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日本の竹100％を原料にした竹紙（たけがみ）を
使用しています。
使われなくなった竹を有効利用することで、隣接
する森林や里山の保全、生物多様性の保全、さら
には地域経済に貢献しています。

SDGs達成に貢献する私たちの取り組み
　2015年9月、国連本部で開催された「国連持続可能な開発サミット」において、193加盟国、全会一致で
採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」。
　竹イノベーション研究会は、2030年までに地球規模で解決すべき17の目標達成のために、メンバー 
力を合わせて積極的に取り組んでいきます。本冊子に掲載したカラーナンバーは、上記SDGs17の目標
を示す番号です。各ページの番号は、竹の利活用について各団体が取り組んでいる目標を表わしています。

竹イノベーション研究会は、持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています
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日本の山々に豊富にある竹、古来から様々な用途に利用されてきた。
食品・生活用品・建築資材などあらゆる分野に竹は利用されています。

また、繁殖力 ･成長力が高く容易に利活用できる自然由来の素材は、環境に優しいエコロジーな素材です。
しかし、その反面、諸外国からの安価な竹材輸入の増加、たけのこ生産農家の後継不足、

他素材へ需要の移行などが重なり竹材が放置され、荒れた山が増え続けている問題も抱えています。

竹イノベーション研究会は、竹の未来を考えるため様々な活動を行うプロジェクトです。

本冊子は、竹の利活用に関する技術（商品・製品、建設資材、取り組み、研究・新技術など）
竹イノベーション研究会に所属する各会員の情報をまとめたものです。

内容に興味を持たれた方や詳細をお知りになりたい方は、各ページ記載の連絡先にお問い合わせください。

竹イノベーション研究会 [創立2012年 ]

	 代表　佐藤		研一
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Brainstorm
エジソンがつくった電球は、日本の竹で出来たフィラメント。

それは、まさにひらめきの原点。

エジソンが竹炭でフィラメントを開発したように
可能性を秘めた「竹」の用途開発・普及、放置竹林による里山保全に向けて活動します。

ひらめきを研究する。

竹の未来を考えるプロジェクト
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研究会の沿革	

2012 6月 竹イノベーション研究会発足
 11月 第1回竹フォーラムの開催

2013 3月 竹チップ舗装の実施（静岡市：3月、浜松市：6月、名古屋市：8月）
 11月 京都竹フォーラムに参加・講演
  第2回竹フォーラムの開催

2014 4月 国土交通省九州地方整備局九州技術事務所構内に竹チップ舗装の実施
 8月 放置竹林と竹の利活用を考えるセミナーの実施
 11月 第3回竹フォーラムの開催

2015 10月 第20回博多灯明ウォッチングに参加
  大分県と日田市にて竹チップ舗装の実施
 11月 第4回竹フォーラムの開催

2016 10月 第21回博多灯明ウォッチングに参加
 11月 第5回竹フォーラムの開催

2017 6月 バイオマスエキスポ2017に出展
  竹の利活用セミナー2017の実施
  木質炭化学会･日本バイオ炭普及会･BIG合同シンポジウム参加
 10月 第22回博多灯明ウォッチングに参加
 11月 第6回竹フォーラムの開催

2018 4月 竹イノベーション研究会　関東支部　設置
 6月 バイオマスエキスポ2018に出展
 7月 大栄環境㈱（大阪府和泉市）と共同で竹チップ舗装の実施
 9月 竹の利活用セミナー2018の実施
 10月 第23回博多灯明ウォッチングに参加

2019 1月 第7回竹フォーラムの開催
 6月 バイオマスエキスポ2019に出展
 7月 竹の利活用技術に関するセミナーの開催
 11月 竹の利活用技術に関するセミナー in 関東の開催 

2020 1月 第8回竹フォーラムの開催
 3月 和泉市竹チップ舗装の施工と施工見学会の実施
 4月 竹イノベーション研究会（関東支部）、竹サロン合同イベントの開催
 6月 竹イノベーション研究会　関西支部・中国（四国）支部　設置
 8月 関西·中国（四国）支部開設記念　令和2年度第1回BIG技術Webセミナーの開催
 11月 令和2年度第2回竹の利活用技術Webセミナーの開催

2021 1月 第9回竹フォーラムの開催
 8月 令和3年度竹の利活用技術Webセミナーの開催
 9月 竹イノベーション研究会関西支部Webセミナーの開催
  竹景観ネットワーク、竹サロン、竹イノベーション研究会（関東支部）合同イベントの開催 

会員（2021年11月30日時点） 

教育機関	 	 福岡大学、九州大学　他　全31機関

自治体	 	 福岡県、福岡市、八女市、筑後市、筑紫野市、うきは市、那珂川市、大分市、 
  豊後大野市、薩摩川内市、佐賀県基山町　他　全14公共団体

民間企業	 	 (株)大橋、(株)NIPPO  九州支店 、東和スポーツ施設(株) 、大坪GSI(株)、 
  リーフエア(株)、フォレストエナジー(株)　他 全30社

その他	 	 団体会員15団体、個人会員50名

連絡先  竹イノベーション研究会事務局
  福岡大学 工学部 社会デザイン工学科 道路・土質研究室
  〒814-0180　福岡県福岡市城南区七隈8丁目19番1号
  TEL092-871-6631　内線（6464） FAX：092-865-6031
  E-mail：big@fukuoka-u.ac.jp　HP：http://bamboo-big.com
  FB：https://www.facebook.com/bambooinnovationgroup/
  竹イノベーション研究会　関東支部
  FB：https://www.facebook.com/BambooInnovationGroup.kanto/
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豊田バンブー 株式会社

竹チップ販売 ･ 破砕機レンタル

「竹チップ」肥料に！防草に！

厄介者になってしまった「竹」を見直し、細かくチップにすることで利用しています。

	 畑土へ混入することで保水性、透水性を確保します。
	 敷き均すことで草の発生を抑制します。

切った竹の運搬は非常に大変な作業になります。
破砕することで、容積が1/3〜1/2へ減少します。

適用範囲・用途／土壌改良材、敷材

その他（製造方法など）／（株）大橋の破砕機（GS130GH）にて粉砕します。スクリーンによって、4種の大きさを作
成しています。（販売は2種のみ）

豊田バンブー	株式会社
〒471-0054			愛知県豊田市天王町1-53
0565-34-0391　info@toyotabamboo.com　http://toyotabamboo.com

豊田市の鉄道廃線後の跡地です。地元のウォーキングコースになっているので、
段差解消のために周辺の竹を活用し、チップを敷き均しています。

豊田市内河川敷、越戸地区ボランティアさんが切った竹を破砕しています。
敷き均し、防草材として使用されるようです。

山梨のぶどう農家さんへのチップ納入です。
毎年秋にトンパック１５袋を納入しています。

 破砕機レンタル：（株）大橋製 GS130GHB

株式会社 大橋

木材も竹も枝葉も強力粉砕

樹木・竹粉砕機

木材や竹等をチップ状に粉砕するための機械です。
森林整備後の木材や竹、庭木などの剪定枝などの減容化処理に活用されています。
粉砕したチップはマルチング材や土壌改良材、バイオマス燃料等など資源としての利活用に注目が集まっています。

設計から生産、販売まで自社一貫体制
	粉砕物の大きさなど用途に応じたラインナップ
	チップサイズの粒度調整可能
	マイコン制御によりきめ細やかな負荷分散
	油圧駆動を採用
	粉砕物が詰まった場合にも噛み込みを迅速に解除
	非常停止ボタン付き
	特許第6050651号
フィーダ用爪板およびその製造方法、破砕または粉砕機用フィーダおよびそれを備えた破砕または粉砕機

最大処理径・・・・・・・・・13cm
最大処理能力・・・・・・	 2.8㎥ /h
最大出力・・・・・・・・13.0馬力

竹粉
スクリーン5mm

木チップ
スクリーン40mm

竹チップ
スクリーン40mm

最大処理径・・・・・・・・・15cm
最大処理能力・・・・・・・4.5㎥ /h
最大出力・・・・・・・・23.0馬力

最大処理径・・・・・・・・・20cm
最大処理能力・・・・・・10.0㎥ /h
最大出力・・・・・・・・44.6馬力

最大処理径・・・・・・・・・45cm
最大処理能力・・・・・・・82㎥ /h
最大出力・・・・・・・・・252馬力

GS125G GS151GH GS401D GSC2500DC

株式会社	大橋
〒842-0065　佐賀県佐賀県神埼市千代田町崎村401
0952-44-3135　eco@ohashi-inc.com　http://www.ohashi-inc.com

チップサイズの粒度調整が可能



6 7竹イノベーション研究会［竹の利活用技術］ 竹イノベーション研究会［竹の利活用技術］

Ⅰ 

竹
の
商
品
・
製
品

Ⅰ 

竹
の
商
品
・
製
品

荒廃竹林問題を食べて解決
大坪 GSI 株式会社

大坪 GSI	株式会社
〒839-0241			福岡県柳川市大和町徳益416
0944-74-6811　mail@ogsic.jp　https://www.ogsic.jp

幼竹から国産メンマの製造

成長の早い竹の子。採り損ねると「幼竹」になり、食することが出来ず放置され、竹林が荒廃する原因にも
なっています。このように、荒廃竹林の増加が全国的に問題になっている今、大坪GSIにできることを考え
ました。そして、荒廃竹林の発生を防止するために、竹の子の時期を過ぎてしまった幼竹を使用した塩漬け
メンマとその加工食品の製造販売を始めました。

地元みやまの味
するめんまは、福岡県みやま市の幼竹を
使用しています。

そのまま食べておやつやおつまみに
醤油とダシの風味豊かな味がくせになります。
かめばかむほどうまか！
水でもどしてお料理に
10分ほど少量の水にさらして、味付きメンマとして
調理に使用できます。

使い方いろいろ　万能珍味
取り扱い店舗

	道の駅みやま
	柳川よかもん館
	楽天市場

乾燥状態

15g

乾燥状態の賞味期限：常温で3ヶ月

100g 150g

水でもどした状態

そのままで

おにぎりで

肉じゃがで

パッケージ

純国産メンマ作りによる竹林整備

ブランディング・新食材の開発をおこなう。
アプレ 有限会社

「美味しく食べて竹林整備」「タケノコ採るのも竹林整備」をテーマに、幼竹をメンマに加工して食品として
消費することで、全国的な課題となっている荒廃竹林の整備を進めています。また、日本のタケノコでは出
来ないと思われ、ほぼ100%が中国等からの輸入品だったメンマについて、幼竹を活用して国産化を行い、
更に幅広い用途開発を行っています。

原材料：孟宗竹、真竹、ハチクの幼竹

塩干し・塩抜き後、発酵等、用途により適宜加工します。

期待される効果
	放置・荒廃竹林が整備され、タケノコ山、タケノコ畑（美竹林）に生まれ変わる。
	竹林整備に留まらず里山整備、地域作り、地域名産品作りに繋がる。
	竹山の一体管理（タケノコ採取+幼竹採取+親竹/青竹伐採）が可能となり、竹林整備が判
りやすくなる。
	地域で幼竹の採取・加工を行い、地域に根差した商品にすることで、より付加価値を高める
ことができる。

			（例）皮付き幼竹60円/1kg	→	塩漬け1,000円/1kg、味付：4,000円/1kg
			＊皮付き幼竹1	本（10kg）から約5kg	の皮剥ぎ幼竹が採取可。

	メンマの純国産化が進み、ラーメントッピング以外にも和洋食、加工品、家庭食への普及が
進む。

実績／2021年：幼竹採取6トン、塩漬け3トン

予定／2022年：幼竹採取12〜14トン、塩漬け6〜7トン

アプレ	有限会社
〒819-1334　福岡県糸島市志摩岐志1501-29
092-328-1677　ek-hitaka@vesta.ocn.ne.jp　https://www.facebook.com/itoshimaCB/

基本の製造方法

幼竹（1本が1.5〜2m（重
量約10kg））の幼竹採取

幼竹採取 茹で

塩漬け

皮剥ぎ・カット

純国産糸島めんま
・塩漬け
  300g	380 円（税込）

・醤油漬け	( 山椒味・甘酢漬け柚子味 )

		100g	360 円（税込）
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低温で高速乾燥が出来る
アサヒテクノのキャビテーション乾燥技術

高速乾燥技術CaVitoについて
株式会社 アサヒテクノ

株式会社	アサヒテクノ
〒024-0322　岩手県北上市和賀町岩崎新田旭ヶ丘490-1
0197-73-6015　asahi03@carrot.ocn.ne.jp
https://asahi-cavito.shop-pro.jp/　http://www.asahitechno.jp/index.html

キャビテーション乾燥装置による竹の乾燥状態 キャビテーション乾燥装置

1.	真空減圧と大気開放の繰り返し（キャビテーション）
2.	マイクロ波加熱を組み合わせることで、短時間で竹を乾燥できる技術を開発

竹エキス抽出の仕組み
最初に自由水が蒸発…除去容易			竹エキスの抽出では、自由水を結合水領域まで蒸発させます。
次いで結合水が蒸発…除去困難			竹細胞壁内部に存在する竹エキスが多く含まれる結合水を抽出します。

低温で高温発熱が可能
水冷循環型真空ポンプによる減圧真空度-0.08MPaにお
ける水の沸点が60℃であるため、大気圧下で乾燥させる高
温低湿乾燥法（過熱水蒸気方式）よりも非常に高い熱効率
が得られます。

減圧真空キャビテーション効果
CVT（Cavitation）は空洞化を意味し、減圧/大気開放を短
周期で繰り返すことで、水分移動を物理的に加速する方法
です。

高速加熱
マイクロ波は紫外線や赤外線と同じ電磁波で、30万km/秒
で被加熱物の中に浸透します。

内部加熱
マイクロ波は被加熱物の内部に進入し、水分子に反
応して摩擦熱が発生することで、被加熱物自身が発
熱します。

高い加熱効率
炉や炉内を加熱することで発生する加熱空気の熱
伝導間接加熱方式に比べて、マイクロ波（直接加熱）
はエネルギーロスが小さく、高い熱効率が得られま
す。

高い浸透深度
マイクロ波は、竹組織への電力半減浸透深度が約
300mmであるため、孟宗竹のような太い断面積の
大きな材料への均等発熱が可能です。

リーフエア 株式会社

地域の放置竹林をチップ化、燃料として利用

竹利活用事業 竹チップ専焼ボイラーによる

足湯給湯システム

	放置竹林を整備し、地域の環境を整備
	竹を伐採し、現地でチッパーを使用して竹チップを生産
	竹チップを乾燥させ、足湯施設に搬入
	竹チップは、バイオマスボイラー燃料として利用
	竹チップのみを燃料として利用
	バイオマスボイラーの性能は、50,000kcal/h
	地下水をくみ上げて、ボイラー熱交換器で温水に
	効率の良い熱交換給湯システムで、足湯に安定供給

リーフエア	株式会社　代表取締役	稲元	裕二
〒982-0011			宮城県仙台市太白区長町1-1-6
022-796-5931　y_inamoto@interman.co.jp　http://www.leafair.jp

足湯給湯システム

放置竹林を整備し、地域の環境を整備 チッパーを使用して竹チップを生産 竹チップを乾燥

竹燃料は乾燥させた竹チップを利用

バイオマス給湯ボイラー

足湯給湯システム構成図
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株式会社 公長齋小菅

材料調達および商品開発から販売までを
自社で一貫する

竹工芸における
垂直統合型ビジネスモデル

株式会社	公長齋小菅
〒604-8262　京都市中京区宗林町88番地
075-253-1186　info@kohchosai.co.jp　www.kohchosai.co.jp

近年、深刻化している竹の材料業者の相次ぐ廃業の対策として、2016年9月より自社運営による竹林の管理と竹材の伐採及び加工を行っており
ます。また、川上分野の労働単価を向上するべく、自社企画での商品開発やB	to	C販売を含む販売体制を確立することによって、流通全体をコン
トロールし、将来的にも持続性の高い事業の構築を図っています。

籠

竹材加工 花かご 花かご

財布 カトラリー

直営店（京都市） 直営店（東京都）

ethical bamboo 〜竹と共に活きる〜

竹を活かしたエシカルなものづくり

竹・竹の抽出液・竹繊維を使用した
製品の企画・製造・販売・卸・輸出入
私たちの想い
私たちが取り扱う商品は全て竹から始まります。
竹の無限大の可能性を活かした商品企画・製造・販売という軸はぶらさず、
お客さまや時代と常に向き合った形での「ものづくりの姿勢」を大切にしていきたいと考えています。

竹のやわらかタオル

国産竹から生まれた天然成分100%の洗濯用洗剤
Bamboo Clear（バンブークリア）

国産竹から生まれた天然アウトドアスプレー
Bamboo mist（バンブーミスト）

国産竹から生まれた繊維の製造

竹繊維の「上質でとろけるようなやわらかさ」を体感いただきたくて、
肌触りにこだわりました。吸水性や防臭性といった機能性はもちろん、
安心、安全にご使用いただけるよう品質管理を徹底しています。

天然成分100%の洗剤のため、肌のデリケートな方や、赤ちゃんの衣
類にも安心してご使用いただけます。竹に含まれるミネラル分によっ
て洗い上がりふっくらと柔らかく仕上がります。衣類のニオイだけで
なく、使い続けることで洗濯槽のイヤなニオイも軽減します。

山口県産の竹酢液と複数の認定オーガニックエッセンシャルオイル
を使用した優しい香りのする天然成分100%のアウトドアスプレー
です。ディートや界面活性剤等の化学物質は一切使わず、人と環境
にやさしい製法にこだわりました。

※上記SDGsの目標番号は、このページで紹介している内容
に該当している番号です。企業目標として掲げる目標番号
とは異なります。

国内で伐採した竹から繊維を製造し、竹繊維の活用を行います。繊
維製造工程においては化学薬品を一切使用しておりません。

エシカルバンブー	株式会社
〒 747-0104			山口県防府市真尾 12-1
0835-36-1522　info@ethicalbamboo.com　http://ethicalbamboo.com
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中越パルプ工業 株式会社

日本の竹100％の竹紙（たけがみ）

竹紙は、日本の竹100％を原料にした
中越パルプ工業だけの製品です。

中越パルプ工業	株式会社　開発部 CeNF 担当
〒933-8533	富山県高岡市米島282
問合せフォーム　https://www.cpc-cenf.com/form.html

セルロースナノファイバー「nanoforest」
2013年から、原料パルプをナノレベルまで微細化した新機能素材である、セルロースナノファイバー

（CNF）の研究開発、サンプル販売も開始しています。国産竹集荷ノウハウを生かし、木材だけでなく
独自に国産竹もCNFの原料にしています。2017年から川内工場（鹿児島県薩摩川内市）で、第1期商
業プラントを稼働しており、2021年には高機能CNFパイロットプラント（富山県高岡市）も稼働すべく
準備中です。

	nanoforest(ナノフォレスト)は、極微小なサイズを意味する「nano」と、天然の森林を意味する
「forest」を結びつけた当社独自商標。
	自社パルプより製造する一貫生産品により、原料も針葉樹や広葉樹にとどまらず、他社にない特徴として国産竹も選択可能。
	化学薬品を使用しない、水のみを用いるナノ微細化法、水中対向衝突法（ACC法）を採用し、環境配慮型CNFとして、産業素材のみならず、食
品、医療等、幅広く適用可能。
	竹パルプから製造したCNFは、木材パルプ由来のCNFに比べ、より疎水性が強い特徴を有す。

日本の竹100%の「竹紙」
総合製紙会社の中越パルプ工業は、2009年から日本の竹100%を原料とした「竹紙」をマスプロ製品として、製造販売している唯一の企業です。

「竹紙」はサスティナブルな素材として注目が高まっています。
	工場の所在する鹿児島県を中心に、毎年約１万トンの国産竹を買い取り、地域経済に貢献。
	使い道のない竹の有効活用は、放置竹林の整備にも寄与し、森林や里山、生物多様性保全にも役立つ。
	針葉樹と広葉樹の中間的な性質を持つ繊維により、印刷用途から封筒、袋、包装用途まで、幅広く活用できる。
	製紙原料には不向きな竹を、地域のためにと、行動を起こした一人から始まった取り組みであり、様々な社会的課題に対する気づきを与える
きっかけにもなる。竹紙の取り組みはCSVの好事例とされる。
	第8回エコプロダクツ大賞	農林水産大臣賞、第3回生物多様性日本アワード	優秀賞、第15回グリーン購入大賞	優秀賞他、受賞多数。高い社
会的評価が続く。

植物の作り出した新たな高機能素材
セルロースナノファイバー（CNF）にも、独自に竹を活用しています。

セルロースナノファイバー ｢nanoforest」

中越パルプ工業	株式会社　営業企画部
〒100-8533		東京都千代田区内幸町1-3-2　内幸町東急ビル	8階
03-6811-2971　honsha-eigyokikaku@chuetsu-pulp.co.jp　http://www.chuetsu-pulp.co.jp

孟宗竹を活かした事業展開

循環型社会を創る

株式会社	テオリ
〒710-1302　岡山県倉敷真備町服部1807番地
086-698-4526		info@teori.co.jp				http://www.teori.co.jp/

川下から川上へ　一貫生産体制の確立

株式会社	テオリは、1989年、木製品製造業として創業致しました。社名『テオリ』はドイツ語で「基本・原点・初
心」という意味です。持続可能な資源である孟宗竹の産地という地域特性を活かし、間伐した竹を、硬く丈夫で弾力
性のある特徴を持った集成材という形に変え、末永く使える家具作りに励んでおります。また、竹の他の部分も、上部
の細くなったところは、表皮を削って竹表皮塗料の原料とし、そして、竹表皮からは入浴剤を製造し販売をしておりま
す。さらに、孟宗竹の先・枝葉は粉砕し、すり潰して土壌改良材「地竹」を作って販売しております。

一本の竹をあますとこなく使う、持続可能な循環型社会を目指しています

孟宗竹の素材を活かしたテオリ製品

竹切り 出来た集成材縦割り

竹表皮塗料（自然オイル塗料）つる肌潤い風呂（入浴剤）

TENSION（竹製椅子） NUTS（竹製器）

炭化

地竹（土壌改良材）

株式会社 テオリ
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竹一番ミラクル・竹カニ合戦
竹林の環境改善への挑戦

有限会社 井関産業

自然原料の竹をまるごと粉砕して利用し、きのこの廃菌床を原材料として使用しています。また、数百年前海底であった所のシリ	
カ成分・ミネラル要素を充分含んだ微粉塵も使用しています。「竹一番ミラクル」は、これらの原材料とミラクル酵素を配合し、完
熟させた弊社独自の微生物土壌改良資材です。「竹一番ミラクル」は、種子及び苗の根源の成長を促します。

自然原料の竹を丸ごと粉砕して利用しています。また、水産加工場より廃棄される蟹殻も使用しています。これらは、竹の植物性
シリカ成分及びキチン・キトサンを含有し、培殖効果を推進します。「竹カニ合戦」は、以上の原材料を、70種類以上のミネラルと
1g当たり約54億の微生物を含むミラクル酵素で完熟発酵した弊社独自の微生物土壌改良資材です。有機JAS資材評価協議会
認可済です。
竹カニ合戦使用後、畑作では連作障害などの病気がなくなり、水稲では「収量が増えた。」との声がありました。

有限会社	井関産業
〒950-0813　新潟県新潟市東区大形本町6丁目18番7号
025-250-3825　isekisangyo@gmail.com　https://peraichi.com/landing_pages/view/iseki
製造工場：〒959-2411　新潟県新発田市横岡1576-1

➡ ➡

粉砕機を竹林に搬入

竹を粉砕

竹を粉砕機で竹チップに

入荷直後の蟹殻

微生物を混入 発酵熟成

竹粉と蟹殻を混合後 粉砕蓄積

育苗培土に発酵竹粉を10％混ぜた結果稲

➡ ➡

➡
◎同じ条件下で竹一番ミラクルを加用した稲は根量	
　が多く根域も広い
◎その結果、同じ茎数30本の稲株であっても太い茎	
　になっている

■ 竹カニ合戦

■ 竹一番ミラクル

拡大すると

試験区

慣行区

竹を使った樹木・植物を元気にする
土壌改良資材

株式会社 木風

ブレスパイプバンブー

株式会社	木風
〒135-0062　東京都江東区東雲2-7-5-605　
03-6457-1084　kofullc@gmail.com
ブレスパイプドットコム　https://breathe-pipe.com/　株式会社	木風　https://kofu-japan.net/

➡ ➡

ブレスパイプバンブーの特徴
①生分解性で埋設後の手間がかからない
　竹製なので埋めたままでも自然に分解。廃棄の必要がない。
②施工が簡単
　竹を割ったり中身を詰めたりの加工の手間が無く、資材を埋めるだけ。
③脅威の発根力
　設置部と無設置部では、約100倍の発根量の違いを確認。
④根上り防止に期待
　根上りは、酸素不足が原因。直接土中に酸素を送り根が呼吸可能に。
⑤菌根菌でオリジナルカスタマイズが可能
　樹種別または、採取培養した菌根菌を加えて、より根の活性化を促進。

側面 上面

適用範囲・用途／街路樹、緑地、植栽帯、果樹園、庭園、造成地、斜面法面保護、湿地、乾燥地、砂漠等

工業所有権等／2019年：特許第6557842号　2020年：特許第6656665号

主な充填物／竹筒：ベトナム国ベンチェ省産の手編み、竹炭：千葉県産のポーラス炭、竹腐葉土：千葉県産、
その他：ピートモス、パーライト、酸素剤

ブレスパイプを設置している箇所と無
設置の個所では著しく発根量が違う
ことが確認された。

（写真は旧型のプラスチック製）

2013年に治療のためブレスパイプを
埋設したところ、踏圧害による樹勢の
衰退が改善し、発根量が増え枝葉の
量と葉色が濃くなり樹勢が大きく改
善した。

ブレスパイプバンブーは、ベトナム産の竹で編んだ竹筒に、日本の竹林整備で発生した竹から作った炭と腐葉土を充
填した循環型土壌改良資材で、樹木医が樹木治療の現場で活用している技術を元に開発されました。
竹筒の製造を発展途上国であるベトナムで行うことにより雇用を創出し、竹炭を利用して日本の竹林問題をも解決す
る、アジアの懸け橋となるSDGｓ資材です。

2013年 2017年 2020年
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製
品

株式会社 ＮＩＰＰＯ（共同開発 福岡大学工学部）

竹と土が人と自然にやさしい土系舗装

バンブークレイ

新規性と効果
適度な軟らかさがあるため、足腰にやさしく、疲れにくい。

夏場でも表面が熱くなりにくいので、快適に歩行できる。

竹繊維を混合していることで雑草が生えにくい。

自然な風合いを演出できることで、自然環境との調和が図れる。

竹材の有効活用ができる。

“竹”を使用した土系舗装

	 適度な軟らかさがあるため、足腰にやさしく、疲れにくい。
	 夏場でも表面が熱くなりにくいので、快適に歩行できる。
	 雑草が生えにくい。
	自然な風合いで趣きがある。

歩経路、遊歩道、広場、公園などの歩行者用道路に適用

竹繊維 まさ土 専用固化剤 竹土舗装

工業所有権等／特許第５７７７０８４号　舗装材料の製造方法

価格／【竹土舗装】6,000〜7,000円/㎡　（Ａ＝100㎡、ｔ＝5cm）

実績／	

株式会社	ＮＩＰＰＯ　九州支店　技術部
	 〒810-0074			福岡県福岡市中央区大手門	2-1-34
	 092-771-0269　ego_hirokazu@nippo-c.jp　http://www.nippo-c.co.jp

福岡大学	工学部　社会デザイン工学科　教授	佐藤	研一
	 〒814-0180			福岡県福岡市城南区七隈8-19-1
	 092-871-6631（内線6464）　sato@fukuoka-u.ac.jp　big@fukuoka-u.ac.jp

・	2008年9月、福岡県福津市内、公園遊歩道、面積100㎡、厚さ７cm
・	2012年9月、静岡県静岡市内、広場、面積100㎡、厚さ5cm
・	2014年3月、福岡県久留米市内、試験施工、面積30㎡、厚さ７cm
・	2014年8月、愛知県名古屋市内、企業内遊歩道、面積10㎡、厚さ７cm

施工断面

砕石路盤

竹土舗装

50m
m

100〜
150m

m

外観

+ + ➡

竹繊維と真砂土を専用固化剤で結合させた混合物を歩行者用道路に適用した土系の景観舗装

路面温度上昇抑制

弾性（クッション性）

防草性

景観性

創作 竹製楽器の製作･演奏活動
竹林の有効活用をプロデュース

「竹凛共振プロジェクト」

竹凛共振プロジェクト

竹凛共振　代表	田中	昇三
〒803-0853			福岡県北九州市小倉北区高尾1丁目41-20-505
090-3604-2313　tikurinkyosin@ybb.ne.jp　http://tikukyo.exblog.jp/

竹林資源を有効活用する発想から生まれた創作楽器　竹チェロ・竹ヴァイオリン
筒状の形と強靭でしなやかな竹の特徴を活かして工夫された弦楽器で、DIY感覚で誰もが簡単に製作可能です。音質は竹独特の透き通るクリ
アーな音色を発します。竹の創作弦楽器・パーカッションとしても使用可能です。

•	誰でも簡単に作れる！がコンセプトで竹チェロ製作ワークショップを行っています。

合馬の筍
全国的に知られる高級筍の産地である北九州市合馬地域の竹林の保全と特産物の促進を図って
います。現在、邪魔者扱いされ焼却処分されている竹材を有効活用することで地域を活性化させ
ています。さらに、各地で社会問題化している同様の竹害解消の為の対策を講じています。また、
多面的でクリエイティブなアイデアやプランを開発しています。これらは、地域社会の発展に寄与
する事を目的としています。

■大学と連携
デザイン力と地域資源の相互活用により、新たな文化的・経済的価値の付加、展開の可能性を、
地域社会との協働により再発見し、地域社会へ還元することを目指したプログラム学習を実施し
ています。

■ブランディング／デザイン：地域のアーティスト・クリエーターが集結・協力して融合化を図り、
真の幸福を実感できるようなまちづくりに取り組んでいます。そのような地域特性を活かした独自
の住み良い社会づくりに貢献する付加価値を創造し地方創生の活力となるような、従来の在り方
や価値観を刷新した地域ブランドを生み出す事を目標としています。

SILENT	Cello	Handicraft　ワークショップ　3ヶ月コース
あこがれのチェロを竹で気軽に作れます！そして…簡単なレッスンで曲が弾けるようになります！	
•オリエンテーション　•作図・カット　•本体仕上げ　•弦張り・調整　•奏法レッスン
月2回　5,000円×6回（1回2時間）
材料・部品代（竹材・ペグ・ブリッジピン・弦・松脂・弓・チューナー）別途8,000	円

演奏活動

大学講義
竹林資源とデザイン活用による地域活性化
プロジェクト　（文科省COC事業の一環）

特許取得
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フジタ道路 株式会社

破砕竹を混合した歩行者系舗装

香竹保水舗装

遊歩道、ジョギングコース、神社の境内、公園歩道などに適した舗装

破砕竹＋高炉水砕スラグによるダブル吸水力
適度な弾力性があり、脚への負担を軽減します。
竹の殺菌力で雑草が生えにくくなります。
顔料を加えることで、景観に適用させやすくなります。

表面接写
［	福岡県宗像市グローバルアリーナ	デモ施工（40㎡）の事例	］ 若山農場

価格／

実績／

フジタ道路	株式会社　建設本部	工事統括部	技術部
〒104-6003			東京都中央区晴海1ｰ8ｰ10　晴海トリトンスクエアX棟	3F
03-5859-0670　kadowaki@fujitaroad.co.jp　http://www.fujitaroad.co.jp

人力施工：7,000円（税別）/㎡　（75㎡基準　ｔ＝5cm）※要見積り
機械施工：5,000円（税別）/㎡　（300㎡基準　ｔ＝5cm）
※顔料使用時：500円（税別）/㎡　up

2015年3月社内試験施工：14㎡
2015年9月福岡県宗像市グローバルアリーナデモ施工：40㎡
2015年9月栃木県宇都宮市「若山農場」内デモ施工：25㎡

施工断面

砕石路盤

香竹保水舗装

70m
m

100m
m

新規性（従来技術との改善点）
	破砕竹＋高炉水砕スラグによる保水性
	路面温度の上昇を抑制
	防草性
	景観性

期待される効果
	破砕竹＋高炉水砕スラグによるダブルの吸水力
	適度な弾力性があり、脚への負担を軽減する
	竹の殺菌力で雑草が生えにくい
	顔料を加えることで、景観に適用させやすい

特徴

雑草アタックS土系舗装材は、100％天然素材で作られた「プレミックス製の竹短繊維
入り自然土舗装材」です。
厳選した良質の真砂土・珪砂と極めて安全性の高い海水起源のマグネシア系土壌固化
剤、リサイクル竹短繊維と南九州の火山灰から作られた天然無機系凝集性保水剤をプレ
ミックスした、人や自然環境に優しい土系舗装材です。

概要

雑草アタックSを厚さ3cm程度に薄く敷き均して、その上から散水を行った後、ハンド
ローラーやコテなどで、軽く締め固めるだけで、自然土色のまま固化して雑草抑制や簡易
舗装が行えます。
簡単な作業で面倒な草むしりから解放され、昔ながらの三和土（たたき）のような自然土舗装が行えます。 当製品に
は、九州内の放置竹林より里山保全ボランティア活動等により伐採された竹材や筍生産農家等から出てくる竹材を
細かく綿状繊維に加工したものを購入し有効活用しています。

日本乾溜工業 株式会社

〝100％自然素材の人や自然環境に
優しい土系舗装材〟

土系舗装材 雑草アタック S
　　　　　　　（竹繊維入り自然土舗装材）

	自然な景観を求められる場所（土系舗装）
	特に生態系に配慮しなければならない地域
	コンクリート舗装やアスファルト舗装が採用できない
史跡
	公園の園路、自然遊歩道、遺跡、公共施設周辺、河川
管理道路、高架下敷地等

内容量　18kg

施工状況　福岡国立博物館 採用事例　国営昭和記念公園 採用事例　国営吉野ヶ里歴史公園

日本乾溜工業	株式会社　営業企画部
〒812-0054			福岡県福岡市東区馬出１丁目11-11
092-632-1007　http://www.kanryu.co.jp

	国土交通省	NETIS登録　QS-150035-VE
	第3回	九州環境ビジネス大賞	（優秀賞）	受賞
	第10回	エコプロダクツ大賞	（農林水産大臣賞）	受賞
	アジア景観デザイン学会	景観材料認定品

工業所有権等／商標登録　登録第5322455号　商標「雑草アタック」

雑草アタックS　用途雑草アタックS　用途
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報国エンジニアリング 株式会社

住宅のエクステリアに環境にやさしい
竹チップを用いた土系舗装の活用

竹チップを利用した、

住宅のエクステリア工事

報国エンジニアリング	株式会社
〒561-0827			大阪府豊中市大黒町3-5-26
06-6336-0128　http://www.hokoku-eng.jp/

弊社は、宅地地盤を主に地盤調査・地盤補強を行っております。竹チップを利用することにより、環境・炭
素固定を考慮したSDGｓを推進する事を目指しております。（宅地駐車場の竹チップを用いた舗装工事・他）

予め用意した真砂土に、竹チップと竹の舗装専用固化添加材を現場添加・
攪拌混合し、敷きならし・転圧・仕上げを行う。

土
＋
水

①概要
従来、住宅の駐車場などのエクステリアでは、コンクリートを用いたものが多用されてきました。ただ、これ
からの社会は、2050年のカーボンニュートラル宣言にあるように、脱炭素社会へ向かって進んでいくこと
を目指しています。そこで、カーボンストック効果が期待できる福岡大学で開発された竹チップを用いた土
系舗装を一般住宅のエクステリアとして展開していき、脱炭素社会実現の一助となるようなものとして展
開していきたいと考えております。
②特長
竹を用いることで土系舗装をグレードアップ

	土系舗装は、自然の風合いがあり、景観性が高い
	薬品を用いることなく、防草効果が高い
	浸透性・保水性を有しており、ヒートアイランド対策としても効果的
	竹を用いることで通常の土系舗装に比べ強度が高く、駐車場にも適用可能

適用範囲／

実績／

住宅のアプローチ、駐車場、駐輪場など

・2021年4月　福岡県小郡市　K邸　約45㎡　改良厚7cm
・2021年10月　福岡県糸島市　W邸　約40㎡　改良厚7cm

竹土舗装固化添加材

竹チップ 現場攪拌 敷きならし・転圧 施工完了

施工方法

大成ロテック 株式会社

竹チップを活用し、自然景観との調和を創造

竹チップを用いた

新たな景観舗装技術

大成ロテック	株式会社　技術研究所	新領域研究室長	平川	一成
〒365-0027	埼玉県鴻巣市上谷1456
048-541-6511　kazunari_hirakawa@taiseirotec.co.jp　http://www.taiseirotec.co.jp/

竹材をチップ状に粉砕したものをウレタン樹脂と混合して敷きならした木質系舗装です。竹の風合いをそ
のまま活かしていますので、散策路や遊歩道等に適用することで自然景観にマッチした舗装となります。

竹チップ

竹チップ破砕状況

破砕機

伐採後、自然乾燥素材となる竹林

竹チップを用いた舗装

適用範囲／

特長／

・園路、歩経路
・遊歩道、散策路

安全で人にやさしい竹チップ舗装
クッション性に優れています
高い透水性を有しています
竹チップ材の寸法にバリエーションをつけることができます
路盤層の上に厚さは３cmの施工を標準とします

・トレッキングコース
・参道など
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平元産業 株式会社

竹材を使用した桝

自然透水桝

従来の木枠桝を使用しての施工

黒色玉じゃり入り

BamWood	は孟宗竹を特殊なローラープレスで圧延圧搾し、竹
の繊維(繊管束)の強度特性を生かし、2600tプレスで高密度
に圧縮成形した製品です。

2ℓ入り200倍希釈OK
定価¥8,000+(税)

土系舗装材混合プラント

土系舗装で透水性を高める必須アイテム

竹のプレス加工（BamWood）を使用

人工芝入り 透水桝本体リサイクル色ガラス入り

価格／	

工業所有権等／	

平元産業	株式会社　宗像支店
〒811-3222			福岡県福津市津丸1208-1
0940-43-0601	宗像支店hiramotosangyou-f@grace.ocn.ne.jp

桝本体に竹材を追加品とすることで製造側と加工費を含む
オーダーで価格交渉中

実績／2019〜2021年	県内５箇所、2021年	２箇所

遊歩道、公園、建築の外構部、駐車場の端部、景観を重視される場所に使用できます。
強度も4tトラックによる空積で乗り上げ試験1年間実施済みです。枠材も、防腐剤処理済みです。

	従来品のコンクリート製や鋼製グレーチングとの見た目の違い
	施工性が良い	
	雨季による、多雨量時になるべく河川が越水しない対策として桝を設置した地下部への雨水を透水させ、側溝への流れ込みを
極力抑える効果として期待される

特許第	6052640号　舗装用具セット及び舗装方法
福岡県	新技術・新工法	登録	NO1702007A　及び　	NO20170004

施工断面

BamWood

バンブーマテリアル 株式会社

株式会社 共生

バンブー補強土壁
燻煙熱処理した竹を使用した補強土壁

施工方法

(1)掘削・整地
(2)壁面ユニットの組立・設置・竹補強材の取付
(3)中詰材の投入・敷均し・締固め
(2)(3)を繰り返し天端まで仕上げる

道路工事や敷地造成工事など

	壁面材（エキスパンドメタルまたは竹植栽ポット）と竹補強材を組み合わせた摩擦抵抗式の補強土壁
	使用部材は軽量で人力での運搬、組立、設置が可能
	工業製品を使用する従来工法に比べ経済的
	丸竹を使用した植栽ポット壁面材は日本の風土に調和する

	道路工事や敷地造成工事などの盛土を支える擁壁として、片盛土、両面盛土、のり留め等に適用
	高さは6m以下

壁面勾配	1：0.05〜1：0.5

九州農政局	新技術・新工法情報92
福岡県	新技術・新工法	申請情報1801015A
NETIS登録No.KK-190027A

株式会社	共生　福岡営業所
〒812-0016			福岡県福岡市博多区博多駅南4-9-1
092-432-7818　t-sasaki@kyosei-kk.co.jp　http://www.kyosei-kk.co.jp

エキスパンドメタル壁面材 竹植栽ポット壁面材

工業所有権等／
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竹材の有効な使い方を追求する
現在、日本の多くの地域で里山の放置竹林が広がり社会問題となっています。これは、自然と共生してきた私たちの	
暮らしのバランスが崩れたことに他なりません。このような状況から、現代社会における竹材の用途開拓として、セル
フビルドの竹構造農業用ハウスを製作試行したのがバンブーグリーンハウス・プロジェクトのはじまりです。

自分たちで竹製ハウスをつくる
バンブーグリーンハウスのわかりやすい構造と、のせる、あわせる、くく
る、といったシンプルな接合方法は、特殊な技術・部材が要らず誰で
もつくることができ、十分な栽培空間を確保します。この特性を活かし	
て、地域の人々が竹林から資材を調達し、自らの手でハウス製作に取
り組めば、里山環境保全と農作物栽培の連携という地域のつながり
をより深めることができます。

里山資源の循環利用につなげる
バンブーグリーンハウスは、これまで改良を重ねながらタイプ1〜4ま
で試行してきました。現行のタイプ4では、おおよそ合理的な栽培空間
を実現しています。
私たちの活動は、その
製作プロセスの詳細
情報を提供することで、
様々な地域で参照さ
れ循環的な地域資源
利用と持続的な地域
社会の創生につながる	
ことを期待しています。

Bamboo	Green-House	Project
バンブーグリーンハウス・プロジェクト
https://bamboogreenhouse.wixsite.com/bghproject

京都大学大学院 地球環境学堂 人間環境設計論分野

バンブーグリーンハウス・プロジェクト

放置竹林の資材を活かすセルフビルドの
竹構造農業用ハウス

バンブーグリーンハウスでの栽培

割竹アーチの取り付け作業

フィルムの取り付け作業

モノづくりを通じて、人と建築の未来を考える

●	竹建築
“竹の会所”は被災地で学生たちと手作りで築
いた日本初の竹造建築です。「なぜ竹を用いた
のか？」それは、竹しかなかったからです。地域
の竹1000本を伐り出し自力建設しました。学
生たちと地域の子供たちの交流は今でも続い
ています。

●	BAMBOO	HOUSE	PROJECT
放置竹林の再生と新たな地域の場の創出を目
的としたプロジェクトです。明るくなった場所
には人々が集まり、皆で手入れをすることでコ
ミュニティが生まれます。「生きる自然は地域を
育む」がテーマです。

●	新たな竹建築の提案
鉄の約1/3という高い引張強度を持つ竹の材
料的特徴を活かした新たな空間の提案です。
自然な竹のしなりを活かした“しなやかなでや
わらかな”空間、加工した薄板材を極細材と用
いた繊細な空間を提案し、実現に向けて部材
や接合部の開発を行っています。

●	新しい和のかたち
金物や釘を用いず手作業のみで組むことが可能であり、解体・組立が容易で自由に空間を展開
することが可能な仕組みです。単純で複雑な新しい和のかたちです。

《組み方》一定間隔に施された相欠きを1/2ずつずらして三方向に組み合わせることで組むこと
ができ、同じシステムで連結させることで空間を構成します。

滋賀県立大学　環境科学部	環境建築デザイン学科	陶器	浩一	研究室
〒522-8533　滋賀県彦根市八坂町2500
0749-28-8200　toki@ses.usp.ac.jp

■ 自然竹

■ 三方格子

■ 加工竹

滋賀県立大学 陶器浩一研究室

竹の材料特性を活かした

新たな竹構造建築

ものづくり・ひとづくり・みらいづくり
建築とは	“人と人とをつなぐもの”であり、そこにあるもので如何に豊かな空間を築くかと言う知恵と工夫を積み重ねた“ものづく
り”の結晶です。従来見出されていなかった素材の特性を解きほぐし新たな空間の可能性を追求すること、そして、設計するだけで
なくみんなで築き、その場で起こることを共有し、建築とは何かを考えることが研究室のテーマです。
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株式会社 ワカヤマファーム

若竹の杜 若山農場
見渡す限りにつづく圧巻の竹林を有効活用
若山農場は、日光連山を後ろに控える宇都宮市北部にて24ヘクタールほどの圃場を有しています。この地で親子三代に亘り	
百年余、「農業とは土づくりに在り」の言葉を信条に、自然循環型農法を心がけ筍と栗を中心に作り続けています。
また、竹の品種改良・苗木生産として日本庭園だけではなく、近代的な都市空間に竹の植栽を進める第一人者として、日本唯一	
の竹専門ナーサリーでもあります。
近年では、他に手入れのされた竹林などなくなってしまったため、多くの映画やCM、ドラマ、ＰＶなどのロケ地として使用され、そ	
れが話題となり今では、観光資源として一般開放しています。

自然循環型農法（竹チップ還元）による徹底
した栽培により採れた農産物を東京市場と
直売にて優位販売

牡蠣養殖用筏竹・門松用・割竹・造園用
小径竹の原竹生産・販売、および、竹チップ
製造・販売

株式会社	ワカヤマファーム
〒320-0075			栃木県宇都宮市宝木本町2018
028-665-2126　info.wakayamafarm@gmail.com　https://www.wakayamafarm.com

筍の生産・販売

実生選別育種による品種改良に取り組み、
開発した品種「ヒメアケボノモウソウチク」等
の竹苗を生産し販売。空港、ホテル、商業
施設等都市空間に多く実績

竹苗の開発・生産・販売

映画、CM、ドラマ、PVなどのロケ地利用	
やコンサート、食事会、催事など場所の貸	
し出し

ロケーション事業竹材の生産・販売

竹林散策、夜のライトアップと竹灯り、竹器
でお抹茶、その他竹工作や各種イベントの
開催など

竹林観光

竹林活用

竹林管理
21ヘクタールにおよぶ竹林を毎年

休むことなく間伐など徹底管理し、持
続可能（サスティナブル）な緑地の形成
と、発生材の有効活用（カーボンニュー
トラルの徹底）を行う

アドベンチャーワールド / 株式会社 アワーズ

“パンダバンブー”プロジェクト
和歌山アドベンチャーワールドのジャイアントパンダが食べ残す
竹の有効活用により竹を利用した循環型社会の実現を目指します

「パンダが食べ残す竹を有効利用したい！」
現在、アドベンチャーワールドでは、７頭のパンダを飼育。パンダの食事として大阪府岸和田市をメインに竹を調達しています。
パンダに１日１頭当たり60〜70㎏の竹を与えますが、実際に食べる量は、20〜30kgで残りは廃棄しています。また竹の幹の	
部分は、すべて廃棄となります。これらを「循環型」を目指すパークとして有効活用できないかと考えたのが始まりです。

パンダバンブープロジェクトの将来
舗装や燃料化による活用、集成材や製紙に
することで商品化し、ジャイアントパンダの
影響力を活かして生活者へお届けすること
で竹の社会活用の推進に貢献していきます。

パンダバンブープロジェクト活動

アドベンチャーワールド / 株式会社	アワーズ
〒649-2201			和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2399番地
0739-43-3333　https://www.aws-s.com/

循環型パーク

その１つの取組として、「パンダバンブープロジェクト」を開始しました。

和歌山アドベンチャーワールドが目指すのは、

バンブーワーケーションスポット
パークのサファリワールド内にすべて竹でできたリモートワーク用のワークス
ペースをオープン。滋賀県立大学陶器浩一研究室の学生の皆さんに企画・設
計・設営の全面協力をいただき実現しました。アフリカゾウを眺めるロケー
ションで竹・自然とともに生きる新たな生活スタイルを感じていただけます。

パンダのおすそわけバンブーリング
パンダのおすそわけの竹ひご（食べ残しの竹）を使った指輪を開発。京都・
長岡銘竹株式会社様と京都伝統工芸大学校の学生の皆さんの協力を得て、
伝統工芸技術を活かした人にも自然にも優しい指輪が出来ました。 ショッ
プでの販売やワークショップを開催し、大変好評いただいています。
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特定非営利活動法人 かいろう基山

癒しの里山づくり
何度でも訪れたい緑と清流の森づくり

孟宗竹の侵食により里山が荒廃し、
弱くなった里山の公益性を蘇らせる活動です。

孟宗竹の侵食により里山が荒廃し、水を貯えたり、綺麗にしたり、洪水や土砂崩れを防いだり等々の公益性が大変
弱くなっているので、その孟宗竹を退治して、公益性を蘇らせる活動を行っています。

公益性をよみがえらせるため、以下の3つの事業を主として実施しています。

「森林整備活動」は私たちの普段の活動。これを市民と協働で出来るよう「市民力の養成」を行い、竹を資源として
地域の中で循環させるために「竹の資源化」を実施しています。
①森林整備活動…伐竹、伐った竹の片付け、新たに生えた新竹狩り、苗木を育てる育樹
（1）里山再生事業：孟宗竹に侵食された里山に入り、枯れ竹・枯れ木の整理整頓→伐竹→植樹→育樹（維持管理）→里山再生（公益的機能の

回復）→再生した里山を使った環境教育等
（2）イベント事業：伐竹、下草刈り、植樹を年７回実施
（3）法人との共働による森づくり：セブンイレブン記念財団、九州電力と実施中。新企業を募集中

②市民力の養成…「育林市民力養成講座」

③竹の資源化…里山を荒らすやっかいな竹を、資源として地域の中で循環させ、中山間地の活性化を模索する事業
（1）竹チップと竹炭で作る牛糞堆肥（土壌改良剤）
（2）（1）を使ったモデル農園と野菜作り及び生ごみコンポストの基材に使用
（3）乳酸菌酵母液の普及
（4）竹製品、竹炭、竹酢液等従来の製品づくり

	シニアのボランティア団体：会員67名、毎日の出勤者（4〜10名）の平均年齢が70歳強
	とにかく多士済々の方々の集まりで、社会で一仕事を終えた方々ですので何でもできる！！
	人材教育や自立するための資源化事業に取り組んでいる。
	P・F・ドラッカーの非営利組織の本質を追及	
１.社会的な課題解決：「森林の荒廃による森林の公益性の低下」を食い止め、向上させる活動	
２.市民性の創造：ボランティア（労働、寄付）をしたい市民を受け入れられる体制

活動地域・時期／佐賀県三養基郡基山町大字園部の里山を主として実施　活動、火〜土曜日　8時半〜11時半（祭日を除き、毎日活動）

特定非営利活動法人	かいろう基山　松原	幸孝
〒816-0832　福岡県春日市紅葉ヶ丘西2丁目46番地
090-2516-5007　matsubara.yu5007@bb.csf.ne.jp　http://kairoukiyama.jimdofree.com/

①
森林整備活動

②
市民力の養成

③
竹の資源化

森林整備活動 市民力の養成 竹の資源化（堆肥とかぼちゃ）

おだわら環境志民ネットワーク

竹炭パウダーの
ダンボールコンポスト基材利用
竹炭を燃やさないということ

（ささやかな気候変動対策）

おだわら環境志民ネットワーク
〒250-8555　神奈川県小田原市荻窪300　小田原市役所	環境政策課内
0465-33-1472　ka-kansei@city.odawara.kanagawa.jp　odawara-env.net/

ダンボールコンポスト推進ポスター（小田原市広報）

グリーンカーボン、ブルーカーボン、Jクレジット　脱炭素の風に乗る
荒廃竹林整備において伐採した竹の処理は大きな課題です。小田原では伐採竹の処理方法として竹
炭づくりを行っています。木炭より優れた効能をもつ竹炭は、様々な可能性を秘めたエコ・マテリアル
としてその利活用は期待されています。

荒廃竹林問題とゴミ減量化という地域課題の解決から生まれた地域循環共生
小田原市では家庭から出る生ごみの減量化に取り組んでおり、民間団体である「 生（いき）
ごみクラブ」がダンボールコンポストの普及活動をしていますが、管理不十分による悪臭や
水分過多、虫の発生等でダンボールコンポストを止めてしまう事例が多いと聞き、竹炭の脱臭効果・調湿効果・防虫	
作用を試していただきたく、生ごみクラブの皆さんに実証をお願いしました。効果覿面、想定以上の効果をもたらし、現在、ダン
ボールコンポストのスターターキットとして竹炭粉200g、トラブル対応用として300gを小田原市に購入していただいております。
また、竹炭の無数の孔は、微生物のコロニーとなり、生ごみの分解促進効果があるといわれています。

カーボン・ニュートラルからカーボン・マイナスへ
生ごみクラブでは、こうしてできた竹炭粉入り肥料を、ソーラーシェアリングを行っている畑で薄荷やラベンダー等の栽培に活用
しております。荒廃竹林で伐採された竹は竹炭となり、燃料として燃やされずにダンボールコンポストの基材として効能を発揮し、	
後に畑の肥料として土壌改良、根粒菌・菌根菌等の活性効果を発揮します。炭は炭素です。燃やしてしまえばCO₂となって大気
中に放出されますが、燃やさずに土中に施用すれば炭素固定、カーボン・マイナスとなるのです。1グラムの炭で約３〜４グラムの
二酸化炭素を削減したことになります。

無煙炭化器による竹炭作り 竹炭を粉ひき機でパウダーにして
ポリ袋詰め

➡ ➡
➡
竹炭
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ちば里山・バイオマス協議会の活動

NPO 法人 農都会議 ( ちば里山・バイオマス協議会 )

純国産メンマプロジェクト
純国産メンマプロジェクト千葉県の取り組み

地域資源活用の一環として、食するには大きくなりすぎたタケノコ（幼竹）を、約1mから1.2mくらいで収穫し、地元の
漬物業者、道の駅運営会社との協力により、国産メンマを製造販売するプロジェクトです。

千葉県産業振興センターの農商工連携指導を受けながら2018年、2019年と進め、2019年7月には商業販売を
行いました。
2020年には約1万食を販売して好評を得ています。2021年には原料のタケノコを約20t分加工しました。
市原市は中小企業地域資源活用促進法に基づき、「小湊鉄道が結ぶ市原の魅力」を、ふるさと名物応援宣言をして
いますが、この中で事業名「小湊鉄道でつなぐ、新・竹取物語」を採択しています。また、純国産メンマプロジェクトは、
全国規模で推進され、2019年の林業白書P140にも掲載されました。
冬の竹林整備に加え、幼竹の収穫は春の竹林整備としても位置付けられ地域の活動の推進につながっています。

千葉県市原市、大多喜町、長柄町、長南町の孟宗竹の幼竹収穫は、4月下旬から5月上旬です。そのあと2か月間か
けて加工します。

地域連携体として「中房総さとやま活用協議会」を設立し、愛称も「なかふさ」と決め、更なる商品開発を目指してい
ます。全国組織とも連携しています。

ちば里山・バイオマス協議会　（NPO 法人	農都会議	会員）
〒290-0056			千葉県市原市五井2437-2　ホマレヤビル3F
090-4135-3060　mail@chibakyo.net　http://chibakyo.net/

2018年4月、幼竹収穫の様子

2019年3月、FOODEX(幕張メッセ)
千葉県ブースにて紹介

加工の様子

2019年5月、純国産メンマプロジェクト
全国大会・広島

竹林整備と竹材利用に関する鳥取県連携協議会	事務局
〒680-8570			鳥取市東町1丁目220
鳥取県	農林水産部	森林・林業振興局	県産材・林産振興課内　林産物利用推進担当
0857-26-7264　	kensanzai-rinsan@pref.tottori.lg.jp

竹林整備と竹材利用に関する鳥取県連携協議会

産官学金民連携の竹林対策
放置竹林解消と竹材有効利用に向けた取組み

	展示会、研究成果発表会の開催
	講演会、シンポジウム又はフォーラム等の開催
	竹林整備や竹材利用等の体験イベントの開催
	情報誌又はニュースレターの発行
	情報・交流交換会
	先進地又は参考地域の見学

鳥取県内の産官学金民が連携して、竹林整備や竹材利用等の竹に関する諸情報の	
一般県民への公開・発信、又は展示会・研究成果発表会の共同開催など、	
有機的な活動および交流を行うための拠点組織として活動しています。

【設立】2012年3月24日
【会員】	84名・団体（企業・銀行・個人・団体、鳥取県、鳥取大学等）
【会長】佐野淳之（元鳥取大学農学部教授）

竹利用フェスティバルでの講演会の様子

竹利用フェスティバルでの鳥取県林業試験場の竹標本展示

竹利用フェスティバルでの竹製品製作実演・展示

竹林ツアーでの一般県民による竹林整備体験の様子
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NPO 法人 蔵前バイオエネルギー

ポーラス竹炭の利活用
新開発！放置竹林問題解消と炭素削減の切札
竹を竹材として使用するのではなく、ポーラス竹炭に加工して多くの用途に使用してメリットを享受すると
ともに、炭素貯留効果により大気中のCO₂を低減して地球温暖化防止に資する。
日本にだけある放置竹林問題
竹の自生地は、世界で、①東南アジア、②アフリカのコンゴ周辺、③中南米のアマゾン周辺の３地域あります。
しかし、竹を活用しなくなった戦後の日本にだけ、放置竹林問題が発生しています。

今までの課題
かぐや姫の話があるように、日本では古来竹が身の回りにありました。ただし、孟宗竹は江戸時代に中国から九州に伝わって北へ
東へと移植されました。従来の和竹のほとんどは自然による拡大ですが、孟宗竹は人間による生育域の拡大がありました。

取り組み
和竹も孟宗竹も、生活で活用することができれば、平衡を保つことができます。しか
し、竹材の代替材料が生まれた後は竹の使用量が減るので、竹林が放置され、拡大の一
途をたどります。この問題を解消するためには、新しい用途を見出すことが必須の要件	
です。この新しい用途としてポーラス竹炭を開発し、その製造方法の改良、新しい性質の発
見、活用方法の開発を行っています。
①	新規な炭化炉の開発（写真1）：従来の炭焼き窯では製造効率が悪く、竹炭の性質が良

くないので、新しく開放型炭化炉を開発して、製造コストの大幅な低減を達成しました。
（実用新案3件登録済み）

②	ポーラス竹炭の性質（写真2、図1）：新しく生まれた竹炭を「ポーラス竹炭」と命名して、	
従来の炭焼き窯で製造した竹炭と区別しました。そして、ポーラス竹炭の性質を従来の
竹炭と比較調査したところ、吸水性・保水性、吸着性能、土壌改良性能、粉砕性などの	
大きい特徴を発見できました。

③	製品の開発：現在も、土壌改良材（図2）、吸着材、添加剤などに応用すべく、新商品の	
開発を進めています。

④	製造実績：現在はNPO法人を中心として製造しており、統計的データがまだないの
で、ポーラス竹炭協会を立ち上げて国内の製造実績データをまとめたいと考えています。	
将来的には、世界のポーラス竹炭協会を結成して、データの活用を図りたいです。

⑤	この活動の最終的な目標は、炭素貯留による大気中のCO₂の削減にあり、地球温暖化
抑制の一つの活動として進めたいです。

NPO 法人	蔵前バイオエネルギー
〒297-0008　千葉県茂原市渋谷81-5
080-5090-0031　shinozakimasat@gmail.com　kuramae-bioenergy. jp

写真1　開放型炭化炉

写真2　ポーラス竹炭の細孔

図１　吸水挙動 図2　ホウレンソウの収穫量に及ぼす竹炭配合量の影響

木質チップを2年間堆肥化した土
壌において、竹炭配合量を変えて
ホウレンソウを栽培（肥料無配合）

一般社団法人 ふるさと創成の会（NPO 法人 がんばりよるよ星野村）

竹林整備と竹資源の活用
日本の伝統工芸を支えた星野村の「皮白竹」

かつて、八女市星野村に生息する真竹は、有明海の海苔網用のポールとして出荷されていました。
また、星野村の真竹は、鹿児島県などに広く供給されていた竹の中でも、節が高くしなりにも強いことから、重宝され
ていました。
この真竹の中に、突然変異である、全国的にも星野村・矢部村・うきは市にしか生息しない「皮白竹」（かしろだけ）が
あります。皮白竹のタケノコが伸びる時に落ちる竹皮は斑点がなく、白く綺麗で繊維が強い為、版画に使うバレンや群
馬県の南部草履、京都のコッポリや茶道具の羽箒など、工芸品の材料として重宝され全国に供給するほどで、星野村
の竹産業は林業に次ぐ二大産業でした。

しかし、日本全国に大きな被害を与えた1991年の台風19号により、星野村の竹産業も大きな打撃を受けました。
有明海には強風で倒れた海苔網の竹が散乱し、海苔業に大きな被害を与えたことから、以来、有明海の海苔網用の
ポールは、グラスファイバー製への変更が進み、星野村の竹産業は急激に縮小され、放置されるタケヤネ（星野村で
は竹林の事をタケヤネと言う）が増えていきました。
孟宗竹であれば、	筍産業としての需要はありますが、真竹にはその需要はありません。
放棄竹林は猪の格好の住処となり、畑や田圃に及ぼす獣害の元にもなります。
枯れて荒れ放題の竹林はタケノコも生えなくなり、防災面でも景観面でも整備が必要です。

そこで、私達	NPO法人	がんばりよるよ星野村
は、この放棄竹林問題解決の為に、2017年か
ら竹林整備活動を始めました。群馬県竹皮編み
の伝統工芸士	前島美江氏をお招きして、竹皮
編みのワークショップを開催するなど、竹の歴史
と現状を学びながら竹林整備を続けています。
また、環境カウンセラーの藤本倫子氏の指導の
もと、間伐した竹を粉砕して発酵肥料として利
用できないか、試行中です。この発酵肥料は近
隣の茶農家へ支給し、8月から茶園に散布して、
翌年の摘茶の時期まで茶葉の生育状況を観察
し、効果を検証しています。

NPO 法人	がんばりよるよ星野村（一般社団法人	ふるさと創成の会	会員）
〒834-0201			福岡県八女市星野村10951
0943-24-8353　ganbahoshino@dune.ocn.ne.jp　https://www.facebook.com/hoshinosien/
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竹炭などの施用が
農作物の品質に及ぼす影響

九州大学大学院　農学研究院	灌漑利水学研究分野
〒819-0395	福岡市西区元岡744　ウエスト5号館
092-802-4610　yshinogi@bpes.kyushu-u.ac.jp　http://www.agr.kyushu-u.ac.jp

竹炭などの施用によってトマトの収量、品質が改善
九州大学大学院 農学研究院

バイオチャー（バイオマス由来の炭化物の総称）は、農地に施用することで土壌理工学性改善、温室効果ガスの発生
抑制と作物生産性の改善が期待されると言われています。
トマトを用いて、土壌と生産性改善の効果を定量化します。そのために、

・ 市販のもみ殻炭（RH）　・ 炭化炉で500℃（CB）　・ 簡易炭化器(UB）

で作成した竹炭を各々、重量比0・2・5%で土壌混入し、トマトをポット栽培しました。
（2016年4月〜8月、於九州大箱崎農場）

トマトの生育、バイオマス量、品質および土壌の理化学性（有効水分量・土壌全窒素・全リン・全カリウム等）に及ぼ
す影響を測定しました。
その結果、
①炭化物施用により、全ての炭化物施用区で土壌の有効水分量、炭素含量が、一部の炭化物施用区では全窒素と	

リン含量が増加しました。土壌の保水性の改善が、肥料成分の保持にも貢献しました。（表1）
②各種の竹炭施用区では、特にUB2%、CB2%、CB5%施用区で、22〜25%の新鮮重の増加が確認されました。	

また、トマトの全糖量は全ての炭化物施用区で増加しました。土壌の通気、通水性などの改善が、生産量の増加に
貢献しました。（図1、図2）

③CB5%施用が最良の結果で、トマトの葉面積・バイオマス量が各 2々1%、40%増加しました。（図1、図2）

有効水分量（％） 全炭素割合（％） 全窒素割合（％） 全リン割合（％） 全カリ割合（％）

比較 18.83 2.84a 0.22 0.32 0.71
RH2 20.30 4.06* 0.21 0.32 0.70
RH5 21.10 4.39* 0.22 0.31 0.71
UB2 25.60* 7.32* 0.19 0.30 0.66
UB5 28.40* 8.14* 0.22 0.33 0.64
CB2 23.60* 7.63* 0.26* 0.33 0.71
CB5 26.10* 8.42* 0.25* 0.34* 0.72

5%有意水準 2.31 2.31 0.02 0.02 0.05

表1　土壌理工学性に及ぼすもみ殻炭，竹炭施用の効果

図1　トマトの生育 図2　トマトの収量と品質（全糖量）

指
標
量

・RH・UB・BBは、各 も々み殻、簡易炭化による竹炭、炭化炉による竹炭で数字は配合重量％
・（*）は有意水準5％以下を示す

特定非営利活動法人 グリーンネットワーク

竹資源の高度・多段階利用で
地域バイオマス活用による事業の創出
乳酸発酵竹粉の農業・畜産・食品・化粧品・
バイオマスプラスチック等のビジネス提案

竹粉製造機の特徴
業界No.1の生産性と維管束を維持した高品質の乳酸発酵竹粉

（粒度300μ右図）の提供が特徴です。
また、竹素材の自動供給装置を備えた省力化の「小型軽量新型
竹粉製造機」を開発し、2019年４月販売開始しました。
特許第5344644号「竹切削粉砕用のフライス工具」

低温真空乾燥機の特徴
低温（50℃以下）で固液分離が可能です。本装置で抽出した微粉末竹粉及びエキスはすで
に米国INCI名称取得済です。
国内の日本化粧品工業連合会への表示名称登録済です。
微粉末竹粉及び竹エキスを機能性化粧品として商品化し販売中です。
商品名は「B.B.	Washing	Foam」（洗顔用）及び「B.B.	All	in	One	Cream」（オールイン
ワンクリーム）　特許第6697198号「竹成分を含む化粧品及びその製造方法」

竹粉高濃度配合（竹粉比率70％）バイオマスプラスチックの
コンポジットペレット化に成功
化石樹脂に比べ物性値が向上しました。コンポジット技術は亜臨界水の混合溶融装置（左
図）で射出成型が可能です。
現在、カスタマイズ樹脂による竹粉高濃度配合入りコンポジット化の試験受付中です。
特許第6739047号「竹粉複合樹脂の製造方法、竹粉樹脂混合溶融体の製造方法」

特定非営利活動法人	グリーンネットワーク
〒165-0027			東京都中野区野方4-39-9
03-3389-9510　sanot5660@wing.ocn.ne.jp　http://www.greennetwork.or.jp

NPO法人グリーンネットワーク ㈱グリーンネット・エンジニアリング

特定非営利活動法人

グリーンネットワーク

両輪体制の
法人組織で運営

国の補助事業活動で竹林整備から竹粉利活用領
域の研究開発を主な活動としています

コア技術である竹粉製造機及び低温真空乾燥機
の販売並びにその装置から生産される竹粉及び
エキス類の販売を主としています

（電子顕微鏡写真）

竹粉製造機

低温真空乾燥機

亜臨界混合溶融装置
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竹の弾力性を舗装材料に活かす
日本大学 理工学部 交通システム工学科

竹を用いた舗装材料の
開発に向けた研究

日本大学　理工学部	交通システム工学科　助教	山中	光一
〒274-8501			千葉県船橋市習志野台7-24-1
047-469-5217　yamanaka.kouichi@nihon-u.ac.jp　http://soil.trpt.cst.nihon-u.ac.jp

インターロッキングブロック舗装における
敷砂の硬化対策としての竹チップの効果に関する研究
近年の大雨等の影響により、川沿いに群生している竹林が海まで流され、海岸沿いの生態
系に影響を及ぼしている事例が発生しています。そのため、竹林の整備が必要になりますが、
伐採された竹の処分に苦慮しており、再利用方法が模索されています。
そのため、伐採した竹の有効利用方法に関する検討を行っています。特に、竹は弾力性を
有していることが知られているため、その弾力性に着目し、舗装材料としての適用性について
検討を行っています。

硬化防止に対する考え
ILブロック舗装の敷砂は、車などの繰返し荷重を受
け破砕してしまいます。敷砂が破砕して細かくなり、	
ブロックの目地等から雨水が浸透することによって
硬化が発生すると言われています。そのため、繰返し
荷重による破砕を防止するため、敷砂として使われる	
材料に細かく砕いた竹を混入させることにより、破砕
が防止できるかの検討を行っています。

概要
インターロッキングブロック舗装（以下「ILブロック舗装」という）では、ブロック下に敷設した敷砂が	
繰返し荷重等で硬化し、ブロックのズレにつながっています。竹は地盤材料と混合させることにより	
弾力性を付与できることから敷砂の硬化防止として役立つと考えられますが、その適用性について検討
された例はありません。そのため本研究では、敷砂として竹チップを混合させた地盤材料が硬化防止	
対策として有用であるかの検討を行いました。

竹の効果
図-1に示した通り、竹を混入させることによって破砕はしにくくなる（細粒化に対する抵抗性が減少する）ことが明らかとなっています。
特に、母材（従来から使われている材料）に乾燥質量比で10%程度混入させることによりその効果は顕著に現れることがわかりました。

今後の課題
竹を従来の敷砂に混入させることによって、破砕を防止できる可能性を有していることがわかりましたが、竹は水分を吸収しやすいため敷砂が膨
張する可能性が懸念されます（図-2）。また、竹を混入することによって敷砂の剛性は低下（図-3）することから舗装としての支持力を確保できる	
か否かの検討を行っていく予定です。

ILブロック舗装

ILブロック舗装の構造

竹チップ 敷砂母材（川砂）

図-1	竹の混入率と細粒化に対する抵抗性の関係 図-2	膨張比と竹混入率の関係 図-3	貫入抵抗値と竹混入率の関係

大分大学では、SDGsで問題となっている「竹害」の抑制を目的に、竹を原料に、簡単で、安価な薬品を使って、	
安全・きれい、長くて強い竹由来セルロースナノファイバーを作るオンリーワン技術「大分大学プロセス」を開発しま
した。

「大分大学プロセス」は竹からリグニンを取り除きナノ化して、セルロースナノファイバー（CNF）を製造するもので、社
会実装を目標に開発した環境配慮型の独自プロセスであり、竹から取りだしたリグニンやヘミセルロースも回収、利
用できます。

（株）おおいたCELEENAから竹綿、竹セルロース、CNFなどの製品をご購入いただけます。

竹からリグニンを取り除きナノ化して、セルロースナノファイバー（CNF）を製造。
社会実装を目標に開発した環境配慮型の独自プロセスです。

竹から取り出したリグニンやヘミセルロースも回収、利用できます。

	竹綿は竹由来のリグニンを含む竹繊維です。
	竹セルロースはリグニンをまったく含まない竹繊維です。
	繊維の直径は約20μm（代表値）です。
	生分解性です。
	不織布（シート状）に簡単に加工できます。
	不織布を炭化すると、通気性と導電性を兼ね備えるシートができます。電池材料としても使用できます。

（DOI：10.1021/acssuschemeng.5b00115）

竹を次世代素材化する
大分大学プロセス
きれいな竹セルロースナノファイバー"CELEENA®"

国立大学法人大分大学 理工学部 共創理工学科 応用化学コース

化粧品、食品、塗料、フィルター、フィルム、シート、衣料品、医療用資材、二次電池、燃料電池、自動車部品、住宅資材、	
繊維強化樹脂

国立大学法人	大分大学
〒870-1192　大分県大分市大字旦野原700番地
info@oitaeleena.co.jp　http://www.oitaceleena.co.jp

■ 大分大学プロセスの紹介

■ 竹綿の紹介

■ CELEENA®の紹介

➡ ➡ ➡

適用範囲・用途／

工業所有権等／特許・実用新案・商標登録等の排他的権利　【有】

竹綿

竹綿

竹繊維シート

竹セルロース

竹セルロース CNF

竹繊維炭シート

主な特徴 説明
１ 原料は竹。 国内2大品種であるモウソウチクとマダケから製造。

２ セルロース純度が高い。 綿や紙と同じ主成分で安心・安全な素材。

３ 生分解性で人にも安心。 活性汚泥で分解されるエコ素材で触れても安全。

４ 増粘性・チキソ性。 品番により異なりますが増粘性・チキソ性があります。

５ セルロース結晶化度は約80%。 他より高く、高強度を期待できます。

６ １%重量減少温度は約250℃。 熱安定性が高く、プラスチックへ添加可能です。
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高含水汚泥の改良・有効利用技術として活用
福岡大学 工学部 社会デザイン工学科

本技術は、建設汚泥や建設発生木材の再資源化率の向上を念頭に置き、竹廃材や木廃材を粉砕しチップ化したもの
を高含水汚泥の改良・有効利用技術として活用することで、建設廃棄物の再資源化率の向上に寄与出来ると捉えて
います。さらには、災害時に多量に発生する廃木材の処理・処分への対応は、災害復旧の補助要因としても活用でき
るものです。

工業所有権等／特許第5717126号　土質材の改良方法および土質改良材

■高含水比な底泥（浚渫土）の含水比を効果的に低下させる　■引張補強効果により強度の増加
■腐朽しにくく、長期耐久性が見込まれる　■セメント添加量を大幅に削減する（あるいは使用しない）
■様々な用途に使用できる（下図）

老朽化に伴う堤体の崩壊や漏水、底泥の堆積による水質悪化、貯水量の減少

《堆積した底泥》
	 高含水比であるため運搬が困難
	 処分地の確保が困難

ため池底泥の有効利用が
強く求められている。

建設分野への活用の可能性

竹チップを用いた

地盤改良に関する研究

福岡大学　工学部	社会デザイン工学科　助手	古賀	千佳嗣（教授	佐藤	研一）
〒814-0180			福岡県福岡市城南区七隈8-19-1
092-871-6631（内線6464）　
chikashi@fukuoka-u.ac.jp　https://fukuoka-u.road-geotech.org

ポーラス状 繊維状

竹チップ

ため池整備事業の必要性

	大量の固化材投入による	
ため池地盤の高アルカリ化

	固化材の添加量削減
	天然材料（竹）による吸水·固化

⇒農業に悪影響 ⇒環境にやさしい改良
運搬可能

従
　
来

本
研
究

■ 研究背景

■ 研究成果
固化材 竹廃材

固化材

固化材

竹材

竹材

公園・緑地造成

道路盛土

再生骨材

豪雨時における斜面崩壊と
竹林地帯の関係性を明らかにする

福岡大学 工学部 社会デザイン工学科

豪雨による竹林斜面の崩壊メカニズムと
その対策に関する研究

福岡大学　工学部	社会デザイン工学科　助教	藤川	拓朗（教授	佐藤	研一）
〒814-0180			福岡県福岡市城南区七隈8-19-1
092-871-6631（内線6481）
takuro-f@fukuoka-u.ac.jp　https://fukuoka-u.road-geotech.org

竹林地帯の斜面は崩壊しやすい？	それとも崩壊しにくい？

	竹の地下茎は地表から30cm程度の浅い部分を横
に伸びるため、豪雨などにより竹林全体がすべる危険
性があります。
	竹林が落石を防止したという報告もあります。

これまでの研究により、竹林の繁殖の分布や斜面傾斜の違いによって崩壊の危険度や崩壊形態が変わることが明らかとなってき
ました。また、竹林と竹林の切れ目や竹林の根茎網の繋がりが弱い箇所で崩壊に至ると考えられます。

斜面崩壊と竹林の因果関係を明らかにし、防災
対策事業（竹林整備事業）と結びつけます。

放置竹林問題の解消（里山保全）
適切な竹林整備を行うことで、災害発生時の被害の減少に繋がります。

近年の豪雨災害においては、竹林の地すべり現象が各
地で散見されているものの、竹林と地すべりの関連性が
明らかにされておらず十分な検証がなされていません。

斜面崩壊した竹林地帯の様子 斜面崩壊した竹林地帯の様子

降雨模型装置の概略図

降雨時間と模擬土斜面の水圧の関係竹林斜面の雨水浸透 PIV解析結果
（崩壊地点・エリアの把握）

模型実験による斜面崩壊の様子
（表層崩壊）

模型斜面の中には、竹林の根茎網を模擬
した麻布を配置しています。

■ 研究背景

■ 実験で得られた知見

■ 研究の目的

■ 降雨模型装置を用いたモデル実験

➡
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天然高分子を溶解する高極性溶媒と抽出物を
単離・加工するプロセスの開発

上智大学 理工学部 物質生命理工学科 藤田研究室

上智大学　理工学部	物質生命理工学科	藤田研究室
〒102-8554			東京都千代田区紀尾井町7-1
03-3238-3498　masahi-f@sophia.ac.jp　http://www.mls.sophia.ac.jp/~polymer/

セルロースは、循環型社会を構築するために必要不可欠な天然資源です。我々は、難溶性天然高分子であるセル	
ロースを温和な条件で溶解できる溶媒を用いて、竹からセルロースを抽出、単離、加工する方法について研究して
います。竹そのものを溶解することで、セルロースに限らず、例えば、薬理活性を有する低分子有機化合物の抽出、	
単離も可能であり、その方法論についても検討しています。

活用例
高極性溶媒を用いてセルロースヒドロゲルの簡便な作製方法を開発しました。得られたセルロースヒドロゲルは、抗菌性を有して
いることがわかり、機能性バイオマテリアルとして応用展開できることを明らかにしました。

竹に含まれる素材の
有効活用を目指して

1.Elisabeth	R.	D.	Seiler,	Kohei	Koyama,	Tomoyuki	Iijima,	Tamao	Saito,	Yuko	Takeoka,	Masahiro	
			Rikukawa,	and	Masahiro	Yoshizawa-Fujita,	
			“Simple	one-pot	preparation	of	cellulose	gels	in	aqueous	pyrrolidinium	hydroxide	solution	–	
			cellulose	solvent	and	antibacterial	agent”
			Polymers,	2021,	13,	1942.
2.Elisabeth	R.	D.	Seiler,	Yuko	Takeoka,	Masahiro	Rikukawa,	and	Masahiro	Yoshizawa-Fujita,	
			“Development	of	a	novel	cellulose	solvent	based	on	pyrrolidinium	hydroxide	and	reliable	solubility	analysis”
			RSC	Advances,	2020,	10,	11475-11480.

参考文献／

竹

アルカリ水溶液

竹添加前 竹添加後

セルロース

ヘミセルロース リグニン

竹の溶解とセルロースの抽出
竹を高極性溶媒であるアルカリ水溶液に室温で溶解させ、
天然高分子であるセルロースを効率的に抽出するプロセス
の開発を行っています。

セルロースヒドロゲル
アルカリ水溶液にセルロースを溶解後、架橋剤を添加す
ることで、簡便かつ短時間でセルロースヒドロゲルを作
製できました。

セルロースヒドロゲルの抗菌活性
セルロースヒドロゲルの抗菌活性試験を行ったところ、ゲ
ル内に残存するアルカリ水溶液の量に応じて、抗菌活性
を制御できることを明らかにしました。

竹チップの発酵熱によりナスの収穫量が増加
福岡県農林業総合試験場 資源活用研究センター バイオマス部

福岡県農林業総合試験場　資源活用研究センター	バイオマス部
〒839-0827			福岡県久留米市山本町豊田1438-2
0942-45-7983　osamuide@farc.pref.fukuoka.jp　http://farc.pref.fukuoka.jp

1）竹チップ（粒径2〜30mm、含水率35%程度）に米ぬかを20%の重量割合で混合して、メッシュバックに
充填すると、すぐに発酵が始まり2日後には資材の温度が50°C以上となります。（図１、一部データ略）

2）竹チップ資材を11月上旬に促成ナスの畝上に10a当たり10t設置することによって、暖房用の燃油使用
量を増加させることなく、11月中旬から翌年5月上旬までの期間、畝土壌の地温が1.0°C高く推移しま
す。（図１、表１）

3）竹チップ資材の設置により、促成ナスの商品果収量が11月中旬から翌年5月上旬までの期間、7%増加
します。（表2）

竹チップによるナス増収技術

図１　促成ナス畝への竹チップ資材設置状況

表1　竹チップ資材設置による地温上昇効果

注）1.	2か年の平均値。
　　2.	(　)内は対照区との温度差。

注）1.	2か年の平均値。
　　2.	(　)内は対照区を100としたときの比。
　　3.	品種：穂木「筑陽」、9月9〜11日定植、暖房温度10°C

表2　竹チップ資材設置による促成ナスの増収効果

試験区
平均地温（℃）

11月中旬〜5月上旬 5月中旬〜6月

竹チップ区 20.7（+1.0） 26.4（+0.4）

対照区 19.7 26.0

試験区
商品果収量（t/10a）

設置前 設置後
合計

10〜11月上旬 11月中旬〜5月上旬 5月中旬〜6月

竹チップ区 2.3 16.8（107） 8.7（101） 27.8（105）

対照区 2.1 15.7 8.6 26.4

1）竹材を燃油の代替資材として利用した促成ナス増収技術として活用できる。
2）使用後の竹チップを土壌にすき込む場合は窒素飢餓に十分留意する。

用途／
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ボイラーの概要／	

活動場所・消費量／

兵庫県洲本市

洲本市役所　企画情報部	企画課	高橋	壱
〒656-8686			兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
0799-24-7614　Hajime_Takahashi@city.sumoto.lg.jp　https://www.city.sumoto.lg.jp/site/enepa/

	無圧式温水器PYROT300（株式会社ヒラカワ）定格出力250〜300kW	
比例制御、電気式自動着火、ガス化燃焼
	鉄骨造平屋建55.46㎡、燃料サイロ11㎥・・・・・・・・・・・・・・事業費54,977千円

経緯と目的
淡路島内では、放置竹林（竹やぶ）の急拡大が問題視されているため、兵庫県の支援を得た
環境NPO（淡路市）が、竹チップ製造施設を整備し、年間500tの竹チップ供給体制を構築し
ました。
洲本市では、「バイオマス産業都市構想」に基づき「竹チップ専焼ボイラー」をウェルネスパー
ク五色の温泉施設“ゆ〜ゆ〜ファイブ”に設置し、2017年4月より熱供給を開始しています。
竹チップを温泉加温用の重油代替燃料として大量に安定的に消費することで、放置竹林の
伐採・適正管理を進めています。

	竹伐採収集エリア：淡路島内
	熱供給先：ウェルネスパーク五色“ゆ〜ゆ〜ファイブ”（洲本市五色町都志1087）
	竹チップ年間消費量：2017年度189t　2018年度139t　2019年度81t　2020年度98t

竹チップボイラーによる熱供給

竹チップ専焼ボイラー

竹専焼･連続稼働で大量の竹を安定消費

貯湯タンク
5,000ℓ

蓄熱槽
5,000ℓ

既設
重油ボイラー
出力：581kw×2

浴槽
ろ過昇温

新設
竹チップ専焼
ボイラー
PYROT-300

（出力：250〜300kW）

PYROT-300

熱
交
換
器

熱
交
換
器

浴室給湯

● 熱供給のフロー図

● PYROT 構造図

竹チップ専焼ボイラーでの熱供給が
十分行われていると、既設重油ボイ
ラーは稼働しない
冬場や客数の増加などによって熱が
不十分になると、既設重油ボイラーが
稼働し追い焚き

大阪府岸和田市

岸和田市　まちづくり推進部	丘陵地区整備課
〒596-8510			大阪府岸和田市岸城町７番１号
072-423-9658　kyuryo@city.kishiwada.osaka.jp　http://kishiwadamachikyo.com/

岸和田市とアドベンチャーワールドのSDGｓパートナーシップ協定（通称パンダ協定）

2020年10月に南紀白浜アドベンチャーワールドを運営する株式会社アワーズと「SDGｓパートナーシッ
プ協定」を締結し、竹の枝葉をジャイアントパンダの飼料として提供し、残った竹幹を活用して資源の循環
を促す取り組みを開始しました。
まずは岸和田市の丘陵地区に位置する「ゆめみヶ丘岸和田」を主な舞台とし、都市・農・自然が融合した
新しいまちづくりとともに、自然エリア約70haの大半を占める岸和田市所有の竹林において、竹資源をう
まく活用しながらSDGsを推進した取り組みを進めています。

竹を通じた広域連携
竹が府県を超えた地域活性化の架け橋に！

アドベンチャーワールド提供 アドベンチャーワールド提供
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「人も自然もシアワセなまち」の実現を目指す
大分県豊後大野市

豊後大野市　まちづくり推進課
〒879-7198			大分県豊後大野市三重町市場1200番地
0974-22-1001　bo063000@city.bungoono.lg.jp　http://www.bungo-ohno.jp

豊後大野市は、地域特性を活かした経済循環・雇用の創出など人口減の抑制策が求められているなか、総務省事業である分散型
エネルギーインフラプロジェクトを通じて、地域エネルギー事業、バイオマス産業等を創出し、地域活性化・雇用創出を目指します。
①バイオマス活用による地域活性化と新たな産業づくりへの展開
　・エネルギー産業としての木質バイオマス発電事業及び熱供給事業の推進
　・林業の活性化と森林の再生、放置竹林対策
　・自然エネルギー利用の促進による人づくり
②バイオマス資源の有効利用による地球温暖化防止
　・バイオマスの活用により、化石資源の枯渇と地球温暖化の解決に貢献
③自立・分散型エネルギーシステムの導入による災害に強いまちづくり
　・過去の震災の教訓を踏まえ、地域資源を活用した自立・分散型エネルギーの活用の推進
　・森林の環境整備による市民の安全確保と災害対応コストの削減につながる減災効果の発揮

分散型エネルギーインフラプロジェクトのイメージ図（案）

地域バイオマスを利用した里山エネルギー循環モデル事業

ぶんごるエネルギー

入浴施設 
（温泉開発/入浴）

農園施設 
（施設栽培/観光農園）熱供給事業

地域エネルギー会社

公共施設 
（市役所/文化ホール 
図書館/学校）

体育施設 
（体育館/温水プール）

医療・介護施設 
（市民病院/民間医療 
・介護施設）

工場その他 
（工場/宿泊施設 
農業用施設）

排熱 熱供給 
（導管）

バイオマス チップ

熱供給

木質チップ

熱供給

電気

■木質バイオマス排熱利用エリア（三重町地区）

■オンサイト型バイオガス利用エリア（市域全域）■バイオマス供給エリア

木質バイオマス 
発電所（民間）

（チップ化）

乾燥施設 
（木質チップ/米・麦 
・大豆・野菜）

熱電供給事業

未整備森林

放置竹林

耕作放棄地

汚泥

バイオマス発電所[エフオン豊後大野]

地域啓発型熱事業オンサイト型熱電併給事業
（出典：(株)エムアイエス	HPより）

竹繊維の
目的に応じた
加工と多面的利用

課題課題 行動行動 目標目標計画計画

・林業の衰退と担い手不足
・コミュニティの担い手不足、維持費用不足
・杉等の間伐材放置と竹群生の拡大と深刻 化 ( 竹害 )
・里山の環境と獣 害 ( 猪、鹿 等 ) 被害の悪化

・林業の衰退と担い手不足
・コミュニティの担い手不足、維持費用不足
・杉等の間伐材放置と竹群生の拡大と深刻 化 ( 竹害 )
・里山の環境と獣 害 ( 猪、鹿 等 ) 被害の悪化

上流 ( 里山・里 地 ) の抱える課題

・海外の製品・素材に比べ高コスト
・同様の製品等が多数、競争が激しい

・海外の製品・素材に比べ高コスト
・同様の製品等が多数、競争が激しい

薩摩竹を使う林業の
事業性向上と雇用づくり

群生し成長の早い
竹の活用

群生し成長の早い
竹の活用

地域特性を活かし、社会ニーズを
踏まえ付加価値の高い産業の創出へ
地域特性を活かし、社会ニーズを
踏まえ付加価値の高い産業の創出へ

里山保全による獣害の
鎮静化とコミュニティ再生

次世代エネルギー等による
最適マッチング

次世代エネルギー等による
最適マッチング

竹林の伐採・収集竹林の伐採・収集

一次加工、資材化一次加工、資材化

チップ工場チップ工場製材工場製材工場

竹マイクロファイバー
CNF等
竹マイクロファイバー
CNF等

産業用高機能材料産業用高機能材料 生活市場向け製品生活市場向け製品

多様な用途に向けた
研究開発と資材化

二次加工、資材化二次加工、資材化
企業企業大学大学

竹林の整備・育成竹林の整備・育成

効果的な
整備・育成

効率的かつ
軽負担な
伐採・収集

多様な用途に
向けた資材化

安価で利用しやすい
次世代エネルギーの活用

竹資源を活用した
産業振興・雇用創出

防災等の市民生活課題への利活用

パルプ材の原料、竹炭・
竹酢液、ペットスレーブ等の

原材料等

バイオマスエネルギー化バイオマスエネルギー化

枝葉の利活用

下流 ( 事業性・ビジネ ス ) への課題

安価で使いやすい
エネルギー利用

「タケの力をマチの力に」を合言葉に
鹿児島県薩摩川内市（薩摩川内市竹バイオマス産業都市協議会）

薩摩川内市竹バイオマス産業都市協議会事務局
〒895-8650			鹿児島県薩摩川内市神田町３番２２号　薩摩川内市	商工観光部	産業戦略課内
0996-23-5111（代表）　info@take-bio.com　https://take-bio.com

既存の竹収集・処理の仕組み（約20,000t/年）を「他にはない強み」と捉え、従来の竹利用分野だけではなく、さらに多様・多面
的な材料および製品、竹資源の収集・処理事業も含め、産業の上流から下流までを視野に入れた真の産業化を推進する活動を
創造する都市づくりを目指しています。
また、事業の推進に伴い、竹林保全や温暖化対策としての低炭素社会の実現を図っています。

現在、地方創生の具体的取組として「産業用高機能材料」「生活市場向け製品」「竹セルロースナノファイバー活用推進」「竹
バイオマス・エネルギー」「竹の収集・処理地域システム」の5つのテーマ・方向性において、本協議会（※120以上の企業・団
体等が参画）を基盤として、産学官金連携による事業化プロジェクトの創出・誘発に向けた取り組みを鋭意進めています。

120以上のメンバーと共に、最先端材料利用から、竹収集、加工処理まで、	
次の5つの分科会にて開発や事業化を推進

（1）産業用高機能材料分科会
（2）生活市場向け製品分科会
（3）竹セルロースナノファイバー活用推進分科会
（4）竹バイオマス・エネルギー分科会
（5）竹の収集・処理地域システム分科会
※分科会を（1）〜（3）の事業分野、（4）（5）の基盤分野の2つの合同分科会にまとめ、横断的なテーマで運営

薩摩川内市
竹バイオマス産業都市構想推進事業

出典：協議会ホームページ

■ 活動内容
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適用範囲・用途／	

竹チップを含む未利用木質バイオマスの
ガス化によるエネルギー利用

フォレストエナジー	株式会社
〒141-0021			東京都品川区上大崎3-14-37　TGMタマビル	3階
03-5624-7151　info@forestenergy.jp　http://forestenergy.jp

フォレストエナジー 株式会社

木質バイオマスのガス化による熱電併給は、小規模分散型エ
ネルギーに適した技術です。
当社の提携先Cortus	Energy（スウェーデン）は先進的なガ
ス化プロセスWoodRoll®により、これまで困難だった竹をはじ
めとする多様なバイオマスに対応できます。
さらにクリーンで水素濃度が高い合成ガスを作ることで発電
や熱供給だけでなく、液体・気体バイオ燃料の製造にも利用で
きます。

①多様なバイオマスへの対応:乾燥・熱分解・ガス化の3工程を分離独立、各工程をバイオマス種類に合わせて最適化
②クリーンな合成ガス:ガス化工程に熱分解ガスが混入しない仕組み
③合成ガスの高い水素濃度（約60%）：輻射熱を利用した間接加熱式ガス化により合成ガスが空気で薄まらない
④高効率:発電効率29%、熱と水を各工程でカスケード利用する無駄のない仕組み

①ガスエンジンと組み合わせて熱電併給（コージェネ）
②合成ガスを整えてバイオSNG（合成天然ガス）の製造
③PSAと組み合わせてバイオ水素の製造
④FT合成と組み合わせてバイオディーゼルの製造

木質バイオマスの熱電併給プラント

プロセス図

プラント全体図

従来、グラウンドや各種競技場の建設に用いる天然土は、有限なだけでなく採取する場所により質（機能
性）が異なるという問題を抱えていました。そこで、当社では、従来の「土」に替わるリサイクル材から生ま
れた製品「エコクレイ」を開発し、環境に優しく質（機能性・安全性）の高い施設をつくると共に、省資源・
資源循環型社会構築に向けた取り組みを進め、天然資源を未来に繋げます。

リサイクル材を有効利用して
スポーツ施設の設計・施工

東和スポーツ施設	株式会社
〒606-8284			京都府京都市左京区北白川下池田町79-1
075-702-1177　info@towa-sports.co.jp　https://www.towa-sports.co.jp

東和スポーツ施設 株式会社

工業所有権等／グラウンド用土壌、路盤材、植栽用土壌、土壌用資材

適用範囲・用途／

特徴／①環境にやさしく安定した品質の資源である。
②地産地消が実現可能。

校庭・園庭・グラウンド、各種競技場（野球・テニス・サッカー・ラグビー他）、
公園広場・	園路　他

①降雨後の水はけ改善
②団粒化構造により土壌の劣化を遅延
③防塵効果がアップし、散水量を軽減
④夏場におけるヒートアイランド抑制
⑤霜柱抑制　⑥雑草抑制
⑦グラウンドの硬さ調整　　　　など

エコクレイシステム
( エコクレイ TS・エコクレイ芝の床土 )

大阪青凌中学校・高等学校島本学舎
建設工事

北白川公園再整備工事 立命館宇治中学校・高等学校
第２グラウンド改修工事

期待される効果／

【エコクレイTS】保水透水性安定土
リサイクル材を厳選して「粒度調整・配合設計」を行い、調査・設計・施工・メンテナンスまでを一貫	
して行うことで、グラウンド及びフィールドを常に最高のコンディションにします。

【エコクレイ芝の床土】保水透水性安定天然芝用床土
透水性・保水性に優れ、ターフ化（土壌表層部と根とのなじみ）を促進させ、密集率が高く色鮮やかで強い
芝が育ちます。
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Carbon	Dioxide	Capture	Fuel	Recycle

株式会社	Ｅプラス
〒592-0012			大阪府高石市西取石7-13-30　ＥＭビル
072-265-2770　eplus@seagreen.ocn.ne.jp　http://eplus32.co.jp

株式会社 Ｅプラス

CCFR工法（Carbon	Dioxide	Capture	Fuel	Recycle）

排気ガス中のＣＯ₂をアミン系吸収液で捕獲後、触媒を用いて炭化水素生成、燃料化を図り、竹粉・紙粉を混合させて、
液体吸収を行います。竹粉・紙粉も発熱材料であり、ＣＯ₂の再燃料化に貢献できます。
実証試験を静岡県富士市（製紙会社バイオマスボイラー）で2016年4月から実施しています。
ＣＯ₂削減が叫ばれる中、具体的な手段が無いのですが、ひとつの手法を提示できると考えています。
竹は乾燥後、細断・粉状に粉砕したものが、表面積が大きく吸収効果があり、熱量を上げる効果も期待できることか
ら、有効な材料と考えています。

CCFR工法 二酸化炭素再燃料化事業

ＣＯ₂ 再生燃料化システム

工業所有権等／関連特許3件取得済み

竹林や雑木林、谷戸の水田など里山の営みを通し
「自然の叡智」が目指した社会の実現に貢献します

日本工営	株式会社　中央研究所　担当：今村
〒300-1259			茨城県つくば市稲荷原2304
0298-71-2072　a44443@n-koei.co.jp　http://www.n-koei.co.jp

日本工営 株式会社

「地球環境への配慮」

弊社は、社会資本整備の調査・計画・設計等に携わる建設コンサルタント企業として、土木技術の開発、人材育成、地
球環境問題・地域社会への貢献等に取り組んでいます。とりわけ、弊社の企業行動憲章では「地球環境への配慮」
を謳っており、環境配慮に取り組むことが全社員の責務として定められています。

里山の保全と有効活用の研究と実践

特に、2009年より千葉県香取市に所有する里山（以下「おおとの森」と称す）において、里山の保全と有効活用の研
究と実践を行っています。具体的な活動内容としては、地元社会福祉協議会と協働し地元小学校への総合学習・理
科教育、福利厚生の一貫として弊社社員とその家族を対象とした米づくり・筍掘りイベント、弊社の新入社員研修、お
おとの森周辺の生物多様性保全のための調査研究等があります。活動により得られた成果は、実践からの知見として
業務に還元するとともに、研究発表や企業のCSR活動として社外へ発信しています。

米をつくり、田んぼで生きているいきものとの触れ合い

活動を通じ、地元小学生や弊社社員家族には、自分で米をつくり、その田んぼで生きているいきものと触れ合うことで、
「食べ物の産地を気にするようになった」、「ごはんを残さず食べるようになった」、「環境や生き物に配慮する気持ち
が生まれた」等、意識の変化がみられています。

SATOYAMAイニシアティブの推進

みんなで筍掘り 理科の授業で生き物さがし

新入社員研修で竹林管理体験 みんなで米づくり






