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～ 「森林技術」誌へのご寄稿のお願い ～

平素よりご厚情を賜り，厚く御礼申し上げます。

本年6月よりJAPIC森林再生事業化委員会 委員長の米田先生と事務局様のご協力を

いただき，弊誌での連載をスタートしました。こちらの連載は１～２年のシリーズとして今

後も続けていきたいと考えており，これまでご寄稿のご承引をいただきました企業の皆さ

まに続いて，その他の企業様にもご寄稿をお願いしたいと考えております。

ここに，改めて企画の意図とお願いの内容等をお伝えさせていただきます。お目通しい

ただき，ぜひ，ご寄稿を賜りますようよろしくお願いいたします。

JAPIC森林再生事業化委員会の皆さま

企画の意図

企業様の活動の模様をPRください。

貴委員会及びご参加の各企業様の活動の模様を，様々な職域にまたがる弊誌読

者の皆様にぜひお伝えください。一種のPR記事とお考えいただければと思います。

皆様の活動の模様をお示しいただくことで，若い読者（特に森林科学系の高校生，

大学（院）生の皆さん）にとって，将来進むべき進路の一つの道しるべとなることを，

私どもでは願っております。各企業様のCSR活動にも触れていただければ，若い

読者にとって，より興味深い記事になるものと考えます。

（９月号までの編集を終えて）

９月号まで，事務局様を含め４話分の編集を行ってきました。当初より，普段は「森林技術」に

あまり登場いただくことのない分野の企業様もいらっしゃるので，バラエティーに富んだ連載にな

るのではと予想しておりました。実際に，原稿を書いていただき，その編集をする中で感じたのは，

各企業様の考え方や物事に対する視点は予想以上に切り口が多彩で面白いということでした。

これは，若い読者だけではなく，これまで長く購読を続けていただいてきたベテランの読者に至

るまで，また，ご執筆いただいた各企業様の中でも参考にしていただける部分がたくさんあると

いうことではないかと感じております。

ぜひ，さらに連載を続けていくことで，こういった気づきが多くの方に広がればと考えております。

(一社)日本森林技術協会 管理・普及部

「森林技術」編集担当

吉田功 Tel 03‐3261‐5414 

一正和・馬場美雨 Tel 03‐3261‐5518

Fax 03‐3261‐5393（フロア共通）

E‐mail：edt@jafta.or.jp（編集共通）



ご執筆要綱

以下の項目のご準備をお願いしています。

①タイトル ： 原稿のタイトル

②小見出し ： 読みやすいように適宜小見出しをつけてください。

③本文 ： 22字詰め×90行＝約2,000字 ※レイアウト見本と同等の図・写真を2点掲載の場合

④写真・図・表 ： 原稿の内容を補足する写真等を2点ほどご用意ください。

短いキャプションもあわせてお願いします。

⑤会社概要 ： 6項目の内容をお寄せください。※掲載に差支えがある場合はご相談ください。

⑥原稿執筆者氏名 ： 原稿をお書きいいただいた方のお名前

⑦学生の読者へのメッセージ

分量：見開き２頁
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　日本プロジェクト産業協議会（JAPIC）は，昭

和 58年 4月に設立され，一昨年，設立 30年を

迎えた一般社団法人です。同協議会は，産業，経

済，資源・エネルギー，教育といった国家の根幹

に存在する諸課題を解決し，日本の明るい未来を

創生するため，民間諸産業の業界を越えた協力や，

産学官の交流を通じて叡智を結集し，議論，提言

そして，実践する「行動シンクタンク」です。

　もともと JAPICは，東京湾アクアラインを国家

プロジェクトとして実現させるため，新日本製鐵

株式會社（現・新日鐵住金株式会社）や株式会社

日本興業銀行（現・株式会社みずほ銀行），大手

ゼネコン等が中心となって設立した団体です。

　30年を超える歴史の中で様々な取り組みを行

ってきましたが，平成 19年に現在の三村明夫会

長が就任してからは，「日本のためには何でもや

る」をキャッチフレーズに，民間企業から 37業
種 191社が参加し，政界・経済界・官界・学会・

マスコミ等，様々な分野の方が集まり，我が国が

抱える諸問題を解決するため，日々議論を交わし

ています。

　国内における大規模インフラプロジェクトの創

出を目的として活動してきた JAPICは，これまで

取り上げることのなかった重要な国家的課題であ

る「森林」に着目し，平成 20年 3月に森林再生

事業化研究会（現・森林再生事業化委員会）を発

足しました。

（一社）日本プロジェクト産業協議会（JAPIC）とは

JAPIC森林再生事業化委員会の発足と活動

　主な参加者は，製紙，住宅，建設，機械，電力，

ガス，製材，鉄鋼，セメント，測量，商社などの

民間企業と，北海道から九州までの地方経済団体

連合会です。林野庁，国土交通省，経済産業省も

オブザーバーとなり，産業界による日本初の森林

再生の産官学プラットフォームとして，熱気にあ

ふれた活動が始まりました。

　森林再生事業化委員会の特徴は，産業界のノウ

ハウや技術を活かして，林業の方々を支援すると

ともに，ビジネスとして森林再生に実際に取り組

むことにあります。委員会に所属する各社は，森

林資源の把握，路網の整備，林業機械の開発，林

地残材収集システムの開発，間伐材の利用，木材

の新しい利用方法，紙パルプの国産材利用，CO2
排出権に関わる取引など，様々な事業を開始して

います。

　これらの動きを積み上げて，国産材の利用を増

やし，戦後の日本が忘れてしまった「山林と産業

の循環」を実現し，森林国家・日本を復活させる

ことを目指しています。

　「次世代林業システム」は，広域，長期林業経

営を推し進め，生産，流通，利用の革新と全木材

100％利用（カスケード利用）を図りながら，国産

材利用率を 50％に高めることを目指しているも

のです。このシステムの担い手は，林業・木材関

連業のみならず，広範囲に及び，これまで森林と

関わりの少なかった企業の参加も促しています。

さらに，行政との連携を進め，オールジャパンの

産官学による推進体制の構築も目指しています。

JAPICが目指す「次世代林業システム」

＊事務局：〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町3-2-10鉄鋼会館6階　Tel 03-3668-2885　Fax 03-3668-8718

第１話産業界とともにめざす森林再生の未来

林業界と産業界の連携による森林再生
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（一社）日本プロジェクト産業協議会（JAPIC）森林再生事業化委員会＊　委員長
慶應義塾大学理工学部特任教授
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次号以降，事務局からのお便りと各団体の活動の模様をお伝えしていきます。

JAPIC  2010 3  
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▲ JAPICがめざす次世代林業システム

▼ JAPIC「森林再生事業化員会」　委員一覧

米田　雅子 慶應義塾大学理工学部　特任教授

中村　英夫 東京都市大学　名誉総長
（一社）建設コンサルタンツ協会　顧問

奥野　善彦 奥野総合法律事務所・外国法共同事業
所長　弁護士

村上　周三 （一財）建築環境・省エネルギー機構　理事長

■大学
酒井　秀夫 東京大学大学院農学生命科学研究科　教授
鮫島　正浩 東京大学大学院農学生命科学研究科　教授
和田　章 東京工業大学　名誉教授，日本学術会議会員
濱田　政則 早稲田大学理工学術院社会環境工学科　教授
伊香賀　俊治 慶應義塾大学理工学部　教授

■団体
北海道経済連合会（公社），関西経済連合会，
（一社）東北経済連合会，中国経済連合会，
北陸経済連合会，四国経済連合会，
（一社）中部経済連合会，（一社）九州経済連合会

■民間企業
製紙 王子木材緑化（株）

日本製紙（株）
エネルギー 東京ガス（株）
鉄鋼 新日鐵住金（株）

日鐵住金建材（株）

委員長

顧問

委員

建設 （株）大林組
鹿島建設（株）
（株）熊谷組
清水建設（株）
大成建設（株）
（株）竹中工務店
飛島建設（株）

金融機関 （株）日本政策金融公庫
シンクタンク （株）三菱総合研究所

■ JAPIC
JAPIC 水循環委員長
JAPIC 国家戦略課題委員長

国土交通省 大臣官房技術審議官
総合政策局公共事業企画調整課
事業総括調整官
住宅局　官房審議官

経済産業省 製造産業局　紙業服飾品課長
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部

新エネルギー対策課長
林野庁 林政部長

森林整備部長
国有林野部長

(独)建築研究所 理事長
(独)森林総合研究所 理事長

オブザーバー委員

製材合板
ペレット等

日本合板工業組合連合会
（株）イワクラ
兼松日産農林（株）
大建工業（株）
中国木材（株）
ナイス（株）
矢崎エナジーシステム（株）

機械 ＩＨＩ建機（株）
イワフジ工業（株）
コマツ
住友建機販売（株）
住友重機械工業（株）
日立建機日本（株）
（株）レンタルのニッケン

セメント 住友大阪セメント（株）
太平洋セメント（株）

測量 国際航業（株）
アジア航測（株）

住宅 住友林業（株）
積水化学工業（株）
大和ハウス工業（株）
三井ホーム（株）
大東建託（株）
タマホーム（株）

商社 ITCグリ－ン&ウォ－タ－（株）
三井物産（株）
三井物産フォレスト（株）
三菱商事（株）
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　JAPIC「森林再生事業化委員会」の委員として，林

業を取り巻く業界の勉強をさせて頂き，さまざまな「気

づき」を発掘できました。このような「気づき」の中

で，弊社はこれから林業界にどのように係わっていく

べきか。単なる機械を貸し出すことが，林業再生では

ないことを念頭におき，今回弊社が取り組んでいる施

策の一部を紹介させて頂きたいと思います。

　林業界では，2006年ごろより機械化が急速に発展

してきました。現在の高性能林業機械の国内の保有台

数は 5,000台を超える状況です。機械化は森林作業に

おいて，安全性を確保するためにも必要なことですが，

現実はどうでしょうか？

　弊社では，多くのお客様に対し，機械の貸し出しを

行っています。その中で，機械の転倒をはじめ，機械

の破損等多くの事故が発生しています。幸いにも今ま

で大きな人身事故はないのですが，正に林業界の労災

と同じレベルで金額的にも他業種と比べて群を抜いた

修理費用が毎年かかっています。その要因として，大

きくは以下の 2点であると考えます。

　①オペレーターの技量不足

　② 機械能力以上の作業負担

　　（特にレンタル機械に顕著）

　林業機械の運転には免許が不要で，自動車・建設機

械のような基礎学習を行う教習所もない中，短い期間

でオペレーター技術を向上させることは難しいことで

す。それと共に，機械供給者である弊社やメーカー・

販社のセールスマンは，林業機械を現場で使用した経

験なしにセールスをしているケースがほとんどであり，

まさにネット販売のような供給体制を敷いているのが

実態です。

　安全性を高めるには，まずは供給側が森林を知るこ

機械化による安全性の向上のための
自社作業班の組成

とが重要であると考え，それを解決する一つの施策と

して，本年度より自社作業班を組成し，群馬県で桐生

広域森林組合様のご指導のもと，路網作りから間伐作

業を開始しました。

＊事務局：〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町3-2-10鉄鋼会館6階　Tel 03-3668-2885　Fax 03-3668-8718

第２話産業界とともにめざす森林再生の未来

一般社団法人 日本プロジェクト産業協議会（JAPIC）森林再生事業化委員会＊

株式会社レンタルのニッケン

林業界における弊社の役割

委員の企業・団体の皆さまの活動の模様をご紹介します！

　この作業をする目的は，現場を知り作業を知った上

で，お客様に対して以下のような取組を行うことです。

　① 多くのメーカーの製品における機械性能を学び，

お客様へ啓発すること。

　② お客様に対し，機械貸出時にしっかりとした機械

の取り扱い説明を行うこと。

　③ 実際に自ら作業を行うことで，安全を守るための

作業手順をつくること。

▲研修風景

▲林業研修実習場 看板
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　素人が作業班を作ったからといって，即日，目的が

達成できるとは思いませんが，機械屋として最低限の

ことを行い，お客様と連
れん

繋
けい

しノウハウを蓄えていきた

いと考えています。

　機械化を進めることのもう一つの使命は，作業効率

を上げ，生産性を高め，低コスト化を実現することで

す。効率性を上げることは，弊社で言えば機械稼働率

を上げることとなります。

　林業機械は過酷な現場で過酷な使われ方をしている

ことは関係者であれば皆理解しています。一般的に過

酷な使い方をする場合に必要なことは，メンテナンス

です。しかしながら，努力目標であった法整備がよう

やくできた林業界で，予防メンテナンスを行う商習慣

は非常に少ないのが現状です。故障すれば，その修理

期間，機械は止まります。即ち稼働率は落ち，効率が

ダウンします。経営的にも故障する前に予防すること

が重要であることは，レンタル業を営む弊社は身をも

って学習をしています。

　このことを林業界へも啓発するために，昨年北関東

地区において自社開発車両「Nikken Forestry Support 
Car」を導入し，巡回サービスを開始しました。本来

は弊社の機械の保守・メンテナンスを中心に行うこと

が目的でしたが，実際にはむしろお客様の保有機械の

メンテナンスも数多くサポートしています。この結果

を踏まえ，「Nikken Forestry Support Car」を全国展開

していく予定です。

　また，弊社の歴史は開発と共に歩んできています。

機械化による作業効率化を進めるために

現在の高性能林業機械のベースである油圧ショベルの

小旋回型は弊社のオリジナル商品（コーヒーカップ式

バックホー）が発展したものであり，特許庁の HPで
も小旋回の草分けとして紹介されています。

　昨年からは林業機械の開発も始め，「全油圧式ロン

グリーチ固定式グラップル」を開発・作成しました。

本商品はお客様からの要望に基づき，林野庁の助成事

業として開発したものであり，さらに問題点に改良を

加え，一つの完成品として全国に啓発していく使命を

担っております。お客様の要望による機械開発を可能

な限り行い，さらに日本の森林に合った機械の開発を

通じて，林業の効率化が進むことを望んでいます。

　以上，弊社が林業において取り組んでいる一部では

ありますが，これからも皆さまからのご指導を賜り，

業界発展のためにお役に立てればと考えています。

 （文：応縁団太郎）

● ● 会社概要 ● ●

株式会社レンタルのニッケン
1）所在地： 〒100-0014　東京都千代田区永田町 2-14-2 山王グランドビル
2）設立年月日：1967年7月 　3）資本金：1,225百万円
4）従業員数：2,420名（2013年3月末日現在・連結）
5）事業内容 ： 土木・建築・産業関連機械を中心としたレンタル，自社

商品開発・製造・販売・修理

JAPIC とは
産官民学の交流を通じ，民間諸産
業の技術，経験及び活力を糾合し
た業際的協力により，国家的諸課
題の解決を図るシンクタンクです。

Message：学生の皆さんへ
　林業と一言で言っても非常に奥深い産業です。今，必要なことはイノベーションです。

素材生産からマテリアルそしてエネルギーと今までのプロセスを改善することが必要です。

ぜひ，共に林業界を改善しましょう。

▲ Nikken Forestry Support Car
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　森林再生事業化委員会に設立当初から関与させてい

ただいた立場として，本委員会活動と関連する日本製

紙の取組について，この場をお借りしてご紹介させて

いただきます。なお，各項目の見出しは，森林再生事

業化委員会が 2010年 3月に提言した「次世代林業シ

ステム」から引用させていただきました。

　当社は，タイトルにも掲げた通り，「木」の可能性

を追求するとともに，「木」を最大限に活用する「総

合バイオマス企業」として持続的に成長していくこと

を目指しています。

　「木」は再生可能な資源であり，持続可能な発展を

目指す上では最適な素材です。当社グループでは，今

までの建築・土木，紙・板紙，家具，梱包などの用途

に加え，パルプ製造で積み上げてきた知見を活かした

バイオケミカルや，次世代の素材として期待されるセ

マテリアル・エネルギー，全木材 100％利用

ルロースナノファイバーなど，新たな「木」の可能性

を追求する技術開発を推進しています。

　更に，マテリアルとして利用できない木材のエネル

ギー利用につきましても，既存の自家発電用ボイラー

（木質燃料消費約 100万 t/年）や，現在，当社八代工

場内に建設中の木質バイオマス発電所（国産未利用材

100％，2015年春稼動），更に現在計画中の発電事業

等で活用していきます。

　当社は，製紙用として年間 440万絶乾 t（約 810万
m3）の木質原料を消費する日本最大級の木材消費企

業です。

　現在，これだけの量を国内で賄うことが出来ないた

め，過半を輸入材に依存しておりますが，政府が掲げ

る自給率 50％目標に呼応し，積極的に国産材を活用

していくという方針を掲げ，2007年に 29％だった国

国産材への転換とバイオマスにおける
需要拡大

＊事務局：〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町3-2-10鉄鋼会館6階　Tel 03-3668-2885　Fax 03-3668-8718

第３話産業界とともにめざす森林再生の未来

一般社団法人 日本プロジェクト産業協議会（JAPIC）森林再生事業化委員会＊

日本製紙株式会社

「木」を最大限に活用する「総合バイオマス企業」を目指して

委員の企業・団体の皆さまの活動の模様をご紹介します！

▲「木」を最大限に活用するイメージ
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産材比率を，2013年には 37％にまで高めていま

す。

　この製紙用チップの国産材への転換や，前述し

たバイオマス発電での国産材利用拡大に加え，グ

ループ全体で国産材を活用した木材製品の開発も

積極的に進めており，国産材 100％のMDF（中

密度繊維板）の製造・販売や，地元工務店と共同

で地域構造材のブランド化（富士山檜
ひ の き

輝）などに

も取り組んでおります。

　また，国産材の流通に関しても，グループ内の

木材専門商社である日本製紙木材が，国産材取扱

量年間 100万m3（原木と木材製品）を目指し，

2007年から 6年間で取扱量を倍増させています。

　この様に，今後も様々な形で国産材を積極的に活用

し，国内林業の活性化に貢献していきたいと考えてお

ります。

　最後に，当社が森林所有者の立場として現在積極的

に推進している，所有の垣根を越え隣接森林所有者と

連携して行っている森林整備についてご紹介させてい

ただきます。

　当社は国内外に，東京都の面積に匹敵する 21万 ha
の森林を管理しており，うち国内には 9万 haの社有

林を保有しています。広いように思われるかも知れま

せんが，全国 400ヶ所に散在しているため，大きな

ものは数千 haのものから，小さなものは 1haを切っ

てしまうものまで，大小様々です。

シームレスな広域の森林整備

　そのため，小さな社有林では周辺の森林所有者と連

携して路網整備や計画的な間伐等を推進していかなけ

ればならないため，2009年 9月に九州森林管理局，

王子製紙，住友林業などとの間で「九州地域における

森林整備の推進に関する覚書」を締結したことを皮切

りに，2014年 3月には，九州で初めての民有林大規

模モデル団地協定となる「八代地域森林整備・木材生

産推進協定」を，熊本県，八代市，八代森林組合など

との間で締結いたしました。

　日本の森林・林業再生には，まだまだ解決していか

なければならない課題が山積しています。当社がお役

に立てることもあるかと考えておりますので，いつで

もお声を掛けていただければと思います。

 （文：松本哲生）

● ● 会社概要 ● ●

日本製紙株式会社
1）所在地： 〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ
2）設立年月日：1949年8月1日 　3）資本金：104,873百万円
4）従業員数：13,107名（2014年3月31日現在・連結）
5）事業内容 ： 紙・パルプ，紙パック，ケミカル，エネルギー，植林，

食品など

JAPIC とは
産官民学の交流を通じ，民間諸産
業の技術，経験及び活力を糾合し
た業際的協力により，国家的諸課
題の解決を図るシンクタンクです。

Message：学生の皆さんへ
　日本製紙は，再生可能な資源である「木」を最大限に活用する「総合バイオマス企業」

です。事業分野は，紙パルプ，バイオケミカル，エネルギー，植林，食品など多岐にわた

り，活躍のフィールドも世界 5大陸に及んでいます。一緒に森林・木材の可能性を追求し

てみませんか？

▲日本製紙木材の国産材取扱数量の推移
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　大林組は，事業活動を通じて持続可能な社会の実現

に貢献するため，3つの社会（低炭素社会，循環社会，

自然共生社会）ごとに具体的なアクションプランを定

め Obayashi Green Vision 2050を推進しています。

　このうち，自然共生社会の実現に関しては，大規模

木造建築用の「オメガウッド」や，本稿でご紹介する

「小径木の間伐材を利用した木造システム構法（以下，

ECOサイトハウス）」等の技術を開発しています。

「ECOサイトハウス」は，未利用間伐材の有効活用に

より，国内の森林経営の健全化に資する取組の一つと

して，東京大学生産技術研究所の腰原幹雄教授と共同

で研究開発を進めてきました。

　近年の建設工事における CO2削減の要請や，公共

建築物等木材利用促進法の施行などの背景から，木材

利用によるエコロジカルな建築物の開発を進めていま

す。ECOサイトハウスは，写真①のように需要の少

ない小径木の間伐材（樹齢 20年程度：75mm角）を，

工事現場の事務所や展示施設等の仮設構造物として利

ECO サイトハウス開発の背景と特長

用することで，新しい木材の市場を生み出す可能性が

あります。また，リユース可能な構造として廃棄物を

削減するとともに，高断熱仕様によるエネルギー消費

の削減も見込めます。2013年に神奈川県の工事現場

に写真②のような施設を建設し，仮設の作業員休憩所

として利用しました。利用者 43名に対するアンケー

ト調査から，「木の香りが良い」，「落ち着きがある」，「暖

かみがある」，「自宅にいるように安らぐ」，等の好印

象の意見を得ました。

　ECOサイトハウスの特長は次に示す 4項目です。

（1）小径木の間伐材を構造利用できるシステム構法

　75mm角 の 柱，37.5× 75mmの 横 架 材， 厚 さ

28mmの床・屋根パネル，壁パネルから構成されます。

耐震要素は，木造軸組構法の住宅と同様に耐震壁とし

ています。しかし，住宅に比べて柱が細いため，柱に

大きな負担のかからない耐震性能が要求されます。そ

第４話産業界とともにめざす森林再生の未来

一般社団法人 日本プロジェクト産業協議会（JAPIC）森林再生事業化委員会＊

株式会社大林組

小径木の間伐材を利用した木造システム構法

委員の企業・団体の皆さまの活動の模様をご紹介します！
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▲写真①　小径木の間伐材

用途少ない 住宅構造部材に利用

75 角
樹齢 20 年程度

105 角
樹齢 50 年程度

120 角
樹齢 70 年程度

＊事務局：〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町3-2-10鉄鋼会館6階　Tel 03-3668-2885　Fax 03-3668-8718
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こで，細い柱の柱頭・柱

脚は断面欠損が最小限と

なるように，図①のよう

な柱に覆い被せる接合金

物を考案しました。考案

した金物の構造性能や耐

力壁の水平抵抗を検証す

るために，実大試験体に

よる各種の構造実験等を

行って，目標性能を確認

しました。

（2）温室効果ガスの削減

　間伐材活用による建築

資材生産時の CO2排出

量削減，森林再生による

CO2吸着力の増加，間伐

材の放置が無くなること

による CO2発生原因の

減少を実現します。100m2の ECOサイトオフィスを

100棟建てると 48,500m2の森林と同程度の CO2を吸

収すると，試算しています。

（3）省エネ手法を組み合わせて消費電力の削減

　LED照明の採用，天窓の設置等，省エネ手法の組み

合わせによって，在来の仮設ハウスと比較して消費電

力を削減します。また，太陽光発電を利用した創エネ

によって，年間の購入電力を最大約 63％削減します。

　さらに，遮熱透光性シートで断熱材を挟んだ特殊外

装材（写真①の開放中の膜材）により，快適な室内環

境を整えつつ，自然エネルギーを活用します。特殊外

装材はジッパーの開閉で容易に着脱可能なため，春秋

季には外気を導入して空調機器の使用を抑制し，晴天

時には日射熱を断熱しつつ昼光を利用して照明の使用

を抑制します。

（4）デザイン性が高く快適な空間を実現

　柱・梁で構成される基本フレームには，耐震壁だけ

でなく，内装材・家具や設備等（インフィル）を自由

に配置できます。寸法体系や部材を共有化することで，

建築と家具が融合したデザイン性の高い快適な空間を

実 現 し ま す。 広 く ゆ っ た り し た 1,200（ 内
うち

法
のり

1,125mm）モジュールの採用により，合理的で自由

な設計が可能です。

　2014年には，工事現場に建設した実大モデルの改

善点等を踏まえ，シンプルな構法に改良しました。こ

れらの研究開発を通して，小径の間伐材（柱径

75mm）を用いた循環利用できる，シンプルで柔軟性

の高い仮設構造物の構築技術を確立しました。今後，

工事現場の仮設事務所のみならず，展示会ブースやイ

ンフィルを含めた間仕切り壁等への応用なども可能で

あると考えています。

　大林組グループは現在，再生可能エネルギー事業に

も積極的に取り組み，太陽光発電は総発電規模

100MWの事業化を目標に掲げています。今後は風力・

地熱発電，そしてバイオマス発電を含む森林資源のカ

スケード利用にも挑戦し，グループ全体で持続可能な

社会の実現に貢献していきたいと考えています。

 （文：水野良治，浜田耕史）

自然共生社会を目指して

● ● 会社概要 ● ●

株式会社大林組
1）所在地： 〒108-8502　東京都港区港南2-15-2
2）設立年月日：1936年12月 　3）資本金：57,752百万円
4）従業員数：8,329名（2014年3月現在）
5）事業内容 ： 国内外建設工事，地域開発・都市開発・海洋開発・環境

整備・その他建設に関する事業，不動産事業ほか

JAPIC とは
産官民学の交流を通じ，民間諸産
業の技術，経験及び活力を糾合し
た業際的協力により，国家的諸課
題の解決を図るシンクタンクです。

Message：学生の皆さんへ
　日本は持続可能な社会の実現に向け，大きく舵を切っています。2020年の東京オリンピック・

パラリンピックに向けて社会資本整備も進みます。国内森林資源の循環利用により，持続可能な社

会の実現によって，日本の思想や優れた技術を世界に PRするチャンスです。共に挑戦しましょう。

▲図①　接合金物



一般社団法人 日本森林技術協会
Japan Forest Technology Association
〒102‐0085 東京都千代田六番町7

TEL 03‐3261‐5414(5518) Fax 03‐3261‐5393


	20140917JAPIC全大会用配布資料_表1
	20140917JAPIC全大会用配布資料_P.1
	20140917JAPIC全大会用配布資料_P.2
	森林1406本文_Part30
	森林1406本文_Part31
	森林1407本文_Part22
	森林1407本文_Part23
	森林1408　本文_Part28
	森林1408　本文_Part29
	森林1409本文_Part24
	森林1409本文_Part25
	20140917JAPIC全大会用配布資料_表4

