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平成２４年度評価単位自己評価シート補足説明資料

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の向上に関する目標を達成するためとるべ
き措置

１ 研究開発の推進
（１）森林・林業の再生に向けた森林管理技術・作業

Ａ 地域に対応した多様な森林管理技術の開発体系と林業経営システムの開発

１．低密度LiDARのメッシュサイズはどれくらいか。

レーザーのパルス密度が 2 点／ m を、今回は用いている。2 点／ m というのは飛行機が 1 回2 2

通過して、打てるレーザーパルスの上限の値である。レーザーのパルス密度が高いほど、高解像
度になるが、これ以上の密度にするためには、飛行回数が倍以上になり、高コストとなる。

なお、LiDAR でも地形等については DSM（数値表層モデル）、DTM（数値地形モデル）を作っ
て解析をするような際にはメッシュデータとして加工されるが、2 ｍメッシュに加工して使うこ
とが多い。

２．低コスト再造林支援システムの構築においては、九州以外の地域にも同様に適用可能かど
うか、システムの汎用性も検証していく必要がある。

ご指摘の通り、九州以外の地域においても低コスト再造林を進めていくためには、それぞれの
地域で、今回開発したシステムの汎用性の検証とともに修正・拡張が必要と考えている。九州で
の成果を受けて、多雪地である東北、少雪地ではあるがヒノキやスギの実生造林地域である中国
地方や関東地方で、交付金プロジェクトを行っており、このシステムの検証と修正・拡張を行っ
ている。

３． 育林コストシミュレーションは、どのようなパラメーターをもつのか。

植林コストを予測する育林コストシミュレータのパラメータは、植林面積(ha)、植栽密度（本
／ ha）、苗の種類（裸苗、ポット苗、コンテナ苗）、苗のサイズ（大苗、普通苗）、苗の価格（円
／本）、1 回に運べる苗本数（本）、林地の傾斜、林地の土壌の掘りやすさ、下刈りの必要性、林
地残材量、労賃（円／人日）、林道から植栽場所までの距離（m）である。

また、（重点課題Ｂ）育林コストにかかわる伐出コストの見積もりに使用する主要なパラメー
タは次の 8 つである：作業機械の種類（伐木 4 機種、造材 6 機種、集材 12 機種、運搬 6 機種）、
伐採面積、立木本数密度、伐採木本数密度、平均胸高直径、平均樹高、伐採材積、傾斜。

Ｂ 国産材の安定供給のための新たな素材生産技術及び林業経営システムの開発

４． 航空機レーザ測量による路網選定において、現場の微地形との乖離はどの程度に抑えら
れるのか。

高精度 DEM（数値標高モデル）に 0.5 ｍ程度の誤差があることから、路線設計支援ソフトウェ
アが推定する路線にも、それに起因する誤差が生じていると考えている。今後、実例について、
ソフトウェアの見積もり精度を検証して参りたい。
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５． 重点課題Ｂの研究成果の公表を進めてほしい。

4 月以降 7 月 12 日現在で 3 論文が受理されており、引き続き、査読誌公表に努めて参りたい。

（２）林業の再生に対応した木材及び木質資源の利用促進技術の開発
Ｃ 木材の需要拡大に向けた利用促進に係る技術の開発

６． 当該業務の実績が、住宅・公共建築物等の木造・木質化の推進に繋がることを期待する。

放射線やアルデヒド類等の木材の安全性に関する研究については情報公開を積極的に行ってい
くとともに、高剛性床・壁等の新規木材の開発・利用研究については、JAS 規格化や製造・利用
マニュアル等に反映することにより実用化を加速し、住宅・公共建築物の木造・木質化に繋げて
参りたい。

Ｄ 新規需要の獲得に向けた木質バイオマスの総合利用技術の開発

７． エタノール製造のランニングコストが目標の 100 円を割ったことをふまえて、リグニン
の高付加価値マテリアルと結合させたシステムの検討が期待される。

自伐林家向けの林地残材収集システムは、今後の普及の拡大が期待される。

ご指摘の方向に向けて、エタノール製造工程で出てくるアルカリリグニンからセメント混和剤や
炭素繊維等のバイオリファイナリーによる高付加価値製品の製造技術に関する研究を行って参りた
い。

四国地域の産学官連携の中で研究を行っており、運搬方法と収益性との関係を示しながら、自伐
林家向けの林地残材収集システムの普及に協力していく。

８． 集材のための林道、作業道の開設費用もコスト計算に含まれているか。
枝条の持ち出しは物質循環面から問題はないのか。

林道、作業道の開設費用はコスト計算には含まれていない。
幹材のみの収穫に比べて、枝条まで収穫する全木集材は林地から持ち出される窒素やカルシウ

ムなどの主要な養分量が 2 倍程度に増加するデータがある。枝条等を含む強度の収穫は物質循環
や林地生産力、土壌の炭素蓄積にも影響を及ぼす可能性があるので、今後の更なる研究の継続が
必要である。

９． 放射性物質を含む枝条・リターのペレット成型による減容化等、新たに発生した業務に
取り組んでいることが評価できるが、スギ材を混合することにより放射性セシウム濃度を
希釈することは減容化と逆の方向ではないか。

ご指摘のように、今後の推進が重要と考える。ペレット化により枝条やリターは 1/15 程度にま
で減容化できるが、濃縮により放射線量が増加するため焼却処理等での域外への移動が困難とな
る。そのため、減容化した枝条等を運搬、移動する場合には放射線量を基準値以下にするため希
釈が必要となる。また、スギ材を希釈することにより枝条のみの場合よりペレットの成形性が向
上する。移動に問題が無い場合は混合希釈は行わない。



3

10． バイオエタノール製造実証プラントのプロジェクトが終了したようであるが、これに代
わるバイオマスの総合利用システムの新たな研究開発プロジェクトを構築し、中期計画の
達成に向けてさらなる研究を推進していただきたい。

エタノール製造コストをトータルで低減するために、エタノール製造工程で産出されるアルカ
リリグニンの高付加価値製品化のプロジェクトを行っている。また、固定買い取り制度による流
通システムの評価や効率的バイオマスの収集・運搬・破砕技術等の研究は交付金プロで対応して
おり、また半炭化ペレット化技術による地域熱エネルギー供給システムやバイオマスの収穫によ
る林地や物質循環への影響等に関する研究のプロジェクト化を検討している。

11． 重点課題Ｄの研究成果の公表を進めてほしい。

バイオマス研究の成果については学術誌等への発表と共に、行政や林家、企業等の実際にバイ
オマス利用に関係する方々に対してバイオマスエキスポ展や各種シンポジウム等で積極的な発表
を行っている。今後プロジェクト課題等が順次終了するので、査読誌の公表に努めて参りたい。

（３）地球温暖化の防止、水源の涵(かん)養、国土の保全、生物多様性の保全等の森林の機能
発揮に向けた研究

Ｅ 森林への温暖化影響評価の高度化と適応及び緩和技術の開発

12． 蓄積に関しては、多様なモデルの検討、データの公開などを行い、所外の多くの研究者
との共同解析を期待する。

熱帯天然林の森林生態系を対象とした炭素蓄積量の評価と分析については、環境省からもその
成果を高く評価いただき、来年度からの後継プロジェクトの獲得に成功した。後継プロジェクト
においては、国際農林水産業研究センター（JIRCAS）と共同して実施し、天然林だけではなく施
業林も含む多様な森林を包含した東アジアの森林動態観測ネットワーク構築と炭素収支測定手法
の高度化を目標としている。その中で、ご指摘の多様なモデルの検討、データの公開、所外研究
者との共同解析を進めて参りたい。

13． 森林土壌炭素蓄積量調査、北方系落葉広葉樹の光合成特性の測定、熱帯林の炭素蓄積の
調査、衛星LiDARと高分解能衛星による広域の森林炭素蓄積の推定法の開発、REDD+に関す
る調査技術解説書の刊行等、優れた成果が得られているが、中期計画を大幅に上回り業務
が進捗したとまでは言えない。

森林土壌炭素蓄積量調査においては、全国的な森林土壌のモニタリング調査を自ら設計・運営
し、我が国で初めての系統的調査による土壌炭素量を推定するとともに、その変化や地域特性な
どを実証的に分析した。さらに、京都議定書報告で用いられているセンチュリーモデルの適切性
を実証した。このように、年度計画に沿った成果を得るばかりでなく、計画を超える成果をも得
た。

また、REDD+についても、年度計画に沿って日本版ガイドラインを作成しただけではなく、そ
の開発過程において官民が参加するワークショップを 2 回開催し、REDD+に関わるコミュニティ
ー形成にも貢献した。また、REDD-plus Cookbook（日・英版）を前倒しで開発し、これまでの成
果を取りまとめて、森林総研として考える REDD+のためのモニタリング技術を示した。これは高
いレベルでの世界・社会への貢献と考えている。これらの成果は COP サイドイベント等で発表し、
すでに世界から高い評価を得ている。25 年 6 月の国際交渉 SBSTA では、豪州政府主催のサイド
イベントにおいて、優良な解説書として REDD-plus Cookbook が紹介された。JICA では各地の
REDD+プロジェクトでの利用を推奨している。このように、年度計画を高く超える成果を得た。

これらのように、年度計画以上の成果を掲げ、中期計画の進捗を大幅に高めたと考えている。
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14． 社会からの要求レベルと研究所の目標レベルが対応しているのか。出来ることをやるこ
とはもちろんであるが、国として対外的に戦うためのデータをトップダウンで揃えるべき
ではないか。

ご指摘の通り、重点課題 E が対象とする地球温暖化問題では、社会の要求が研究の目標のレベ
ルを超えるということが生じている。本年度の成果の一つである森林土壌炭素の問題は、京都議
定書が要求した土壌炭素変化量という、それまで研究としても途上であった要素を扱っており、
社会の要求が研究を上回ったものと言える。そのため、林野庁と全国的な系統的調査の必要性を
共有するに至り、このような調査事業が開始されたという経緯がある。これこそ、ご指摘いただ
いた、国として対外的に戦うためのデータをトップダウンで揃えることの事例かと考える。

同様なことは過去にもあり、林野庁からのトップダウンにより、森林による炭素吸収量推定手
法の開発を受託・実施した。その際に開発した手法や国家森林資源データベースは、毎年の京都
議定書報告に利用されている。

今後も、社会の要請を的確に捉え、研究所の目標と齟齬が生じることのないように、また適切
な目標を掲げられるように、林野庁と適切に協議、情報交換を実施して参りたい。また、同時に
サイエンスとしての透明性、客観性も両立して参りたい。

15． 重点課題Ｅの研究成果の公表を進めてほしい。

重点課題 E は地球温暖化問題を取り上げており、社会からの注目、要請が高いことから、研究
成果の公表についても重視している。ご指摘の通り、さらに研究成果の公表を進めていきたいと
考えている。

Ｆ 気候変動に対応した水資源保全と山地災害防止技術の開発

16． 水源・山地の保全に関わる生態系レジリエンスのさらなる研究が必要である。

水源・山地の保全に関わる生態系の回復については、保全の内容やスケールによって研究方法
が異なるとともに、生態学や生物学の研究者と協力しながら計画的に取り組んでいく必要がある。
水源関係では、23 年度までに窒素飽和現象で一定の成果を示し、24 年度は間伐の水収支への影響
を評価した。山地保全では崩壊地や火山の降灰地の植生回復などに取り組んでまいったが、いず
れも生物の反応である生態系の回復が水文過程の変化や災害復旧に関わっている。ご教示いただ
いた生態系レジリエンスの重要性は認識しており、今後、その方向の研究も発展させて参りたい。

17． 森林に入った放射性セシウムは土壌表層に集中し、渓流へ出ないとすれば、樹木に吸収
されて系内で循環しているのか。

チェルノブイリの事故影響の研究によると、放射性セシウムの大部分は土壌に固定される一方、
一部は樹木に吸収され生態系内を循環すると考えられている。ただし、樹木の種類や土壌条件な
どで吸収する割合や循環は大きく異なることが知られているので、わが国の主要な樹種における
セシウムの移行・吸収特性や土壌によるセシウム固定の解明や数値モデルを利用した将来予測な
どが重要であり、今後、これらの研究に取り組んで参りたい。

18． 多くの成果を上げたことを評価するが、概ね年度計画に沿ったものと考えられるので、a
評価が妥当ではないか。

放射能の追加調査や緊急対応も並行して進める必要があったため、年度計画の目標達成にはこ
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れまで以上に計画的な人材の活用や効率的な課題運営に努めて対応してまいった。その中で、社
会的なニーズを意識した成果の取りまとめの重要性も強く認識した。このため、安全安心につな
がる成果の公表を行うとともに、現場に近い技術開発やまとめ方を工夫して、手引書や過去の航
空写真の活用など現場への技術移転につなげた。結果だけでなく、社会への貢献等成果の内容と
して当初の計画を上回ったと判断した。

Ｇ 森林の生物多様性の保全と評価・管理・利用技術の開発

19． スギ花粉飛散を制御するための散布液の開発などに期待する。

スギの雄花を人為的に枯死させて花粉の飛散を抑える花粉飛散防止剤は開発されたが、実際に
花粉飛散防止剤をスギ林に散布する場合には、農薬登録のための申請及び審査が必要である。今
後は、農薬登録の取得を目指して、薬効試験（散布液が実際に野外で効き目があるかの検証）、
環境影響調査（野外における他植物類、昆虫類、土壌、地下水等への影響）、及びバイオアッセ
イ試験（ヒトや動物への影響、魚類への影響等）を行い、実用化にむけて、研究を推進していく
所存である。

20． 「生物多様性を保全するための森林管理・利用技術の開発」に関しては、研究の速度が
低下しているという印象を受ける。中期計画の達成に向けてさらなる研究を推進していた
だきたい。

今年度の成果は、膨大なデータの解析に基づき作成されたもので、本格的な成果である。
この成果は、森林総合研究所「樹木データベース」で公開するとともに、平成 24 年 3 月に林
野庁から公表された「天然更新完了基準書作成の手引き（解説編）」に引用され、全国自治体
における天然更新完了基準の作成に反映されており、実社会への貢献という点でも年度計画
は順調に進捗している。ご指摘のようなことのないよう、さらに、中期計画の達成に向けて、
適切な進行管理に努めて参りたい。

（４）林木の新品種の開発と森林の生物機能の高度利用に向けた研究
Ｈ 高速育種等による林木の新品種の開発

21． 松枯れ被害でマツ林が減少する中、抵抗性品種の普及によるマツ林の再生を進めてほし
い。

抵抗性品種の平成 23 年度の全国における普及状況は、山行き苗木に占める抵抗性苗木の割合に
おいて、アカマツで 78 ％（328 千本）、クロマツで 46 ％（378 千本）を占めるに至っている。

今後も抵抗性採種園造成のための都道府県への原種配布や採種園造成のための技術指導を進め
るとともに、抵抗性品種同士の交配により抵抗性を高めた第２世代抵抗性品種を含めた抵抗性品
種の開発を進め、抵抗性品種の普及率の向上に努めて参りたい。

22． 研究成果は公表していかなければ何の価値もないのではないか? 自己評価がaというの
は、それなりに成果が上がったからではないのか？特にH1 は 10.9 人投入で、研究発表 2、
口頭発表 12 しかない。予算に対する論文数が少なすぎる。

重点課題Ｈのうち、指標Ｈ１「林業再生と国土・環境保全に資する品種の開発」については、
新品種の開発とエリートツリーの開発に向けた選抜等、主として育種部門の研究の出口である新
品種開発の規模が目標で、目標達成のための業務の主体は品種等の評価であることから、業務の
性格が他の指標とは異なっている。このため、結果として論文数が少なくなっている。

新品種の開発に係る研究は、主として指標Ｈ２「林木育種の高速化及び多様なニーズに対応す
るための育種技術の開発」で行われおり、論文数も多い。
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なお、指標Ｈ１の自己評価については、平成 24 年度は、目標数 45 品種を上回る 49 品種を開発
し、エリートツリーについては、多数の候補木を選抜し、エリートツリーの開発を行ったことか
ら、ａ評価と自己評価をさせていただいたところ。

また、指標Ｈ１の予算の主たる使途は、品種やエリートツリーの評価を行うための経費である。
しかし、開発品種の普及等に係る技術開発も必要であることから、規模的には小さいが研究開発
も行われている。この結果が、研究論文数 2、口頭発表 12 となっている。

開発品種の評価については、平成 25 年度の評価の対象ではあるが、指標Ｈ１で開発されたエリ
ートツリーに対する政府の評価は高く、本年 5 月に「間伐等の実施の促進に関する特別措置法」
が改正された際に、エリートツリー等の成長特性の特に優れた種苗の増殖を支援する措置が新設
された。

23． 林業再生と国土・環境保全に資する品種の開発に関しては、開発した品種の数だけでな
く、「林業の再生と国土・環境保全」という目的に対してどのような道筋が見えたのかを、
新品種の成長、材質、環境耐性、耐病性等を踏まえて示す必要がある。

例えば、環境保全に資する品種の開発として、マツノザイセンチュウ抵抗性品種の第 2 世代品
種の開発を進める中で、いずれも、第 1 世代の抵抗性品種に比べて高い抵抗性を示していること
が確認できたことにより、引き続き、被害が大きい九州育種基本区において、抵抗性が高い第 2
世代品種の開発を進めることで、第 2 世代採種園の造成と高い抵抗性を有する種苗の生産・普及
が可能となり、マツの被害の軽減を図ることができるとの道筋を確認できたところ。

また、林業の再生に資する品種の開発として、初期成長に優れた品種を開発し、初期成長が早
いことで下刈りの軽減に繋がり、林業経営の改善に向けた道筋を見いだした。

24． 全体として、林業の再生と国土・環境保全に資する品種の開発という中期計画が達成さ
れるのかが見えなくなっている。今後の研究の加速が望まれる。

品種開発数の 5 カ年の目標は 250 品種であるが、年度ごとの目標数については、品種開発のた
めのデータの蓄積等のタイミング等を踏まえつつも、23 年度から 25 年度まで 40 品種、45 品種、50
品種と徐々に増加しており、23 年度と 24 年度の品種開発数については 44 品種、49 品種と、それ
ぞれ目標数を上回っている。今後は、品種開発のための技術開発やデータの蓄積が一層充実して、
品種開発は加速するものと考えており、引き続きマツノザイセンチュウ抵抗性品種等の開発を進
めるとともに、幹重量の大きい品種、初期成長の優れた第 2 世代品種、初期成長に優れた無花粉
スギ品種等の品種開発を進めることにより、5 カ年目標の達成は十分可能と考えている。

また、品種開発に必要な技術開発に係る研究については、例えば、ヒノキ、カラマツの幹重量
の大きい品種の開発のため、実生後代のデータから特定の系統の評価を行う技術の開発が必要と
なっており、早期の成果が得られるよう努力して参りたい。

なお、平成 24 年度より農林水産技術会議の委託プロジェクト（「新世代林業種苗を短期間で作
出する技術の開発」）の資金を得て、研究予算、研究施設等の研究実施体制の大幅な充実が図ら
れており、DNA 情報を基盤とした品種開発に関する研究が、今後の品種開発を加速させるものと
考えている。

Ｉ 森林遺伝資源を活用した生物機能の解明と利用技術の開発

25．サクラの統合的データベースを、より充実されることを期待する。

サクラの統合データベースについては、今後も公開情報とその使いやすさを改善して参りたい。
また、専門家向けのデータベースに加えて、一般向けとなる解説冊子については、収録する系統
数と解説文をより充実させた冊子を作成して参りたい。
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26． 栽培きのこ類への放射性セシウムの移行低減技術開発は生産者の意欲回復に繋がるので、
プルシアンブルー以外での低減技術の開発も期待する。

プルシアンブルーを用いた移行低減技術については、そのマニュアルを関東中部ブロックの特
産部会等で配布・解説し、普及に努めた。また、林野庁「特用林産物安全供給推進事業」の中で
「きのこ原木等の放射性物質調査に係わる検討委員会」に参画し、水による高圧洗浄など各種の
低減技術の効果について検討を進めている。

27． 遺伝子組換えによるスギ雄性不稔化技術を、スギ花粉抑制対策にどのような形でつなげ
ていくのか。

今後は、温室（特定網室）で成長特性を調べ、組換えスギに導入した雄性不稔化ベクターが成
長に悪影響を及ぼさないことを検証する。中期的には、隔離ほ場で野外環境における組換えスギ
の生物多様性影響評価を行う。長期的には、遺伝子組換えによるスギ雄性不稔化技術を用い、森
林所有者等に受け入れられ、地域に馴染んだ精英樹を対象に無花粉化した花粉症対策品種の効率
的な開発に活用して参りたい。

28．具体的指標自己評価シートの評価結果と評価単位自己評価シートの評定とが異なっている。

重点課題の自己評価（評価単位自己評価シートの評定）については、外部評価委員による評価
結果を参考に独立行政法人森林総合研究所の業務の実績に関する評価基準に従い、研究推進評価
会議及び理事会の議を経て理事長が確定する事になっている。そのため、具体的指標自己評価シ
ートの評価結果がそのまま重点課題の自己評価とはならない。

（５）研究基盤となる情報の収集・整備・活用の推進

29． 新たに得られた情報として土壌・フラックス関係など開示されていないデータがあるの
で早急の対応を期待する。

土壌部門のデータベースのうち、基盤事業では森林降水渓流水質データベースを運用している。
本データベースは、同様のシステムである他独法のデータベース・サイトが不正アクセスを受け、
内容を改ざんされたことから、現在運用を休止している。情報セキュリティーの向上を図るため
の対策を、現在検討している。

フラックス・データの公開については、現在、基盤事業で実施していない。
フラックス・データについては、FFPRI FluxNet データベースとして重点課題 E 及び F のプロジ

ェクト課題において運用している。本データベースの利用の際には申請が必要であるが、研究利
用の目的の場合には、ほぼ例外なく提供されている。フラックス観測は秒以下の間隔で計測する
ため、観測後の生データは膨大となる。これに対して、較正と扱いやすい時間間隔とするための
二次加工、さらには数年間のデータセットを用いて精度を向上させるための三次加工が必要であ
ることから、公表に至るまでの準備段階で数年を要する。これらのデータ整理が済み次第、順次
公開を行って参りたい。

なお、基盤事業として収集したデータにつきましては、これからも迅速なデータ公表に向けて
努力して参りたい。
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２ 水源林造成事業等の推進
（１）水源林造成事業

ア 事業の重点化の実施

30．重点化する条件は研究成果をフィードバックさせ、定期的な見直しを行って欲しい。

事業の重点化については、農林水産大臣が策定した中期目標に基づき、中期計画及び年度計画
において事業対象箇所を限定することとして実施している。

今後とも、一層効果的な事業の推進に向けて、社会経済情勢の変化や研究成果等を踏まえ、必
要であれば中期計画の策定ごと（5 年ごと）に見直しを検討して参りたい。

イ 事業の実施手法の高度化のための措置

31． ヒノキのさし木は芯腐れが生じやすく、九州などでは失敗が多いと聞くので、精英樹と
いえども慎重を期されたい。

ヒノキの挿し木苗については、試験的に植栽した事例があり、まだ間伐期に達していないが、
現在のところ順調に成長しているところである。

また、ヒノキ精英樹の挿し木苗の植栽については、下刈回数の低減など事業コスト削減の可能
性の検討に向けて、平成 24 年度に林木育種センターと連携して試行的に約 700 本植栽したところ
であり、今後、成長量、形質及び気象害や病害等の被害状況などを継続的に調査することとして
いる。

なお、ヒノキの挿し木苗を本格的に導入する場合には、研究部門からの指導、助言を得つつ取
り組んで参りたい。

32． 長伐期化・複層林化への変更の判断基準はどのようなものですか。

森林農地整備センターでは、平成 19 年度に策定された独立行政法人整理合理化計画等を踏まえ、
平成 19 年度以前に契約した全契約地を対象として、主伐期に達する箇所から順次、長伐期化又は
複層林化への変更を進めている。

このうち、複層林については、特に複層林に誘導する必要があるダム、簡易水道等に近接する
水土保全上重要な森林、景観の保全が求められている森林等を優先し、おおむね 5 ヘクタール以
上のものについて実施することとしている。

33． 技術検討会は事務所単位あるいは複数の事務所が連携して主催するなどきめ細かく実施
し、地元における森林整備技術の普及に努められたい。

検討会の実施に当たっては、年ごと又は項目ごとに整備局内で開催場所を変えるなどして、同
じ地域に偏ることのないよう工夫をしているところである。

今後、各地域から多くの参加者が得られるよう実施方法等を工夫し、一層効果的な実施ととも
に、森林整備技術の普及に努めて参りたい。
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ウ 事業内容等の広報推進

34． 水源林整備事業の紹介(水源涵養機能の説明も含めて)のDVDを作成し、PRしてはどうでし
ょうか。

水源林造成事業については、ホームページ、パンフレット、広報誌、シンポジウムなどにより、
その効果の PR に努めているところであり、今後とも広報の一層の推進に向けて工夫、検討して
参りたい。

（２）特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業
ア 計画的で的確な事業の実施

35． 農用地総合整備事業が終了し、地域の農業振興や活性化に貢献したとの事。有意義な事
業だったと思われますが、今後、これに代わる事業はないのでしょうか。

農用地の区画整理等を行うことのできる事業として、大規模なものであれば「国営農地再編整
備事業」、都道府県又は市町村が実施するものであれば「農業基盤整備促進事業」、「農山漁村地
域整備交付金事業」などがある。事業採択要件や国庫補助率等、詳細な部分での違いはあるもの
の、区画整理や農業用用排水施設整備、農業用道路等の基盤整備を行うことができる。

36． 農用地総合整備事業が長年の事業継続によって多大の事業実績を残してきたであろうが、
今の時代から振り返ると、コスト・ベネフィットの観点から歴史的に総括することも必要
なのではないだろうか。

実施した事業については、事業完了年度から５年経過後に農林水産省と連携して事後評価を行
うこととしている。その中で、農業生産や地域社会などに対する事業実施の効果について、外部
の有識者から意見を聞いて評価を行うとともに、費用対効果分析も合わせて実施し、B/C を確認
しているところである。

これまで 13 区域で事後評価を行い、各区域で事業の効果が発現し、農業はもとより地域の振興
に大きく貢献しているとの評価を受けている。今後は残り７区域について事後評価を行い、各区
域における効果を検証していく。

なお、平成 25 年 3 月に「農用地総合整備事業のあゆみ」と題した冊子を作成し、農用地総合整
備事業の総括を行ったところである。

イ 事業の実施手法の高度化のための措置

37． 新技術・新工法の採用で、メタルロード工法とプレキャストガードレール基礎工法を採
用していますが、その後の検証はされていますか。他に実施例はありますか

メタルロ－ド工法やプレキャストガ－ドレ－ル基礎工法については、農用地総合整備事業美濃
東部区域においても使用実績があり既に供用されているが、従来工法と同等の機能は確保されて
いる。また、これらの工法は国土交通省の道路工事においても実施例がある。

38． ガードレールの間伐材利用の実現性は如何だろうか。

間伐材を利用したガ－ドレ－ルは、NETIS（国土交通省の「新技術情報提供システム」）に登録
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されている新技術・新工法であり、「防護柵の設置基準・同解説（平成 20 年 1 月）」に定められた
性能要求を満たすことが確認されているが、平成 25 年度完了予定の邑智西部区域の農林業用道路
においては、コストの面から採用していない。

ウ 事業実施コストの構造改善

39． 民間技術の活用で、メタルロード工法を採用していますが、その後の検証はされていま
すか。他にもコスト的に優位な実施例は多いのでしょうか。

メタルロ－ド工法については、急傾斜地での施工において、農用地総合整備事業美濃東部区域
で使用実績があり既に供用されているが、従来工法と同等の機能は確保しつつ、コストの低減が
図られている。この工法は国土交通省の道路工事においても実施例がある。

また、その他プレキャストガードレール基礎工法等の実施例がある。

40． 農林業用道路の縦断勾配を７％から９％に変更したということだが、そのことが安全性
にどの程度影響を与えるのだろうか。

農林業用道路の縦断勾配は、「道路構造令（平成 15 年 7 月 24 日政令第 321 号）」に準拠して制
定した「農林業用道路構造規程（平成 20 年 4 月森林総合研究所森林農地整備センタ－）」に基づ
く特例値を用いて設計しており、安全性に影響を与えることはない。（具体的には、設計速度 40km/h
の場合 大縦断勾配 7 ％であるが、連続 300m 以内であれば特例値の 9 ％が適用可能とされてお
り、その範囲内で設計している）

３ 行政機関、他の研究機関等との連携及び産学官連携・協力の強化

41． 建築研究所とCLTに関する共同研究を実施したが、今後の研究の進展を期待する。

建築研究所とは、木造住宅・建築物への木材の有効利用のため、建築研究所の研究プロジェク
ト「木造住宅の躯体の耐久性及び評価法に関する研究」（平成 22 年～）及び「中層・大規模木造
建築物の設計・評価法の開発」（平成 23 年～ 25 年）に委員として参画するとともに、共同研究「CLT
の材料性能評価に関する研究」（平成 24 年～ 26 年）を実施している。また、農林水産技術会議委
託プロ「伐採木材の高度利用技術の開発」（平成 25 年～ 29 年）を開始し、CLT を壁利用するた
めの研究課題を建築研究所が担当している。今後も建築研究所との共同研究を積極的に進め、建
築物への木材利用を実用化するための研究を進展して参りたい。

42． 他機関との研究分担が減少している原因は何か。

共同研究や分担研究の件数に関してはほぼ安定して推移しており、他機関との研究協力関係は
これまで同様に堅持されている。一方で、科研費を除いた、環境省や農林水産省の競争的資金の
獲得件数は平成 22 年度以降減少しており（評価単位自己評価シート、参考資料 2 ○競争的資金獲
得状況の推移から、平成 21 年度 32 件から平成 24 年度 13 件に減少）、その結果、外部機関への研
究委託件数が減少したものである。



11

43． 森林管理局との連携強化をしっかりと進めるべきではないか。例えば、研究成果として
再造林における伐採・地拵え・植栽の一貫作業システムによるコスト効果が示されている
のに、実際の発注方法は従来通りである。また、生態系保全センターやふれあい推進セン
ターなどの現場においても研究成果の活用を図られたい。

森林管理局での年度をまたいだ事業の発注や、伐採から植栽までを一貫した事業としての発注
などについては、今回の成果を踏まえた各森林管理局での技術開発課題の中で、柔軟な施業を行
う試みを今年度から開始したところであり、我々研究サイドも、提言を続けて参りたい。

また、赤谷ふれあい推進センターでは、広葉樹林化プロジェクトでの成果を含めた研究サイド
からの提言を委員会等で行っている。

ニホンジカによる森林被害対策を先導的に推進するため、農林水産業・食品産業科学技術研究
推進事業において得られた実験成果を静岡森林管理署において大規模実証するなど、現場におい
て研究成果の活用を図っている。

44． 地元自治体や都道府県試験研究機関との密な連携をとりつつ、引き続き、震災復興施策、
原子力災害対策にあたっての科学的根拠を与える努力を継続していただきたい。

今回の震災や原子力災害では、地元の自治体の理解や協力があって調査研究に取り組めること
を実感した。一方、放射性物質の森林内の挙動など科学的知見が不十分なことも事実である。早
期復興につながるよう、地元や関連研究機関と連携しながら、今後とも努力して参りたい。

４ 成果の公表及び普及の促進

45． 林業・林産関係国内文献データベース（FOLIS）のデータの速やかな更新を期待する。

林業・林産関係国内文献データベース（FOLIS）は、①学会誌等に掲載された論文の目次収集、
②翌年、専門家によるキーワード付与、③翌々年にかけて、データ作成・更新の作業により作成
している。FOLIS は現在、2009 年（平成 21 年）までのデータが入力され、検索可能となってい
るが、今後はデータの速やかな更新に努めて参りたい。

46． 研究者一人当たりの論文発表数は、年平均 1.0 報を上回るように努めるという指標の設
定は妥当なのか。

森林総合研究所の過去の論文発表実績を基に、中期計画Ⅰ期（平成 13 ～ 17 年度）の目標は「研
究者一人当たりの論文発表数は、年平均 0.8 報とする」として、目標をクリアーしてきた。中期
計画Ⅱ期以降は、さらに目標を上げて「研究者一人当たりの論文発表数は、年平均 1.0 報を上回
るように努力する」とし、森林総合研究所の機関目標として取り組んでいるところである。ここ
数年の結果では、平成 22 年度は 1.00 報／人、平成 23 年度は 1.01 報／人、平成 24 年度は 1.17 報
／人となり、目標を達成している。森林総合研究所は、森林・林業・木材産業に係わる研究を展
開しており、社会系、生物系、物理系及び化学系と研究分野は多岐にわたっている。したがって、
森林総合研究所には数ヶ月間でデータが取得できる実験系研究分野からフィールド研究のように
2 ～ 3 年をかけて研究データを取得する分野まで幅広く存在する。このような研究形態や研究状
況から判断して、森林総合研究所の目標として、「研究者一人当たりの論文発表数は、年平均 1.0
報を上回るように努力する」という目標設定は妥当と考えているが、常に、より高い目標を持っ
て努力しているところである。

また、研究職員個人の評価については、ただ単に、論文の「数」のみならず、原著論文、短報、
総説、学会発表、あるいは、英文か和文かなど、質的な面も含めて総合的に判断して評価を行い、
研究職員の向上に努めているところである。
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５ 専門分野を活かしたその他の社会貢献

47． 国際共同・プロジェクト件数が減少しているのはなぜか。

件数の減少は、共同・プロジェクト研究について、評価シート作成時に再調査を行い、実質的
な研究遂行状態にないものを削除したためである。

具体的には、予算化されていない二国間共同研究では、その開始あるいは延長の文書は存在し
てもその終了の処理がないものがあるため、現実的な研究の実施状況を明らかにすることを旨に、
今回の見直しを行った。

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

２ 資源の効率的利用及び充実・高度化

48． 研究職員の学位取得のための計画を考えるべきではないか。

平成 19 年 3 月策定した「人材育成プログラム―森林総合研究所における人材育成の考え方―」
において、博士号取得促進のための体制整備の一環として、学位未取得職員への取得奨励と取得
スケジュールを明確化させるため、学位取得に向けた職場環境の醸成と意欲の向上をはかる方法
・システムの構築を掲げており、それに基づいて各研究組織の状況に応じ社会人大学院入学制度
をはじめとする博士号取得に向けた諸制度を活用しながら、所全体としての学位取得率の向上を
進めてきたところであり、今後とも各研究分野の水準向上のための努力を継続して参りたい。

５ 効率的・効果的な評価の実施及び活用

49． 必ずしも人事評価に結びついた評価ではなく、表彰制度のようなものも職員のモチベー
ション向上という観点からは有効ではないか。

森林総合研究所研究職員業績評価実施要領（ 終改正 23.3.31）の「３．研究業績の部」の評価
において、成果の発表のみならず、特許の登録、品種の実施許諾、学会賞などの表彰、及び博士
号の称号等の授与によって外部からの評価が高いと認められた場合、また、同実施要領「４．内
部貢献の部」の評価において、所内の業務に対して顕著な貢献をした職員に対する表彰（理事長
賞）に関しても評価の対象とし、評価結果のランクアップ（評価者が評価を S または A にランク
アップできる特典）を行うなどして、職員のモチベーション向上に努めている。

第３ 財務内容の改善に関する事項

１ 研究開発
（２）自己収入の拡大に向けた取組

50． 外部資金獲得を推進しているが、採択が減少しているのが気になる。
政府受託が減少しているのは、なぜか。

農林水産省と環境省の競争的資金総額はここ数年減少傾向にあり、平成 24 年度は、前者の総額
は 7,859 百万円、後者の総額は 12,670 百万円であり、対前年度それぞれ 2,857 百万円、1,537 百万
円の減となっている。こうした外部資金そのものの減少が、森林総研での獲得額に直接反映した
ものと考えられる。一方、文科省の科学研究費補助金も減少傾向ではあるが総予算額が大きいた
め、平成 24 年度時点では森林総研の獲得額に大きな影響は出ていない。
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また政府受託のうち林野庁（補助金を含む）からの受託については、平成 19 ～ 23 年度「森林
整備効率化支援機械開発事業（木質バイオマス収集・運搬システムの開発）」とその関連事業で
一時的に増加したが、事業の終了とともに、件数・金額ともに減少している。外部資金が減少し
ている理由の 1 つとして、東日本大震災等の復旧・復興事業への予算シフト等が考えられる。

２ 水源林造成事業等
（１）長期借入金等の着実な償還

51． 木材価格等に関する資料を参考にした長期資金収支計算が試算されている点も高く評価
できるが、近年の林業公社に関する事態を参考にした分収林の財務対策を常に念頭におい
ていただきたい。

水源林造成事業については、平成 13 年 12 月 19 日に閣議決定された「特殊法人等整理合理化計
画」において、「採算性の確保等の観点から、事業資金について段階的に財投借入金から脱却し、
出資金方式から補助金方式に切り替えること」とされたことを受け、平成 14 年度以降の植栽地分
に係る経費については、全額国庫補助金により事業実施しているところである。今後も林業情勢
を注視しつつ、長期借入金等に係る事業の収支バランスの試算を行うとともに、主務省の指導を
得ながら事業を実施して参りたい。

第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項
２ 人事に関する計画

52． 若手研究者の積極的な雇用を期待する。

研究所の将来を担う独創的かつ優秀な研究者を確保し、研究職員の総数に占める若手職員の割
合の向上をはかるため、若手研究者が審査を経てより安定的な職を得る前に任期付きの雇用形態
で自立した研究者としての経験を積むための仕組みであるテニュア・トラック制度の導入を検討
してきたところである。特に、 近の博士課程進学者の減少により若手人材の確保が困難な分野
においては、修士課程修了者を主な対象とし任期付き研究員の採用制度を利用し、任期期間中に
博士号の取得を目指すテニュア・トラック制度を導入し、既に採用を開始したところであり、引
き続き若手研究者の確保に努めて参りたい。

53． 現在の「森林・自然環境系学科卒」という応募条件を緩めて、広く募集するなど人材確
保の取り組みを進めてほしい。

平成 20 年度に森林総合研究所において水源林造成事業等を承継後、事業の終了・完了に合わせ
て、職員の他法人への移籍等の雇用対策に努めるとともに、平成 23 年度まで職員の新規採用を控
えてきたところである。

これらの取り組みの結果、水源林造成事業の業務を担当する技術系職員については過員問題が
生じない状況になったことから、平成 24 年度は若干名の技術系職員を採用することとしたところ
である。

その際、技術系職員の採用であることから、原則として森林科学、生物資源環境学等を専攻又
は履修した者を応募条件としたものである。

なお、応募条件については、今後の事務・技術系の退職者の見通し等を見極めつつ、検討して
いくこととしている。
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４ 情報の公開と保護

54． ウイルス攻撃やサイバー攻撃に対する対処方法などの職員研修も充実していただきたい。

ウイルス攻撃やサイバー攻撃に対しては、内閣官房情報セキュリティセンターから主務省を通
じての不審メール情報等について速やかに役職員に周知し、対処方法（開かない、開いた場合に
はすぐ断線等）についての周知と注意喚起を行っているところである。また、情報セキュリティ
に関する研修においても対処方法について周知しているところであり、今後とも自己点検、監査
等を通じて、研修効果を高めるよう取り組んで参りたい。


