
Information 

講演

2001年 9月 5日(水)・第125回談話サロン(東京・弘済会館)

講師・演題

No.103 

柴田 勝: Iバイオテクノ ロジーと海外植林一ナノテクバイオの新潮流-J

社団法人

日本工学ア力デミー
THE ENGINEERING ACADEMY OF JAP州



日本工学アカデミーの使命

社団法人日本工学アカデミーは、広く学界、産業界及び国の機関等において、工学及び科学

技術並びにこれらと密接に関連する分野に関し、顕著な貢献をなし、広範な識見を有する指導

的人材によって構成されており、工学及び科学技術全般の進歩及びこれらと社会との関係の維

持向上を図るため、下記の諸活動を通じて、我が国ひいては世界の発展に資することを目的と

する。

寸巳
圭
ロ

ノ明

1 )国内外の工学・科学技術政策、教育等に関する調査研究、提言活動を積極的に行う。

2)国内外における学際・業際的及び新技術領域の活動を推進することに資する調査研究等の

諸活動を積極的に行う。

3 )国内外の工学、科学技術の健全な進歩発展に寄与するための教育活動、及び一般に対する

普及、啓発活動を推進する。

4)上記の諸活動を効果的に実施するため、国内外の諸国体、特に海外の工学アカデミーとの

連携を強化し、共同事業等を推進する。

5)上記の一環として国際工学アカデミ一連合の主要メンバーの一員として、特に近隣諸国に

おける工学アカデミーの設立に対して、良きアドバイザーとしての責務を果たす。

2000年7月19日理事会

r内



「ノミイオテクノロジーと海外植林
一ナノテクバイオの新潮流-J

1940年2丹生ま れ

1963年3月 名古屋大学農学部卒業

1963年4月 王子製紙(槻入社林木育種研究所 栗山勤務

1980年7月 林木育種研究所亀山研究室長

岐阜大学-名古屋大学-九州大学農学部非常勤講師 l

三重大学客員教授及び生物資源学部非常勤講師を l 

ijt-任
1996年4月
1998年6月
2001年4月

新王子製紙(附原材料部森林資源、研究所所長

王子製紙(総参与森林資源研究所所長

九州大学農学部非常勤講師 現在に至る

l 農学博士。

(林木育種賞、紙パルプ技術協会賞、印刷局朝!湯賞受賞。

柴田 勝 (しばたまさ る)

l 著書(一部分担執筆):I作物の形態形成論」、 「バイオテ クノロ

!ジ一入門」、 「マツタ ケ山のっく りかた」、「育種学の新しい流

iれj、「夢の健康食品ハタケシメジ」他多数。

司 会(得田専務理事) 皆様こんにちは。 9月に

なりまして、長ヲ|く猛暑という予想が外れたよう

な良い気候になりました。

本日は、お忙しい中をお集まりいただきまして

ありがとうございます。談話サロン「バイオテクノ

ロジーと海外植林一ナノテクバイオの新潮流-J
という題で企画いたしました。いわく因縁をご紹

介いたします。私どもの関係団体、国際工学アカデ

ミ一連合 (CAETS)は隔年に各国工学アカデ

ミーがホストになって順番に大会を開催しており

ます。今年は 6月にフィンランド・アカデミーがホ

ストとなり“WorldForest and Engineering"と

いうテーマで大会をやりました。EA]代表とし

て私のほかに、今回は水野会長に代わって岡村名

誉会長がご出席下さいました。ところで、岡村先生

はエレクトロ ニクス、私はメカニカルでございま

して、ワールド・フォレストと全然関係がありませ

んで、さて弱った、せっかくの大会でありますので

しかるべき方が参加すべきと八方探したのですが、

会員名簿の中にはそれらしき方は全然見当たりま

せん。窮しまして、王子製紙の(その当時は社長さ

んでした)大固さんのところに山路副会長のご紹

介で伺い、どなたか専門家を派遣していただけま

せんか、とお願いをしたわけです。大国社長さんが

' 

「それじゃ、誰か最適任者を出しましょう」という

ことで、柴田さんをご紹介いただいたわけで、ござ

います。

岡村先生ご夫妻もそうですが、私も柴田さんと、

フィンランドで 1週間弱ご一緒いたしました。私

はこの森林関係はチンプンカンプンなのですが、

その 3 ~ 4 日間、柴田さんからパスの中や何やか

やでいろいろおもしろい、へえ 一、 そういうこと

ですかと、目からウロ コというような話も結構伺

いました。それから、森林伐採というのは意外と

ハイテクで、そういうこともやっておられるので

すかというお話も伺いました。しかし、柴田さん

の本来のご専門は農学部系ですので、バイオとい

いますか、育種関係です。

帰ってきてしばらくたちましたら、 7月19日の

日経に「ナノテクバイオの新潮流」、「近未来技術

が牽引するバイオナノテク」と柴田さんの写真が

出ておりました。あれっ、こんなところにご登場

ですか、とお電話をして、そうだ、談話サロンで

一度あの折の話を交えていろいろ我々にお話しし

てくださいませんか、とお願いをしたわけでござ

います。

いまちょ っとご紹介しましたけれども、柴田さ

んの人となりをもう少しご紹介いたします。昭和
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それでは、柴田さんお願いします。

柴 田 ただいま過分な紹介を受けました王子製

紙の柴田といいます。たまたまフィンランドで得

田専務と岡村先生とご縁ができまして、まさかこ

んなそうそうたるメンバーの前でしゃべるなんて

いうことは予想だにもしておりませんでした。た

だ、シンポジウムでなくて 「談話サロンj とあり

ますので、じゃあ、ちょっと漫談調でもお許しい

ただけるかとお引き受けしました。何かと至らぬ

ところがあるかもわかりませんけれども、

くお願いします。

2時間ということですので、マラソンはいま 2

時間10分ぐらいですが、途中 1時間ぐらいで一息

入れて、そしてまた後半頑張るということにさせ

ていただきますので、よろしくお願いします。

まず、レジュメにも書いておきましたが、森林

の持ついろいろな公的機能というか、公益性の話

をしたほうがいいのではないか。主に森林という

と単に木材の生産工場のようにとられがちですの

で、その辺から入っていきたいと考えます。

いま一番問題なのはC02で、して、確かにC02と

いうことが非常に騒がれていますが、これはまだ

ここ二、三十年のことなのです。 O HPlを見ま

すと、地球の歴史は 5億年とすごいのですが、石

炭紀がありまして、ジュラシックパークのジュラ

紀がここにあります。こういう億の単位で見ます

と、いま C02が多いとか温暖化だと言っています

が、いまは地球が生まれてから一番低いぐらいな

OHP2 

過去5.6億年間 (顕生代)における大気中
の二酸化炭素濃度と地表近くの気温の変化

(Budykoら、1987より作成)

OH P 1 

よろし

15年2月のお生まれですから61歳ですが、昭和38

年に名古屋大学農学部をご卒業。直ちに王子製紙

に入られまして、亀山からあちこちの研究所を回

られましたが、主として三重県亀山の研究所が本

拠のようです。その途中、岐阜大学、名古屋大学、

九州大学の農学部関係の講座講師などもヲlっ張り

だこでやっておられます。「クロマツ ・アカマツ及

びその種間交雑種に関する遺伝・育種学的研究」で

農学博士号をおとりになられました。

フィンランドでの話の中で、バイオ関係で本流

のゲノムバイオでは日本はアメリカにぐっと引き

離されているが、森林を化学工場にバイオを結び

つける分野では、日本は世界をいまリードしてい

るフ ロントランナーだということも伺いまして、

将来はこの方面で青色レーザーダイオードの中村

さんじゃありませんが、そういったナノテクバイ

オでも名を上げられるのではないかと期待してお

ります。

きょうは勝手の違うメンバー相手のお話で、柴

田さんご自身もちょ っと戸惑っておられますが、

リラックスして、難しい話よりも啓蒙的なお話を

中心にどうぞと言っ てお願いしています。後半の

ご質問の時間もたっぷりとってあります。ぜひ皆

さんも、午後のひとときをお気軽にご参加願えれ

ばと思います。
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温室効果ガスのみ

で、微妙にこのような構成

要素は変化しているわけで

す。

これはわかりやすく自然

起源の循環量が圧倒的に多

いということが書いてあり

ます (OHP省略)。この

100年、人為発生、いわゆ

る石油由来の化石燃料が非

常に多くなっていますが、

その前は、当然、森林が燃

えることもありますし、炭

焼きをした煙が上がること

もあるのですけれども、結

局、自然界がこれを吸収し

てうまくバランスがとれて

点購民 OHP3 気象観測時代の地球平均気温と地球気候モデルからの計算値と
の比較

(IPCC， 1960;気象庁， 1995より作成)

のです。

ただ、ここでおもしろいのは、溶岩の爆発と C

02の量が非常にパラである。同時に、 C02の変

動と地球の平均気温がパラである。これが重要な

ところではないかと思います。特に、 l億年ぐら

いのところはピタッといくぐらいによく似ていま

す。

(0 H P 2)温室効果ということでC02が悪者に

されていますが、実は地球環境を守った地球大気

の温室効果ということで、 C02のおかげで地球の

生物が生存していたという事実もあります。これ

いた。これはギガトンということで、 Gt=10億 t

としてあります。よくGtということを使いますが、

200Gtでうまく J~ランスをとっていた。ところカ宮、

現在は人為発生が7-8ぐらいで多くなっている。

この発生は言うまでもなく化石燃料であろうと言

われています。こういうものがあってバランスが

崩れている。このバランスがとれているうちは、野

焼きしょうが、自然界で山火事が起ころうが、べ

つに問題はないわけです。

OHP3は「気象観測時代の地球平均気温と地

球気候モデルからの計算値との比較」ですが、皆

f柵 h は地球誕生の45億年ぐらい前からずっと見られま さんもいろいろな雑誌や新聞等で、今後一体地球

す。先ほどのはここをちょっと取り出しただけで

すけれども、もっと長い目で見ますと、 C02の温

室効果と太陽エネルギーの加温効果がうまくここ

でマッチして我々生物が生きているということな

ので、こういうマクロの話をする分には全然問題

ないのですが、この辺をみみっちくほじくると

ちょっと問題が出てきます。

全体的なことで、地球というものを考えてみる

と、気候系の構成要素として、海水、大気、生物、

川や湖、陸地、こういうものがいろいろ絡み合っ

て、しかも変化しますから、この変化に応じて、水

温が高くなるとか、蒸発が多いとか、人間環境の

中でC02が多いとか少ないということがある。あ

るいは森林が伐採される、植林されるということ

の温度はどうなるだろうとシミュレーションした

のをよく見られると思います。左上のグラフから

まず説明しますと、 Aは、いまのままほっておく

というわけです。何もしない。何もしなければ約

100年間で3tは上がるであろうという予想です。

Cは、この前のCOP3でやりました1990年代の

レベルに 5%削減するとこうなるであろう。 Dは、

さらにその 1/2削減するという案ですけれども、

これでも 1tは上がるであろうということです。

一方、地球上では、 C02ほかフロン等の温室効

果ガスという効果がありますが、一方ではエアロ

ゾルというのがありまして、例えば火山が噴火し

たというようなことです。こういったものがマイ

ナスの効果、地球を冷やすほうに入っていきます

EAJ Information No.103 / 2002年 1月 3
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南極における
二酸化炭素濃度の推移

民泊圃

れども、 100年間にこれだ

け上がることはいままで

なかったということです。

OHP4 気温と C02濃度の関係

一方、二酸化炭素を調

べた人がいます。これに

はいろいろな方法があり

ますが、一番信頼の置け

る方法は、南極の氷の中

の大気の泡を調べると正

確にわかると言われてい

ます。これはC02以外の

370 

3ω 

330 

320 

OHP5 

MaunaL伺 MonthlyM伺 nCarbon Dioxide 

191ω 1970 1980 I倒防 YEAR 

ハワイのマウナロア山で観測された大気中
の月平均二酸化炭素濃度の変遷
1974年5月以前のデータは米国のスクリップス海
洋研究所で得られたもので、それ以後は米国の海
洋大気庁 (NOAA)の結果を示しています。 (NOAAノ
CMDLのTans博士より提供)

ので、地球全体としては、単に温室効果ガスでは

なくて、エアロゾルを足したこのプラスとマイナ

スの効果であらわれるわけです。しかし、ほって

おけばAのようになるということで、何とかしな

ければいけないという問題がいま起こっているわ

けです。

何とかしなくてはいけないと言うと、データを

見せよということになるわけです(OHP4)。こ

れは気温と C02濃度の関係を調べたものですが、

120年ぐらいの観測される信頼できるときからのグ

ラフがこうあります。デコボコはありますが、確

実に、ーO.4 ~ 1. 2"Cだから、全体で1.60Cほど

気温が上昇しています。この 100年間に1.6"C上

がったということが問題になるわけで、先ほども

お話ししましたように、地球の何億年というサイ

ズで見ればこれはまだまだ低いレベルの話ですけ

4 

仔開:Newsweek， 2001. 8.1) ものもガスクロでわかる

わけですが、 300ぐらいだったのが、いまは明らか

に 360を突破しています。私が学生のころは

360ppmと習ったので、ここ 30年ぐらいの聞にも

ちょっと上がっています。ですからいかにも短期

間ですね。 40年間といっ短期間にC02が上がっ

たことと、温度が急に上がったことがパラである。

これが問題だというわけです。

一方、これはハワイのマウナロア山で観測され

た大気中の月平均二酸化炭素濃度の変遷です (0

H P 5)。ここは太平洋のど真ん中。しかも海抜が

富士山より高いところですので、空気は非常にき

れいなのです。ハワイ島だけではなくて、地球上

の大気の平均がわかるのではないかということで

す。これを見ますとギザギザになっています。ギ

ザギザになりながら上がっていくのです。 lつの

見方としては、確かにC02は 315から 360以上

まで上がっている。

もう lつおもしろいのは、小刻みに上がったり

下がったりしている。これは実は季節変動でして、

夏と冬です。夏は葉っぱが繁っていてC02を吸収

するから瞬間的に下がるわけです。冬になると落

ち葉で光合成ができないから C02がまた増えると

いうことで、植物がC02の吸収にいかに貢献して

いるかというような 1つのエピデンスです。

皆さんもご存じなので復習のつもりですが、温

室効果とは一体何なのだということです (OHP 

省略)。わかりやすく言いますと、太陽の光が来て、

地表近くで放射されて宇宙へ返っていくのですが、

一部はまたここに大気で、跳ね返ってくるわけです。

また、水蒸気には強力な温室効果があるとされて

月時

内



います。

これがいままでの自然界ですが、自動車

や工場は温室効果ガスの二酸化炭素を排出

している。気温を上昇させる大気中の水蒸

気を増加させる。こうしてさらに気温が高

くなっていく。ここの宇宙へ逃げていくと

ころを見ていただくと、逆に跳ね返ってい

るほうが大きい。より多く反射して返って

℃ 

現

在 3
の
平
均

22 
と

くるから、地上の温度が高くなる。これが 21 
いわゆる温室効果だと言われています。

これは(OHP省略)、地表近くの湿った

空気は積雲によって冷たい上空に引き上げ

られ、氷の塊の巻き雲となり、巻き雲は

。

1000 1500 

普とくらべではるかに
短い時間で急上昇

するのが問題

2000 
2100年

ゆっくりと移動しながら氷の粒を降らせ

る。それが地表付近の湿度を上げ、温室効

果をさらに増幅させるということです。

OHP6 過去1000年間と 2100年までの地球の平均気温の

ところが、ここでリンゼンという人が急

に出てきます。これは今年の 8月1日の 『ニュー

ズウィ ーク』に載った記事です (0H P省略)。 ド

クタ ー ・リンゼンはマサチューセッツ工科大学の

人ですが、二酸化炭素の排出量が増えて気温が上

昇すると、上空で雲が冷やされる前に雨が降る、そ

うなれば大気中の水蒸気が減り、温室効果は弱ま

るほうに働く可能性があると言います。いままで

の話は全部、化石燃料からのC02が増えて温室効

果が増大して、そのために地球の温暖化が起こっ

たというシナリオですが、リンゼンという人は、他

にももっといるかもわかりませんけれども、いや

いやそんなことはない、心自己しなくてもいいと

言っている。

こういう理由で、いまみたいに上がらないと

言っている人が 1人いますが、私はとεっちを支持

するかと言えば、まだ前者のほうかなと思ってい

ます。

OHP6は、過去 1000年間と 2100年までの地

球の平均気温の予測をいろいろしています。いわ

ゆる温暖期とか氷河期が繰り返し地球上にはあら

われています。ここに 2000~ 2100年の急上昇の

部分が書いてありますが、昔と比べて、はるかに

短い期間で急上昇するのが問題である。確かに、地

球では、温度が上がったとき、温度が下がったと

きがあるのですが、わりあいゆっくりとして きま

予測

したが、これはいかにも急激にキュッと来ている

のです。これが問題だということです。

いま地球温暖化の話がず、っと出ていますが、地

球温暖化になると一体どこが悪いのだ、中には、 C

02が増えて農産物の生産が上がるのではないの

か、炭素肥料という言葉もあるぐらいだという見

方もあります。しかし、公害の加速、渇水、エネ

ルギー量の需要増加、健康への影響、温度が高く

なることによって病虫害が増える。だから、単に

光合成が増えても、ほかのストレスが加わってき

ますから、農産物の減収が起こる。それから、高

潮・台風の被害増大、砂浜になっていく、森林植

生の変化が起こるということで、地球上のあらゆ

るところに地球温暖化の影響がある。

o H P 7 (次頁)は日本と地球温暖化。もう少

し狭く考えてみると、日本は地球の温暖化をいろ

いろなところで世界に寄与する能力を持っていま

す。例えば、 ODAは世界の 22%、C02の排出

量が少ない、いわゆる公害技術を日本は持ってい

る、そういうことはいろいろあるのですが、もう

少し具体的に言うと、ケヤキの分布域が北上して

くるとか、ブナの40%が消失してしまうとか、サ

ケの漁場がだんだん北上していくとか、マラリア

が北上してくるとか、いろいろなことが起こる。こ

れはまだ想像ですけれども、温度が3
0

Cも4
0

Cも
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OHP7 日本と地球温暖化:責任・影響・能力

高まれば、きっとこういったことが起こるだろう

ということです。

当然、温度が高くなれば氷も溶けてきますから、

そうなるといろいろな問題が起こります。まず l

つは、水温が高くなって台風(サイクロンとかハ

リケーン)が起こるであろう。エルニーニョ現象

もそうですけれども、アメリカのフロリダのほう

でもハリケーンがだんだん増えるだろうと言って

います。こういうことによって浸水が海岸沿いで

起こる。大抵これが起こるのは先進国というより

もむしろ開発途上国のほうが多い。こういうとこ

ろを見捨てていいのかという問題も出てくるわけ

です。

これは、先ほどのドクター・リンゼンの『ニュー

ズウィーク』の例ですが、 2つの予測です (OH

P省略)。左は、いまから 100年後に地球の平均気

温が3~4 'C上昇するというシミュレーションで

す。右は、リンゼンが言っている 1~2 'Cで済む

のだという理論です。現在は、この理論は非常に

マイナーです。左のほうの理論が圧倒的に多いの

6 

ですけれども、これによりますと、色によって、こ

れは 5'Cです。地球でも、特に地球の温暖化を受

けるのは、ご存じのように北極のほうから起こる

だろうと言われています。いろいろなところで分

布が違いますけれども。

こちらを見ますと、これは 3~ 4 oC、これは 1

~2 'Cですから、 2 階級ぐらい少ないです。それ

でも北極の氷が溶け出すおそれがあります。

なお、彼は、気候変動の要因はC02ばかりでは

ないということで、寒流と暖流の話をしています。

海水が凍ると太陽の光を反射する。反射した光は

宇宙空間へ放出されて気温を下げる。地球上にど

のくらい緑があるかによって太陽の光を吸収でき

る量が決まる。いわゆる緑地帯によっても違うと

いうことです。単にC02だけではない。

それから、極地の永久凍土が溶けると大気中に

二酸化炭素を放出する。これは最近、私どもも北

海道の社有林で調べていますが、北へ行くほど、案

外、土壌中のC02の量が多いのです。これは後に

も出てきますけれども、普通、森林の持つ公益的

機能は光合成機能だけと言われていますが、案外、

地下がC02をため込む。これは先回のフィンラン

ドでも「カーボンプール」という言葉でフランス

の方が説明していましたけれども、いわゆる貯金

が多い。その貯金したものが溶け出してくるわけ

です。上に放出されてくる。

暖流は大陸部に暖かい空気を運ぶが、その流れ

は急に変わる可能性があるというようなことで、

気候変動を単にC02だけで考えてはいけない。暖

流・寒流の流れとかいろいろなことを総合的に考

えなければいけない。これらを総合的に考えてい

くとそんなに慌てることはないという理論が、一

方ではあるということだけご紹介しておきます。

日本は世界の工業国になっていますが、二酸化

炭素排出量を調べてみますと、確かにだいぶ出し

ています。産業別で見ると、エネルギ一転換部門、

産業部門、民生部門(家庭と業務)、運輸部門(輸

送)、その他ということで、やはり生産業のところ

から出るものカ斗0%ぐらいを占めている。ここを

節約することが重要になるわけです。

すでに皆さんもご存じのことですけれども、 C

02の排出層別として、省エネルギー、廃熱回収、

点、

月薦、



伊、

新エネルギーです。こういう C02の話が出てくる

とまたクリーンエネルギーの話が出て、特に原子

力発電を無視してはだめだという話が出てくるわ

けです。単にC02だけから考えれば確かに原子力

発電はすばらしいと思いますけれども、チェルノ

ブイリもそうですし、メインテナンスをきちっと

やっていかないと、一方では恐ろしいことも起こ

る可能性があるわけです。

もう lつは、こういったテクノロジーだけでは

なくて、ポリテイカルなものも重要で、して、環境

税を取ろうではないかということです。トヨタや

本田がC02排出の少ない車をつくると税金を安く

するとかいう問題。あるいは、いまのC02の排出

権の問題もありますけれども、 1haの森を持って

いると、この辺で6tぐらい固定します。南のほ

うへ行くと 10tぐらい、北海道でも 4tぐらい固

定します。

1 t固定すると幾らかという論議があるのです

が、アメリカでは 3，000円かなと言っている人が

います。 300円と言っている人もいますが、仮に高

い 3，000円としますと、 6t固定すると約 2万円

です。そうすると 1haの山を持っている人は 2万

円の価値がある。それでは誰が2万円くれるかと

いう問題になりますけれども、その辺が相場で取

引されると言われています。そういう話になると、

当社の場合は杜有林が 18万5，000haあるので、

(%) 
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1人当たり林地面積(対数回盛)

OHP8 各国の林地面積

FAO 1968年調査

例えば電力会社でもオーストラリアで植林しょう

かということもありますし、オーストラリアでは

プロスペタタスという投資会社ができて、投資者

を募って植林しています。狙いは、植林しておけ

ば、先ほどのように 1t固定すれば 3，000円だと

かで、排出権取引の材料になるとやっていますが、

最近プロスベクタスは少し勢いがなくなっていま

す。

私は、最初から、あまりにも無理な数字だなと

考えてきましたが、ともかく C02の排出権を目標

に植林しているところもあるということです。王

子製紙は純粋に製紙原料の確保のためにしていま

すが、排出権取引のためにやっている方もいると

ちょっと計算したくなるのですが、いま世界に20 いうことです。

市 万haを目指していますので、海外の場合は10t固 これはポンチ絵です (OHP省略)。当たり前で

定しますから、だいぶになるなと思います。

いずれにしても、こういった政策も必要だと思

います。こういったお金を取ったら技術開発をす

る人にお金をさしあげるということで、もっと促

進したらどうか。こういう 2つのことが重要だと

言われています。

すでに皆さんも何回も新聞等でご存じのCOP

3の話ですが、 5%削減というのが出ています。日

本は6%ということですが、前回のCOP6でも、

アメリカはこれに関してノーと言っていますが、

日本の努力もあって、あと 2~3 年のうちには歩

み寄るだろうと言われています。ここでは排出権

売買、共同実施、こういうことがきちっと制度化

されてくるのではないかということです。そこで、

すが、木を植えましょう、ソーラー電池にしましょ

う、下水をヒートポンプにしましようと、いろい

ろなアイデイアがあるということです。これはむ

しろ皆さんのほうがご専門ですので省略します。

先ほどから森の話になっていますので、森の話

に移っていきたいと思います。

OHP8は各国の 1人当たりの林地面積です。

縦軸は林地面積を全土地面積で割ったパーセント

です。いわゆる被覆率と言います。世界の人口を

仮に60億人としますと、 1人 1haちょっと持って

いる勘定になります。世界の平均は被覆率は30%

ぐらいです。

しかし、こうやって見ると、イギリスというの

は本当に何もない国ですね。イギリスはロビン・

EAJ Information No.103 / 2002年 1月 7



OHP9 森林の総生産量(只木 1971) 少ないということです。

1重 類 場所 林齢 純生産量
呼吸置

(R) 

卜ン/ha・年 卜ン/ha・年

セイヨウトネリコ デンマーク 35~45 13. 5 8.0 

ヨーロッパブナ デンマーク 46 13. 5 10.0 

ブナ 新潟 30~70 

ブナ 新潟 約50 19. 3 24.8 

ヨーロ ッ I~ トウヒ Tンマーク 40~45 18.0 8.5 

トドマツ 北海道 35~40 23. 8 26.4 

シラペ 山梨 約60 14.5 33.0 

ヒノキ 熊本 45 15.4 25.5 

スギ 大分 34 16.0 41.4 

スギ 宮崎 24 15.1 58.2 

イス 鹿児島 極相 20.6 52目 5

コジイ 熊本 14 22.7 29. 0 

熱帯降雨林 タイ 極栂 28.6 94.6 

森林生態系における炭素(炭酸ガス)固定量

( t/km'/y) (熱帯雨林対比)

熱帯雨林 990 (3， 630) 100 

熱帯季節林 720 (2，640) 73 

温帯常緑林 585 (2， 145) 59 

温帯落葉樹林 540 (1， 980) 55 

車寒帯林 360 (1， 320) 36 

(RITE資料より改変)

o H P 10 

フッドがいたかもしれないけれども、森がないで

すね。被覆率も低いです。中国は、国土は大きい

けれども、何といっても 12~ 13億人いますから

0.2ぐらいしかないです。被覆率も 14%ぐらいで

す。15%ないと思います。なぜなくなったのかと

いうと、それは万里の長城をつく ったからだと言

う人もいますし、煉瓦をつくるのにものすごく燃

料が要りますから、かなり木を伐ったのではない

かと思います。中国には木の生えるところは結構

あるのです。だから、南の江西省のほうへ行くと

40%ぐらい実はあるのですが、平均を見るとこう

です。

逆に高いほうを見ますと、フィンランド、カナ

ダです。カナダも非常に広大ですが、被覆率を見

ると日本のほうが高いです。タイ、インドネシア、

スウェーデン、この辺が上位にランクされていま

す。残念ながら、日本は被覆率はフィンランドと

並んでトップクラスですが、 l人当たりの面積は

8 

総生産量
R/G 

(G) 

トン/ha'年 % 

21. 5 37 

23. 5 43 

29. 8 

44.1 56 

26.5 32 

50.2 53 

47.0 70 

40.9 62 

57.1 72 

73. 3 79 

73.1 72 

51. 7 56 

123.2 76 

測定者

Moller 

H 

丸山他
只木他

Moller 

富良他
只木他

11 

11 

11 

木村

只木
吉良

OHP9は森林の総生産量

です。この研究は日本では京

大の一派です。京大はエコロ

ジストが多い大学でして、そ

の生態学者の一派がこういう

いろいろなことを計算してい

ます。樹種と場所、林齢。年

によってだいぶ違いますけれ

ども、これで樹生産量、呼吸

量、総生産量、こういうこと

をいろいろやっています。

例えば、わかりやすくスギ

を見ますと、大分県のスギは

年に16t/ha生産しています。総生産量は高いです

けれども、呼吸量は結構多いです。 16tということ

はカ ーボンに直すと 8tぐらい固定するというこ

とで、日本でも内地と言われているところは 6~

8 t、北海道は 4tぐらい、南のほうへ行くと 10t

ぐらい、こういうことになります。

一方、これはRITEの資料から見ました (0

H P 10)。アメ リカのホイタ ッカ ーの理論で、いま

地球の温暖化はホイタ ッカ ーの数字がほとんど使

われています。これは私が簡単に直したものです

が、これはkm2ですから、 ha当たりに直すと約 10

tです。 7.2t、6t、 5.4 t、 3.6 tということ

で、寒くなればなるほど光合成が減りますから

カーボン固定は減るということです。これだけ見

ると、暖かいところへ木を植えたほうが得ではな

いかということになりますが、実はそうばかりで

はないのです。

土の中のカーボンを調べた人がいますが、褐色

森林土、黒色土、いろいろ違いますが、黒っぽい

土はカ ーボンが多いのです (OHP省略)。黒っぽ

い土は肥えているとよく 言います。黒ボクという

言葉もありますが、これを見ると、 表土も多く、深

度も多いことが分かります。やはり黒っぽい土は

カーボンの固定が多いということです。どれくら

いカ ーボンを固定しているかというと、約 230t / 

ha保持しています。

o H P 11は森林に蓄積された炭素量。 これはギ

ガトン (Gt)であらわしていますが、一番上は高緯



度で、下へ中緯度、低緯度ということ

で北極圏で見てみますと、植生は少

ないです。植生から見たら圧倒的に

低緯度の熱帯に近いほうが多いです

けれども、右を見ていただくと、土壌

の貯金、いわゆるカ ーボン ・プールが

非常に大きいことがおわかりだと思

います。全体を見ると、これは 340Gt

に近いですけれども、土壌を見ると

660Gtです。ですから、地上部のカー

ボンよりも地下のカーボンのほうが

倍ぐらいあるのです。普通、計算する 抑

ときはこれをみんな無視しています

けれども、山を持っている人から見

たら、俺のところは貯金をたくさん

しているんだから何とかしてくれと

か、貯金があるんだからだいぶ貢献

しているよという理論が出てくるわ

けです。

いま森林のことがずっと出ていま

すが、この森林がなくなってしまっ

たらどうなるか。特に、地球の肺と言

われているアマゾンカfなくなったら

どうなるかというのをシミュレー

ションした人カfいます (0H P 12)。

当然、木を伐ってしまえば草地化が

起こります。例えば、 Aというのは地

表面の温度です。赤が増加、 青が減少

ですから、これは確実にアマゾンの

中心に近いところが 2.5
0

Cも地上の

温度が上がる。地中であっても 3.5
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℃上がってきます。

逆に降雨量は減ってきます。 800ミリ減ったら大

変です。 この辺の雨量が 1500ミリぐらいなので、

半分になってしまいますから大変なことですが、

こういうことが起こるだろう 。それから、蒸散量

も当然減る。それは植生がないで、すから、当然減っ

てくるわけです。こういうことは実際には起こり

ませんけれども、このまま森林をどんどん伐って

いくと 、こ ういう こと も起こるという lつのシ

ミュ レー ションです。

よく砂漠化の問題も出てきます。黄色いところ

が現在の砂漠です (OHP省略)。サハラ砂漠とか

ゴピ砂漠とかアラブのほっとかいろいろあります。

しかし、砂漠の光合成を見まして、紫色のところ

はいつでも砂漠になるというようなところが控え

ています。それから、 砂漠化の非常に高い地域は

赤です。砂漠化の中程度のところはグリ ーンです。

これを見ると、オーストラ リアは東海岸以外はす

ぐ砂漠になってしまうようなところです。アフリ

カだって中央部を除いてほとんどあるわけです。

アメリカだって豊かな国みたいですけれども、ひ
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ます。ただ、上の林が針葉樹とか広葉樹によって

下の植生が違うから、ススーツと流れていくとこ

ろもあります。ですから、森林といっても一概に

は言えませんが、平均的にこんなものでしょう。

草原にすればかなり防げます。畑にすると急に

土砂流出が生じます。ここまではわりあい地表を

覆っていますが、畑にすると地表の被覆がないた

め一遍に土砂流出と水の流出が起こるという例で

*:貯水能

186mm* 
「一一一一一一ー

(mm/日)

』

41-

3 

府内

/鳴、

o H P 13は森林伐採

す。

裸地だったら水の半分は流れていってしまう。

三峡ダムじゃないですけれども、四川省から長江

をず、っと行きますと、至るところに畑をつくって

どうなるかと思いますが、私どもも参加してあそ

こに経団連の森を今度つくることになっています。

どれだけ効果があるかといったら微々たるもので

すが、少しずつやっていかないと大変なことが起

こるという lつの例です。

森林浴ということがよく言われていますが、森

林浴って一体何だと。コルチゾールという、これ

はストレスホルモンと書いてありますが、コルチ

ゾールを測った人がいます (OHP省略)。これは

人工気象室でやったのですが、森林浴をすると唾

液中のコルチゾール濃度が低下する。いわゆるス

トレスから解放されてくるわけです。ストレスと

いってもいろいろありますから、緊張、怒り、混

乱、落ち込み、活気疲労と細かく調べてみると、グ

リーン(森林浴をする)のほうがいつも赤(しない)

より下です。このように、科学的に森の心地よさ

というのは、コルチゾールというストレスホルモ

ンの量が違うことで説明できるという lつの例で

す。

一番最初のと近い話ですが、 2000年、 1500年、

1000年と世界の人口をずっと調べてみますと、産

業革命のちょっと前ぐらいまでは数億人で伸ぴて

きたのが、急にググーッと上がっています。同じ

ように大気中のCOzもグーッと上がっていきま

す。ここが非常に問題なのです。わずか 100年ぐ

らいの聞に、いままで体験したことのないような

人口爆発と、それに引きずられるようなCOzの濃

度上昇、これが問題だということにだんだんなっ

てきています。

ちょっと前後しましたが、

340mm* 

且・E
初沢 1号 初沢2号
伐採地 無伐採地

o H P 13 森林伐採と水流出パターンの変化
(群馬・宝)11)

有光一登:U]NR第13回日米会議(森林部

会)資料、林野庁 (1989)より

渇
水
出
流
量

豊

水

流

出

量

トー

』

2 

とつ間違うと、ネパダとかアリゾナとかはいつで

も水不足になるというところが控えています。日

本はないですけれども、世界中にこういう危機が

実はあるわけです。

これは大気中のCOz濃度を現在の4倍にした場

合の土壌水分量の予測です (OHP省略)。当然、

温度が数度上がってきますから、蒸散量も蒸発量

も盛んになって、ピンクに塗つであるところはど

んどん乾燥してくる。これは先ほどのとちょっと

違います。オーストラリアは東海岸は残る部分に

なっていますけれども、このシミュレーションで

はむしろ中央部が残るようになっています。いず

れにしても、いろいろなところでこういった問題

が起こってきます。

いま森の公益的機能の話をしていますので、続

けてさせていただきます。 1ha当たりの土壌流出

量は、森林があるとほとんどゼロです。土は流れ

ません。いわゆるエロージョンを防ぐという効果

があります。それから、降雨の流出の割合も、森

林はほんのわずかです。これによって貯水がされ

10 
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OH P14 森林の公益的機能の評価額(年間)

機能の種類 評価額

水源;酉養機能 降水の貯留

8兆7，400億円

森林の土壌が、降水を 洪水の防止

貯留し、河川へ流れ込む 5兆5，700億円

水の量を平準化して洪水、 水質の浄化

渇水を防ぎ、さらにその 12兆8，100億円

過程で水質を浄化する役

害。 計 27~~1 ， 200億円

土砂流出防止機能 28兆2，600億円

森林の下層植生や落葉

落枝が地衰の浸食を抑制

する役割

土砂崩壊防止機能

8~~4， 400億円

森林が根系を張り巡ら

すことによって土砂の崩

壊を防ぐ役割

保健休養機能

2兆2，500億円

森林が人にやすらぎを

与え、余暇を過ごす場と

して果たしている役割

野生鳥獣保護機能

3~~7， 800億円

森林が果たしている野

生鳥獣の生息の場として

の役割

大気保全機能 二酸化炭素吸収

1 ~~2， 400億円

森林がその成長の過程 酸素供給

で二酸化炭素を吸収し、 3兆9，000億円

酸素を供給している役割

計 5~~1 ， 400億円

dロ』 計 74兆9，900億円

と水流出で、伐採地と無伐採地で調べてみますと、

量は全然違います。木を伐ってしまうと一気に水

が放出される。当然、貯水能力が減っているから

こういうことになる、こういうデータも実はあり

ます。

森林の公益的機能をまとめてみたいと思います

備 考

-森林の保水能力は440億トン

(既設ダムの2.5倍、生活用水の3倍)

-この年間貯留量は、 1860億トン

-森林は洪水時のピーク流量を2/3にカット

(既設洪水調節ダムの4倍)

-森林は水質を中和し、ミネラルを付加

-森林の土砂流出防止量は年間50億m'
(東京ドーム4千杯分)

-森林の土砂崩壊防止面積は年間960蜘2

(東京23区面積の1.5倍)

-国民の7割が1年に 1度は森林を訪れる

-森林は約200種の鳥類、約2万5千種の昆

虫類をはじめとする野生動植物の貴重な生

息・生育の場

-森林の二酸化炭素吸収量は年間9700万トン

(我が国の全排出量の8%、自家用乗用車

からの排出量の約7割)

-森林の酸素放出量は年間7100万トン

(国民の年間呼吸量の 2倍)

(0 H P 14)。森林の公益機能は75兆円ある。先日、

来年の国の予算の一般会計は85兆円と出ていまし

たけれども、かなり近いですね。これは幾つかの

機能を分けていますから、水源酒養は27兆円、土

砂流出は28兆円、保険・給与2兆円、大気保全5

兆円、合わせて75兆円。ただ、ここには遺伝子資
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o H P 15 日本人一人当たりの工ネルギー消費量
(rエネルギー・経済統計要覧』より作成)

源の保存とか良好な景観の形成とか気象とかを入

れていませんから、もっと細かくすれば国家予算

に相当するぐらいになるのではないかと思ってい

ます。これは代替法という計算の方法で推計した

ものです。

これはオゾン層による太陽光の吸収ですから、

オゾンがあるとないでなぜ違うかという lつの例

です。ここのところが吸収されていくということ

です。これは省略します。

次も、オゾン層が壊れているということで、オ

ゾンホールを実際に見た写真です。何と、このオ

頗頭町

染、 C02、NOx、あるいは森林破壊、砂漠化。

そして、こういったことが起こって食糧不足とな

り、都市に人が流れて、こうなる。

この一番の根源は何かというと、人口問題へと

いきつくのです。先進国であれ、発展途上国であ

れ、一番の根源は人口問題ではないかということ

で、サイエンスとかテクノロジーの話をいろいろ

しながら、また原点に返ってくると人口問題、こ

れを何とかしなければいけない。いまの地球上が

生きていくには 20億人ぐらいだと言われていま

す。すでに60億人いるから、 40億人の人が余分に

ゾンホールは日本の国土面積の30倍ぐらいあると いるというのがあるわけです。しかし、これを何

いうことで、すごい穴があいているということで とか科学で60億人生きていこうとしているのです 内

す。これも環境問題の lつです。

OH P15は、日本人一人当たりのエネルギーの

消費量を見たものです。これはすごいですね。こ

ちらは消費量は10億ジ、ュールですけれども、日本

はもう 180近くまで来ています。いまのマレーシ

アやキューパは日本の 1960年代、タイや中国は

1935年代、パプアニューギニアはまだ 1900年

ちょっとぐらいです。だから、めちゃめちゃ使っ

ているわけです。これで豊かな生活が一方ではあ

るのですけれども、世界的にエネルギー消費量を

見ると、我々もいいところへ来てるなという感じ

がします。

いろいろな言古をしてきましたカ宮、いろいろな問

題が出ています。地球温暖化、大気汚染、水質汚

12 

が、果たしてどこまで科学で抑えられるのか、フォ

ローできるのかという気がします。どうもここを

無視してはできないなという気が最近します。

同じことを言っている人がいます。「ギリシア文

明と現代文明のアナロジー」ということを安田さ

んという方が『歴史は警告するj(学術月報47)と

いう中で、言っていますが、これは文明誕生と文明

の崩壊をギリシア文明と近代文明を比較して見て

いるのです。すると、発展期と成熟期と衰退期が

あって、よく似ているというのです。これはエイ

ズと書いてありますが、果たしてマラリアほどの

エイズがいまあるのかどうかちょっとわかりませ

んが、例えば戦争があった、温暖化があった、民

族移動があった、難民だ、これは世界観の変遷、ヘ
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o H P 16 紙パ産業のリサイクル

レニズム、 一神教の拡大、世界観が変質する、新

興宗教。ちょっと無理があるけれども、こうやっ

ていろいろな気象変動とギリシア文明、これはB

C 1200年で、これはAD13世紀ですから、だい

ぶ違いますけれども、比較するとよく似ていると

いう人もいるわけです。

o H P 16は、私どもの宣伝臭くなりますが、当

社の場合は植林によってできるだけC02を固定

して、それで、原材料をつく って、商品をつくる。商

品をつくっても、これをすぐ燃やすのではなくて、

何回も何回もリサイクルしていく 。2つのリサイ

クルというのを私どもの 1つのポリシーにしてい

ます。

次の海外植林に行く Iつの前段になりますが、

現在、パルプ材チップは 70%以上輸入していま

す。これは針葉樹と広葉樹に分かれますが、 1989

年と 1999年で、は事情が違ってきています (OHP 

省略)。

針葉樹の場合は、アメリカ一辺倒が、いまはア

メリカとオーストラリアに変わってきました。こ

の lつの理由は、アメリカの場合はダグラス

フア ーを輸入していた ら、シマフクロウを守れと

いうことで、自然保護の声から伐採を禁止してき

ています。その分オーストラリアで植林が起こ っ

ていまして、植林木を利用するというふうにだい

ぶ変わってきています。

11. 7% 

曲がった木や枝材

10.3% 

製材工場の残材

24.7% 

o H P 17 紙パ産業使用原料の割合

古紙

53.3% 

一方、広葉樹も、オーストラリアーアメリカが、

逆にアメリカーオ ーストラリアというふうに変

わってきています。オーストラリアからいただい

ていた木はユーカリの天然林です。この天然林が

どんどん減ってきた。アメリカは、植林ではない

ですけれども、 二次林といいますか、一遍伐った

後の萌芽林です。チリは全部植林木です。中国か

らも入ってきていますが、全部植林木です。

だから、広葉樹・針葉樹とも天然林から植林木

に移ってきたということで、これから原料は自前

で植えて、それを使う、自然には絶対に手を付け

ないという思想がだんだんといま出てきています。

一方、古紙は53.3%と増えていますし、できる

だけリサイクルしていこうということで、海外丸

太の11.7%の部分に関して天然、林から人工林にい
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OH  P18 紙パ各社海外植林事業の概要

会社 国名(地域) 会社名 設立年 株主 樹種
植林目標商積 99年度末 伐期

(ha) 実績(ha) (年)

王 子 着 手 PNG(マンダ州) JANT 71/12 野村設券他 アカシア・ユーカリ 11，000 9，134 7~ 10 

NZ SPFL 92/09 伊藤忠商事 ユーカリ 14，400 7，504 12 

(南島インパーカ ギル) 富士ゼロ ックス

豪州 APFL 93/08 伊藤忠商事 ユーカリ 26， 000 16，899 10 

(西オーストラリア州) 千趣会

ベ トナム QPFL 95/05 日商岩井 アカ シア・ユーカリ 10，500 5，931 7 

(ビンディン省) 大日本印刷

豪州 GPFL 97/01 日商岩井 ユーカリ 10，000 2，737 10 

(ピクトリア州) 凸版印刷

NZ Pan Pac 99 日本製紙 パイン 33， 000 31， 500 30 

(北島ホークスベイ) HBFと合併

豪州 BPFL 98/11 伊藤忠商事 ユーカリ 10，000 945 10 

(クイーンズラン ド州) 講談社・ 電源開発

豪州 EPFL 99/02 日商岩井・小学館 ユーカリ 10，000 396 10 

(ビク卜リア州) 日本紙パルプ商事

中国 2000 

(広西省)

計

計画中 その他

計

日本 着 手 チリ 91/11 

計画中 豪州

大 王 着 手 チリ 89/06 

ニ 菱 着 手 チリ 90108 

計画中 タスマーア
1 

ま移しています (0H P 17)。

いまは一体どうやって人工林をつくっているのか、

そのための品種改良の技術は何があるのか、その

中にバイオテ クノ ロジーが実は出てくるのですけ

れども、これは後半にさせていただきたいと思い

ます。

一一休憩一一

柴田前半で、森林の機能といいますか、単に

木材生産をするだけではなくて、公益的機能が非

常に大きいという話をさせていただきましたが、

これか らは公益的機能はちょっと置いておいて、

セルロ ース、へミセルロース、リグニンを木材と

いう生物を使っていかに効率よく生産していくか

という話です。植林はその多数の 1つです。植林

をやりながら良いものを選んでいく 。あるいは良

い栽培方法を研究していく 。これを育種とか育林

技術と言いますが、そういった生産技術がいま進

行しています。一方では、10年先、 20年先をにら

んで、質を変えていこうということも重要です。そ

こには、バイオテ クノ ロジーを使っていこうとい

うのが私どもの戦略です。それをご紹介したいと

思います。

14 

丸紅他 ユーカリ 30， 000 5 

154， 900 75，046 

アカシア・ユーカリ 45， 100 

45，100 

住友商事 ユー力リ 13， 500 4，000 10 

ニ井 ユーカリ 30， 000 

伊藤忠商事 ユーカリ・ パイン 40，000 8，200 10 

二菱商事 ユーカリ 10，000 6，200 10 

ニ菱商事 ユーカリ 24， 000 15 

まず、ここにありますマップは海外植林の現況

です(OHP省略)。いま紙パ各社とも海外植林に

は非常に熱を入れていますけれども、当社の場合

は非常に先導的でして、 一番古いのはブラジルで

20年ぐらい前からやっているプロジェク トです。

(0 H P 18)この表は、 9年ぐらい前からやって

いる当社独自のプロジェクトだけです。植林地域

としては、気候帯は熱帯・亜熱帯・温帯ですが、こ

れは温度と光合成能力がパラであることより、生

産量は気象条件で殆ど決まることよ り、こ ういう

ところを選びました。もちろん、そのほかに植林

コストも重要です。候補地は、牧場跡地、 過度の

農耕地が主で、天然林を伐採していると ころは l

つも ありません。

樹種としてはユーカリ がほとんどです。カマル

ドレンシス。グランディス (G)。ウロフィラー (U)。

ここでGXUとあるのは雑種(ハイブリッド)で

す。ダニアイ 。グロブラス。ナイ テンス。それか

ら、アカシアも 2手重類やっていまして、マンギウ

ム、アウ リカリフォルムスおよびその雑種。パイ

ン(松)は、ラジアタパインというのをニュ ージー

ランドで 1ヵ所やっていますが、あとは全部ユー



o H P 19 

フラ ジjレ セニブラネ士
ガニヨエス林区
E.grandis 4.5年生
H = 25 ~ 28m 

イッパチンガ林区
ιgrandisに近い雑種
7.5年生司H=t= 30m 

カリとアカシアです。現在、 10万haぐらい植林し

たが、残り 10万haをこれからやっていこうという

ことです。

o H P 19はブラジルの例です。セニブラという

会社をいまつくっていますが、これは当社単独で

はなくて、 k~パ 1 5干土でやっているプロジェクトで

す。上はガニヨエスブロックですが、 最初に行った

o H P 20 

SABANNA -850Cによる機械耕転。
傾斜 15。までO.K.

ときぴ、っくりしました。これは 4.5年生です。樹

高が25~ 28 mというすばらしい成長をしていま

す。確かにこの立地は非常にいいところですが、

もう 2つ理由があるのです。それは、ここに使っ

た種は全部採種園産のもの、いわゆるエリ ー トの

子供ばかりを使ったということが 1つ。それから、

後でも出てきますが、農業をやるように全部耕転

して畑にして植えたということがもう lつ大きな

理由です。これを集約栽培と呼びます。

下はイッパチンガブロックですけれども、私の

後ろにすごく大きい木が一列に並んでいます。こ

れは雑種強勢でできたものでして、 7.5年生で約

30m。両親はわかりませんけれども、こういうの

を増やす場合は種ではなくて挿し木です。いわゆ

るクローンでやります。

これはニュージーランドの南緯45度の寒いとこ

ろですが、風が非常にきついので、こちらから風

が吹きますから、こちら側の枝が無いのです (0

HP省略)。 これで 4 年生で 2~3mで、すから、先

ほどのブラジルをちょっと，思い出していただくと、

いかにここが不利かということがわかります。

これは施肥の効果です。ここに防風林が Iつあ

りますが、この右と左を比較すると、施肥をやる

とやっぱりいいですね。寒さばかりではなくて、

養分不足というこ ともあります。

これが耕転マシンですが(0H P 20)、オースト

ラリアのGPFL。ブリスベーンの近くですけれ

ども 、こういう巨大なマシンを使ってリッパーと

マウンデイングを一緒にやるのです。 リッパーと
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o H P 21 

E.grandis X E.urophylla (2.1年生)
樹高:16m司胸高直径 :12. 2m 
Vi t i Levu島 Site D 

いうのは耕転するのですが、マウンデイングは耕

転した土を山にしていくのです。これ一挙動で畝

をつくっていきます。 マウンデインクやは30 ~40cm

ですけれども、この下を 40cmか 50cm掘りますか

ら、根が70cmぐらいすっと伸びていく。 ここに肥

料をやるから、初期成長はすばらしい。

これは西オーストラリアのマンジマップという

ところで、樹種はグロプラスです。非常に伸びて

います(OHP省略)0 3 年生で 7~9m。よくユー

カリを植えると虫も来ないし草も生えないと言う

方がみえますが、とんでもなくて、草はいっぱい

生えてきますので、下刈りが lつの成功・不成功

のカギになっています。まだこういった菌根菌、マ

イコライザーというキノコが幾っか出て共生関係

を維持しています。虫もたくさん来ています。ユー

カリの蜂蜜はプロポリスには一番いいと言われて

います。ユーカリの蜂蜜はおいしいので、虫も 4

~ 5 種類はいつも観察されます。

(0 H P 21)ここはフィジーです。グランディス

とウ ーロフィラのハイブリッドです。これはテレ
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E.tereticornis (2. 1年生)
樹高:10m，胸高直径:10. 3m 
Viti Levu島 SiteD 

テイコルニスの純粋種ですが、これもよく伸びま

す。フィジーではいままでこれが一番よく伸びま

した。右の、人が立っているのは一番良い木です

が、テ レテイコルニスでは 2.1:年生で樹高 10m。

しかし、左のハイブリッドは同齢で'16mで、す。こ

れで 2年生ですから、ちょ っと信用してもらえな

いかもわかりませんが、実際に伸びます。

私は、この伸びた枝をとってきて、日本でテッ

シュカルチャーで増やして、クロ ーンにして、い

ま中国に持っていって、向こうで今年試験地を設

定 しました。果た してフィ ジーで、育つのが中国の

江西省で育っかどうかわかりませんが、緯度の関

係から、多分南緯20度と北緯20度ぐらいでいいの

で気象的には類似します。従ってかなりいけると

推測しています。

先ほど耕転の話をしましたが、これは耕転して

肥料を やったと ころと耕転しないところです。

ユーカリは農業的な手法でやると生産性が倍ぐら

いになる。一方、アカシアはあまり差がありませ

ん (OHP省略)。



o H P 22 

アカシア Fl(上部)司 ユーカリエリート ク
ロー ン(左側)

ユーカリ実生 (右側)(E.camaldulensis) 
2.7年生の成長量 ベ トナム QPFL

アカ シア Fl(A.mangium x A.auriculiformis)の十系穂園
(挿木周)

ベ トナム QPFし

これはパプアニューギニアですが、 3年生ぐら

いです (OHP省略)。 非常によく伸びています。

アカシアは二股になったりグネグネするのが lつ

の欠点です。パルプ材としてはいいのですが、あ

まり曲がっていると、樹皮を取ったり搬出すると

きに問題です。 したがって、できるだけまっすぐ

のものを選ぼうという仕事 (選抜と呼ぶ)を現在

やっています。

ベトナムは、林業が結構進んでいまして、ホー

チミンのシー ドセンターでは組織培養の研究室が

あって、アカシアのFlを組織培養で増やしていま

す (OHP省略)。 この後、挿し木に切り換えてい

きます。一方、アカシアのエリートの種子をとっ

て、精選しています。ここでは良い種を使って生

産性を向上させることが普通になりつつあります

(OH P省略)。

o H P22は私どもの試験地です。 2.7年生です

o H P 23 

挿穂作り 。直ちに殺菌剤の液につける

発根ホルモンを付けて、砂土に通常法で挿木

けれども、中央ベトナムのクイニョンでいま 山に

植えています。一番上部がアカシアの Flの挿し

木。ク ローンです。左側がユーカリのエリートの

子供です。右側がユーカリの実生です。圧倒的に

これ(右上の象限)がいいです。これはハイブリ ッ

ドですが、採穂園をつくりまして、ここから何本

か芽が出てきますから、これを切って挿し穂にし

てクローン苗をつくるわけです。

例えば、こうやって穂をつくります(0H P 23)。

これを砂のところに挿していきますけれども、挿

すときは一応成長ホルモンをつけて、できるだけ

根が出るようにしています。あとはミスト装置で

湿度を維持しながら、約 1ヵ月で発根させて、約

2ヵ月で養成します。 3ヵ月で苗をつくります。

(比較:スギ2年、ヒノキ 3年、 トドマツ 5年)

これはいまのクローンの林内の生育状況です

(OHP省略)0 1. 7年生で4mに伸びています。こ

れは 2.7 年生で 6 ~ 7m は伸びています。 これを見
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o H P 24 

ユーカリ事業植林地扶緩蒜坪
GX U F1クローン林 3年生
intensive culture 
樹形:均一、通直。

H = 14m D = 13 cm MA I = 28 ~ 32 

て、最近ほっとしているところで、フィジーより

は少し悪いですけれども、アカ シアを植えればベ

トナムでもいけるなという手応えを感じます。今

年から全面的にアカシアに切り換えようかと思っ

ています。アカシアがなぜよく伸びるかというと、

lつは、マメ科ですので、根に根癌バクテ リアを

つけて空気中の窒素を固定するということで、や

せたところでもよく育つ特徴があるからではない

かと思っています。

o H P24は中国の例ですが、 実は左と右は隣り

合わせです。地力、土壌的条件、 気象条件はほと

んど同じですが、両者はえらく違います。左は 3

年生ですが 14m、右は 10mで、す。まず樹高が違

う。実生林は不揃い。クロー ン林は均一で垂直で

きれいに揃っています。なぜかというと、これは

挿し木ク ロー ンです。しかも、ここは集約栽培(イ

ンテンシブカルチャー)して、きれいに耕転して

から植えます。実生林のほうは、インテンシブカ

18 

刊蛍't

J ~ 、

E.urophylla 
(実生林・ 3年生)
樹形:不揃い
H = 10m D = 15cm MA I = 20 

ルチャーはしたのですけれども、種が悪いから不

揃いです。ですから、種の問題もこういった商業

植林するときは重要で、林業の場合も生産性向上

には品種改良が重要なのです。

(0 H P 25)次にバイオに入っていき ますが、こ

れは一般的なバイオの話です。いまバイオテクノ

ロジーというと GMO(遺伝子組換え植物のこと)

は悪いもののように言われていますが、そうでは

なくて、まるで“魔女"みたいに悪く見る必要はな

いと思っ てい ます。 バイオテクノ ロ ジーが14~15 

年前に生まれたときは、多くの可能性を期待した

のです。これに向かつて、いま我々は進んでいる

のです。この中でもし悪いことがあれば、それは

チェ ックしなければいけませんが、いままででき

なかったことがバイオを使う こと によって可能に

なるのだということも、もう一度思い出していた

だきたいと思います。

農水省の国際農林水産研究所センタ ーで、 スト



笠 す易認 mめ初期

o H P 25 

レス耐性の研究をしようということで、いまス

タートしたと こですが、王子製紙は樹木を、目立

は花井とかイネを、三井化学工業は芝を材料に、幾

つかの企業が一緒になってやっています (OHP 

省略)。ストレス耐性の遺伝子をイネとかユーカリ

とか花とか芝に入れることによって、食糧生産の

安定化とか地球環境保全とか都市生活の美化が期

待できます。

環境負荷化学物質の残留性を軽減する作物の作

出ということで、例えばダイオキシンを分解する、

あるいは環境ホルモンを分解するものをここの中

に組み込んだら、そして根の中でこれが発現した

ら周囲の土壌を改良できるのではないのかという

戦略です (OHP省略)。こんなふうに考えてみる

と、 GMOは決して悪いものではないと思います。

当社の研究に戻りまして、「省エネルギー型工業

原料生産に適した多年生工業原料植物の創成」と

いうタイトルでNEDOの研究の一端を担ってい

ます。実際にいま我々が使っているの

は、ユーカリの幹だけで65.7%です。

狙いは、残りの樹皮 15.2%、枝 16.3

%、葉っぱ 2.8%、こういうところを

フルに{史えないだろうかということで

す。例えば葉っぱではテルペノイドと

かポリプレノイドみたいなものをここ

でつくれないか。樹皮でフェノ ール性

化合物、生分解性プラスチ ック 、いわ

ゆるセイプラみたいなものをつくれな

いかということを、いま手掛けていま

す。

(0 H P 26)まず、ユーカリの遺伝

子組換えを成功させるには、大きい技

術として 2つありまして、 lつは良い

遺伝子をと ってくるということ。これ

は絶対です。例えばストレス耐性、セ

ルロース合成にしても目的遺伝子を確

実に単離する技術が lつです。もう l

つは、遺伝子組換えをしても植物にな

らなかったら意味がないわけです。こ

れを再分化技術と言います。これが技

術の両輪でして、非常に重要です。

私どもは“苗条原基法"という世界

で初めてのシステムをユーカリ で完成しました。

最近さらに新システムとして“早生分枝法"とい

う方法を完成しました。これは、水の中で植物を

つくるのです。水の中で植物をつくるというと

ちょっと変ですけれども、考えてみたら、我々も

お母さんの羊水の中で育ってきたのだから、水の

中で生物が育つのはそんなにおかしいことではな

いのです。いままでは固体培地で再分化とか組織

培養を行っていたのを、我々は水の中で実施した

のです。

さて、 上記の百条原基とか早生分枝を作るには

これは回転培養という機械が必要です。このシス

テムを使うと非常に遺伝子組換えがしやすいので

す。キ且J央えにはアグロノTクテリウムj去をイ吏います。

後は、苗条原基法で芽をつくって、発根させて完

全は植物体 (GMO)をつくります。この lつの

サイクルにいまは 6ヵ月ぐらいかかっています。

(0 H P 27 (次頁))最初に私どもが手掛けたの
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が 箇条原基法
(特許成立)

新システム
(特許出願中)

苗条原基

再生植物体

o H P 26 ユーカリ の形質転換技術

o H P 27 

は、これは木材の中の 3大成分です。セルロース、

ヘミセルロース、リグニンの 3大成分を、鉄筋と

針金とセメントに例えることができます。紙パ産

業で実際に私どもが使うのは、セルロースと へミ

セルロースでリグニンを捨てます。それならば、要

らない リグニンを取ってやればいいのではないか

ということですが、これをあまり取ってしまうと

グニヤグニャになるかもしれないし、病虫害に弱

20 

くなるおそれもあります。その割合が難しいので

すが、一度やってみる ことにしました。

ここに生合成経路が書いてありますが、フェニ

ルアラニンという物質から始まってリグニンとい

う物質に合成されます。フェニルアラニンの前は

光合成によ ってできたグルコースです。

戦略としては、このプロセスがわかっていたか

ら、 リグニンができる lつ前の酵素である CAD



セルロース合成装置の解明

セルロース合成装置の電子顕微鏡写真
水野孝一博士(大阪大学)

セルロース合成装置解明の効果

.セルロース含量を高める。

/ 
'2>，，， 

微事語郷総

τ""'~ 

セルロース合成の様子(想像図)

-広葉樹を繊維長の長い針葉樹タイプにする。

閣制斗 ¥
遺伝子操作

了品くグ
o H P 28 林木のセルロース含量を高める研究

(シナミルアセ トアルデヒ ドゲナーゼ)をつくる遺

伝子を単離し、次にこの酵素をつくる遺伝子をア

ンチセンス法で抑制型に変えてこれを導入すれば、

CADの生産を少なくしようとするストーリーで

す。 もし、これの生産が少なくなれば、これが

フィ ードパックしてこっちのセルロースが多くな

るのではないかという甘い考えでやったのですが、

実際にフィ ー ドパック現象は起こりませんでした。

起こらなくて、ここまで来ているからアセトアル

デヒドはバイパスをつくって、アルデヒド型リグ

ニンをっくりました。

CAD 活性をいろいろ測ってみると、 contに比

べると明らかに統計的に有意に減少したものが出

てきました。80見も CAD活性が減ったらどうなる

のだろうということで、いまベトナムでテストし

ています。これを“ GMOフィールドテスト"と

言っ ていますが、ベトナムの国立林木育種研究所

と共同で実施中です。

現在はまだ 3年生ですので、今年の秋に 4年目

の調査をして終了しますが、いままでにわかった

ことは、土の安全性です。当然土中に根が伸びて

きますから、この根から何か悪いものが出ていて

は生態系を乱します。ここの土を 2年間にわたっ

て調査した結果、 contとGMOの区で全く 差がな

いことを確認しています。

次に、成長ですけれども、 contと比較してはあ

まり変わらない。しかし、一般に成長がよくない

のはたまたまここは尾根筋であまり土地のよくな

いところだったので、こういう病気が起こってし

まったと言うことも考えられる。また、また親の

遺伝子がよくないのでそれ も成長不良の一因と

なっているようです。

現在までにわかったのは、クラフトパルプにし

た場合、蒸散後のカッパー値、(残存リグニンのこ

と)ですけれども、これがちょっと減っていると

いった長所が出ています。残存リグニンが減ると

いうことは、晒工程のコストが下がる。晒工程が

減るということは塩素の量が減る。塩素の量が減

るという ことはダイオキ シンカf少なし、。こういう

わけで、ちょ っと貢献するのではないかと思って

いますが、パルプ材の分子育種の中でリグニンは

手始めで、本命は違います。

o H P28はセルロース合成複合体の精製という

ことですが、最後の狙いは木材の50%を占めるセ

ルロース、 25%を占めるへミセルロ ース、この辺

が一番のポイントになってきます。当初、細胞壁

にあるタ ーミナル・コンプレックスの酵素を全部

精製して、これを入れてやろうとを考えた。 6つ

ぐらい酵素があることはわかっているのですが、

この精製技術がなかなかうまくいきません。その

ために、すでに lつ2つ取っていますが、いま中

断しています。その理由は純度に問題があるから
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o H P 29 

F G 

acw変異体の根端の形態
A:Wild type s:acw4 C:acw2 O:acw5 
E:acw1 F:acw6 G:acw3 H:acw7 

ト4

acw4，6，7は第 1染色体、acw5は第4染色体、
acw1，2，3は第5染色体にマッピング

です。従ってこの酵素の精製技術がきちっとなっ

たら、もう 一度再挑戦しようと思っています。そ

れで、現在は別の手法をアプローチしています。

o H P29はac w変異体としてありますが、ア

ラピドプリシス (シロイヌナズナのこと)という

モデル植物を使って突然変異を起こさせました。

ある高温になったときにこの突然変異が発現する

ようにしてあるのですが、 Aがcontで、す。変異体

はB、C、D、E、F、G、Hです。みんな根端

がプク ッと膨らんでいますね。プクッと膨らむと

いうことはどういうことかというと、ここでセル

ロース合成が阻害されている証拠になります。

(0 H P 30)例えば、 ac w 1と野生を見ると、

これぐらい回害されています。ここでプクッと膨

らんでいるということはセルロ ース合成が阻害さ

れたということで、形態的に見ても細胞が不規則

でチンチクリンになってきています。セルロース

群属の構成糖分を調べてみますと、グルコースが

極端に減っています。減っているということは、セ

22 

実生の形態

セルロース函分の構成糖量

nmoVmg 
drywe唱hl
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ロ
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ーーーー acI a ~-

o H P 30 セルロース合成変異体“acw7"の解析
と遺伝子単離

ルロース合成がここでストップしている。逆にウ

ロニックが増えているのです。なぜこういう現象

が起こるかということです。

(0 H P 31)この実験は、シロイヌナズナという

アラピドプリシスというモデルネ直物をイ吏ったので

すけれども、これは第 5番目の染色体のこの辺に

この遺伝子はあるらしい。 ac w 1と名付けまし

たが、どうも acwlは膜結合のセルラーゼのよ

うでした。膜結合のセルラ ーゼというのはセル

ロース合成ではなくて、セルロースを分解する働

きがあるのです。では、逆ではないかということ

になりますが、実はこの逆がどうも重要みたいで

す。

通説によれば、 UDPグルコースがSES-A

一一こ れはセルロ ース合成ですけれども、これに

よっていきなりセルロースが合成されます。即ち、

UDPグルコースターミナル ・コ ンプレックスで

いきなりセルロースに変化すると言われていたの

ですが、今回の研究でどうも途中にもう 1つ別の

反応が働き、ある物質ができるらしいことがわか

りました。その証拠が、さっきのウロニックがで

きるということです。



得格、

o H P 31 

ACWI遺伝子の単厳

シロイヌナズナ5番染色体

ACWl (膜結合セルラーゼ)
Aτ百 TGA

1 kb 
』ーーー園田_，

膜貫通ドメイン

ACWI遺伝子の機能

C叫 中間体 ACWl 
UDP-グルコースー一ー一一-ー脂質結合グルカンーーーーー一一ーセルロース

違ったセルロース合成に関連する遺伝子

で、全部が全部セルロースをつくる遺伝子

ではなくても、中には長くするために一

度、セルロースを切るマイナス使用のもの

もあってもいいみたいだということで、膜

結合セルラーゼだということがいまわかり

ました。これは特許を出願しています。

犯人探しにDNA分析をするという話が

ありますが、別に人間だけではなくて、木

の場合でも、幹がたくさん出るもの、真っ

直ぐのびるもの、これが苗のうちにわから

ないかということです。これはDNAを調

べてRAPDマーカーで調べると、マー

カーで区別できるようにいまはなりまし

た。こういうことがず、っと進むと、木を植

えなくても、 DNA分析だけで樹木の特性

が推定できるということです。

細胞壁 結晶セルロース いま、いろいろなGMOをつくっていま

なぜ中間体ができるかというと、 acwlのセ

ルラーゼが働いてこの鎖を一度切るのです。切る

から長くなる。また切るからセルロースが長くな

ると言う新説です。これは全く新しい知見ですけ

れども、これをうまく使うと、いままでよりもセ

ルロースのチェーンを長くすることができるかも

しれない。これはまだ仮説ですが、当研究所の佐

藤研究員の成果です。いろいろなデータから見る

と、 UDPグルコースからいきなりセルロース合

成されると言う従来説は考えづらい。どうもワン

クッションあって、切って長くすることによりセ

ルロースが長い繊維になるようです。

まとめてみますと、細胞壁合成の変異体は実は

acwl~7 まで実は我々はもう取っています。

これらの機能をいま全部調べていますが、 lと3

は同じでしたが、 7つのうち 6つはいろいろな

細胞膜

すけれども、それは確かにセルロースが多

い、リグニンが少ないとわかったとして

も、次にはそれが安全なのかと言う議論が

生じます。そこで、いまいろいろなガイド

ラインができています。ただ、我々の林木

の場合は食べませんので、食品の規準とは

異なります。万々が一、有害物質があった

としてもそれは蒸解あるいは製紙の固定の

中で全部なくなってしまう。生態的見地より微生

物への影響などを調べても、現時点では問題は全

くありません。

ただ、花粉が飛んでいくのはいいのかというこ

とがありますが、ユーカリというのはオーストラ

リアだけのものですから、オーストラリア以外で

は外来樹種です。従って、花粉が飛んでいっても

雑種ができるわけでも何でもないのです。ただ、

オーストラリアでこれを植えたらどうなるのか。

天然林があるじゃないかという問題が lつ残って

いますので、いま我々がやっているものが自然の

生態系を決して乱さないということを証明したい

と，思っています。

技術的には、花が咲かないものもつくることが

できます。しかし、花が咲かないユーカリばかり

植えてどうなるのか。今度は虫が来なくなります
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:組換え植物の栽倍試験の流れ;

成林水産省

fll!l林水産分野等における組

換え体の利用のための指針」

科学技術庁

「組換えDNA実験指針」
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等
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実験室、

隔離温室

チ
ェ
ッ
ク
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設

隔離ほ場隔磁温室

o H P 32 

ご用意くださいましたOHPは、後半は半分ぐ

らいに削っていただきました。これから質疑応答

に入りたいと思います。本家元のパルプまでお話

ししていただく暇がございませんでしたけれども、

皆さんのほうから、ご感想、あるいはご質問等お願

いいたします。

岡村線吾 私は、植物だとか動物のことは全く知

らないので、間違っているかと思いますが、いろい

ろお話を伺っておりまして、最後にお話 しになっ

た、遺伝子組換えによるものに対して、特に食糧

にするのは大変危ないという話がありますね。私

も、よくそういうお話を伺って考えると非常に不

思議に思うのは、新しい品種をつくるときに、従

来いろいろな交配をしてつくってこられた。 これ

に関しては何も非難がないのです。

ところが、非常に単純に素人が考えますと、自

然交配は何が入ってくるかわからない。 このほう

がはるかに何が来るかわからない。遺伝子組換え

は、ちゃんと遺伝子を調べて、これは非常に虫に

強いとか、これはこういう性質があるとか。これ

から、蜂蜜がどうなるのか、プロポリスはどうな

るのかというまた別の問題が出てきて、と々っちが

いいのか。虫も来ないようなユーカリ林をつくっ

ていいのか。そう考えると、小さいことのような

気もしています。

o H P32は日本のガイドラインです。科技庁と

農水省で隔離圃場とか一般圃場でのガイドライン

が決められています。当社の場合は、現在はどっ

ちみちユーカリを日本で植林する計画はありませ

んので、ベトナムあるいは中国へ持っていって、植

林する国でこれから検定しようとしています。た

だ、政府の資金でやっている研究もありますから、

そうなると政府としてはきちっと日本のガイドラ

インをクリアしてからでないと持っていってはだ

めだ(カルタへナ条約)という指示もいま出てい

ます。回り道かもしれませんが、こういうプロセ

スを踏む部分もできてくることは間違いないと考

え用心しながら進んでいます。

以上でございます。

司会 どうもありがとうございました。
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を切って付けるというときに間違えることがあり

ますかと聞いたら、それは絶対ないという。それ

を間違えないなら、遺伝子組換えのほうが非常に

はっきりしたものをくっつけていて、自然交配は

何かわからないものをくっつけてたまたま出てく

る。だから、遺伝子組換えに対して危険だとかな

んとかいうことをあんなにワーワー言うなら、な

ぜ自然交配についてもっと危険じゃないかという

ことを言わないのかというのが非常に不思議なの

ですけれども、その辺はどういうことなのでしょ

うか。

柴田 育種技術には、従来育種とバイオを使っ

た“分子育種"があります。前者を使って、成長

が良くて病気に強い木を作るためには“交雑育種

法"が常法です。これですと、できた子供(F1)に

何回も病気に強い片親を交配しないと、耐病性遺

伝子だけをもう一方の親に導入出来ないのです。

普通、稲で 10年ですので、材木なら 30~ 50年

は必要ということになります。これは“戻し交配"

とも呼ばれます。

ところが、一方、遺伝子組換えのほうは成長は

早いが病気に強いというのを母材料にします。そ

うすると、問題は、病気に強い遺伝子さえ入れれ

ばいいわけです。だから、私どもはこれに入れる

遺伝子についてはチェックしているわけです。今

回でも、 CADでもそうですし、 ac wでもそう

です。それから、いまよく話題になる除草剤抵抗

性のものとか、害虫抵抗性のものとか、全部チェッ

クして、それは人体に毒はない。人体に毒でない

から商業的に除草剤は売られているし、生物農薬

としてBT蛋白などは生物農薬として商業化され

ていますが、これはすでに保証されているわけで

す。

一方、遺伝子組換え技術により有用なGMOを

作る場合は、絵では 1つしかできないようになっ

ていますが、実際はバリエーションがありまして、

その中から有用なものを選抜します。遺伝子工学

を使えば、従来法に比べて選抜の可能性、良いも

のが出来る時間短縮が可能です。ただ、よく問題

になるのは、ポジション・エフェクトと言ってこ

の遺伝子は染色体のどこに入るのか、変なものが

出るのではないかというところがlつあるのです。

だから、何が出てくるかわからないという理論に

なってしまうのです。そうなると、突然変異育種

はどうなるのかである。放射線をかけるわけです。

これはまさに無作為で、何が出てくるかわからな

いのです。しかし、これに現在の法律ではおとが

めは何もありません。

そこは非常におかしいのですけれども、なぜこ

ういうことがワーワ一言われるかというと、 1つ

はEUの農業政策です。あるいはバイオテクノロ

ジーの遅れです。それでアメリカに対して優位に

立つには、それを禁止して時間稼ぎをするという

ようなところもあるわけです。アメリカの安いも

のがどんどん来たら、ヨーロッパの農業がやられ

てしまう。だからケチをつけたのです。ポリテイ

カル論争だということは知っている人は知ってい

るわけです。だから、今回の問題は、難癖をつけ

て、そういった政治的な絡みがあるというのが僕

らの認識です。

石井吉徳 いま、二酸化炭素の吸収源ということ

で森林が非常に話題になっていますね。いまのお

話はいわばパルプ材をおっくりになるという意味

があるわけですね。例えば、ブラジルでそういう

ふうな考え方もある。

もう lつ、そこの場所に最も適したもともとの

複雑な生態系に合わせた植林をすべきではないか。

そうしますと、ほっといてもいい。ところが、日

本の植林はスギだけを植える。ですから、台風が

来ると一斉に倒れる。それから、下草を刈るとか

そういうふうな手聞がかかるわけです。それで、、い

ま、結局は原生、そこに生えている植生に合わせ

た植林をすべきではないかという声が非常に強い

ですが、その辺についてはどんなお考えをお持ち

でしょうか。

参考までに、私は環境庁の国立環境研究所とい

うところにおりました。

柴 田 いまおっしゃったのは我々は在来種と

言っていますけれども、在来種というのはそこの

生態系のエコシステムの一員ですから、何千年、何

万年もそこにいるし、そういう点では安全牌なの

です。

ただ、それだけですと今度は生産性の問題が l

つあります。例えば、ラワン材(ショレアの類)で
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すと伐期が50年とか60年かかるため、木材として

使うことだけ考えれば非常に安全なのですが、生

産性が悪いということがあります。

もう lつは、必ずしもそこの在来種が我々から

見るとパルプ材としてベストかというと、そうで

はないのです。むしろ南方へ行けば行くほど

ヴエツセルという導管が多くなるのです。そのた

めにヴェッセル・ピックといって、印刷したとき

に白抜けが起こるのです。そういった問題もあり

まして、一方で我々は良質のパルプ材をつくる義

務、使命もある。ということで、それは葛藤なの

です。

それから、生産性のコストの問題があります。

我々の植えているのは年間で 3m以上ということ

を大体頭に入れていますから、在来種で3mに追

いつくものはなかなかないです。

そういうことをいろいろ考えていくと、生態系

から見れば在来種を植えれば非常に安全ではない

かという理論もありますけれども、一方では、工

業原料を得ながら早く C02を吸収していく、高生

産性ということを考えると、いま言った我々の早

生樹種を植えていくのもそんなに悪い話ではない

んじゃないのかな、というのが我々の考えです。

ただ、全部均ーはよくないので、全部ユーカリ

を植える気はないです。いつも20-30%は残しま

す。例えば、水源酒養の沢筋とか風衝地帯で風が

来るようなところは残して、それ以外の所に植え

るというような配慮はしております。

平井英史 高分子の関係をずっとやっていたもの

ですから、きょうは大変おもしろいお話を伺いま

したが、例えば、膜結合セルラーゼによって、本

来はセルロースのラクサが短いのがさらにふえて

くる、というメカニズムをおっしゃいましたね。

柴田かもしれないな、と。

平井それは、例えばどういう H ・H ・。一度成長

がとまったものが切られて新しく伸びるというこ

となのでしょうか。それがlつ。どんなメカニズ

ムかなと思って。もう lつは、もしそれを働かせ

ていきますと、例えばヘミセルロースはなくなる

のでしょうか。つまり、ヘミセルロースという分

子量の小さいものですね。これはセルロースに

移っていくわけですね。その 2点をお伺いしたい

26 

のです。

柴田 これは生きているうちの現象ですので、

いつでも起こるとは限りませんけれども、成長が

一番活発なときにこの反応があるのではないかと

思います。これが一体いつ働くかということはま

だわかりませんけれども、常識的に考えて、一番

成長しているときにこの酵素が一番つくられるの

ではないのか。そのスイッチ・オフの問題はまだ

わかりません。これを膜結合セルラーゼと名付け

ましたが、いまおっしゃったようにヘミセルロー

スではないか、と。そういうこともあるかもしれ

ません。これは勝手に付けただけですけれども、確

かにそういう lつのことが考えられます。

ここはウロニックが増えていますから、ウロ

ニックが増えるということはヘミセルロースの特

徴だと思いますので、これはまだ断定はできませ

んが、今後、注意して検討させていただきます。あ

りがとうございます。これはうちの佐藤というの

が出した新説ですので、学会ではまだ定着してい

ません。

城水元次郎 どうもおもしろい話をありがとうご

ざいました。

先生のお話を聞いていまして、植物を原材料に

して、それをコントロールして工業製品にしてい

るというふうな形になっているのかなという気が

するのですけれども、まさに植物を原料にしてコ

ントロールして工業製品をつくっているのはパル

プ以外にどんなのがあるのでしょうか。

例えば、ブラジルでアルコールをつくって、そ

れで自動車エンジンを動かしているという話を聞

きましたけれども、先生のようなコントロールを

すれば、もっと品質のいいアルコールができるの

ですか。農業と工業のドッキングみたいな形でど

んなケースがほかに現在あるのかどうか。

柴田実は、いまMET1 (経済産業省)が3

年前から工業植物プロジェクトを発足しておりま

す。そのもとになるのは2つあるのですけれども、

lつはサンシャイン計画で、できるだけ植物でC

02を吸収しようではないかというものです。石油

もあと40-50年でなくなるかもしれない、そのと

きどうするのかということで、石油にかわる工業

原料を植物に求めようと、まさにそういう発想な

〆時
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柳、

のです。 METIもそれをいま始めていまして、私

どものユーカリのほかにサツマイモです。サツマ

イモのつくる莫大な澱粉をもとにして何かつくっ

ていこうというのが 1つあります。

あと、サントリーさんが高飽和脂肪酸みたいな

ものをつくろうとか、日立造船さんは、杜仲とい

う木がありますね、杜仲茶というのがいま出てい

ますけれども、あの杜仲茶の基にグッタペリカと

いう糸を引くゴムのようなものがあるのですが、

それをもっと効率よくつくろうとか、いよいよバ

イオテクノロジーの出番だと、いまやっています。

さらには、 2年後にはいまのプロジェクトを

もっと拡大して、粉質(砂糖とか澱粉セルロース)

のグループと樹脂、いま言ったゴムみたいなグ

ループ、油脂などをつくる工業原料を設定して遺

伝子工学で量と質の改良を行うところが大プロ

ジ‘エクトです。いま出そろっているのは 3っか4

つですけれども、まだゴムの木、もう少し増えて

くると思います。

そういう流れはMETIも持っていますし、企

業においては原料を石油だけではなくてそこに

持っていこうかということは、最近ちょこちょこ

と増えています。我々の場合はそのものズパリ紙

にするから問題ないですけれども、澱粉をアル

コールにして、アルコールを何かに加工していく

ということもボツボツ考えてみえます。皆さん方

の中にも、うちだってそういうことは考えている

よという企業の方もおみえだと思いますけれども、

lつの流れというのでしょうか。

津田靖久 おもしろいお話をありがとうございま

した。私は、もともとはメカニカルなエンジニア

ですけれども、いまはコンサルタント会社におり

ます。その関係でちょっと突飛な質問をさせてい

ただきたいので、すが、返事をする価値なしという

のであったら、黙殺していただいて結構です。

第 l部で地球温暖化の話とそれを防ぐ役割を

持った森林の話をいただきまして、第2部で植林

だとか遺伝子組換えの話をしていただきました。

製紙業に関しては、いま掛け金がかかっています

し、持続可能な産業活動の理想的なサイクルが実

現しているなというふうに感じまして、すばらし

いと思いました。

このサイクルがこれから先もどんどん効果的に

回っていってほしいわけです。ちょっと待てよと、

そういかないケースがあるとしたらどんなことだ

ろう。それは紙が要らなくなるときかな、と。

といいますのは、うちの会社はペーパーレスを

相当徹底してやっていまして、紙の使用量がぐん

と減って、社内ではほとんど使わないのです。申

しわけないですが、紙を使わないのです。でも、お

客様がまだ紙社会だから、お客様に持っていくと

きは紙を使うし、外からの情報は多分に紙による

わけです。だんだんに紙を使わないほうがいろい

ろと効率的でコストが減る。少なくとも我が社は

そういうメソドロジーを一生懸命打って、お客様

も、そうだねなんておっしゃるところが増えてい

ます。もし王子製紙さんの中で紙は今後どんなふ

うになっていくのかというような論議がされてい

るようでしたら、お差し支えない範囲でお聞かせ

いただければと思います。

柴田 当社の現況の前に、先回フィンランドに

岡村先生と一緒に行ったときに、いまの話を 3人

ぐらいの方がされたのです。それをまとめますと、

ここ20年ぐらいの聞に、テレビができたとか、コ

ンピュータができたとか、その都度ペーパーレス

が来るということで、ず、っと来たけれども、実際に

は、その数年ちょこつと停滞するか減って、また

増えているのです。ず、っと見ると、結果的に増え

ているのです。

こんなことで安心してはいけないかもしれない

のですが、今回は森林と工学ということで見えた

方ばかりだから、減っては困るという方が多かっ

たかもしれません。でも、工学の方も、フィンラ

ンドにあるノキアの方も話しておられましたが、

あんまり紙がなくなるという話はなかったです。

ただ、紙でも、品種別に見ると、ある紙はいま

減退の方向にあるとか、逆に増えているとか、品

種によって増えたり減ったりはするであろう。し

かし、トータルで見ると、トータルの場合はダン

ボールとかパッケージも全部入れますけれども、

増えていくという意見でした。

まあ、ちょっとは安心したのですが、実際に私

も気になるから、電子辞書とか何かを買ってきて

やってみたりしています。こんなものに辞書が3
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つも 4つも入っていたら、最初は便利だなと思う

けれども、最初だけです。使っているのは 1週間

ぐらいで、やっぱり普通の辞書を使っているので

す。あれはなぜでしょうかね。だから、便利性と

いうか、慣れというのか、記録性というのか、紙

というのは人聞社会の中でそう簡単になくならな

いんじゃないかなというのが私の個人的な考えな

のです。

当社としては、やはり紙はなくなるかもわから

ない、これからは電子ペーパーだと、実はそうい

うセクションがあるのです。だから、どっちみち

紙が売れなくなったら当社でつぶしてしまえとい

うのはあります。それは、オイルショックの前に

石油が安かった時代がありますが、そんなときに

高いパルプなんてやめよう、新聞紙も全部石油製

品だといって合成紙の全盛時代があったのです。

合成紙だ、合成紙だと言っていた。しかし、資源

がなくなってきましたから合成紙はポシャツたの

ですけれども、そのプロジ、エクトはプロジ、エクト

でいま生きているのです。

合成紙の良さで、例えば投票用紙は合成紙だと

投票箱の中に入れると形状記憶みたいに戻ります。

多分当社の製品だと思いますけれども、みんな合

成紙なのです。だから、そのときつくったプロジ、エ

クトは生きてはいるのですが、紙社会が変わるこ

とは実際になかったのです。

だから、現在、私どもも、ひょっとすると紙が

なくなって電子ペーパーみたいなものができるか

もわからないというので、いろいろやってはいま

すけれども、どちらかというと印刷会社さんが主

導です。そちらの方がメインで、うちがくっつい

て、いまやっているというような格好です。見せ

てもらうのですが、やっぱりこうやって紙をめ

くって見たほうが楽ですね。こんな形のあるもの

をこうやって見て、またボタンを押したりするの

はやっぱり面倒だなというような気はしますから、

多分私の生きているうちは大丈夫だろうなと，思っ

ています。

岡村いまのことに関連しまして、今度のCA

ETSの最後の日に、いまおっしゃったパネル

デイスカッションがありました。 l人はフィンラ

ンドの自転車関係の会社の人ですかね、これは

28 

おっしゃったように、現在までの統計を出しまし

て、この年にテレビが出てきたとか、この年にこ

んなものが出てきたとか、それをやると必ず

ちょっと減って、あとはまた増える。ですから、

はっきりしたデータとしては、現在に至るまで、電

子化したりいろいろなことをやっているけれども、

紙はどんどん増えている。だから、紙は永遠なり

という主張でした。

2人目はノキアの人で、 IEEEのコミュニ

ケーションの会合のローカルなチェアマンをして

いた人ですが、その人はやや中間的でした。確か

にいままではそうであったけれども、いろいろな

メディアができて、あるものは必ずしも紙は要ら

なくなる。移動通信方法もたくさんありますから、

それにどんどん変わって、そういう部門では紙は

要らなくなる。しかし、まだ紙が要る部門も少し

はある。

3番目の人はアメリカのある地方の大学の先生

でしたが、これは非常に極端でして、紙は一切な

くなるとおっしゃるのです。彼の話は、紙に印刷

もしないで、話だけで済むようになる。いま皆さ

んは紙で書いたものを読んで、それを人に渡して、

そういう教育を受けてきた。例えば、最近の若者

は文章を書くのが下手だと言うけれども、あれは

下手でいいんだ、文章なんか書く必要がなくなる

ので、あんなものは勉強する必要はない、教育す

る必要はない、しゃべればいい、と。

ただ、時聞がなくて、彼に対してほとんどの質

問が集中したのですけれども、終わってからコソ

コソその辺で言っている人たちの話を聞くと、あ

んなことを言うけれども、例えば3時間の会議を

テープにとって、それを見ょうと，思ったら 3時間

ずっと聞かないと困る。しかし、紙に書いてあっ

たら、あのことはどうだろうとそこだけパッと見

られる。だから、あの人の言うことはちょっと極

端だというような意見がありました。

その 3人の話は非常におもしろかったですが、

少なくとも僕らが生きている聞は紙はなくならな

いと思います。

司会時間になりましたが、最後にもう l問ど

なたかございましたら……。

石井最近、紙をつくるのに徹底的にリグニン

府内

畑、



を破壊してきたのが製紙業である。それで、最近、

三重大学の先生がリグニンそのものに最初から着

目する、いままでの製紙工業と全く逆をやった。そ

れが科学技術庁の予算で研究費をもらったプロ

ジ、エクトでかなり走っている。私はその評価委員

をやっていますが、非常におもしろい発想なので

す。分子レベルで木材資源を使う。ですから、産

業廃棄物として木になりますね。それからまた紙

までつくれる。そういうふうなことを言っている

先生がおられます。

当然ご存じだと思いますが、木を使うエンジニ

アリングとは全く違って、リグニンに最初から着

目する。いままではリグニンを破壊することをや

るからということで、サーモを使って木を徹底的

に痛めつける。それをやめようという発想ですが、

どう思われますか。

柴 田 それは難しいですけれども、例えばうち

の場合も歩留りの高い紙も実はあるのです。しか

し、ご存じのように、それはまさにリグニンが多

いのです。だから、メカニカルパルプみたいなも

のなら、新聞紙なんかそうですけれども、非常に

リグニンが高いのです。

なぜそういったものがだんだんと漂白されて強

度の高いKPに変わってきたかということを見る

と、製紙会社として見たら、歩留りが高くてリグ

ニンがたくさん入った紙のほうがいいわけです。

しかし、実際にそれがだんだん色が白くなって、ク

ラフトパルプで強度の高いものに変わってきたか

というと、結局ユーザーの要求で、色がついたも

のより白いほうカfいい、と。

それから、輪転機が速くなってくるから1000m

とか1500mでくれば輪転機のほうがそうだから抄

紙機のほうももっと高くしてやらないと、 800mで

コトコトしていたら新聞社へ行ったときに断紙が

起こってしまうわけです。そういうことからだん

だんといまに移っているのです。

だから、おっしゃるように、世の中がもう一遍

全部御破算でもっと有効に使っていこうというこ

とになれば、全然違うことも起こると思います。

それから、私も先ほどはリグニンを少なくする

CADの話のアンチセンスの言首ばかりしましたカ人

逆にセンスを使えばリグニンは理屈の上では増え

るはずなのです。だから、リグニンはある意味で、

リグニン化学というのもあるように、リグニンを

原料にいろいろ考えられますので、頭の中には、減

らすことができれば増やすこともできるかな、そ

のときの世の中のニーズに合わせてどっちでも行

けるなというふうに考えてはいるのです。だから、

必ずしもリグニンを少なくするのが善で、リグニ

ンを多くするのが悪とは思っていません。

司 会長時間にわたりどうもありがとうござい

ました。最後に皆さんからの拍手をいただきまし

て、締めたいと思います。

(拍手)
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