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１．はじめに 

日本には固有の竹と中国から渡って来た孟宗竹などがあります。これらの竹は地球温暖

化の影響で繁殖拡大の傾向があります。それに拍車を掛けているのは人間が竹林を放置し

ていることです。従来は人間が筍を食べたり、物干し竿にしたり、垣根にしたりして数多

くの用途に使っていましたが、現在ではプラスチックなどの代用材料が出現し、竹があま

り使われなくなりました。筍を中国から輸入する有様です。 

このまま放置すると竹林が森林を侵食して、大切な木材の生産を阻害します。終戦後に

一斉に植林した針葉樹が今や建築材料として立派に育っており、これからが活用する時期

を迎えます。成長速度の速い竹林は森林が育つより早く里山全体を覆います。そこには森

林が育たないばかりか、生物の多様性が失われます。そして害獣の隠れ家になるのです。 

放置竹林の中を覗いてみましょう。枯れた竹が足の踏み場も無いほどに倒れています。

（写真１）そこには陽が差し込まないので暗く、地面には下草も生えません。一方、整備

された竹林は綺麗なものです。適当に陽が差し込み、青空が見えたりします。若竹の緑は

気持ちが癒されます。（写真２） 

  

写真１ 放置竹林が洪水の原因にも    写真２ 竹林整備状況を新潟民放 TVが取材 

 

さあ、竹林を綺麗に整備しましょう。 

でもどうやったら良いのでしょう？それには竹を沢山消費する仕組みが必要です。結論

を言いますと、伐採した竹を焼いて炭にし（以後竹炭と呼びます）、それを土壌改良剤とし

て大量に消費するのです。そうすると、以下に述べますように、日本を救うのです。 

 

２．竹林整備で日本を救う 

（１）森林を救う。 

 最初に述べましたように、木と竹との成長速度の違いを比較してみましょう。オースト

ラリアに自生するユーカリをパルプ用材料として７年で伐採しているようですが、一般に

木は３０～５０年掛けて一人前になります。一方、竹は０～５年で利用可能になります。

もちろん０年で利用できるのは筍ですね。孟宗竹の根は１年で８ｍ延びると言われます。
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ただし、これは誇張で、岐阜大の実験によると平均 1.8mだそうです。家の庭に突然筍が出

て驚かされます。（写真３）竹はこのように成長速度が速いので、森林が成長する前に森林

伐採後の山を覆い尽くします。竹林によって森林は駆逐されるのです。（写真４）この逆は

ありません。現在の日本では人間が関与するしか森林を守る方法は無いのです。つまり、

竹を大量に伐採して竹炭を作る仕組みができれば、森林は守ることができるのです。 

  

写真３ 庭のポリバケツを持ち上げた筍  写真４ 杉林に迫る孟宗竹林（千葉県） 

（２）土壌を救う。 

 竹炭は土壌改良剤に位置付けられます。直接的な肥料ではありませんが、土質を改良し

ます。でもそれはどういうことでしょうか？人類の先祖の暮らしを想像してみてください。

人類は最初、森林の中で採集生活をしていました。次に狩猟生活をしました。そして農業

生産に移行したのです。その時祖先の人々は焼畑農業を始めました。森林を燃やすと木炭

や灰ができます。どうやら、焼畑は森林を切り開くという目的の他に、切り拓いた土地を

農業に適した土壌に改良する役目があったようです。最近に判って来たことですが、あの

アマゾン川流域の熱帯雨林に大規模な焼き畑農業の痕跡が発見されたそうです。 

 その後人類は堆肥などの有機肥料を用いて農作物を栽培してきました。つまり、植物が

土に帰って、あるいは植物を動物が食べた排泄物が肥料になるのです。終戦後にアメリカ

から化成肥料が入り、農家がそれを利用するようになりました。農家は施肥作業が楽にな

って喜びました。お金で肥料が買えるので、人々は化成肥料を金肥（かねごえ）と呼びま

した。金肥は植物に必要な化学元素を直接供給するので即戦力の効果を発揮して、作物の

収量を増やしてくれました。 

 しかし、金肥は土中の有用な微生物を住めなくしてゆきました。そのような土にミミズ

がいなくなり、土はサラサラとして団粒化しなくなり、固くなってしまいました。その結

果、作物の収量は少なくなってきたのです。また病気が発生しやすくなりました。 

 そこで篤農家が有機栽培、あるいは自然農法を提唱するようになりました。無肥料・無

農薬で作物が採れると主張しましたが、収量は増えませんでしたので、一気に広まること

はありませんでした。農家は金肥と農薬の出現で農作業が楽になったのです。それを完全

に元の重労働に戻そうと考える農家はいません。ましてや今は兼業農家が多いのです。 
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 今までに述べてきたように、日本の土壌は金肥でやせ細っています。それを元々の有機

農業に近づける働きが竹炭にはあるのです。しかも竹炭を含んだ土地は適度に水分を含み、

夏の旱魃にも耐える地力を持つようになります。 

（３）動物を救う。害獣から救う。 

 動物も人間と同じく、消化器系等の病気になり命を落とします。竹粉には乳酸菌が繁殖

し、竹粉を食べると乳酸菌の整腸作用で動物が健康を維持できることが知られています。

（写真５）竹炭でも同様のことが予想されます。竹炭粉を配合した食べ物は数多く作られ

ていますので、害のないことは明らかです。竹炭がその構造から消化器内の悪い菌を集め

て体外に排泄するという効果は想像できるでしょう。（写真６）竹炭の持つ成分から判断し

て、抗菌性も認められます。 

 さらに害獣対策にもなります。放置竹林は害獣の隠れ家となり、繁殖を助けています。

とくに千葉県ではキョンという動物園から逃げ出した小型の鹿をはじめ、熊以外の害獣、

たとえば猪、アライグマ、ハクビシンなどがいます。私ごとですが、市民農園の 1 区画を

借りてスイカなどを植えました。見回りして球が太ったのを確認して明日が収穫の最適日

と判断し、翌日に出かけたところ、食い荒らされていました。害獣によって食べ方が異な

るので、複数の種類の害獣が近くに棲んでいることが分かるのです。 

        

写真５ 乳酸菌が繁殖しやすい竹粉     写真６ 竹炭の断面 SEM像（JEOL） 

（４）大気を救う：地球を救う。 

 大気中の二酸化炭素ガス（CO２）やメタンガス（CH４）が大気を保温して地球温暖化が

進行していると考えられています。これが正しいとすると地球温暖化を防止するにはこれ

らのガスの大気中への放散を防止することが有効な手段になります。 

 人類は化石燃料を使うようになって以来、地中に眠っていた炭素（C）を大気中に CO２

として放出するようになりました。（図１）木材を燃料や建築材料に使えば木が大気中から

取り込んだ CO２をそっくり大気中に戻す、いわゆるゼロエミッションで済むのです。 

http://takemori.org/wp/?page_id=143
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図１ 温室効果ガスの割合（環境省HPより） 

 ところが竹炭はさらに都合の良いことにCを大気中に少ししか戻さないのです。（写真７）

竹炭を土壌改良剤として土壌に配合すると、それは数千年の間破壊しないとも言われてい

ます。つまり、半永久的に空中の CO２を地中に固定することができます。空中の CO２を地

中に固定する方法は他にもありますが、それらはそれ相応の効果があるだけで、竹炭のよ

うに沢山の効果を並行して発揮できるものはありません。 

        

 

 

（A）燃焼完了：①－②＝０（ゼロエミッション） 

（B）竹炭焼き：①－②＝③（カーボンマイナス） 

写真７ 竹炭製造によるカーボンマイナスのメカニズム 

 

 CH４が大気中に含まれる量は CO２よりは少ない（図１）のですが、温暖化に寄与する度

合いは数十倍も高いとされています。発生源は湖沼などがあり、天然ガスとして利用され

ていますが、人類や動物も発生させています。人間のゲップや放屁ガスの中に CH４が多く

含まれていますが、それだけでなく、家畜のうちの反芻動物が反芻する際に CH４を放出し

④土中固定 ①CO２吸収 ②CO２放出 ③CO２固定 

http://www.jccca.org/chart/chart01_03.html
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeBzQmZVTH1YAHN6U3uV7/SIG=148v43ml1/EXP=1402399568/**http:/photohito.com/uploads/photo5/user4031/8a3be440f7ea437bb2e0799c93c51383/8a3be440f7ea437bb2e0799c93c51383_l.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvW3_Cm5VTCU4AiXmU3uV7/SIG=125dgppgo/EXP=1402400066/**http:/oumi-tsusho.com/swfu/d/dozyoukairyou02.jpg
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ます。家畜の数は世界で人口に匹敵するほど多くいますが、反芻動物は牛、ヤギ、ヒツジ

など家畜の半数以上がこれに該当します。竹粉や竹炭の整腸作用で CH４の発生を減らすこ

とができれば、かなり有効な手段となるはずです。ニュージーランドでは羊に環境税を課

しているくらいです。 

（５）湖沼を救う。 

 私たちは活性炭が水や空気を浄化する効果があることを知っています。竹炭は活性炭に

次いで浄化作用が高いのです。その効果は表面積に比例します。活性炭は微粉であり、比

表面積が大きいのです。これに対して竹炭はその中に微細な空洞を有する（写真６）こと

から、内部表面積が広いのです。 

 したがって、竹炭を大量に湖沼などに投入すれば、手賀沼など魚の住めない湖沼の水質

が浄化されることが期待できます。もちろん、現在取り組まれているように、湖沼への P

を含む生活排水などの排出規制が必須ですが、今から流入する分をゼロにしても、すでに

溜まっている栄養分を取り除く必要があります。それには竹炭が有効なのです。Pを吸収し

て飽和した竹炭を回収し、土壌改良剤として田畑に使用すれば、P肥料を供給することにな

り、一挙両得になります。 

（６）家屋を救う。 

 竹炭は水を浄化しますが空気も浄化します。すでに消臭剤として炭が使われていますが、

活性炭に次いで竹炭が高い性能を発揮します。最近の住宅が化学物質によって汚染されて

いることはシックホームとしてしばしば問題にされていることから判ります。住人の健康

を損なわないようにするには、家の中の空気を清浄に保つ必要があります。竹炭を建築資

材とみなして壁や天井の内部に配置すればその効果が期待できます。 

 また、竹炭を床の内部や床の下に使用すれば湿度の調節が期待され、冬場の乾燥を夏場

に持ち越すことも可能でしょう。建材は木質であれ鋼などの金属であれ、水分に弱いもの

ですから、乾燥は家屋にとって非常に大切なことです。最近の水害によって家屋が湿って

いる場合もありますが、公共の金で竹炭を被害者に無償供与しても良いと思います。 

（７）洪水を防止する。漁業を守る。 

 千葉県を代表する夷隅川の例を紹介しましょう。夷隅川は千葉県内だけを流れるので二

級河川ですが、千葉県最大の流域面積を持つ大河です。中流域で蛇行を繰り返しており、

これが天然の遊水地となって、下流の洪水を防いでくれています。また、河岸段丘が顕著

で、しかも河川敷に家屋を建築していないので被害報告がめったにありません。そのため

生態系が豊かで多くの貴重な生物が棲んでいます。しかし、懸念材料はあります。それは

河岸の竹林繁茂の状況です。主として真竹ですが、これが枯れると川の中に落ちて水路を

塞ぐことになります。大雨が降った時に雨水を大量に溜め込み、限界を超えると一気に下

流に水と枯れ竹を放流します。今までは下流で洪水が起きていませんが、竹林が今以上に

増大し、異常気象の増加によって、そのうちに洪水が起きるようになるでしょう。 

 そうしないための方策は種々考えられますが、次の提案はいかがでしょうか？ 
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①河岸の真竹を定期的に伐採 

強い農薬を用いて竹を枯殺するという案があるかもしれませんが、上述したように夷隅

川は日本第二の豊富な生態系を持つ川ですので、それを損なうことがあってはなりません。 

河岸の竹の伐採は里山の竹林の伐採とは異なり、急な斜面が多いので非常に危険な作業

です。従って伐採を人間が実施するのではなく、重機械で伐採すべきです。それ用の重機

械は製造されていますが、NPO法人の出る幕ではなく、企業が実施すべきです。その費用

は自治体が出すべきです。個人の問題ではないからです。残念ながら千葉県には環境県民

税が制定されていませんので、何とかしないといけません。 

②伐採した竹を川に落として下流で収集 

 伐採した竹をトラックで運ぶのは馬鹿げています。運搬は川に任せるのが得策です。普

段の水流では竹は流れくだらないかもしれませんが、大量の雨が降った際には流れ下るで

しょうから、下流の 1 個所で竹をせき止める橋を設け、そこで竹を引き上げて近くに堆積

し保管します。このような設備は世界的にも皆無だと思います。 

③収集した竹で竹炭製造 

 河川敷に竹を集め、その横で竹炭を製造します。炭化炉は定置式でしかも短時間で大量

に製造できる半開放式とします。その大型炭化炉に乾かせた竹を投入して燃やし、燃え切

ったところで水を大量に掛けて消化すれば短時間に竹炭を 1 トンくらい製造できます。消

火用の水はすぐ横に流れていますので、ポンプアップすれば良いのです。 

 この方式で竹炭を 1 トン製造するには竹が約 3 トン必要です。1 日に竹炭を 1 回 1 トン

製造するとしますと、竹を 1日に 3トン消費します。年間に 200回製造しますと 600トン

の竹を消費できることになります。夷隅川の竹の賦存量が分かればこの方策が持続可能な

ものかどうか計算できます。 

④製造した竹炭の使用方法 

 上述したような多くの目的に使うことができます。①～③の作業を公費で行い、できた

竹炭を販売すればある程度の資金回収が可能です。例えば竹炭を 100 円/kg、つまり 10 万

円/トンと仮定すると、年間 200 トン製造する竹炭の販売は 2000 万円と算出されます。４

～５人の雇用を創出できると考えられます。 

⑤漁業被害の防止 

 海岸に流れ着いた竹は漁網を破ったりして漁業に被害を与えます。流れ着いた竹を焼却

することもダイオキシン発生防止のためにできません。放置して海岸を汚して観光に害を

及ぼすことは移住促進にもマイナスとなります。漂流物として海洋に放置するのも国際問

題になりかねません。（①～⑤を別途イラストにします） 

 このように河岸にある膨大な量の竹を整備することは二級河川の場合は地方自治体の、

一級河川の場合には国の責任です。夷隅川だけでなく、天竜川や木曾三川でも問題になっ

ています。また、大水害で家屋が被害を受けた場合の救済措置としても、公費で製造した

竹炭が復旧に役立つので、放射能汚染対策などの多目的に使うことが望まれます。 
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（８）樹勢を回復する。 

   

(a)「奇跡の一本松」の全体写真     (b)「一本松を守る会」の表示のある前で撮影 

写真８ 福島県南相馬市鹿島区右田浜にある「奇跡の一本松」 

 東北・関東沖大地震の大津波で防潮林が軒並みなぎ倒された中で、奇跡的に残った松が

福島県にもあったが、海水をかぶり塩害で枯れた。会長の五賀氏の話によると福島市在住

の樹木医に相談したところ、竹炭を根元に埋めるのが良いと言われたが、高価で購入でき

なかったという。その情報をもっと前に知っていたら、この松は枯れなかっただろうと思

う。現在、松の種から二世を育てているという。 

 

３．竹林整備は世界をも救う 

（１）竹の繁殖地 

 竹は日本でも比較的暖かい地域に繁殖していますが、世界的に見ても赤道に近い次の三

つの温暖多湿地帯に自生繁茂しています。（図３） 

①東南アジア（日本や中国を含む） 

②アフリカ中部（コンゴなど） 

③中南米（メキシコ、アマゾン川流域など） 

 日本は幸か不幸か竹の生息地の北限です。（図２、３）竹が繁茂することは森林保護には

マイナスですが、竹を資源と捉えるならば大きいプラスになります。竹のプラスの面を大

いに活用して、生活に役立て、ひいては地球環境保持に役立たせたいものです。 
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図２ 日本における都道府県別竹林面積十傑   図３ 世界の竹林分布（ネット資料） 

 なお、日本や中国に自生している竹は温帯性の竹であり、前述したように地下茎が伸び

て繁殖します。他の地域は熱帯性の竹であり、株が増えることにより増殖します。従って

繁殖力は温帯性の竹の方が大きいし、竹林整備問題も大きいのです。人口減少や高齢化な

どを考慮すると日本の放置竹林問題は日本だけの問題だと言えます。 

（２）地球温暖化防止 

 地球温暖化防止に積極的に取り組んでいる国があります。南半球のニュージーランドで

す。その国では家畜として多量に飼っている羊に対して、税金を課しているそうです。１

匹に対していくらというように人頭税ならぬ羊頭税を国が取っているのです。ニュージー

ランドでは人口よりも羊の頭数の方が多いでしょう。牛を沢山飼っている国はどこでしょ

うか？牛肉を食べないインドと牛肉を沢山食べる米国などです。 

 化石燃料からの CO２排出規制だけでなく、今後は家畜（反芻動物）からの CH４排出規制

も考慮した取り組みが必要だと思います。房総半島から噴き出すメタンガスは天然ガスと

して採集して、燃料にし CO２として大気中に放出すれば温暖化ガスを同量でしかも影響の

少ないガスに変換することになり、一挙両得です。輸入した都市ガスではなく、地元の天

然ガスを使いましょう。 

（３）開発途上国の支援 

 竹が自生繁茂している熱帯にある開発途上国は大抵経済的に貧しいい国です。竹林整備

問題は日本固有の問題ですが、竹を資源と見做す場合、竹の有効活用でその国の経済を豊

かにすることができればそれに越したことはありません。微力ながらそのお手伝いをした

いと思います。 

  

 

 

 

 

 

図 4 熱帯性竹の活用検討 

熱帯性の竹 

竹 炭 農魚業増産 家屋吸湿 

半炭化 複合プラスチック材料 

竹繊維 紙、布、包装、など 

燃料電池 
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 もう一つの見方として、熱帯雨林の伐採後の土地の復旧が考えられます。熱帯では全伐

すると土地が乾燥してその後に森林は再生されないと言われます。そこで竹を繋ぎとして

植えるのです。そうすれば土地の乾燥を防いで、森林の再生を助けるという方策です。そ

うしないと日本の商社が東南アジアなどで熱帯雨林を全伐して買い取って日本に輸入する

ので、継続的な収入に繋がらない事態が生まれています。 

 

４．竹炭の作り方 

 では、そんなに有用な竹炭をどのように製造すれば、安価で良質の竹炭が大量にできる

のでしょうか？それを以下に述べて行きたいと思います。 

（１）従来の竹炭製造方法 

 これは大別して次の二つがあります。 

①野焼き法（写真９） 

 この方法は竹を伐採して集め、地面で燃やす方法です。延焼を防ぐために地面を少し掘

り下げてから燃やす方法「伏せ焼法」もあります。簡便ですが竹炭の収量が低く、品質も

あまり良くありません。その原因は竹を燃やしている間に灰になってしまうからです。 

  

写真９ 野焼きの方法           写真 10 ㈱モキ製作所製「無煙炭化器」 

 

②窯焼き法（写真 11） 

これに対して窯焼き法は空気の供給をかなり遮断しますので、灰化が非常に少なくなり、

収量が多く、品質も高いものが得られます。ただ、何といっても蒸し焼きのような状態で

すので長時間が必要です。製造コストが高いのが最大の難点です。 

一方、良い点は竹酢液という汁が取れ、それが虫よけなどの害虫忌避剤として活用でき

ることです。 

（２）最近の竹炭製造方法 

 上述の事情を改良した炭化器が開発されています。 

 一つは林業試験場が開発した「林試 1200型、1800型」と呼ばれるものです。（写真 11） 

 もう一つは㈱モキ製作所が最近開発した「無煙炭化器」と言うものです。（写真 10） 
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 これらは野焼き法よりは収率が高いのですが、残念なことに、この方式で大型の炭化炉

を製造しようとすると、竹林現場に炭化炉を持ち込むことができません。炭化炉の搬送が

難しくなるのです。 

   

写真 11 ドラム缶を活用した簡易型炭化炉         写真 12 林試 1200型炭化炉 

（３）開発した大型可搬式竹炭製造炉 

そこで私共認定ＮＰＯ法人蔵前バイオマスエネルギー技術サポートネットワーク（略称

Ｋ－ＢＥＴＳ）とＮＰＯ法人竹もりの里は共同して大型の可搬式炭化炉を開発しました。

大型炭化炉は竹集材の仕組みがあれば、一カ所に大型炭化炉を設置すれば良いのですが、

竹はパイプと同様に空気を運ぶようなもので、運送効率が悪い典型です。 

そのため私たちは竹林のある現地で竹炭を作り、竹を運ぶのではなく、その製品である

竹炭を運搬することにしました。当然、炭化炉自体も可搬式でなければなりません。 

 こうして、可搬式で大型の炭化炉を開発したのです。可搬式である以上、軽くなければ

なりません。軽量化の工夫を種々施しております。（写真 13 実用新案特許申請済） 

 なお、前述した夷隅川のように、竹が 1 個所に集められる仕組みがある場合には、定置

式炭化炉で良いことになります。その場合にでも半開放式で迅速に竹炭が製造できる必要

があります。表１に竹炭製造法の進化の状況を纏めました。大量の竹炭を短時間で製造で

きるのは№７の新炭化炉だけです。 

表 1 従来の竹炭製造方法と新炭化炉 

分類 № 名称 評価 備考 

開放式 １ 野焼き法 低製炭率 延焼の危険性 

密閉式 

２ 伏せ焼き法 定置設備 竹材搬送必要 

３ ドラム缶 少量生産 短時間 

４ 炭焼き窯 大量生産 長時間必要 

５ 林試など 少量生産 短時間 

半開放式 
６ 無煙炭化器 少量生産 可搬式 

７ 新炭化炉 大量生産 可搬式 

https://sites.google.com/site/sumiyakinokai/toriatukaikiki/rinshishikikiln/rinshishikikiln.png?attredirects=0
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(a) 茨城県石岡市部原にて        (b) 千葉県長南町鴇谷竹林にて 

写真 13 半開放式大型炭化炉で竹炭を製造する状況 

 

５．まとめ 

（１）繁殖力の旺盛な竹林が森林を侵食しており、森林資源が損なわれていると同時に、

生物の多様性が失われ、種々の被害が発生してきている。 

（２）この原因は竹の使用範囲が他の材料によって代替されてしまっていることにある。 

（３）したがって竹の大量の利活用方法があれば、竹林が放置されることはなくなる。 

（４）竹をもっとも大量に消費できる分野は土壌改良材としての竹炭であると判断したの

で、竹炭を安価に製造できる可搬式大型炭化炉を開発した。（実用新案特許） 

（５）竹炭は大気中の CO２の固定に直接的な効果があり、地球温暖化防止策にもなる。 

（６）竹炭はそのほか家畜や湖沼、家屋などひいては人類も救うことになる。 

（７）資源が少ないと言われる日本であるが、竹を資源と見なすことにより、環境保全や

農業の発展に大きく寄与するシステムを構築でき、雇用も創出できるので、地方創生が達

成され、ひいては日本を救うことになる。 

（８）竹炭を効率よく製造することのできる可搬式大型炭化炉は、それを必要とする国々

への輸出産業の一翼を担う可能性があり、地球規模の温暖化防止策の一つとしても今後注

目されるであろう。 

（９）可搬式大型炭化炉を用いて製造した安価な竹炭を土壌改良などに大量に使用すれば、

種々の効果が発揮されると同時に、事業化がなされて地域が活性化されうる。 

（10）河川の河岸に繁茂する竹の整備方法を提案した。夷隅川に限らず、公害の防止に役

立つと考えられるので、公費を費やしてでも実施してほしい。 

＜完＞ 
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＜付録Ⅰ＞理解を助けるために 

 

図 5 環境税導入府県（現在は大阪府、京都府が導入済） 

竹林面積が全国１０位以内の竹林大県で環境税が導入されていないのは千葉県だけである。 

  

＜以上＞ 

NPO法人蔵前バイオエネルギー（K-BETS）理事 

竹林プロジェクトチームリーダー 

工学博士 篠崎正利 

2016.10.05 

森林環境税導入状況 

新緑：H15～H20 年度導入 

黄色：H21～H26 年度導入 

白色：未導入（千葉県を含む） 


