間伐の推進について」 https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/suisin/
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大雨で大量の流木が流出してしまうと、、

写真：photolibrary
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割り箸の使用は、環境に良い・悪い？

・日本産の木材で作る
・使用されない間伐材
や端材で作る

・木材の有効利用
・林業の活性化

国産の間伐材だけを利用した割り箸

利用者へ安全と安心を提供

江戸時代から端材を利用して生産

輸入割り箸の約３倍の価格

国産の間伐材（杉・松材）を使用した割り箸

N社の割り箸商品の例

出典：林野庁HP「木材利用の推進」

バイオマスエネルギーとして活用

割り箸：使い捨て，森林破壊，マイ箸は再利用可能
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Ⅱ-３

木を切ることは悪いこと？
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森林組合のお父さんへ娘さんから：
「お父さんの仕事は、森の木を切る

悪い仕事なの？」

・切られる木がかわいそう

・地球温暖化のためには、木は切ってはいけない
・何年も生きている大きい木が、二酸化炭素を
沢山吸ってくれる

・木を切ってしまうと土砂災害が起こる
・森は（木を切らずに）自然にしておくのが一番

⇒ 人工林・天然林の区別がついていない

・なんで今どき、木にこだわるの？
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木は空気中の二酸化炭素を吸収し大きくなります

①全部空気中にもどる

②半分くらいになる

③そのまま木に残る

森の木は、伐ってはいけない！

木材を燃やしたり、腐らせたりしない限り、ずっと炭素として固定

木を切ると二酸化炭素は数ヶ月後には？

二酸化炭素は炭素として蓄えられる。

住宅や木製品として木材を利用する

ことは、街中に第２の森林を作るこ

とになる。

出典：熊本県・木育副読本
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木材の重さの半分は、炭素の重さ
資料：和歌山県情報館

10.5cm（3寸）角で長さ３mの杉の柱
が固定している炭素量は、約６kg
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温暖化防止の手立て
①森林を豊かにする

②木製品を長く使う

出典：熊本県・木育副読本
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紙のリサイクルの意義

出典：公益財団法人古紙再生促進センター「紙のリサイクル」 http://www.prpc.or.jp/
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二酸化炭素の吸収量を考えよう

整備された森林は、さ

れていない森林よりも
光がよく差し込むの

で、光合成が盛んで二

酸化炭素をたくさん吸

収してくれます。ま

た、二酸化炭素を多く
吸収した木は、大きく

太く育ちます。

整備されている森林とされていない森林はどちらが
⼆酸化炭素を吸収するでしょうか？

整備された森林整備されていない森林

出典：森林・林業学習館 https://www.shinrin-ringyou.com/
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出典：気候変動監視レポート2009

大気中の二酸化炭素濃度の経年変化（過去50年）

にさんかたんそ のうど けいねんへんか
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1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０ １１ １２月

ある１年間の二酸化炭素の濃度の変化

濃

度

350
ppm

3６0
ppm

木が二酸化炭素を吸収している

初夏 秋

出典：気候変動監視レポート2009
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伐採する時期について考えよう

５０〜7０年?

出典：国立研究開発法人森林研究・整備機構 https://www.ffpri.affrc.go.jp/
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森林の土壌保持力

間伐作業と根の張り方

森林の土壌保護機能

抜く時の力をバネばかりで測定

間伐後 間伐前

間伐後 間伐前
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濁った水が災害

を大きくする？

食塩水では卵が浮く

泥水の発生→比重が高まり物が浮きやすい →大きな
岩や車も浮いて移動→ 下流では災害が大きくなる

出典：熊本県・木育副読本

熊本市白川の氾濫 R2.7

写真：photolibrary
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出典：熊本県・木育副読本

森林が有する8つの機能
・温暖化緩和を含む地球環境保全機能

・土砂災害防止機能
・水質浄化などの水源涵養機能

・大気浄化などの快適環境形成

・生物多様性保全

・木材や食料、薬品などの資源を供給する物質生産

・文化や教育
・保養やレクリエーション

出典：林野庁HP「森林の多面的機能と我が国の森林整備」
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環境資源としての機能：70兆円／年
（日本学術会議の試算より）出典：熊本県・木育副読本
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林野庁、⽊づかい運動事務局(活⽊活⽊森ネットワーク)では
⼭や森林・⽣活や環境へ「気づかい」、
⾝近なものを⽊に変える、
を推進しています。
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