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森林を愛する皆さまへ
Dear friends of the forest
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スウェーデンと日本は共に、国土の3分の2を森林が占

める、世界有数の森林大国です。昔からスウェーデン経

済にとって森林は、極めて重要な資源であり、国民の豊

かな生活と高福祉の実現になくてはならないものでし

た。まさに、「緑の金塊（green gold）」であり、今後も重

要な存在であり続けるでしょう。

このたび、在日スウェーデン大使館が、同大使館内の科

学・イノベーション部、商務部と合同で開催する、森林

をテーマとするシンポジウム「Treasures of the Forest  

～森のタカラ、未来のチカラ～」に参画できることを光栄

に思います。今日、森林の重要性はかつてないほど高まっ

ています。持続可能な森林や木造建築、革新的な森林製

品などについて、スウェーデンと日本が対話を深め、協

力していくことには大きな可能性が秘められています。

森林は持続可能な社会の礎であり、新たな雇用の創出

や地球温暖化防止に向けた対策などさまざまな課題の

実現に大いに貢献できる力を持っていると考えていま

す。また、スウェーデンの紙パルプ産業と木造建築はさ

らなる成長が期待できる産業であり、特に伝統的な製

法と新しい技術やイノベーションを融合させた木造建

築は、今後重要性を増していくことでしょう。

一方で森林は、アウトドアやレジャーの場を創り出し、

多くの人に平和と安らぎをもたらしています。また、生

物多様性が生み出される場でもあり、人類はさまざま

な生態系サービスを森林から享受しています。だから

こそ、私たちは次世代のために、十分に配慮しながら森

林をより賢く活用していく必要があるのです。

林業、木造建築、イノベーションの分野で、日本とス

ウェーデンの官民にわたる一層の関係強化が実現する

ことを願っています。両国が力を合わせて取り組むこ

とで、必ずや「緑の金塊」の持続可能で革新的な新たな

活用の機会が見出だされると信じています。

スウェーデン農務大臣

スベン=エリック・ブクト

Sweden and Japan are both forest rich countries, with 

forests covering approximately two thirds of the land 

mass. For Sweden, the forests have been essential to our 

economy and in building our wealth and welfare. The for-

ests are truly Sweden’s green gold, and continue to be so. 

I am happy to participate in the Treasures of the Forest ini-

tiative, organized by the Embassy of Sweden together with 

the Growth Analysis and Business Sweden offices. I believe 

that there is great potential for strengthened dialogue and 

collaboration between Sweden and Japan regarding sus-

tainable forestry, building in wood and innovative forest 

products. Today, the forests are more important than ever.

The forest creates jobs and is one of the building blocks 

for a sustainable society, not least in the mitigation and 

adaptation to climate change. We see great potential in 

our pulp and paper industry and in wood construction. 

I believe that building in wood will become even more 

important in the future, using traditional timber but 

also new technologies and innovations. 

The forest is a vital resource also beyond its output. It 

gives room for outdoor activity and recreation and pro-

vides many with peace and tranquility. It hosts a broad 

range of biodiversity and important ecosystem services. 

As such – and for the sake of our future generations – 

we must use our forests wisely and with care. 

I am looking forward to further strengthening the re-

lationship between Sweden and Japan in the fields of 

forestry, building in wood and innovations, at both of-

ficial and business levels. By working together, I believe 

we can find new opportunities for a sustainable and 

innovative use of our green gold.

Sven-Erik Bucht

Minister for Rural Affairs



Treasures of the Forest
～森のタカラ、未来のチカラ～

在日スウェーデン大使館はこのたび、同大使館内の

科学・イノベーション部（Growth Analysis）、商務部

（Business Sweden）と合同で、森林をテーマとする一

連の森林関連イベント「Treasures of the Forest ～森の

タカラ、未来のチカラ～」を開催します（会期：2016年

3月7日～ 20日）。

日本とスウェーデン、両国の主要な森林関係者、政府関

係者、建築家、ビジネス関係者等を一堂に集め、互いの

経験や知恵から学び合うことで、より緊密な協力関係

の構築や地域振興を促進するのが本イベントの目的で

す。会期中、日本のパートナー企業や組織の協力のも

と、次の4つのテーマに沿ってシンポジウムや展示会な

どを実施します。

1.木造建築  

2.バイオエネルギー

3.バイオマテリアル

4.持続可能な森林
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3/8(tue)

オープニング・ハイレベルセミナー： 

「Treasures of the Forest 
～森のタカラ、未来のチカラ～」

森林のさまざまな恵みについてのシ

ンポジウム。人間と森林の関係、なら

びに現代経済における森林の役割に

ついて。

3/9(wed)

木造建築

スウェーデン建築家協会と日本建

築家協会の共催による、持続可能で

革新的な建材としての木材に関す

るシンポジウム。席上で、学生を対

象とした設計コンペ “Treasures of 

the Forest, KOJA/KOYA”の優秀作

品が発表される。

3/10(thur)

バイオエネルギー

森林原料が林業の経済面に与える付

加価値、および、そのバイオベース社

会の構築への寄与に関するシンポジ

ウム。スウェーデン大使館 科学・イノ

ベーション部主催。

バイオマテリアル：
ナノセルロースなど
森林由来の新素材

ナノセルロースをはじめとする木質繊

維の次世代新素材についてのシンポ

ジウム。スウェーデン大使館 科学・イ

ノベーション部主催。

第1週 3/7(mon)～13(sun)

3/7(mon) 3/8(tue) 3/9(wed) 3/10(thur) 3/11(fri) 3/12(sat) 3/13(sun)

プログラム
Program

Photo: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se
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3/17(thur)

クロージング・ハイレベルセミナー： 

持続可能な森林

日本とスウェーデンで効率的かつ持

続可能な森林を増やしていく方法を

考えるシンポジウム。森林管理と消

費者意識についての意見交換。

3/14(mon)～16(wed)

スポンサー企業のイベント

3/11(fri)・12(sat)

スウェーデン インテリアデザイン 
ウィークエンド

日本初上陸ブランドを含む、洗練さ

れた北欧デザインのインテリアと家

具の展示。11日（金）は業界関係

者向け、12日（土）は一般公開。ス

ウェーデン大使館 商務部主催。

第2週 3/14(mon)～20(sun)

3/14(mon) 3/15(tue) 3/16(wed) 3/17(thur) 3/18(fri) 3/19(sat) 3/20(sun)
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国土の3分の2（約2,800万ヘクタール）が森林に覆われているスウェーデ

ンにとって、森林は重要な天然資源です。計画的かつ積極的な植林の結果、

スウェーデンの森林蓄積量は1920年代半ばから約75％増加し、現在は約

32 億立方メートルに達しています。その8割は針葉樹です。

スウェーデンの生産林は、その半分を個人が保有しています。そして、約4

分の1を林業関係などの企業が、約5分の1を国やその他の公的機関が保有

しています。

スウェーデンの生産林の面積は、世界の生産林の1％足らずに過ぎません

が、スウェーデンはグローバル市場で取引される製材、パルプ、紙の1割を

生産しています。製材と紙では世界3位、パルプでは世界5位の輸出国で

す。スウェーデンの森林資源の半分以上が、製材をはじめとする木材製品の

製造に使われます。以下は、森林資源を原料につくられる主な製品です。

● 製材

● パルプ

● 紙、板紙

● その他木材製品（繊維板、パーチクルボードなど）

● バイオエネルギー

● ナノセルロース、トールオイルなどの新製品 

森林は農村地域を中心に男女を問わず、多くの就業機会を創出しています。

スウェーデンの森林保有者の38％は女性であり、多くの女性が林業分野で

就業しています。 

また、スウェーデン人にとって森林は、大切なアウトドア、レジャーの場で

す。スウェーデンには、すべての国民は自由に森林へ立ち入り、活動するこ

とができるというユニークな権利「自然享受権」があります。私有林であっ

ても、誰でも許可なく森林に入り、ウォーキングやサイクリング、スキーな

どを楽しむ権利が憲法で保障されているのです。キノコを採ったり、ベリー

類や花を摘んだり、キャンプで一夜を過ごしたりすることもできます。ただ

し、森林を訪れる人は環境を汚してはならず、保有者のプライバシーを尊重

することが義務づけられています。

スウェーデンの森林
Swedish Forests

Ph
ot

o:
 P

er
 P

ix
el

 P
et

er
ss

on
/im

ag
eb

an
k.

sw
ed

en
.s

e
Ph

ot
o:

 J
oh

an
 W

ill
ne

r/
im

ag
eb

an
k.

sw
ed

en
.s

e



Photo: Per Pixel Petersson/imagebank.sweden.se









Treasures of the Forest 15

木造建築の技術は近年、急速な進化を遂げています。建造物に木材を活用す

れば、環境への負荷を増大させることなく、迅速かつ安全にコスト効率に優

れた建造物をつくることができます。建造物への木材の活用は、それ以外の

既存の建材、工法に比べ、多くの便益をもたらすのです。

木材が建材になるまでに要するエネルギー量は他の素材と比べて圧倒的に

少なく、二酸化炭素など温室効果ガスの排出を大幅に軽減することに役立

ちます。さらに、木材は生きている間に二酸化炭素を内部に閉じ込め、炭素

を固定する働きをします（燃やさない限り、二酸化炭素は放出されません）。

何より、木材は再生可能な建材です。軽量かつ強靭な木材は、密集した都市

環境での建物の増改築やインフィル型の建築に理想的な建材と言えるで

しょう。木材はまた、産業施設の新設にも理想的な建材として、今後ますま

す注目を集めていくに違いありません。

都市化が進み、都市の規模が大きくなるなか、新建材と新しい建築プロセス

への転換が求められています。木材は、画期的なソリューションの一つとな

るでしょう。

スウェーデンのオーレ（Åre）にある
コッパーヒル・マウンテン・ロッジ 
（Copperhill Mountain Lodge）

木材とコンクリート材の資源消費の比較。
同様の規模のコンクリート建築と比べて、
木造建築は1立方メートル当たりの二酸
化炭素排出量を2トン軽減できる。

撮影：Åke E:son Lindman

スウェーデンの
スンドビーベリ（Sundbyberg）にある
ストランドパルケン（Strandparken）

完全木造建築による世界で最も高層の
集合住宅。2013年に竣工。左ページの
写真も同建物。

撮影：Petra Bindel

木造建築
Building in Wood
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森林は、気候変動問題に次の2つの側面から寄与します。まず、植物の光合

成により二酸化炭素を吸収する森林は、貴重な「炭素吸収源」として機能し

ます。さらに、森林由来の「バイオマス」を電力源や暖房として化石燃料や

化石燃料使用素材と代替することで、二酸化炭素の排出が抑制されます。生

産林を持続可能な方法で積極的に利用することは、気候変動問題に直接的

かつ永続的に対処するための最も効率の良い方策なのです。

森林は、極めて重要な再生可能エネルギーの一つです。今日、バイオエネル

ギーはスウェーデンで消費されるエネルギー総量の3分の1を供給してお

り、いくつもの新たな市場が生まれています。パルプ生産の副産物や木質ペ

レット、薪、野菜や果物の皮などを原料とするバイオマスなども、バイオエ

ネルギー製品に含まれます。

木材関連産業の分野ではこれまで、パルプとダンボール紙の製造法の開発

などに力が注がれていました。しかし今、その実用化に大きな期待が寄せら

れているのが、「ナノセルロース」など木質繊維から生まれる次世代の新素

材です。こうした新素材はユニークな特性を持ち、多様な用途が考えられま

す。たとえば、木の含有成分を使うことで、石油を資源としない環境負荷の

少ないプラスチック（バイオプラスチック）を製造できます。

また、先述したナノセルロースは、環境に優しい上に鉄よりも軽くて強いこ

とから今後、自動車や航空機の部品、医療製品など幅広い分野での活用が見

込まれています。このように、森林から生まれる原料や廃棄物は、温暖化対

策を最大限に考慮した、未来の製造業を実現する鍵となり得ると期待され

ています。 

バイオエネルギー
Bioenergy

ナノセルロースなど
森林由来の新素材
Nanocellulose and other new materials  
from forest resources
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持続可能な森林
Sustainable forestry

Photo: Håkan Vargas S/imagebank.sweden.se



林業先進国として知られるスウェーデンですが、昔から一貫して持続可能

な森林管理が行われてきたわけではありません。19世紀から20世紀初頭

にかけて、スウェーデンでは森林の乱開発が進みました。危機的状況に直

面したスウェーデンは、森林の破壊を防ぎ、未来の木材の供給を確保するこ

とを目的に、1903年に初の「森林法」を制定し、伐採量の規制と伐採後の

植林を義務化。それ以来、スウェーデンの森林政策は進化を続け、今日にお

いては「スウェーデン経済と雇用における森林資源の重要性」と「環境的側

面」を焦点とする政策に発展しています。

スウェーデン南部の森林は、植樹から伐採可能となるまで60～ 90年を要

します（北部の森林はこれより長く80～ 120年）。伐採は区画ごとに行わ

れ、成長期間の森林は間伐によって適切に管理されます。伐採のほぼすべ

ての工程が機械化されており、終伐においては、木の枝と幹の先端からバイ

オエネルギーを採取することが一般的に行われつつあります。森林の再生

は主に、植樹によって行われます。スウェーデンの森林は、苗に対する虫害

防止を除き、化学農薬をほぼ使うことなく管理されています。
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WORKING
WITH IKEA

ON COTTON,
FORESTS

AND WATER




