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は　じ　め　に

　南都銀行が CSR の一環として支援してい
る「Yoshino Heart プロジェクト」は、「吉
野杉」で全国的に有名な奈良県吉野地区の
　①林業・その他関連産業の活性化

　②�森林の整備とそれに伴う CO2吸収量の

増大による地球環境保全

と、一見、相矛盾するような２つの目的をめ
ざすプロジェクトである。
　地方銀行は、その全行が参加する「日本の
森を守る地方銀行有志の会」において密に情
報交換や有識者の講演を拝聴しているため、
日本の森や林業に対する理解が進んでいるが、
顧客を含めた我々のステークホルダーの中に
は、森や自然を守るためには「とにかく木は
伐ってはダメだ！」と考えられている方もま
だまだ多いと思われる。
　実際、私が環境や森林保護に関して銀行外
部で講義を行う際には、その冒頭で大抵、次
のような○×クイズをすることとしているが、
理解度は総じて低いと言わざるを得ない。

　見方や立場によっては異なる見解もあるこ
とは十分承知しているが、私はこれらのクイ
ズの正解はすべて「×」であるとして詳しく
説明している。
　少し解説させていただくと、Q １「日本の
森」については、天然林から人工林への転換
はあるものの、意外にもここ40年間、森林の
面積はほぼ横ばいで、「木の幹の体積」にあ
たる森林蓄積は増加を続けている（図表１）。
しかもその年間増加量は日本の木材輸入量に
匹敵しているため、理論的には、日本は自国
の森林蓄積を減らすことなく、現状20％強の
木材自給率を100％まで高められることにな
る。そのためには、当然、現状の林業を取り
巻く諸問題を解決する必要があるものの、そ
れができれば「日本は自国の森の木を伐らず、
外国の森林を破壊して地球温暖化に加担して
いる。」と諸外国から批判されることもなく
なるという訳である。
　Q ２については、林業の健全な事業サイク
ルは植林して間伐（いわゆる「間引き」）し、
十分に育った木を収穫（主伐）し、その伐採
跡に再び植林するというもので、本来は持続
可能な産業といえる。ただ、伐った木を販売
して収入を得るというのが肝心で、植林から
収穫までの60年から100年の間、間伐や枝打ち、

Q１：�日本の森は減少し続けている
Q２：�林業は木を伐採するので自然環境にとって悪い産業だ
Q３：�森のCO2吸収量は京都議定書の目標（▲６%）から見れば、

微々たる量である
Q４：�割り箸は国産か海外産かを問わず、森林破壊を招く
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下草刈りなどの作業と主伐後の再植林を行う
には、適切な資金の循環が必要である。しか
し、現在は木材価格の低迷により伐り出しコ
ストが賄えない上に、主伐材を伐り出しても
思うように売れない。間伐材も以前は建築現
場の足場や田んぼの稲干し、格子戸や床柱な
どに商品化されていたが、今は行き場を失い
切り倒されたまま山肌に放置されている（い
わゆる伐り捨て間伐）など、資金循環が途絶
えてしまっている状況にある。
　Q ３の京都議定書に基づく温室効果ガスの
削減については、目標の６% の３分の２に
あたる3.8% が森林の吸収分で賄うこととさ
れている。残りのうち1.6% 分が新興国や発

展途上国から購入す
る排出枠に割り振ら
れ、産業部門などの
排出削減努力に懸か
っているのがわずか
0.6% 分 で あ る（ 図
表２）。削減目標の

「６%」は知ってい
ても、それがどのように割り振られているの
かまで理解している方は本当に少ないのが現
実である。ただ、3.8% の森林吸収分を確保
するためには、通常のペースでの森林整備に
加え年間20万 ha、実に日本の人工林の50分
の１、琵琶湖３個分もの森を追加で整備し、
CO2を十分に吸収できる元気な森にする必要
がある。
　Q ４の割り箸については一番誤解が多いと
ころだが、国産の杉やヒノキ製の割り箸は端
材（はざい）か間伐材が原料で、実は森にも
環境にも優しいエコな商品なのである。端材
というのは丸い丸太
から四角い柱を取っ
た時にできる、本来
は捨てるしかない余
りの部分（図表３）
で、間伐材は前述の
とおり使い途がなければ山に伐り捨てられる
しかないものだ。しかも、伐り捨てられた間
伐材は、大雨の時に流れ出し、排水溝や川を
塞ぎ河川の氾濫を巻き起こしたり、腐ってい
く過程で CO2の20倍の温室効果をもつメタン
ガスを発生させるとも言われている（図表４）。
近年の My 箸ブームや外食産業のプラスチッ
ク箸への切り替え運動等もあって、木製の割
り箸はともすれば「悪者」扱いされてしまい
がちなため、林野庁も国産割り箸は立派な「木

1,0351,0361,0401,022937793

2,338
1,892

1,360
798558

2,652

（万ha）

（百万㎡）

2,000

4,000

1,000

2,000

3,000

1,000

0

0

S41

S41

2,517

S51

S51

人工林 天然林他

人工林 天然林他

S61

S61

H7

H7

面　積

蓄　積

H14

H14

2,338
1,892

1,360
798558

1,329
1,388

1,502

1,591
1,702

H19

H19

2,510

1,780

1,887 2,186

2,862
3,483

4,040
4,432

1,475

2,652

1,035

2,512

1,476

1,036

2,515

1,475

1,040

2,526

1,504

1,022

2,526

1,589

937

1,724

793

図表１　森林面積・森林蓄積の推移
（データ出所：林野庁HP）

図表２　削減目標の内訳
（HP「木づかい .com」）

図表３　端材
（HP「森林・林業学習館」）
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づかい」だとキャ
ンペーンを行った
ほどだ（図表５）。
元来割り箸は明治
時代に「もったい
ない」の精神から
端材を有効活用し
商品化するため、
奈良県の吉野地区
で生み出されたも
のである。昔あっ
た木製の菓子箱や
野菜箱、かまぼこ
板 や三

さん

宝
ぼう

な ど が
次々に廃れていく
中、安い輸入割り
箸に圧され国産シェアが２％まで落ち込んで
も、高質な吉野産の割り箸は何とか生き残っ
ており、現在では国産割り箸の約８割は吉野
で生産されている。いわば割り箸は、小さい
ものながら「森と山村の経済を側面的に支え
得る商品」であり、森と林業への適切な資金
循環を確保するためには、「たかが箸、され
ど箸。」なのである。
　前置きが長くなったが、森や木に関して一
般の人々、特に都会に住む方たちにお話しを
し、誤解なく理解いただくには、最低でもこ
の程度の説明が必要ということである。古

いにしえ

の
時代から森や木と上手につきあい、森を育て、
木を活用することで「木の文化」を育んでき
たわが国にあっても、今や人と森、人と木の
関係が非常に疎遠なものになってしまってい
ることは本当に残念なことだ。いずれにして
も、当行が支援する当プロジェクトは、「森
と林業、そして地球環境を守るためには、木
は伐ってどんどん利用すべき。そのためには、

消費者のニーズを敏感に捉えニーズにマッチ
した商品を供給することにより、国産材の需
要を拡大させ、資金を森に還流することが不
可欠である」ことを大前提としていることを
ご理解いただきたい。

Yoshino Heart プロジェクトの概要

　当プロジェクトの基本コンセプトは、マー
ケティングやブランディングの技術を使って、
大都市の環境意識の高い消費者のニーズを的
確に捉え、木材製品に対する新たな需要を開
拓する。その「買い」情報を地域の事業者に
伝え、地域の事業者の「売り」情報とマッチ
ングさせることにより、林業およびその周辺
産業への適切な資金の流れを確保し、森と林
業の健全な事業サイクルを再生させる。そし
てその結果として、森林と地球環境の保全に
つなげようというものである。つまり、我々
は「林業や木材業といった地域産業の活性化
と森林保全は十分に両立できる」、そして「林
業の復興なくしては本当の意味での森林保全
はなし得ない」と考えている訳である。
　このコンセプトを具現化するためのビジネ
スモデルは、吉野産の木材を利用した製品に

「Yoshino Heart」という
ブランドやロゴマーク

（図表６）を付け、全国
的な一流企業との連携を
通じて、まずは一番身近
な無垢の木製品である

「割り箸」から全国に浸
透させ、ブランド価値を向上させることによ
って、最終的には住宅建材など吉野材全体の
消費拡大をめざすというもので、プロジェク
トの収益の一部は植樹や間伐など吉野の森林

図表４　伐り捨て間伐

図表５　林野庁ポスター

図表６　Yoshino�Heart
ロゴマーク
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整備に役立てることとしている。
　具体的には図表７をご覧いただきたい。昨
年７月に設立した NPO 法人に、林業家や木
材関連事業者、商工会や各種同業者組合等、
吉野地区の事業者に業種を超えて幅広く参集
いただく。そこに、当プロジェクトの仕掛け
人であり、マーケティングのプロであるハー
トツリー㈱が、大都市から新たな需要を持ち
込む。つまり、当プロジェクトに賛同する参
加企業や、CSR、PR、イメージ戦略の一環
として協賛するスポンサーを募ってくるとい
うことである。そうした全国的な有名企業と
のコラボレーションによって、広告宣伝費を
掛けることなく、数多くの消費者に訴求する
ことをめざす。また、デザイナーやミュージ
シャンなども参加し、商品のデザインや企画、
PR の役割を担う。
　このように、プロジェクトの核となる
NPO 法人は、大都市や消費者と吉野をつな

ぐ窓口、つまりインターネットでいうポータ
ルサイト的な機能を発揮していく。
　こうしたプロジェクトを当行は応援・支援
し、吉野地区を面的に活性化・再生していく
ことをめざし、そのためにも奈良県をはじめ
とする地元自治体との公民連携を図り、当プ
ロジェクトへの協力や協働を促進することと
している。

プロジェクト支援に至った経緯・背景

　平成20年度にスタートさせた中期経営計画
「モア・バリュー NANTO」に「CSR の推進」
を盛り込み、その具体的施策の一つである「環
境保全活動」に持続可能な形で取り組むこと
としたことが、契機の一つである。
　折しもその年の６月に就任した植野頭取が
吉野郡大淀町出身で、吉野とつながりが深か
ったこともあり、就任時の記者会見で「吉野

図表７　「Yoshino�Heart プロジェクト」概念図

森林保全・CO2削減
活動への参加意識

CSR＋PR
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の森と産業を守りたい」との思いを表明し、
具体的な施策の検討を指示したことも大きな
契機となった。
　頭取の指示により、吉野に代表される奈良
県の林業と森の現状について改めて調査する
こととなった訳だが、その結果、次のような
ことが判明した。
　吉野地区は急峻な地形や多雨・多湿など良
質の木材を産み出す自然条件が揃っており、
大坂城築城時の伐採跡に植林を行った記録が
残っているなど人工造林の発祥地とされてい
る。節がなく、真っ直ぐで、年輪が詰まり強
度が強い良質材を育てるため、植林時に密植
し間伐や枝打ちを繰り返すという吉野式林業
が全国に普及している。吉野は吉野杉・吉野
ヒノキという高級材の産地であるということ
は広く知られているが、日本林業のルーツで
あるとも言えるのだ。
　一方、問題点としては、まず需要の面から
見れば、木造住宅の工法が柱を見せない大壁
工法へと変化したことにより、良質な無垢材
への需要が減少し、均質な材を大量かつ安定
的に調達できる輸入材や集成材に需要が集中
していること。また、供給の面から見れば、
地形が急峻なため林道・作業道の整備が遅れ
ており、ヘリコプター搬出が一般的であるな
ど伐り出しコストが嵩むこと。歴史が長いた
めに、林業を取り巻く産業もかなり多層化・
細分化されており流通コストが嵩み、小規模
な山主や事業者が多く大口需要に対応できな
いことなどが挙げられる。
　その結果として、日本の三大「人工美林」
と称えられた吉野の森が、適切な資金循環が
ないために、残念ながら放置され荒れてきて
しまっている。バブル経済の崩壊までは日本
林業のトップランナーとして周辺産業ととも

に栄華を極めた吉野林業は、構造的な問題か
ら悪循環に陥っており、今では輸入材はおろ
か国内の他産地にも遅れをとっている状態で
あった。
　そうした現状を踏まえると、林業復興への
ハードルは高く、「たかが一地方銀行の CSR
施策で一朝一夕に解決できる問題ではない
ぞ！」ということになった。そこで、地元の
関係者の方々のこれまでの取組みや行政の施
策と干渉することなく、地元金融機関として
持続可能な形で貢献できる方策をと思案して
いたところ、「各当事者が各々得意とする分
野で協力・連携し合い、相互補完して行こう。」
という当プロジェクトの理念に出会った訳で
ある。
　具体的には、まず「行政との連携」という
面では、林道の整備や機械導入への補助金な
ど、「入口」の部分でコスト削減につながる
事業は自治体に任せ、民間は需要を新たに生
み出し「出口」を拡げていくという「商売」
の面からサポートしようと。一方、民間同士
でも、資材調達や製造などの「入口」部分は
吉野地域の事業者が担い、マーケティングや
商品企画、販促などの「出口」部分は東京の
マーケティングのプロが受け持つ。そして、
そうした大都市と地域を地元金融機関である
当行がマッチングし、あたかも一つの会社と
して連携していければ、高いハードルも越え
ることができるのではないかということであ
る。
　検討段階では、他県同様、奈良県も誘致し
ている「企業の森」に名乗りを上げ、行員ボ
ランティアによる植樹・育林活動を行うこと
も一考したが、外部有識者として意見を伺っ
たある森林ジャーナリストの方の「銀行にし
かできないことをすべき。」とのアドバイス
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もあり、当プロジェクトの支援を平成20年12
月に決定した。

プロジェクトの具体的施策と今後の展開

　当プロジェクトの第１弾の成果は、プロジ
ェクト参加企業であるコンビニエンスストア

「ナチュラルローソン」の店頭で弁当用に配
布されている中国産割り箸を、吉野ヒノキ製
に替えたことである。これは、箸袋に協賛企
業の広告を掲載する「アド箸」と呼ばれる仕
組みを使い、安価な中国産と国産との価格差
を埋めることで実現したもので、年間700万
膳もの国産割り箸
需要を新たに開拓
した（図表８）。
　成果の第２弾は、
吉野産の間伐材チ
ップを製紙原料に活用した「吉野3.9ペーパ
ー」である。この紙は、製紙工場までの間伐
材の運搬費用を購入者が負担することにより
間伐材の利用を促進するもので、林野庁も間
伐材の有効利用策として推奨している。間伐
材を搬入した工場が生産する一般的な用紙を

「間伐材を使用したと“みなす”」仕組みによ
り、実際に間伐材が含まれている既存の間伐
材使用紙に比べ使いやすくかつ低コストで森
林保全に貢献できるというものである。
　これまで、音楽 CD の紙製ジャケット（３
タイトル）や書籍（２冊）に活用されている
ほか、昨年10月か
ら本年４月までの
間、広告入りのテ
ーブル敷紙（通称

「アド敷紙」、図表
９）としてファミ

リーレストラン「ロイヤルホスト」の全国
277店舗で活用された。当プロジェクトでは、
これまでにこの仕組みを通じて30t 分の間伐
材チップを製紙工場へ搬入している。
　昨年７月には奈良県の認証を得て、当プロ
ジェクトの核となる「NPO 法人 Yoshino 
Heart」が設立された。NPO 法人の理事長と
副理事長には中立的な有識者としての立場か
ら、奈良女子大学の名誉教授（環境生物学）
と奈良県立大学の学長（財政学）を招致し、
理事には県内大手林業家の代表者や吉野林業
の改革（流通経路の短縮）をめざして設立さ
れた協同組合の代表理事、プロのマーケター
らが就任。監事は当行 OB の行政書士が担当
している。
　他方、当プロジェクトの活動は、日本経済
新聞、日経産業新聞、日経 MJ、日経ビジネ
ス等の日経各紙をはじめとする全国紙や地方
紙に幾度となく掲載され評価をいただいてい
る。このようなメディア露出を通じて、プロ
ジェクトの知名度が向上したことも、成果と
して挙げられよう。
　当プロジェクトは、都会の方たちにも日常
の中で身近に触れ、木の香りを感じていただ
ける木製品「割り箸」からスタートし、「木」
のファン層を徐々に拡大していくことで、最
終目標である住宅建材の需要拡大につなげる
ことをめざしているが、今後の展開として現
在、以下のようなことを検討中である。
＜小物雑貨・玩具＞
　吉野材を活用しデザイン性に優れた生活雑
貨や小物、玩具類を全国にブランドショップ
を展開する流通業者等とタイアップのうえ開
発・販売する。
＜家具＞
　吉野材を活用した「暮らしの道具」として、

図表８　アド箸の例

図表９　アド敷き紙
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全国的なデザインコンペを出版業界やデザイ
ナーとタイアップのうえ展開し、優秀作品を
流通させる。
＜内装材＞
　ブランドショップや飲食業者等の店舗内装
材のほか、都市部で拡大しているリフォーム
需要を捉えた内装材として、吉野材を安定的
かつ無垢材施工の技も伝承できる形で提供す
るスキームを確立する。
＜建材＞
　国土交通省が低炭素社会の実現に向けて進
めている大規模木造建築物の普及に対応する
ため、地元業者が開発する「吉野杉の間伐材
を活用した集成材」の利用を促進する。
＜アンテナショップ＞
　木製品のみならず、吉野の地場産品を展
示・販売するアンテナショップを、東京の中
心街に開設する。

当行の関わりと留意した点

　当プロジェクト支援の意思決定の前段階と
して平成20年11月、当行は公民連携を促進す
るため、奈良県との産業振興に関する包括的
連携協定に基づいて「森林・木材業振興に関
する情報交換会」を開催し、森林・木材業に
関する課題等を共有。並行して、地域材の利
用を促進し京都議定書の目標達成をめざす

「木づかい運動」（林野庁）に参加し、ロゴマ
ークの使用承認を銀行業界で初めて取得した。
　 そ の「 木 づ か い 運 動 」 と「Yoshino 
Heart」のロゴマークをつけた吉野杉箸（図
表10）を、当プロ
ジェクトの周知と
木づかいの啓発を
目的として、「第

２回＜ナント＞食の商談会」を皮切りに当行
主催の各種イベントにおいて累計５万５千膳
配布。
　加えて平成21年３月と本年４月には、当プ
ロジェクトの第１弾の成果である「アド箸」
へ当行が協賛。首都圏のナチュラルローソン
において、2010年開催の「平城遷都1300年祭」
への観光客誘致を兼ね、同祭のマスコットキ
ャラクターである

「せんとくん」を
デザインした「ア
ド箸」（図表11）
を計32万膳配布した。
　平成21年度以降は、イベントに加えて当行
の営業店店頭においても、粗品として割り箸
の配付を開始し、これまでの累計で約５万膳
を配付。ちなみに
図表12は、奈良市
の 旧 市 街 に あ る

「ならまち」の伝統的な麻織物「奈良晒（ざ
らし）」の老舗企業が全国に展開するブラン
ドと Yoshino Heart のコラボレーションを当
行のマッチングにより実現したもので、高級
手紡ぎ麻のハギレを高級吉野杉箸の箸袋に有
効活用した「環境にやさしい」製品である。
当行の優良顧客向けノベルティのほか、ナチ
ュラルローソンでも販売している。
　第２弾の成果である「吉野3.9ペーパー」
についても、平成21年度以降に発行した当行
ディスクロ
ージャー誌

（ 図 表13）
やミニ・デ
ィスクロージャー誌の用紙を全面的に切り替
えたほか、ポスター・パンフレット、紙袋等
に積極的に活用している。

図表10　吉野杉箸セット

図表11　せんとくんアド箸

図表12　「遊�中川」コラボ箸

図表13　当行ディスクロ誌裏表紙
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eart プロジェクト」の支援について

　当然ながら、銀行の本業とも言えるビジネ
ス・マッチングの面では、当行が有する地元
ネットワークをフルに活用し、吉野地域の林
業・木材業関連事業者の方々へのプロジェク
トの紹介に止まらず、個別具体的な「買い」
ニーズへの対応の依頼を行っている。また、
当プロジェクト推進のうえで欠かすことので
きない「公民連携」の面でも、奈良県をはじ
めとする地方公共団体に当行から積極的に協
力を働きかけているほか、地元商工会等の各
種団体や業種別組合、大学等へも継続的に協
力の呼びかけを行っている。さらに金融商品
の面でも、本年度に奈良県が新設した「奈良
の木づかい CO2固定量認証制度」と連動する
形で、県産材を利用した新築住宅について、
追加の金利優遇を行う住宅ローンの取扱いを
本年４月より開始した。
　次に、取組みにあたって留意した点である
が、プロジェクトの発足段階から連携してい
る一部事業者のみを利する取組みとならない
よう、NPO 法人の設計段階で中立的な役員
構成に配慮した点と、プロジェクトへの参加
については何らの制限を設けることなく幅広
く門戸を開いている点である。また、当プロ
ジェクトの目的達成のためには、時に現状の
多層化した流通構造を飛び越えたルートを取
らざるを得ない場面もあることから、あくま
でも新たな需要やニーズを開拓したうえで活
動することとし、既存の商流は侵害しないよ

う配慮することも大切である。

お　わ　り　に

　当行は当プロジェクトの支援に関し、地域
密着型金融の「地域の情報集積を活用した持
続可能な地域経済への貢献（地域の面的再
生）」分野における特に優れた取組みとして、
平成21年12月、近畿財務局長より顕彰を受け
た。プロジェクトの立ち上げ段階で、かかる
顕彰をいただいたことは、今後のプロジェク
ト推進にとってこのうえないバックアップで
ありサポートであると感謝している。
　林業復興への道は決して平坦なものではな
いと承知しているが、当行では今後、この顕
彰をバネとして、より多くの地元事業者の
方々の賛同・参加を得るとともに、１件でも
多くの成功事例を産み出し、地域経済の活性
化と森林保全、地球環境保全に貢献できるよ
う、より積極的に当プロジェクトの支援を継
続していく所存である。
　最後になるが、当プロジェクトのスキーム
は奈良県吉野地区の林業にとどまらず、日本
全国のさまざまな地域産業の活性化にも応用
できるものと考えており、当行の取組みが他
の地方銀行における地域活性化や環境保全活
動を検討するうえでの参考となれば幸いであ
る。


