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政 策 評 価 結 果 書

平成１６年 ３月３１日

（最終改訂同年７月６日）

林 野 庁 企 画 課 長

政策分野 森林・林業に関する研究開発の推進

政策分野主管課 林野庁研究普及課

関 係 課 木材課

１ 目標値（目標年度）

目標値（目標年度） 目標値算定の考え方

目 ①主要学会誌等掲載 0.8 平成7年から11年の平均掲載論文数及び独立行本/人
標 論文数 政法人森林総合研究所の中期計画の目標を踏ま（平成１６年度）
値 え設定。

②新品種の開発数 52 林木育種戦略の開発目標数及び独立行政法人林品種/年
木育種センターの中期計画の開発目標を踏まえ(平成１６年度)
設定。

③「実用化しうる技 100% 対象課題の全てが 目標を十分達成 又は 目、「 」 「
術」の数の割合 標をほぼ達成」することを目標に設定。(平成１６年度)

２ 評価結果

（１）有効性評価

目標値 15年度目標値 15年度実績値 達 成 達 成
状 況 ランク

A目 ①主要学会誌等掲載 0.78 0.91 116%本/人 本/人
標 論文数
値

A②新品種の開発数 50 47 94%品種/年 品種/年

A③「実用化しうる技 100% 100% 100%
術」の数の割合

注）裸書きは実績値 〈 〉書きは見込値、

所 見

主要学会誌等掲載論文数は、０．９１本／人となり目標を達成した。

新品種の開発数は、目標値の９４％となり概ね目標を達成した。

「 」 、 、実用化しうる技術 の数の割合は １００％となり目標を達成したことから

研究開発が順調に推進されていると考えられる。

（２）必要性評価

森林のもつ多面的機能の発揮、林業の持続的かつ健全な発展並びに林産物の供
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給及び利用の確保を図るため、森林、林業及び木材産業全般にわたる研究、技術

開発の推進を図ることが必要である。

３ 改善の方向

今後も平成１３年度に策定された「森林・林業・木材産業分野の研究・技術開

発戦略 「林木育種戦略」等で明確にされた課題及び目標の下で、国、独立行政」、

法人及び都道府県の試験研究機関が大学、民間等との産学官連携の強化を図りつ

つ、研究・開発及び新品種の開発を着実に推進するとともに、その活用状況につ

いてフォローアップしていく必要がある。

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】

評価結果は、概ね妥当であり、改善の方向を踏まえ、施策の見直し・反映に努

めるべきである。

平成17年度の「森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発戦略 「林木育」、

種戦略」等の見直しを踏まえて、新たな目標値の設定の検討を開始する必要があ

る。
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（別紙様式１）
政 策 評 価 シ ー ト

政策分野 森林・林業に関する研究開発の推進

政策分野主管課 政策分野主管課：林野庁研究普及課
及び関係課 関 係 課：林野庁木材課

目 標 目標年度 平成１６年度

目 標 値 ①主要学会誌等掲載論 現状値 ①掲載論文数：０．７本／人
文数 ０．８本／人 （平成７～１１年の平均）

②新品種の開発数 ②新品種の開発数：
５２品種／年 ４２品種／年

（平成８～１２年度の平均）
③ 実用化しうる技術 ③「実用化しうる技術」の数「 」
の数の割合：100% の割合（平成１１～１３年

度の平均 ：１００％）

サブ指標 現状値

関係者が取り組 ①研究及び技術開発の目標の明確化
むべき課題 ②産官学連携の下での研究及び技術開発の効率的かつ効果的な推進

目 年 度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
標
に 目 ①主要学会誌等掲載論文数
係 標
る 値 実績値 0.52本/人 0.77本/人 0.83本/人 0.91本/人
各
年
度 達 成 ７２％ 単年度 103% 単年度109％ 単年度116％ 単年度 ％
の 状 況
実
績 ②新品種の開発数
値
及 実績値 51品種/年 61品種/年 47品種/年
び
達
成 達 成 単年度 111% 単年度127％ 単年度 94％ 単年度 ％
状 状 況
況

③「実用化しうる技術」の数の割合

実績値 １００％ １００％

達 成 単年度100％ 単年度100％ 単年度 ％
状 況
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○目標値と実績値の推移

掲載論文の達成状況
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達成状況に対す １５年度 ① 実績値は、０．９１本／人であり、平成１５年度の目標
るコメント 値０． ７８本／人を上回り 「森林・林業・木材産業分、

野の研究・開発」に基づく研究開発を推進していく上で順
調な達成状況と考えられる。

② 実績値は４７品種／年であり、平成１５年の目標値５０
品種／年を下回ったものの、目標値の９４％であることか
ら 「林木育種戦略」に基づく林木育種を推進していく上、
で順調な達成状況と考えられる。

③ 実績値は１００％であり、平成１５年の目標値１００％
を達成し 「森林・林業・木材産業分野の研究・開発」に、
基づく研究開発を推進していく上で順調な達成状況と考え
られる。

１６年度

参考指標 目標値の過去の実績値

① 掲載論文数（平成７～１１年度 ：）
５年間の平均論文数：３４７
５年間の平均研究員数：４７５
一人当たり論文数（５年間の平均 ：０．７３１）

② 新品種の開発数（平成８～１２年度 ：４２品種）
５年間の平均新品種の開発数

③ 「実用化しうる技術」の数の割合の平均：
（平成１１～１３年度 ：100%）
終了評価においてAまたはB判定を受ける課題数の総課題数に対する割
合の３年間の平均

サブ指標値の過去の実績値

備 考 独立行政法人森林総合研究所の総発表論文数： ５７３件

①試験研究成果例と論文が掲載された主な印刷物
（成果例）
・森林群落の多様性評価のためのモニタリング手法の開発と森林動態デー
タベースの確立

・斜面災害の予測技術の開発
・機械化作業に適応した路網整備と環境に配慮した計画・施工法の開発
・液化、超臨界流体処理等によるリサイクル技術の開発
・形態形成等成長・分化の特性解明と関連遺伝子の単離及び機能解明
・高度に人工林化された河川源流域における地域森林資源の実態解明
・森林土壌における有機物の蓄積及び変動過程の解明
・キノコの子実体形成機構の解明
（主な印刷物）
○日本林学会誌 ○木材学会誌 ○木材工業
○Journal of Forest Research ○Journal of Wood Science
○Ecological Research ○Mycoscience

等へ４１９本掲載

【達成状況の算出方法】

Ｈ１５年度掲載論文本数 Ｈ１５年度研究員数
４１９本 ÷ ４５８人 ＝０．９１

Ｈ１５年度実績値 Ｈ１５年度目標値
０．９１本／人 ÷ ０．７８本／人 ＝１．１６
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１１６％

②新品種の開発数
マツノザイセンチュウ抵抗性品種（３４品種）
スギカミキリ抵抗性品種（３品種）
初期成長の優れたスギ品種（１０品種）
Ｈ１５年度実績値 Ｈ１５年度目標値

４７品種 ÷ ５０品種 ＝ ０．９４

９４％

③「実用化しうる技術」の数の割合
１５年度に判定を受けた課題名

木質残・廃材の急速熱分解システムの開発
乾留熱分解によるガス化、発電、生成油等の利用技術の開発
小型木質ガス発生炉とガスエンジンによる小規模発電システムの開発
小型木材ガス化コージェネレーションシステムの開発
加熱処理等による木質新燃料の製造及び利用技術の開発
国産スギ合板を用いたフローリングの表面性能向上技術の開発
間伐材・端材及び再生紙を利用した構造用断熱建材パネルの技術開発
接着剤を使用しない深底木質容器の量産化プラントの確立

Ａ判定を受けた課題数：２課題
Ｂ判定を受けた課題数：６課題

Ａ又はＢ判定を受けた課題数 終了評価を受けた課題数
８課題 ÷ ８課題 × １００ ＝ １００

１００％

平成１４年度「実用化しうる技術」の実績（３１件 ）の活用状況

（ ）分類 平成15年度 見込

実用化されているもの ９件（２９％）

実用化するための実証 １０件（３２％）
展示の段階のもの

実用化するための予備 １２件（３９％）
試験を実施中のもの

実質的な活用なし（照
会等を含む）

合計 ３１件（100％）
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平成１３年度「実用化しうる技術」の実績（１４件 ）の活用状況

（ ）分類 平成14年度 平成15年度 見込

実用化されているもの ４件（２９％） ４件（２９％）

実用化するための実証 ４件（２９％） ４件（２９％）
展示の段階のもの

実用化するための予備 ６件（４３％） ６件（４３％）
試験を実施中のもの

実質的な活用なし（照
会等を含む）

合計 １４件（100％） １４件（100％）
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政策分野及び政策目標値算出の考え方

森林・林業に関する研究開発の推進政策分野

目標年度 平成１６年度

目 標 値 ①主要学会誌等論文数：０．８本／人
②新品種の開発数：５２品種／年
③「実用化しうる技術」の数の割合：１００％

①森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発戦略上位計画
②林木育種戦略

目標年度 おおよそ１０年を見通したもの

目 標 値 ②新品種の開発数：５５０品種（平成１３年度～２２年度までの合計）

〔政策分野の全般的考え方〕

森林の多面的機能の発揮、林業の持続的かつ健全な発展並びに林産物の供給及び利用の確保
を図るため、森林、林業及び木材産業分野全般にわたる研究、技術開発及びその成果の効果的
な普及の推進を図ることが必要である。
このため、研究及び技術開発の目標を明確化、各試験研究機関、大学、民間等の連携の強化

等の施策を講ずる。

〔政策分野の目標設定の考え方〕

平成１３年に策定された「森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発戦略 「林木育種」、
戦略」等で明確にされた課題及び目標の下で、国、独立行政法人及び都道府県の試験研究機関
が大学、民間等との産官学連携の強化を図りつつ、研究及び技術開発を効率的かつ効果的に推
進していくことが必要である。

、 、 「 」、このため 試験研究 林木育種及び技術開発の基本的指標となる 主要学会誌等掲載論文数
「新品種の開発数」及び「 実用化しうる技術」の数の割合」について目標値を設定した。「

〔政策目標値の算出方法〕

① 掲載論文数
・カウントする「主要学会誌等掲載論文」は、主要な学会誌等に掲載された原著論文（審査
を受けたもの）とする。
・目標数値は当該年度の総論文数を研究員の総数で除して設定する。
（現状値は平成７～１１年度の５年間の平均掲載論文数３４７を同期間の平均研究員数４
７５人で除した数）

・目標年度において研究員が年間一人当たり０．８本の原著論文を書くとの考えに立ち、平
成１６年度の目標数値を 「研究員１人当たりの主要学会誌等掲載論文数０．８本以上」と、
する。
・実績値は独立行政法人森林総合研究所から各年度末に報告される。

② 新品種の開発数
・カウントする「品種」は、種苗法において定義されている「重要な形質に係る特性の全部
又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、その特性の全部を保持し
つつ繁殖させることができる一の植物体の集合」と同等のものである。
・目標値は、林木育種戦略の開発目標数５５０品種及び独立行政法人林木育種センターの中
期計画（Ｈ１３～Ｈ１７）の開発目標数２５０品種を達成するため、Ｈ１２年度実績の４４
品種を踏まえ線形に高めることとして設定し、目標年度の平成１６年には５２品種を開発す
ることとする。
・独立行政法人林木育種センターから各年度毎に開発した品種数について、年度末に報告を
受け実績値とする。
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③ 「実用化しうる技術」の数の割合
・対象となる「実用化しうる技術」とは、技術開発の最終年度に行われる外部専門家による
評価委員会において「実用化しうる技術」と評価された課題とする（評価は、Ａ～Ｄの４段
階で示される。Ａ：目標を十分達成、Ｂ：目標をほぼ達成、Ｃ：目標を達成できなかった、
Ｄ：目標を大きく下回った 。）
・事業の終了年度の終了評価において、全ての課題がAまたはB判定を受けることを目標と
するとの考えに立ち、平成16年度の目標値を、Ａ又はＢ判定を受けた課題数の総課題数に
対する割合（すなわち「実用化しうる技術」の数の割合）100%とする。

（算出式）
「実用化しうる技術」の数の割合

＝（A又はB判定を受けた課題数）／（終了評価を受けた課題数）×100
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政 策 手 段 シ ー ト

政 策 分 野 森林・林業に関する研究開発の推進 （１／１）

政策手段等 施 策 の 内 容 実績及びそれに対する所見
（単位：千円） （目標、サブ指標との関連）

独立行政法人森林総 森林・林業に関する総合的な 掲載論文数 ４１９本
合研究所運営費交付 試験・研究の実施。 研究員数 ４５８人
金 一人当たり論文数 ０．９１本／人

（8,797,246） （目標①）
［研究普及課］

独立行政法人森林総 上記事業を効率的に実施する 稀少鳥獣の生態把握や生息分布調
合研究所施設整備費 ための施設整備。 査手法の開発等の研究を推進するた

。補助金 めに北海道支所の鳥獣飼養場を整備
（167,597） （目標①） その他、木材から出る揮発成分の

［研究普及課］ 分析室（本所 、研究本館（九州支）
所）等を整備。

独立行政法人林木育 林木の育種事業等による優良 新品種の開発数
種センター運営費交 な種苗の確保。 ４７品種
付金

（2,014,309） （目標②）
［研究普及課］

独立行政法人林木育 上記事業を効率的に実施する 近畿、中国、四国等２１府県の新
種センター施設整備 ための施設整備。 品種の開発等を推進するために、関
費補助金 西育種場庁舎を建替え。

（132,008） （目標②）
［研究普及課］

林業生産流通総合対 新たな木材利用の技術開発の 木材成分のリグニン及びセルロー
策事業推進費補助金 推進 ス系成分の化学・生化学的利用技術
うち 目標③ 等に係る技術開発とともに、事業化（ ）
木材新規用途開発促 に向けフィージビリティースタディ
進事業費及び木材利 等を実施した。
用革新的技術開発促 また、民間企業等に対する公募方
進事業費 式により、木材利用の推進に関する

（197,620） 革新的な新技術・新製品の開発を実
［研究普及課・木材 施した。
課］

農林水産試験研究費 独立行政法人の研究成果を活 木質バイオマスによるガス化・油
補助金 用した木材産業に関する技術開 化等の新燃料製造・利用技術の開発
うち農林水産業・食 発 や、廃棄時に分別リサイクルを容易
品産業等先端産業技 にするための分離型接着剤等の開発
術開発事業費補助金 目標③ 及び野外の厳しい条件下で環境への（ ）

（60,524） 負荷が少なく木材の長期利用を図る
研究普及課･木材課 ための木材保存処理等に関する技術［ ］

開発を実施した。



8-3- 11

参考

平成１５年度における成果の例

実行課題名 研究目標 成果の概要 成果の意義

森林群落の多様性 森林動態データベ 森林総合研究所が設定し、調査を 公開後約３ヶ月で約 の2500
評価のためのモニ ースを完成させ、 継続している カ所の天然林試験 アクセスがあり、ドイツな8
タリング手法の開 公開する。公開後 地の成木、稚樹、実生のデ－タを どからデ－タの利用申請が

発と森林動態デー も引き続き、各試 搭載した森林動態データベースを あったことから、森林研究

タベースの確立 験地でモニタリン 年 月に公開した。 情報の有効利用や成果の活2003 10
。グデータを採取 用を促進することができる

し、データベース

の充実を図る。

斜面災害の予測技 地形・地質 植生 山地流域を対象に、豪雨によって リアルタイムで表層崩壊危、 、

術の開発 短期降雨予測デー 表層崩壊が発生する可能性のある 険地を抽出することが可能

タ等を入力し、ハ 危険地を予測し、その地域を地図 になり、豪雨時の警戒避難

ザードマップをリ 上に表示するモデルを開発した。 対策や山地災害危険地区の

アルタイムで計算 このモデルにレーダーアメダス ハザードマップの作成など

・表示する表層崩 による降雨予測データを入力する 治山事業に広く活用するこ

壊予測モデルを開 ことによりリアルタイムで表層崩 とができる。

発する。 壊危険地を抽出することが可能に

なった。

機械化作業に適応 従来の木製擁壁は、半径の小さな 施工性のよい木製擁壁を林控え材の配置密度

した路網整備と環 曲線部、勾配変化のある箇所に設 道等の作設現場へ提供するが高い擁壁を作設

境に配慮した計画 置する場合には施工現場での部材 ことができ、今後の普及がし、安定性の解析

・施工法の開発 の加工が必要であったが、本擁壁 期待できる。を行う。

は半径の小さな曲線部、地盤の変

化に柔軟に対応することができ

る。特に地形の変化の大きい山岳

地域において施工性が優れ、実用

性が高いものである

クリーンなエネルギーとして液化、超臨界流体 超臨界水及び亜臨 触媒や特別な前処理を必要とせ

多 バイオエタノールが注目され処理等によるリサ 界水処理による ず、水のみで木材を高速に加水分

糖類の高収率化を ている。その原料となる糖類イクル技術の開発 解することの出来る超臨界水及び

図り、プラント化 の生成には従来から種々検討亜臨界水に注目し、木質バイオマ

のためのデータを されたが種々の問題があっスからエタノールの原料となるセ

収集する。 た。超臨界水及び亞臨界水処ロオリゴ糖やグルコースなどの糖

理では、高温の水のみ使用し類を超臨界水及び亞臨界水で大量

短時間処理で針葉樹も７０％・高効率生産するためのプラント

糖化が可能であることを示し化技術を開発した。

優位性を示した。

形態形成等成長・ 細胞の増殖や分化 細胞増殖因子ファイトスルフォカ 組換えスギの作出の基盤技

分化の特性解明と に関連する遺伝子 イン（ ）遺伝子を裸子植物と 術の一つを確立した。PSK
関連遺伝子の単離 の単離を進め、そ しては初めてスギから単離した。

及び機能解明 れら遺伝子の発現 スギの培養細胞に を添加するPSK
様式を解明する。 ことにより不定胚誘導効率を従来

の 倍以上に高め、同時に不定10
胚を正常なスギ幼植物体に分化さ

せることに成功した。
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高度に人工林化さ 森林生物の代表的 四万十川流域の各種森林でアリ類 天然林で特異的に棲息して

れた河川源流域に な分類群に関し の種組成を調査したところ、針葉 いるアリを指標としてみた

40 70おける地域森林資 て、森林タイプ、 樹人工林はもとより、伐採後 場合 天然林伐採の影響が、

源の実態解明 環境要因等と生息 ～ 年経過した二次林において 年にも及ぶなど、生物多様70
種との関係解析の も天然林での特異棲息種を確認す 性を考慮した持続可能な森

ため種組成を調査 ることができなかった。 林管理行政に活用できる成

・解析する。 果である。

森林土壌における 森林土壌の炭素吸 全国規模で行われた森林土壌調査 研究成果が海外の学術雑誌

有機物の蓄積及び 収量評価モデルの 記録と国土数値情報から推定した に掲載され、日本の森林土

変動過程の解明 開発のため、デフ 土壌タイプの分布面積から、日本 壌における炭素貯留量に関

ォルト値を用いて の森林土壌に貯留する有機炭素は する推定値が国際的に認め

。気候変動枠組み条 深さ までに 、そのうち られたところに意義がある1m 4.57Gt
約の方法に基づい の約半分は深さ までに存在 今後、この研究成果で公表30cm
て日本の炭素変動 していると見積もられ、表土の保 された森林土壌の炭素貯留

を評価する。 全は温暖化防止の観点からも重要 量に関する数値は日本の基

であることを示した。 準値（デフォルト）として

国際討議の場において活用

できる。

キノコの子実体形 エノキタケ廃菌床 成果は「食用きのこ子実体エノキタケの廃菌床をメタノール

成機構の解明 の抽出画分を用い 形成促進物質、その抽出方抽出して４つの画分に分画し、BTB
栽培試験を行い、 法及び食用きのこの菌床栽脱色アッセイにより、劣化株の子

子実体形成の効果 培方法」として特許出願さ実体形成を促進する成分が含まれ

を判別する。 れ、廃菌床の再利用に向ける画分を同定した。脱色度を向上

。させた画分を栽培試験に供した結 て道を拓いた点意義がある

果、 ％添加で子実体の増収及0.05
び品質向上が確認できた。
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森林・林業に関する研究開発の推進政策分野：Ⅲ－８－（３）

課 題 目 標 主要政策手段

独立行政法人森林総合研究所運営費交付金
森林・林業・木材産業分野の 独立行政法人森林総合研究所施設整備費補助金森林の多面的
研究・技術開発戦略機能の発揮
（平成１３年度～２２年度） 林業生産流通総合対策事業推進費補助金

木材新規用途開発促進事業費及び木材利用
革新的技術開発促進事業費

農林水産試験研究費補助金
農林水産業・食品産業等先端産業技術開発
事業費補助金

林業の持続的
かつ健全な発展

林木育種戦略
独立行政法人林木育種センター運営費交付金新品種の開発目標数
独立行政法人林木育種センター施設整備費補助金５５０品種

林産物の供給及び （平成１３年度～２２年度
※ 独立行政法人林木育種センター中期計画利用の確保 までの合計）

（平成１３年度～平成１７年度）

新品種の開発目標数 ２５０品種


