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Ⅰ 調査の目的及び方法

１ 調査の目的

本調査の目的は、下記のとおりである。

林野公共事業の実施に当たっては、事業の実施により期待できる森林の多面的機能の高度

発揮といった効果を指標化し、国民に分かりやすく示す必要がある。この多面的機能について は、

これまでも様々な角度から調査・研究が行われてきているところであるが、戦後造成した人工林が本

格的な利用期を迎える一方、生物多様性の保全への期待の高まりがあるほか、さらに東 日本大震

災の発生や豪雨災害の頻度の増加等、森林を取り巻く環境も変化しているところである。

本調査では、これらの変化に対応するため、林野公共事業の実施による効果と関連の深い森

林の多面的機能についての最新の知見・研究成果を調査・分析等し、森林整備保全事業計画の

成果指標の改善等に反映させることを目的とする。

（「平成26年度森林整備保全事業推進調査」仕様書 林野庁 より）

森林整備保全事業計画（平成26年５月30日閣議決定）においては、事業の実施による成果を表す

８個の成果指標を設定しており、上記調査目的に沿って、下記のように調査を実施することとした。

（１）現行の成果指標の改善等の検討

１）現行の成果指標の検証等

他の公共事業長期計画の策定における考え方、設定手法等を調査・分析し、①事業と目指すべき

成果との関連性、②国民への分かりやすさ、③指標の算定の簡便性の観点からの検証を行うととも

に、直近の公共事業関連施策の動向について調査・整理する。

２）森林の多面的機能についての最新の知見・研究成果の収集・整理・分析

①水源涵養機能、②山地災害防止機能／土壌保全機能、③快適環境形成機能、④生物多様性

保全機能等の４種類の機能毎に近年の学術文献等を検索・収集し、文献リストを作成し、森林整備保

全事業との関連性の観点から、数文献を選択し要約リストを作成する。

３）現行の成果指標の改善等の検討

森林の多面的機能評価と森林整備事業との関連性に関する過去の調査報告書等を参考に、現行

成果指標の改善案等について検討する。

（２）森林生態系多様性基礎調査データの成果指標の改善等への活用手法の検討

１）基礎調査データと林野公共事業の実施による効果の関連性の分析等

基礎調査データの第1期、第2期、第3期について、林野公共事業と関連すると考えられる項目につ

いて集計し、変化状況を分析・整理する。

２）基礎調査データの成果指標の改善等への活用手法案の作成

上記分析結果について成果指標の改善等への活用案、傍証方法等について検討作成する。

３）基礎調査データの経年変化分析等の必要性の検討

調査プロット毎の変化状況を集計し、経年変化状況の把握方法について検討し、経年変化分析の

必要性等を検討する。
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２ 調査の方法

２－１ 調査検討委員会の設置

本調査の実施に当たって、下記の検討委員による検討委員会を設置した。

検討委員会委員（○印：座長）

植木 達人 信州大学農学部教授

五味 高志 東京農工大学農学研究院准教授

権田 豊 新潟大学農学部准教授

田中万里子 東京経済大学、東京農業大学 講師

○土屋 俊幸 東京農工大学農学研究院教授

林野庁

桂川 裕樹 計画課 課長

齋藤 健一 計画課 課長補佐（企画班担当）

本多 孝行 計画課 調整係長

事務局

山縣 光晶 一般財団法人 林業経済研究所 所長

水村 隆 一般財団法人 林業経済研究所 研究員

茂木もも子 一般財団法人 林業経済研究所 調査員

杉山 沙織 一般財団法人 林業経済研究所 調査員

古舘 仁 一般財団法人 林業経済研究所 事務職員

２－２ 検討委員会の開催

検討委員会は、下記のように3回開催した。

（１）第1回検討委員会

平成26年9月18日

日本治山治水協会 中会議室

時間 13時30分～16時

議事： （１）森林整備保全事業計画の概要について

（２）森林整備保全事業計画の「成果指標」について

（３）林野公共事業の概要について

（４）調査の進め方等について

（２）第2回検討委員会

平成26年12月19日

日本治山治水協会 中会議室

時間 13時30分～16時30分

議事： 平成26年度森林整備保全事業推進調査報告書素案について
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（３）第3回検討委員会

平成27年2月9日

日本治山治水協会 中会議室

時間 10時～12時

議事： 平成26年度森林整備保全事業推進調査報告書案について

３ 検討委員会の検討概要

３－１ 第1回検討委員会検討内容の要旨

＜現行成果指標の改善の検討について＞

○国の直轄事業については、事業の対象等外縁がはっきりしているが、補助事業については誘導

施策なので難しさがある。

○公共事業のアウトカム指標としては、他の分野と比較して森林の指標は解りづらい。

○間伐の仕方、間伐率によって機能の発揮の程度が異なると思われる。

○新たなデータをとることはできないので、多様性基礎調査データで補足する必要がある。

＜文献リストの要約作成について＞

○海外文献についても検討する必要がある。

○地方環境税の導入が行われており、そのための調査報告等も参考になる。

＜基礎調査データの活用について＞

○研究成果は一貫したものではないので、成果指標の検討あるいは基礎調査データの分析におい

て、研究成果のこの部分の説明と一致しているという断片的なものでも良いのではないか。

３－２ 第2回検討委員会検討内容の要旨

＜現行成果指標の検証及び改善案について＞

○理想的状態で１というのはわかりやすいが、現行の成果指標は、やはりわかりにくい。

○平均林齢の上昇速度では、目標が見えてこない。

○平準化が、現実的に可能か、目標に現実性があるが等が問題。将来の状況によって平準化のあ

り方が変化する。

○平準化に100年かかるということも現実的ではないのではないか。

○輪伐期90年の法正林を仮定すると森林面積を90で割った値が毎年の造林面積となる。これを理

想的目標造林面積として、5年後の目標造林面積を設定する。仮に、森林面積の1/90を毎年造
林すれば、90年後には法正林状態となる。平準化は、造林面積が現行より多ければ年数はかか

るが現状より平準化していくことになる。したがって、造林面積を目標とすることで良いことになる。

（田中委員からの提案意見として頂いた。提案内容は要旨を第2章に掲載）

＜文献収集・整理について＞

○収集した文献の掲載誌のリストがあると解りやすい。
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○水源涵養機能では、例えば、雨水の樹冠遮断、土壌浸透、林床・樹木の蒸発散、貯留、流水等

のフローに沿って、各パートにどのような文献があるかといった整理の仕方もある。（五味委員か

らの提案フロー図について若林氏（現林野庁）の承諾を得て第2章に掲載）

○参考文献としては海外文献もあるので、今後の調査では検討の必要がある。

＜基礎調査の集計・分析について＞

○齢級毎の表示について、経年変化がわかるような工夫が必要。

○所有区分別集計等では、プロット数が少ないので信頼性が低くなるのではないか。

○土壌侵食なしが8割、9割というのはどうかと思われるので、その他の項目も含めてデータの精査

が必要ではないか。

３－３ 第3回検討委員会検討内容の要旨

＜現行成果指標の改善について＞

○森林整備による多面的機能の効果評価についての論文の要約を選定基準にする。

○論文数が多いので、水源涵養・土壌侵食機能等については、降雨のフロー、流出・蒸散過程等

に沿って整理しておくことが重要で、次年度以降の整理の方法として検討してはどうか。

○研究内容として、エビデンスとして確定しているもの（例えば実測等により確認されているもの）と、

モデル式等のように仮定によって決定している部分とがあり、論文別にエビデンスと仮定とを整理

した方が良い。

○間伐による土壌崩壊防止機能については、間伐により低下するという説と増加するという説があ

り、両者について併記する方がよい。

＜基礎調査データの活用について＞

○多面的機能評価試算の保安林について評価点を高くする必要はないと考えられる。保安林は、

森林として保全することで最低限機能を発揮するので森林整備との関連性は低い。

○保安林については、若返りの指標等でも取り扱いを検討する必要がある。

○保安林に対する考え方は重要な切り口になると考えられるので、今後の大きな調査課題である。

○経年変化については、2期毎のペアで評価する方法もある。経年変化の分析は複雑になるので

今後も検討する必要がある。

○林分の密度評価については、密度管理図も含めて検討が必要だと思われる。

○高齢林の機能評価については、今後の検討が必要である。

○森林環境教育の推進の成果目標として、観光立国等の国家目標にも照らして森林空間総合利

用についても検討が必要であり、成果指標のための調査方法等についても検討が必要である。

＜今後の調査課題について＞

○今回の議論を踏まえて、林野庁、事務局、座長により調整することで了承された。
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