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森林プロジェクト実施状況 Updates on More Trees Forest Projects

地域と協働で取り組む森林保全活動は
徐々に広がり、2017年12月現在、国内11か
所、海外2か所で「more treesの森」を展開
しています。
その中でも今年、特に動きがあったプロ
ジェクトについてご報告します。

中土佐町は高知県中西部に位置し、四万十川の上流部で
もある山々に囲まれた地域と、港や市場でにぎわう海沿
いの地域からなる町です。四万十川流域にはヒノキを中
心とした豊かな森が広がり、海岸部には入り組んだリアス
式海岸が展開し、カツオ漁なども盛んに行われています。
森と海の資源をともに有し、その恵みによって発展してき
た同町は、森と海のつながりを強く意識し、双方を持続的
に活用するための森づくりを続けてきました。
こうした取り組みへの理念に共感し、more treesは2008
年に中土佐町、須崎地区森林組合、高知県と協定を結び、
同町大野見萩中地区にて間伐などの森林整備を推進して
います。

また、中土佐町では地域産材の活用も積極的に進めてい
ます。同町で産出された木材をふんだんに使って建設さ
れた中土佐町立久礼中学校校舎は、木材利用優良施設と
して、2011年度の林野庁長官賞を受賞しています。木材は
「more treesの森」の森林整備の実施主体でもある須崎
地区森林組合を通じて集められました。
2017年にはここで「第3回全国木のまちサミット」が開催
され、more treesと中土佐町が協働で進める森づくりや、
地域産材である四万十ヒノキを使ったものづくりの事例
などを紹介しました。

高知県 中土佐町
project 002
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第3回全国木のまちサミット

間伐後の森

間伐前の森

高知県 中土佐町



Updates on More Trees Forest Projects 森林プロジェクト実施状況

インドネシアの熱帯雨林はアジア最大規模で、その森林
面積は地球上に残存する熱帯雨林の約10％を占めます。
しかし過去40年に渡る過剰な森林伐採や野焼きによる
延焼火災等により、近年急激な森林消失が進んでいま
す。豊かな生態系を育むインドネシアの森には、現地の
言葉で「森の人」を意味するオランウータンやマレーグ
マなどの絶滅危惧種を含む多くの動物も生息しています
が、森林火災などで生息地を奪われています。

more treesは2016年より、現地でオランウータンの保護活動
を行うBOS財団（Borneo Orangutan Survival Foundation）
とともに、カリマンタン島（別名ボルネオ島）東カリマン
タン州サンボジャ地区に財団が所有する1800haのうち
266haにおよぶ火災跡地への植林や、延焼防止対策とし
て防火帯や貯水池の設置を行う「オランウータンの森 再
生プロジェクト in インドネシア」を開始しました。

2017年1月にはmore treesスタッフが現地を訪問し、BOS
財団のメンバーとともに在来種やオランウータンの餌とな
る果樹の苗木およそ100本の植樹を行ったり、防火帯や貯
水池の設置予定地を視察しました。

その後、現地では引き続き植林やインフラ整備、またその
メンテナンスを行い、火災の再発を防ぐとともに森林の再
生に向けた動きを進めています。

今後は現地を訪問するツアーも実施し、火災跡地への植
林体験やオランウータンの保護施設の見学などを通じ
て、インドネシアの熱帯雨林をめぐる現状を広く伝えてい
きたいと考えています。

インドネシア 東カリマンタン州
project 013

インドネシア 東カリマンタン州

04

BOS財団のみなさんとmore treesスタッフ

プロジェクト対象地での植林

サーカス団から保護されたオスのオランウータン
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more trees 設立10周年記念イベント

more treesは「もっと木を」という代表 
坂本龍一の想いに多くの方からご賛同をい
ただき、2007年7月19日に設立されました。
2017年、設立満10周年を迎えたことを記念
し、これまでご支援いただいたみなさまへ
の感謝の気持ちを込めて、都内にて昼夜2
部制の特別イベントを開催しました。

2017年12月19日
more trees設立10周年記念イベント
＠TRUNK(HOTEL) 

第1部『more treesシンポジウム「都市と森をつなぐ」』

『more treesシンポジウム』と題した第1部では、はじめに
林野庁の牧元幸司次長より話題提供をいただき、続く建
築家の隈研吾氏による基調講演「つなぐ建築」では、ご自
身が設計された各地の建築物をご紹介いただきながら、
木材の幅広い可能性とその魅力についてお話いただきま
した。
またmore trees事務局長の水谷からは、「都市で森とつな
がる方法」をテーマに、これまでに取り組んできた活動を
ご紹介しました。
旧知の間柄でもある、隈研吾氏とmore trees代表 坂本
龍一とのパネルディスカッションでは、隈氏にデザインを
手がけていただいたオリジナルプロダクト「つみき」の誕
生エピソードや、建築家・音楽家としてのお互いの創作活
動に関する話題も飛び出すなど、それぞれの活動への理
解を深める貴重な機会となりました。

More Trees 10th anniversary event 
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林野庁 牧元幸司次長による話題提供

建築家 隈研吾氏による基調講演

隈研吾氏と坂本龍一によるパネルディスカッション



300名を超える来場者の方々

支援企業様への感謝状贈呈

坂本龍一スペシャルライブ

鏡開き

ゲストの方々からのリレートーク

坂本龍一とmore treesスタッフ

同日夜に開催した第2部『more trees 10th Anniversary 
Party』では、日頃より多大なるご支援をいただいている
企業様へ、代表 坂本龍一より感謝状の贈呈を行いました。
また、リレートークでは「more treesの森」のある地域や
賛同人のみなさま、活動にご協力いただいている方 よ々り
温かいお言葉をいただきました。
パーティーの最後には、代表 坂本龍一によるスペシャル
ライブを行い、会場にはピアノの美しい旋律が響き渡りま
した。
これまで私たちの活動を支えてくださった方々が一堂に
会し、まさに「都市と森をつなぐ」というテーマが体現さ
れた記念すべき一日となりました。
みなさまからの温かいご支援に改めて感謝するとともに、
今後も新たな気持ちで活動に取り組んでまいります。

第2部『more trees 10th Anniversary Party』
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More Trees 10th anniversary event more trees 設立10周年記念イベント



ものづくり事業 Creation Projects

設立10周年記念プロダクト「スツール」

MAISON & OBJET PARIS（パリ） バーニーズ ニューヨーク（六本木店）

日本は国土の約2/3が森で覆われる森林
大国でありながら、輸入木材との競争や
木材需要の低下から国産材の価格が下落
し、林業は衰退の一途をたどっています。
適切な手入れがされずに放置されたまま
の森は、環境や生態系のバランスが崩れ、
土砂災害などの被害をもたらす原因にも
つながります。
こうした現状を改善するため、more trees
では間伐などの森林整備とともに国産材
の活用を推進し、デザイナーや地域の職
人と協働でオリジナルプロダクトの企画・
製造・販売を行っています。

設立10周年記念プロダクト「スツール」

more trees設立10周年を迎えたことを記念し、世
界的プロダクトデザイナーであるジャスパー・モ
リソン氏と熊野亘氏にデザインを手掛けていただ
いた特別プロダクト「スツール」を発表しました。
素材には「more treesの森」がある岐阜県の東濃
ヒノキを使用し、地元の職人の手作業で作られて
います。
発売開始に先駆け、2017年9月にフランス パリで
開催されたインテリアとライフスタイルの国際展
示会「MAISON & OBJET PARIS」で発表した「ス
ツール」は、世界中のインテリアやデザイン関係
者から注目を集めました。
また12月には、世界有数のスペシャリティストアと
して知られるバーニーズ　ニューヨークでの店頭
販売のほか、4名のクリエイター《阿部千登勢氏
（sacaiデザイナー）、ピエール・マルコリーニ氏
（ショコラティエ）、藤本壮介氏（建築家）、坂本龍
一（more trees代表）》が手がけた「スツール」アー
トピースのチャリティ販売を行いました。

オリジナルプロダクト
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ものづくり事業

企業の製品やサービスに寄付をつけた
「寄付つき商品」や、国産材などの森の恵
みを活用した製品やノベルティーなど、コ
ラボレーションアイテムの企画・開発・製
造を行っています。
また、国産材を活用した空間のデザイン
からインテリア、丸太などの店舗什器の
製作、木材の提供まで、さまざまなシーン
で国産材利用のきっかけづくりをサポート
しています。

コラボレーションアイテム／空間

Creation Projects

チャリティピンバッジ

オフィス cafeスペース

アロマブロック

店舗什器

チャリティオーナメント

ザ・パークハウス 西新宿タワー 60

08

コラボレーションアイテム事例

東京ステーションホテル
クリスマスチャリティオーナメント

バーニーズ　ニューヨーク
チャリティピンバッジ

TRUNK(HOTEL)
アロマブロック、オリジナルウォーター
スパークリングウォーター
オリジナル「つみき」

ホテルメトロポリタン
うちわ

空間事例

三菱地所レジデンス
ザ・パークハウス 西新宿タワー 60

LASSIC
本社オフィス cafeスペース

コスメキッチン
店舗什器



普及啓発事業 Awareness raising projects
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都市の暮らしの中でも森を身近に感じら
れるよう、各地でイベントやワークショッ
プを開催しています。
2017年は、親子で参加できる「いす作り」
や、オリジナルプロダクト「つみき」を使っ
たワークショップなどを行いました。
また、ニューヨークでは現地で活動する
アーティストも参加した「つみき」のエキ
シビションを開催し、世界に向けて日本の
木やものづくりの素晴らしさを伝える大変
有意義な機会となりました。

イベント／ワークショップ

木とあそぼう 森をかんがえよう with more trees

つみき ワークショップ

Earth Day Tokyo

いす作り ワークショップ

⑤つみき ワークショップ

#ArtForMoreTrees（ニューヨーク）

2017年2月19日
「こどもトラストセミナー」
つみき ワークショップ
＠ウィズダムアカデミー市ヶ谷校

2017年2月28日～3月3日
「#ArtForMoreTrees」
＠BDDW（アメリカ ニューヨーク）
＊参加クリエイター：隈研吾 ＋ Nanse 
Kawashima、Sonia Rentsch、Aranda＼
Lasch

2017年4月22、23日
「Earth Day Tokyo 2017」
＠代々木公園

2017年5月3～ 5日
「木とあそぼう 森をかんがえよう
with more trees」
＠アークヒルズ アーク・カラヤン広場

2017年6月10日、11日
デンマーク・日本 国交樹立150周年記念
「TSUMIKIプロジェクト」ワークショップ
＠A.Petersen（デンマーク コペンハーゲン）

2017年8月5日
「SAYEGUSA TOUCH GREEN」
いす作り ワークショップ
＠ギンザのサヱグサ

2017年10月14日
「Milk JAPON BOOK STORE」
いす作り ワークショップ
＠SLOW HOUSE

2017年10月29日
「こどもトラストセミナー」
つみき ワークショップ
＠ウィズダムアカデミー三鷹吉祥寺校



日本や世界の森林事情をはじめ、森林や
木材の魅力、地域活性化など、さまざまな
観点から森について伝える活動を続けて
います。こうした学びの場が、森や木への
関心を高め、それぞれの立場から次の一
歩を踏み出すためのきっかけになると考え
ています。
2017年は、企業、学校、行政から一般の方
まで、幅広い世代や立場の方を対象にし
た講義の場や、全国各地のシンポジウム
などで登壇する機会をいただきました。

セミナー／講義／シンポジウム

普及啓発事業Awareness raising projects
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2017年2月2日
「REDD＋推進に向けて：官民投資の連携」
（主催：国立研究開発法人 森林総合研究所）

2017年2月23日
「第4回木育サミット」
（主催：認定NPO法人 日本グッド・トイ
委員会／東京おもちゃ美術館）

2017年4月27日～ 6月22日
丸の内朝大学
「アーバン森暮らしクラス 阿蘇・熊本編
～大切なことはすべて森が教えてくれた～」
（全7回）

2017年6月29日
東京都大田区立貝塚中学校
「職業人講演」

2017年7月1日
「森から世界を変えるソーシャルビジネス
アワード」
（主催：森から世界を変える REDD＋プラット
フォーム）

2017年8月20日
SHIBUYA WANDERING CRAFT
「エコアドベンチャー展」
（主催：渋谷ヒカリエ 8/）

2017年9月21日
「第11回協働の森フォーラム」
（主催：高知県）

2017年9月30日
「第3回全国木のまちサミット」
（主催：全国木のまちサミット実行委員会）

2017年10月7日
「第9回コモンズ社会起業家フォーラム」
（主催：コモンズ投信株式会社）

2017年10月14日
「エコリーダー養成講座2017」
（主催：えこっくる江東）

丸の内朝大学「アーバン森暮らしクラス」 大田区立貝塚中学校「職業人講演」 コモンズ社会起業家フォーラム
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普及啓発事業 Awareness raising projects

「more treesの森」として協定を結ぶ各地
域とのネットワークを活かし、森を感じる
ツアーを実施しています。実際に地域を訪
れることで、自然の美しさはもちろん、人
や食べ物、そしてそれらを育んできた気
候、文化、歴史を自らの五感で感じ、森や
地域とのつながりを築くことができます。
2017年に実施したツアーでは、「more 
treesの森」や木材市場・製材所の見学、
林業（間伐・枝打ち）体験、地域の方との
交流会などを通じ、さまざまな形で森や
地域の魅力に触れていただくことができま
した。

ツアー

2017年4月21、22日
株式会社ニューポート様　社員研修ツアー
＠高知県中土佐町

2017年5月27、28日
丸の内朝大学「アーバン森暮らしクラス」
フィールドワーク
＠熊本県小国町

2017年10月7～ 9日
オリジナルツアー
＠鳥取県智頭町

地熱木材乾燥施設（熊本県小国町）

地域の方との交流会（熊本県小国町）

㈱ニューポートのみなさま（高知県中土佐町）

「more treesの森」のある一目山（熊本県小国町）

間伐体験（鳥取県智頭町） 旧山形小学校（鳥取県智頭町）



REDUCE SHOPPING BAG ACTION（㈱ユナイテッドアローズ） BIOTOP「1% for more trees」（㈱ジュン） TSUNAGO（㈱中島重久堂）

企業の売上やCSRなどの社会貢献活動と連
動したご寄付や、カーボン・オフセットの取
り組みなどを通じ、多くの法人様よりmore 
treesの活動をご支援いただいています。

協賛事例 Partnership

12

省資源の取り組みによるご寄付

株式会社ユナイテッドアローズ
「REDUCE SHOPPING BAG ACTION」
＊店舗にてショッピングバッグをご辞退
いただいたお客さまの数に応じたご寄付

売上の一部をご寄付

株式会社ジュン
BIOTOP「1% for more trees」
＊複合型ショップBIOTOP（東京）全館の
売上の1％をご寄付

株式会社中島重久堂
「TSUNAGO」
＊鉛筆削り「TSUNAGO」の売上の一部を
ご寄付

カーボン・オフセット

株式会社スーパーホテル
＊公式ホームページからご予約いただくことで、
宿泊に伴い発生するCO2をオフセット

株式会社ニューポート
＊事業活動（商品の輸入・配送、提携倉庫での
商品の保管等）により排出されたCO2をオフセット

ウィルライフ株式会社
＊国産材の棺「エコフィン[WiLL]」をご利用
いただくことで、葬送に伴い排出されるCO2
をオフセット



協賛者様一覧 Supporters of More Trees
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全日本空輸株式会社　|　株式会社リクルートマーケティングパートナーズ　|　株式会社サザビーリーグ アイシーエルカンパニー　|　有限会社籐芸　|　株式会社オリエントコーポレーション　|　株式会社セレモニー

日本ホテル株式会社　|　NPO法人 Earth Literacy Program　|　エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社　|　トラボックス株式会社　|　Ace Hotel New York, 99U.com/Adobe, Miho Hatori

ヤフー株式会社　|　株式会社ジャパンゲートウェイ　|　太田 和紀　|　医療法人社団 湘南太陽会　|　株式会社たかくら新産業　|　株式会社イワタ　|　株式会社アンプラージュインターナショナル　

株式会社山内葬祭　|　アサヒペット株式会社　|　Mパターン研究所　|　株式会社アンビエンテック　|　株式会社NTTスマイルエナジー　|　株式会社クレコス　|　株式会社日本グリーンエナジー

株式会社BLISS　|　株式会社ヤマサキ　|　株式会社リソウ　|　合同会社コノハズク　|　合同会社ファジカ　|　第四想庫　|　中江産業株式会社　|　飛騨フォレスト株式会社

株式会社ジュン

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

株式会社スーパーホテル 株式会社TRUNK

株式会社ニューポート

ユニプレス株式会社 三井ダイレクト損害保険株式会社 コモンズ投信株式会社 株式会社ユナイテッドアローズ ウィルライフ株式会社

株式会社中島重久堂 株式会社ネイチャーズウェイ 株式会社ジョンマスター
オーガニックグループ 株式会社スターテック

株式会社I-ne



一般社団法人more trees

151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-9-11 フレンシア外苑西 103
Tel   03 (5770) 3969
Fax  03 (5770) 3896
Mail  info@more-trees.org
URL  https://www.more-trees.org

事業内容

・国内外での森林保全（間伐／整備、植林など）
・森林に関するセミナー・イベント、森林を訪れるツアーの企画・開催
・国産材アイテムの企画・販売
・森林由来のカーボン・オフセットサービスの提供
・被災地支援活動
・その他、森林に関する事業全般

設立

2007 年 7 月19 日

役員

代表理事　坂本龍一
理事　　　池田正昭
　　　　　見城徹
　　　　　石橋直樹
監事　　　山崎卓也
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