国⽴研究開発法⼈ 森林研究・整備機構の
令和元年度に係る業務の実績に関する評価書

農林⽔産省

様式２－１－１

国立研究開発法人

年度評価

評価の概要様式

１．評価対象に関する事項
法人名

国立研究開発法人森林研究・整備機構

評価対象事業

年度評価

令和元年度

年度

中長期目標期間

平成 28～令和２年度

２．評価の実施者に関する事項
主務大臣
法人所管部局

農林水産大臣
林野庁森林整備部

担当課、責任者

研究指導課長
計画課長

評価点検部局

大臣官房

担当課、責任者

森谷 克彦、整備課長 長﨑屋 圭太、

橘 政行

広報評価課長

常葉

光郎

３．評価の実施に関する事項
・

令和２年６月 26 日に、農林水産省国立研究開発法人審議会林野部会を開催し、国立研究開発法人森林研究・整備機構（以下「機構」という。）から業務実績及び自
己評価を説明。林野庁関係部課長等から、機構理事長・理事へのヒアリング及び監事への意見聴取を実施。

・

令和２年７月 17 日に、農林水産省国立研究開発法人審議会林野部会を開催し、審議会委員から大臣評価書（案）に対する意見を聴取。

４．その他評価に関する重要事項
特になし。
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様式２－１－２

国立研究開発法人

年度評価

総合評定様式

１．全体の評定
評定

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）

果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率
的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的に

２８年度

２９年度

３０年度

元年度

Ｂ

Ｂ

Ａ

A

２年度

大きな波及効果が期待される成果の創出等が認められる。
評定に至った理由

項目毎の評定（一定の事業等のまとまりの単位にかかる評定項目[研究開発業務][水源林造成業務][特定中山間保全整備事業等完了した事業の評価業務及び
債権債務の管理業務][森林保険業務]を除く）では 30 項目のうちＳが２項目、Ａが 11 項目、Ｂが 17 項目であり、評価要領に基づく点数化によるランク付け
ではＡとなった。また、業務運営の効率化、財務内容の改善についても着実な業務運営がなされており、特に研究開発業務においては、
「研究開発成果の最
大化」に向けて、顕著な成果の創出や将来的に大きな波及が期待される成果の創出等が認められることから、Ａと評定した。

２．法人全体に対する評価
国立研究開発法人森林研究・整備機構は、
「森林・林業基本計画」に基づく施策の優先事項を踏まえ、研究開発業務においては、①森林の多面的機能の高度発揮に向けた森林管理技術の開

発、②国産材の安定供給に向けた持続的林業システムの開発、③木材及び木質資源の利用技術の開発、④森林生物の利用技術の高度化と林木育種による多様な品種開発及び育種基盤技術の
強化、を重点研究課題として実施しており、年度計画を上回る成果を達成した。さらに、研究開発成果の最大化に向けた取組として、橋渡し機能の強化や研究開発成果等の社会還元、ＰＤ
ＣＡサイクルの強化による機動的な課題の見直しにも積極的に取り組んでいる。

また、水源林造成業務においては、水源林造成事業の重点化や事業の実施手法の高度化のための措置について新たな取組を実施して成果をあげており、森林保険業務においては、被保険

者へのサービス向上や加入促進に向けた新たな取組を実施し成果をあげるとともに、引受条件の見直し検討や内部ガバナンスの高度化についても着実に実施している。さらに、特定中山間
保全整備事業等完了した事業の評価業務及び債権債務の管理業務においても、計画に基づき着実に実施している。これらについては、特に以下の業務実績が顕著であったため、Ａ評定とし
た。

研究開発業務においては、東日本大震災被災地の復興に大きく貢献する将来の森林の放射能汚染状況予測技術を１年前倒しして開発したことや、下刈りのタイミングをドローン撮影画像

から迅速に判断する手法の開発や、CLT 製造コストを１／２に削減する技術等の開発、CNF 製造コストを数値目標の 25％を大きく上回る 60％の削減となった CNF 製造プロセスの再構

築、改質リグニン繊維強化材を用いた世界初となる数々の高付加価値製品の試作等、林業の成長産業化に大きく貢献し、さらに、無花粉遺伝子の保有の有無を安価で簡易に識別できる DNA
マーカーの開発、地域リグニン資源開発ネットワークの設立等、年度計画を顕著に上回る成果をあげ、かつ研究成果の社会実装化を強く推進する社会的インパクトの大きい成果となった。

水源林造成業務においては、令和元年 10 月の台風 19 号の被災地である宮城県南三陸町に対する人的支援や、近年の自然災害の激甚化の状況を踏まえ、政府の防災・減災・国土強靱化の

政策に沿って間伐等の森林整備事業を追加的に実施したこと等、年度計画を上回る成果をあげた。

森林保険業務においては、森林保険証書用の電子印影の導入やドローンなどを用いた積極的な業務の効率化、新たな需要の掘り起こし等に加え、保険金の月１回から２回払いへの変更、

継続率に着目した個別訪問等、年度計画を上回る取組を精力的に進めた。

業務運営においても、研究開発業務と水源林造成業務との連携によるコンテナ苗やエリートツリーの植栽試験や防鹿柵の効果に関する研究の実施、研究開発業務と森林保険業務との連携

による「森林気象害リスク評価シンポジウム」の開催等、研究開発業務、水源林造成業務及び森林保険業務における連携の強化に努めるとともに、令和元年台風 15 号の千葉県サンブスギ等
の被害に係る緊急調査への貢献等、行政機関とも連携・協力を進め、国立研究開発法人として適正、効果的かつ効率的な業務運営を行っていると認められる。
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様式２－１－２

国立研究開発法人

年度評価

総合評定様式

３．項目別評価の主な課題、改善事項等
特になし。
４．その他事項
研究開発に関する審議会の主

各評価項目の評定根拠及び評定並びに法人全体に対する評価及び評定は適当である。

な意見

特に、研究開発業務では、研究成果の社会還元が着実に進んでおり評価できる。その成果の基礎となる研究基盤の強化についても、引き続き着実に取り
組んでいただきたい。また、機構内の３部門間（研究開発業務、水源林造成業務、森林保険業務）の連携についても、有機的に連携が進んでおり評価でき
る。引き続き３部門間の連携を推進し、科学的な知見を基に水源涵養効果をより高める森林造成手法の開発や、気候変動が進む中での森林保険の機能の評
価等のシナジー効果を期待する。

監事の主な意見

機構の業務は法令等に従い適正に実施され第 4 期中長期目標の着実な達成に向け、効果的かつ効率的に実施されている。研究開発業務については、昨年
度に続いて多くの研究成果が得られており、成果の社会還元に向けた動きも加速している。また、水源林造成業務については、補正予算等で事業量が大き
く拡大する中で着実に任務を達成し、かつ各地で発生した自然災害への復旧対応に貢献した。さらに、森林保険業務においては新規獲得に向けた活動、保
険金支払いの迅速化及び調査の効率化など活発に活動して成果をあげている。また、3 部門間の連携も順調に進展しており、3 部門間における連絡窓口の整
備による情報共有の促進及び各種の会議・委員会の整備による各業務の執行機能の強化などが着実に進められている。これらは質の高いガバナンスの確立
に貢献するだけでなく、内部連携による研究成果を各地域の林業事業体などへ橋渡しし、社会実装の事例を示すことにもつながっている。
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様式２－１－3

国立研究開発法人

年度評価

項目別評定総括表様式

中長期目標（中長期計画）

第１

２８
年度

２９
年度

研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項

１．研究開発業務

[研究開発業務]

（１）研究の重点課題

年度評価
３０
年度

元
年度

Ａ

A

２
年度

項目別
調書№

備
考

第 1－1
－

Ａ重

Ａ重

A重

第 1－1(1)
ア

イ 国産材の安定供給に向けた持続的
林業システムの開発

Ｂ重
○

Ａ重
○

Ｓ重
○

A重
○

第 1－1(1)
イ

ウ 木材及び木質資源の利用技術の開
発

Ａ重
○

Ａ重
○

Ｓ重
○

S重
○

第 1－1(1)
ウ

エ 森林生物の利用技術の高度化と林
木育種による多様な品種開発及び育
種基盤技術の強化

Ａ重
○

Ａ重
○

Ａ重
○

A重
○

第 1－1(1)
エ

２．水源林造成業務等
[水源林造成業務]

（１）事業の重点化

（２）事業の実施手法の高度化のための措置

[特定中山間保全整備事業等完了した事業の評
価業務及び債権債務の管理業務]

（３）特定中山間保全整備事業等の事業実施
完了後の評価に関する業務

Ｂ

Ｂ

Ｂ

B

第 1－1(2)

Ａ

Ａ

Ｓ

S

第 1－1(3)

Ｂ

A

第 1－2①

Ｂ

A

第 1－2(2)

Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｂ

Ｂ
Ｂ

A
B

第 1－2(1)
第 1－2②

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

第 1－2(3)

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

第 1－2(4)

（１）被保険者へのサービス向上

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

第 1－3

（３）引受条件

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

第 1－3(2)

（４）債権債務管理に関する業務

３．森林保険業務

[森林保険業務]

（２）加入促進

（４）内部ガバナンスの高度化

Ｂ
Ｂ

Ａ
Ｂ

Ａ
Ｂ
Ｂ

Ａ
Ｂ
Ｂ

２９
年度

１．一般管理費等の節減

Ｂ

３．業務の電子化

Ｂ

業務運営の効率化に関する事項

２．調達の合理化

Ａ重

（３）研究開発成果の最大化に向けた取組

２８
年度

第２

ア 森林の多面的機能の高度発揮に向
けた森林管理技術の開発

（２）長期的な基盤情報の収集、保存、評
価並びに種苗の生産及び配布

中長期目標（中長期計画）

第 1－3(1)
第 1－3(3)

第 1－3(4)
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第３

財務内容の改善に関する事項

Ｂ

年度評価
３０
年度

元
年度

Ｂ

Ｂ

Ｂ

第 2－1

Ｂ

Ｂ

Ａ

第 2－3

Ｂ

Ｂ

Ｂ

２
年度

項目別
調書№

第 2－2

１．研究開発業務

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｂ

第 3－1

３．森林保険業務

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

第 3－3

４．保有資産の処分

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

第 3－4

１．研究開発業務、水源林造成業
務及び森林保険業務における連
携の強化

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

第 4－1

２．行政機関や他の研究機関等と
の連携・協力の強化

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

第 4－2

３．広報活動の促進

４．ガバナンスの強化

Ｂ

Ａ

Ａ

第 4－3

５．人材の確保・育成

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

第 4－5

２．水源林造成業務等

第４

その他業務運営に関する重要事項

６．情報公開の推進

７．情報セキュリティ対策の強化
８．環境対策・安全管理の推進
９．施設及び設備に関する事項

※１
※２
※３
※４

Ｂ

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ｂ

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ｂ

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

Ｂ

Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ

第 3－2

第 4－4
第 4－6
第 4－7
第 4－8
第 4－9

重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。
難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。
重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。
「項目別調書 No.」欄には、項目別評定調書の項目別調書 No.を記載。

備
考

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人

年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報
第１－１
［研究開発業務］
第１ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
１ 研究開発業務
（１）研究の重点課題
ア 森林の多面的機能の高度発揮に向けた森林管理技術の開発
イ 国産材の安定供給に向けた持続的林業システムの開発
ウ 木材及び木質資源の利用技術の開発
エ 森林生物の利用技術の高度化と林木育種による多様な品種開発及び育種基盤技術の強化
（２）長期的な基盤情報の収集、保存、評価並びに種苗の生産及び配布
（３）研究開発成果の最大化に向けた取組
関連する政策・施策
農業の持続的な発展
当該事業実施に係る根拠（個別法 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第 13 条第１項第１号、第 2
戦略的な研究開発と技術移転の加速化
条文など）
号、第 3 号
当該項目の重要度、難易度 【重要度：高】あり 第１－１－（１）－イ、ウ、エ
関連する研究開発評価、政策評価・ 政策評価書：事前分析表農林水産省２－⑩
【難易度：高】あり 第１－１－（１）－ウ、エ
行政事業レビュー
行政事業レビューシート事業番号：0204
【優先度：高】あり 第１－１－（１）－ア
２．主要な経年データ
① 主な参考指標情報
［研究開発業務］
（１）研究の重点課題
ア 森林の多面的機能の高度発揮に向けた森林管理技術の開発
(第１－１－(１)－アを参照)
イ 国産材の安定供給に向けた持続的林業システムの開発
(第１－１－(１)－イを参照)
ウ 木材及び木質資源の利用技術の開発
(第１－１－(１)－ウを参照)
エ 森林生物の利用技術の高度化と林木育種による多様な品種開発及び育種基盤技術の強化
（第１－１－(１)－エを参照）
（２）長期的な基盤情報の収集、保存、評価並びに種苗の生産及び配布
(第１－１－(２)を参照)
（３）研究開発成果の最大化に向けた取組
(第１－１－(３)を参照）

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
28 年度
29 年度
30 年度
予算額（千円）
12,542,193 12,251,269 11,729,773
決算額（千円）
11,977,433 12,287,476 11,382,276
経常費用（千円）
11,442,281 11,631,741 11,427,220
経常利益（千円）
△16,487
176,624
△51,813
行政サービス実施コスト 10,868,333 10,480,361 11,175,855
（千円）
行政コスト（千円）
－
－
－
従事人員数
724
734
739

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標
［研究開発業務］
（１）研究の重点課題
ア 森林の多面的機能の高度発揮に向けた森林管理技術の開発
(第１－１－(１)－アを参照)
イ 国産材の安定供給に向けた持続的林業システムの開発
(第１－１－(１)－イを参照)
ウ 木材及び木質資源の利用技術の開発
(第１－１－(１)－ウを参照)
エ 森林生物の利用技術の高度化と林木育種による多様な品種開発及び育種基盤技術の強化
（第１－１－(１)－エを参照）
（２）長期的な基盤情報の収集、保存、評価並びに種苗の生産及び配布
(第１－１－(２)を参照)
（３）研究開発成果の最大化に向けた取組
(第１－１－(３)を参照）
主な評価軸（評価の視点）、指標等
評価軸
同上
年度計画
法人の業務実績等・自己評価
業務実績
同上
同上
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元年度
11,896,598
11,311,763
11,363,549
△23,994
－
18,775,086
747

２年度

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を含む。

中長期計画
同左

評価指標
同左
自己評価
評定

A

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人

年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式

主務大臣による評価
＜評定に至った理由＞
６小項目のうち、Ｓ評定が 2 項目、Ａ評定が 3 項目、Ｂ評定が１項目であり、項目別評定の判定基準に基づき、「Ａ」評定とした。
４．その他参考情報
特になし。
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＜評定と根拠＞
６小項目のうち、Ｓ評定が 2 項目、Ａ評定が 3 項目、
Ｂ評定が１項目であり、項目別評定の判定基準に基づ
き、「Ａ」評定とする。
＜課題と対応＞
第１－１－（１）ア、イ、ウ、エ、（２）、（３）を
参照
評定
A

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人

年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式

１．当事務及び事業に関する基本情報
第１－１－（１）－ア
第１ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
１ 研究開発業務
（１）研究の重点課題
ア 森林の多面的機能の高度発揮に向けた森林管理技術の開発
関連する政策・施策
農業の持続的な発展
戦略的な研究開発と技術移転の加速化
当該項目の重要度、難易度 【優先度：高】あり
２．主要な経年データ
① 主な参考指標情報

28 年度
研究論文数
204 件
口頭発表数
289 件
公刊図書数
25 件
その他発表数
272 件
ア（ア）の評価
b
ア（イ）の評価
a
ア（ウ）の評価
a
行政機関との研究調整会議等
6件
外部資金等による課題件数及び金額
159 件
617 百万円
講演会、出版物（技術マニュアル等）による
8件
成果の発信状況
技術指導、研修会等への講師等派遣状況
1119 回
調査、分析、鑑定等の対応件数
29 件

29 年度
200 件
522 件
23 件
199 件
a
a
a
11 件
153 件
658 百万円
12 件

30 年度
229 件
584 件
43 件
232 件
a
a
a
11 件
141 件
661 百万円
26 件

元年度
223 件
549 件
15 件
191 件
a
ｓ
a
20 件
143 件
676 百万円
27 件

1065 回
109 件

952 回
81 件

749 回
102 件

当該事業実施に係る根拠（個別 国立研究開発法人森林研究・整備機構法第 13 条第１項第１号
法条文など）
関連する研究開発評価、政策評 政策評価書：事前分析表農林水産省２－⑩
価・行政事業レビュー
行政事業レビューシート事業番号：0204

２年度

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
28 年度
29 年度
30 年度
元年度
予算額（千円）
2,818,657 3,224,429 3,174,167 3,248,842
決算額（千円）

3,484,154

3,355,266

3,395,737

3,515,674

経常費用（千円）

3,531,007

3,418,625

3,431,487

3,526,350

経常利益（千円）

△42,435

△36,132

△14,005

△19,937

行政サービス実施 1,801,320
コスト（千円）
行政コスト（千円）
―

2,979,362

3,128,694

―

―

―

6,000,775

従事人員数

91.7

141.1

140.1

２年度

154.4

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価
中長期目標
中長期計画
（ア）森林生態系を活用した治山技術の高度化と防災・減災技術の開発
（ア）森林生態系を活用した治山技術の高度化と防災・減災技術の開発
極端気象に伴う山地災害、森林気象の激甚化に対し、事前防災対策としての山
極端気象に伴う山地災害、森林気象の激甚化に対し、事前防災対策としての山地災害対策の強化と、適切な森林整備
地災害対策の強化と、適切な森林整備を通じた森林の国土保全機能や水源涵（か を通じた森林の国土保全機能や水源函（かん）養機能の高度発揮が必要とされている。また、東日本大震災の被災地で
ん）養機能の高度発揮が必要とされている。また、東日本大震災の被災地での林 の林業・木材産業の復興、海岸防災林の着実な復旧・再生の推進が求められている。このため、以下の４つの課題に取
業・木材産業の復興、海岸防災林の着実な復旧・再生の推進が求められている。 り組む。
このため、山地災害の発生リスク予測手法を高度化するとともに、森林の山地災 a 山地災害発生リスクの予測と森林の防災機能の変動評価
害防止機能と水源涵（かん）養機能、海岸林の防災機能の変動評価、森林の気象
山地災害の発生リスク予測手法の高度化、森林の山地災害防止機能と海岸林の防災機能の変動評価手法及び森林の機
害リスクの評価手法等を開発する。更に、森林における放射性セシウムの分布と 能を活用した防災・減災技術の開発に取り組み、研究開発成果に基づいて治山技術の高度化に向けた提案を３つ以上の
動態の長期的モニタリングによる予測モデルを開発する【優先度：高】。これら 地域について行うとともに、地域の防災対策の向上に貢献する。
の目標を本中長期目標期間終了時までに達成する。
b 森林の水源函（かん）養機能を高度に発揮させる技術の開発
なお、これらの成果を速やかに災害及び被害対策の現場に活用する体制を整備
森林の洪水緩和・水資源貯留・水質浄化等の水源函（かん）養機能を高度に発揮させるため、全国の多種多様な気候
し、行政機関、大学、研究機関、関係団体及び民間企業等と連携しつつ、研究開 ・地質・地形・土壌環境条件下において、各種の森林管理法や環境変動が森林の水保全機能および水質浄化機能に及ぼ
発成果を活用した指針等の作成等を通じて森林生態系の機能を活用した緑の国 す影響を定量的・広域的に評価するための手法を開発する。
土強靱化、被災地の復興への支援を図る。
c 森林気象害リスク評価手法の開発
各種森林気象害の発生情報及び被害発生に関与する気象、地形、林況等の因子をデータベース化するとともに、被害
【優先度：高】：東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響を受けた地域の が大規模化しやすい風害、雪害、林野火災のリスク評価手法を開発する。最新の研究成果を踏まえながらメッシュ気象
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人

年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式

森林・林業の復興に向けて、森林の放射能汚染の状況と将来予測を示す必要が
あるため。

データや現地調査を組み合わせ、既存の知見を再構成することにより、気象害をもたらす気象条件及び被害原因を特定
する手法を開発する。
d 森林生態系における放射性物質の動態把握と予測モデルの開発
東京電力福島第一原子力発電所事故被災地における森林・林業の復興のために、森林生態系における放射性セシウム
の分布と動態について、長期的モニタリング調査や移動メカニズムの解明に向けた研究を行うことにより、汚染の実態
を把握し、速やかに情報を公表する。また、得られた成果を活用しつつ、汚染状況の将来予測のためのモデルを開発す
る。
さらに、これらの成果を速やかに災害及び被害対策の現場に活用する体制を整備し、行政機関、大学、研究機関、関
係団体及び民間企業等と連携しつつ、研究開発成果を活用した指針等の作成等を通じて、森林生態系の機能を活用した
緑の国土強靭化、被災地の復興支援を図る。

（イ）気候変動の影響評価技術の高度化と適応・緩和技術の開発
（イ）気候変動の影響評価技術の高度化と適応・緩和技術の開発
気候変動を緩和するために温室効果ガス排出量を削減する緩和策の実施、平成
気候変動が将来の森林や林業分野に与える影響をより高精度で予測し、森林の持続可能な管理経営のための適応策・
27 年８月に策定された「農林水産省気候変動適応計画」における気候変動が将来 緩和策を進めることが求められている。このため、以下の２つの課題に取り組む。
の森林・林業分野に及ぼす影響のより確度の高い予測と評価に基づく森林の持続 a 長期観測による森林・林業への気候変動影響評価技術の高度化
可能な管理経営のための適応策が求められている。
亜寒帯から熱帯にわたる様々な気候帯における森林の動態や CO2 フラックス（二酸化炭素交換量）等の長期観測技
このため、森林の動態や CO2 フラックス（二酸化炭素交換量）等の長期観測 術の高度化・観測データの精微化を進める。得られた長期観測データを活用して、気候変動がもたらす森林・林業分野
データを活用し、気候変動がもたらす樹木や森林への影響を解明して予測する への影響を解明し、将来どのような変化が生じるかを予測する技術を開発する。
【優先度：高】。また、科学的知見に基づいた適応・緩和策及び REDD プラス b 生態系機能を活用した気候変動適応及び緩和技術の開発
（途上国における森林減少と森林劣化に由来する排出の削減、森林保全、持続可
気候変動の影響等の科学的知見に基づき、森林生態系機能を活用した適応策や緩和策のための技術を開発する。また、
能な森林管理及び森林炭素蓄積の増強）の実施に向けた技術の開発を行う。これ 緩和策としての REDD プラス（途上国における森林減少と森林劣化に由来する排出の削減、森林保全、持続可能な森
らの目標を本中長期目標期間終了時までに達成する。
林管理及び森林炭素蓄積の増強）の実施に向け、森林減少・劣化の評価手法等の技術を開発する。
なお、これらの成果に基づき将来提示することとなる適応・緩和策により、
「農
さらに、これらの研究開発の成果を気候変動への適応策及び緩和策として行政及び民間に提示し「農林水産省気候変
林水産省気候変動適応計画」の推進と森林の持続可能な管理経営の実現に貢献す 動適応計画」等の国家施策の推進に貢献するとともに、５か国以上の海外の研究機関や大学等との国際的な連携の下、
るとともに、国際的な協調の下で研究を推進し、国際的にも貢献する。
途上国における適応策・緩和策の実施等に活用する。
【優先度：高】：環境省中央環境審議会が平成 27 年 3 月に出した報告書「日本
における気候変動による影響に関する報告書」によると、気候変動による森林生
態系への影響は、重大かつ緊急性が高いと評価されているため。
（ウ）生物多様性の保全等に配慮した森林管理技術の開発
森林生態系は野生生物や遺伝子の多様性の保全を始め様々な機能を有してい
る。その機能を最大限に発揮させるため、社会的ニーズや立地条件等に応じて、
林分を適切に配置していく必要がある。
このため、生物多様性の保全等森林の多面的機能を定量的に評価し、生物多様
性の保全等の機能が高い森林へ誘導するための森林管理技術の開発を行う。さら
に、生態学的情報を活用した環境低負荷型の総合防除技術を高度化する。これら
の目標を第４期中長期目標期間終了時までに達成する。
なお、これらの成果を森林所有者等に普及する体制を整備し、生物多様性の保
全等に配慮した施業指針を提供するとともに、生物害防除技術の普及を図る。

主な評価軸（評価の視点）、指標等
評価軸
＜評価軸１＞取組又は成果は国の施策や社会的ニーズに合致しているか。
＜評価軸２＞研究開発成果等の普及に貢献しているか。

（ウ）生物多様性の保全等に配慮した森林管理技術の開発
生物多様性の保全等森林の有する様々な機能を最大限に発揮させるため、多面的機能の定量的評価並びにそれに基づ
く管理により林分を適切に配置するとともに、森林における病虫獣害の高度な被害防除技術を開発する必要がある。こ
のため、以下の２つの課題に取り組む。
a 生物多様性保全等の森林の多面的機能の評価及び管理技術の開発
生物多様性の保全等森林のもつ３種以上の多面的機能について空間評価モデルを開発し、多面的機能の相互関係を明
らかにするとともに、森林生態系の定量的評価手法を提案する。野外での大規模実証実験を通して、生物多様性の保全
等の機能が高い森林へ誘導するための森林管理技術の開発を行う。また、絶滅危倶種の統合的保全手法を開発する。
b 環境低負荷型の総合防除技術の高度化
森林に広域に発生する病虫獣害３種について、生態学的な情報に基づき、生物間の相互作用等の活用による環境に対
する負荷の少ない総合防除技術を高度化する。
さらに、研究開発成果を森林管理者の研修並びに地域林業活性化のための検討会等へ提供するなど、行政や地域の森
林所有者等に速やかに普及させる体制を整備することにより成果の社会実装を目指す。
評価指標
（評価指標１）国の施策や社会的ニーズに対応した具体的な取組又は成果の事例
（モニタリング指標）（1）行政機関との研究調整会議等の実施状況、（2）外部資金等による研究課題件数及び金額、
（3）学術論文、学会発表等による研究成果の発信状況
（評価指標２）研究開発成果等の普及促進への取組実績
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年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式

年度計画
（ア）森林生態系を活用した治山技術
の高度化と防災・減災技術の開発
a 山地災害発生リスクの予測と森林の
防災機能の変動評価
①海岸防災林の津波に対する耐性を強
化するために必要となる健全な根系
発達に必要な生育基盤盛土の土壌条
件を明らかにする。

（モニタリング指標）（1）講演会、出版物（技術マニュアル等）による成果の発信状況、（2）技術指導、研修会等への
講師等派遣状況、（3）調査、分析、鑑定等の対応件数

法人の業務実績等・自己評価
業務実績
１．研究成果の全体像
＜結果概要＞
海岸防災林の生育基盤盛土について、造成方法の違いと土壌物理性及び根系成長との関係を調べ、重機
で締固められた基盤の地中には固結層が形成され、その影響で長期にわたり根系成長が妨げられること、
起耕による地盤の改良が根系発達に有効であることを明らかにした。
＜具体的内容＞
海岸防災林の生育基盤盛土について、従来の方法で重機により締固められた基盤、既存盛土の植栽面を
起耕して改良した基盤及び重機による締固めを行わない方法で造成した基盤において土壌硬度と根系成
長の調査を行った。その結果、締固められた基盤では地中に固結層が形成され、その影響で長期にわたり
根系成長が妨げられること、起耕により改良した基盤や締固めを行わない基盤では連続した固結層が形成
されないことを明らかにした。また、固結層より軟らかい地盤内では、樹種により根系の成長方向が異な
ることを明らかにした。これらにより、海岸防災林の津波耐性強化に必要な健全な根系発達を促す基盤の
造成方法を示した。
＜普及への取組＞
林野庁治山課との研究調整会議、防災対策や治山技術に関する多数の委員会への委員派遣等を通して研
究成果に基づく助言を行った。海岸林に関する研究成果をもとに林野庁の「海岸防災林の生育基盤盛土造
成のためのガイドライン（案）」のとりまとめを主導した。また、「津波に“ねばり”強い海岸林の再生に
向けて」（東北支所 60 周年記念シンポジウム、11 月）の開催、「⾼⽥松原再⽣講座」等の市民講座での
講演、学術論文や林業関係の普及誌を通じて成果の発信を行った。さらに、松島市などの海岸林造成を担
当する自治体や民間企業への助言を行った。
◎その他の成果として、地震により発生した崩壊地の周辺に現れる亀裂や段差による撹乱が斜面の地盤強
度に及ぼす影響を定量的に評価し、強度低下の度合いや異方性を明らかにして、二次的な山地災害の危険
度予測につながる成果を得た。
◎その他の取組として、大分県中津市、熊本県山都町、鹿児島県屋久島町、熊本県天草市、和歌山県紀伊
田辺市、福島県いわき市、新潟県糸魚川市で発生した山地災害、台風 19 号に伴う宮城県丸森町、神奈川
県相模原市等で発生した山地災害、台風 15 号に伴う千葉県での風倒被害の緊急調査において、研究成果
を踏まえた助言を行った。また、新潟大学災害・復興科学研究所と連携協定を締結して多雪地域における
災害研究体制を強化した。さらに、森林科学 88 号の特集「雪とたたかう森林」において、雪氷災害に関
する最新の成果を解説した。

b 森林の水源函（かん）養機能を高度
に発揮させる技術の開発
①森林施業が森林の水源涵かん養機能
に与える影響を評価するため、林冠
構造の違いによる水・物質移動の変
動に及ぼす影響を明らかにする。

＜結果概要＞
林冠構造の違いによる水・物質移動の変動に及ぼす影響について、間伐による林床面蒸発量の変動、樹
冠の状態による樹冠通過雨の雨滴径分布の変化、樹冠開空度と樹冠通過降水量の関係、植栽後の樹木の成
長による大気沈着物質の流出負荷量の変動を明らかにした。
＜具体的内容＞
主間伐等による水資源賦存量の変動予測のサブモデルとして、林床面日射量と降水量から林床面蒸発量
を計算するモデルを開発して、秋田県大館市長坂試験地のスギ林を対象に検証を行った。その結果、間伐
による林床面蒸発量の変化には林床面日射量の方が降水量よりも支配的な要因であることを明らかにし
た。
林冠構造の変化が林内降雨に与える影響を評価するため、森林の内外で雨滴の粒径と落下速度の分布を
同時に観測し、樹冠通過雨を直達・滴下・飛沫の 3 成分に分離する手法を確立し、これまでに取得したデ
ータを総合して、常緑針葉樹林と落葉広葉樹林（着葉期及び落葉期）の成分比を比較することで、林内に
おける雨滴の生成プロセスの特徴を明らかにした。その結果、落葉期の広葉樹林では直達成分が多く滴下
成分が少ないこと、常緑針葉樹林では着葉期の広葉樹林に比べて飛沫成分が多く、滴下成分の量が少なく、
雨滴の粒径も小さいことを明らかにした。また、アメリカブナ林を対象に、着葉の季節変化に伴う樹冠通
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自己評価
評定
Ａ
＜研究課題の成果＞
「ア（ア）森林生態系を活用した治山技術の高度化と
防災・減災技術の開発」では、年度計画に記載された研
究成果と左記◎箇所記載の成果により、年度計画以上
の研究成果となった。特に、津波被災地の海岸防災林の
基盤造成方法と放射性セシウム分布予測モデルの研究
成果は、東日本大震災被災地の復興や防災計画に大き
く貢献するものである。また、森林内の放射性セシウム
に関しては IAEA の MODARIAⅡの中核機関として参
画し、IUFRO において独自セッションを開催するな
ど、国際的にも森林の放射性物質研究をリードする実
績を挙げた。林内における雨滴の生成プロセスに関す
る成果は、植物と降水に関する新たな分野の創出につ
ながるものであり、将来の技術革新等につながる優れ
た研究業績として、令和元年度若手農林水産研究者表
彰（農林水産技術会議会長賞）を受賞した。
これらの研究成果が外部評価委員２名からａ評価と
評価されたことも踏まえ、ア（ア）の自己評価は、
「ａ」
とする。

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人

年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式

過雨の成分変化を調べ、落葉が進むほど滴下成分の量は減少するが水滴の粒径は大きくなることを明らか
にした。この結果は、枝から落ちる水滴のほうが葉から落ちる水滴よりも大きいという従来の知見を裏付
けるものであった。さらに、落葉期に近づくほど葉の撥水性が低下することを明らかにした。これらによ
り、樹冠の状態が、樹冠通過後の雨滴の粒径や落下時の運動エネルギーの違いを介して、表層土壌の浸食
にも影響を及ぼすことを明らかにした。
植栽後の樹木成長に伴う森林への大気沈着量の変化による渓流水質への影響を明らかにするため、千葉
県のスギ林で、1998 年～2015 年に観測した樹冠通過雨、樹幹流及び渓流水の溶存イオン濃度のデータを
解析した。その結果、NO3－、SO42－、K+ 、Mg2+、Ca2+の渓流からの流出量は大気沈着量の変化による影
響を受けなかったが、Cl－と Na+の流出量は植栽後 5～10 年目にかけて徐々に低下し、樹木の成長に伴う
樹冠変化の影響が認められた。
＜普及への取組＞
水資源や水環境に関する林野庁や環境省の委員会において研究成果に基づいた助言を行ったほか、森林
整備センターや林野庁整備課に対して森林の水源涵養機能に関する情報提供を行った。
◎その他の成果として、出水時の森林流域からの窒素の流出について、極端な大雨（総降水量 742 mm）
による一回の出水で日本の森林の平均的な年間の全窒素流出量に匹敵する量の窒素が流出し、形態別（懸
濁態または溶存態）の割合としては懸濁態窒素が圧倒的であったことを明らかにし、極端気象現象の水質
への影響評価においては懸濁物質を介した流出負荷量の評価が重要であることを示した。
◎雨滴計測技術を用いた一連の研究は、令和元年度若手農林水産研究者表彰（農林水産技術会議会長賞）
を受賞した。
c 森林気象害リスク評価手法の開発
＜結果概要＞
①倒木発生リスク評価と気象環境推定
気象シミュレーションにより、日本全国をカバーする風害リスクマップを作成し、中部地方や北海道中
に基づいて、風害リスクマップを広 央部を中心に風害リスクの高い領域があることを明らかにした。
域的に作成し、風害リスクの地域特 ＜具体的内容＞
性を明らかにする。
気象シミュレーションにより、日本全国を対象に 4 km 間隔の格子点上の風速を１時間単位で推定した。
この推定結果を用いて、瞬間風速が 30 m/s を超過する確率に基づき、風害リスク指数(WI)を定義し、過
去 40 年間の日本全国をカバーする広域的な風害リスクマップを作成した。これにより、中部地方や北海
道中央部を中心にリスクの高い領域があることを明らかにした。
＜普及への取組＞
森林保険センターとドローンを活用した被害地の共同調査を行い、被害査定や保険料支払いの迅速化に
貢献できる技術として提案した。また、台風 15 号によって千葉県で発生した風倒木被害について、県や
林野庁と共同で調査を行い、被害原因の報道発表に関する助言を行うとともに、風工学会の報告会で報告
を行った。
◎その他の成果として、強風時の風害発生条件を評価するために、強風に対する樹木の幹と根株の変位の
精密測定により抵抗力を評価する手法を開発した。また、林野庁による森林被害報告 36 年分の元データ
を用いて全国における干害の発生状況を解析し、干害が発生するのは主に 1 齢級の林であるが、1994 年
のような極端な寡雨年には壮齢林でも大きな被害が発生することを明らかにした。
d 森林生態系における放射性物質の動
態把握と予測モデルの開発
①森林内の放射性セシウム分布の調査
を継続し、原発事故後の経年的な推
移を明らかにするとともに、長期モ
ニタリング成果や森林総合研究所で
整備した放射性セシウム動態データ
ベースを活用し、森林の将来の汚染
状況を予測するモデルを開発する。

＜結果概要＞
森林の部位毎の放射性セシウム濃度や蓄積量の経年的な変動傾向は、樹種や立地条件による違いが大き
いことを明らかにするとともに、森林内の放射性セシウム分布とスギ・コナラの木材中の放射性セシウム
濃度を長期的に予測するモデルを開発した。
＜具体的内容＞
森林内の放射性セシウム分布の経年的な推移と土壌から樹木への放射性セシウムの移行状況について、
震災当年より継続してきた調査データをとりまとめ、部位毎の放射性セシウム濃度や蓄積量の変動傾向は
樹種や立地条件による違いが大きいことを明らかにした。また、森林内の放射性セシウムの動きを統合的
に理解し将来の動態を予測するため、最新の観測データを用いて震災後２年目に開発したモデルを改良
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人

年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式

し、森林内の放射性セシウム分布とスギ・コナラの木材中の放射性セシウム濃度の長期予測を行うモデル
を開発した。その結果、森林内で放射性セシウムの大部分が土壌に存在している現在の状況は長期的に変
化しないこと、コナラ木材中の放射性セシウム濃度の増加傾向は次第に緩やかになり、森林の中の放射性
セシウムの動きが平衡状態に向かうこと等が予測された。観測とモデリングの連携により、中長期目標に
おいて【優先度：高】とされた「森林における放射性セシウムの分布と動態の長期的モニタリングによる
予測モデルを開発する」に対して、当初計画を 1 年前倒しして目標を達成した。
＜普及への取組＞
林野庁経営課特用林産対策室及び研究指導課との会議や放射能汚染を受けた地域の林業再生に向けた
実証事業に関する委員会において、研究成果に基づいた助言を行うなど、行政サイドに積極的に研究成果
を橋渡しした。研究成果を多数の学会誌において発信したほか、IAEA の MODARIAⅡへの参画や IUFRO
における独自セッションの開催等を通じて、森林の放射性物質研究を国際的にもリードする機関として研
究成果を発信した。また、平成 30 年度森林・林業白書のコラムの執筆、林野庁による普及啓発事業への
協力や講師派遣、研究成果 2 件のプレスリリース等、一般向けの普及活動も積極的に行った。
◎その他の成果として、食品の放射能モニタリングデータに含まれる野生きのこに関する多数の測定デー
タを用いて、野生きのこの種類、採集市町村、採集日の情報から、野生きのこの放射性セシウム濃度を高
精度で推定するモデルを開発し、これまで明らかではなかった野生きのこの種ごとの濃度特性を定量的に
明らかにした。
（イ）気候変動の影響評価技術の高度
化と適応・緩和技術の開発
a 長期観測による森林・林業への気候
変動影響評価技術の高度化
①CO2 フラックス観測データの精緻
化のため、日本の主要樹種の群落
CO2 吸収量の年変動とその環境依
存性を評価する。

＜結果概要＞
スギ林とアカマツ林における 20 年にわたる観測結果を解析し、年平均気温が高い年ほど正味の群落
CO2 吸収量が大きくなる一方、年降水量と CO2 吸収量との間には明瞭な関係が見られないことを明らか
にした。
＜具体的内容＞
日本の主要針葉樹林樹種であるスギ（鹿北）とアカマツ（富士吉田）の林における CO2 吸収量の年変
動及び環境因子との関係を、20 年にわたる観測結果を用いて解析した。その結果、いずれの林でも年平均
気温が高い年ほど正味の CO2 吸収量が大きくなり、気温への依存性が認められた。一方、乾燥時の気孔
抵抗の上昇による日中 CO2 吸収量の低下は顕著ではなく、年降水量と CO2 吸収量の間には明瞭な関係
が見られなかった。このことから、今後の温暖化の進行により年降水量の変動が拡大しても、主要針葉樹
林の CO2 吸収能の低下への影響は小さいと考えられた。
＜普及への取組＞
森林群落の CO2 収支に関して、針葉樹人工林の炭素循環および環境応答について３名が第 21 回富士
山セミナーで講演を行うとともに、日本学術振興会の「ときめき☆ひらめきサイエンス」プログラムにお
いて高校生を対象に、森林の炭素循環についての講義と実習を通じて成果を紹介した。

②また、亜寒帯域森林生態系における ＜結果概要＞
炭素・窒素蓄積に対する温暖化影響
亜寒帯林では凍土融解深が異なる立地で蘚苔地衣類の組成と被覆率が異なり、その違いがモノテルペン
を明らかにするため、林床に生育す 濃度の空間分布特性に影響することを明らかにした。
る蘚苔地衣類の寄与を評価する。
＜具体的内容＞
アラスカ州の約 100 年生のクロトウヒ林の凍土融解深が異なる斜面上部、中部、下部では、それぞれの
立地により蘚苔地衣類の組成と被覆率及びモノテルペン濃度が異なり、特にコケ類の被覆率が高い斜面上
部で高く、CO2 放出量は小さいことを明らかにした。モノテルペンは有機物分解にかかわる腐朽菌の活
性を低下させる抗菌作用を持つことが知られており、気候変動による凍土融解深の変化は、蘚苔地衣類の
組成や被覆の変化を通して、炭素・窒素などの有機物分解にも影響を及ぼすと考えられた。
＜普及への取組＞
周極域の森林生態系における炭素・窒素蓄積に関しては当所ホームページの研究紹介で「森の香りをた
め込むアラスカのクロトウヒ林」というタイトルで成果論文をわかりやすく紹介した。
◎その他の成果として、周極域の森林生態系の土壌有機炭素蓄積量を広域に調査し、永久凍土の有無、土

11

「ア（イ）気候変動の影響評価技術の高度化と適応
・緩和技術の開発」では、年度計画に記載された研究
成果と左記◎箇所記載の成果により、年度計画以上の
研究成果となった。特に、REDD プラスプロジェクト
活動により達成される排出削減の効果に対してクレ
ジットを適切に配分する方法を開発した。この成果
は、緩和策を進める技術として、実際にカンボジア政
府で現在進められている REDD プラスのシステムの
設計に活用されるという実用段階にまで至った。さら
に、年度計画にない成果として、温暖化抑制を目的と
して行う土地改変による負の影響を考慮しても、気温
上昇を 2℃以内に抑えることで地球規模の生物多様性
の損失を抑えられることを世界で初めて明らかにし
た。これらの成果は、気候変動の影響評価技術の高度
化と適応・緩和技術の開発に顕著な貢献をもたらすも
のである。加えて、成果の普及のため、気候変動に関
する政府間パネル（IPCC）第６次評価報告書の執筆者
会合へ IPCC により選出された研究職員 1 名を派遣
し、REDD プラスに関する研究成果の普及のため気候
変動枠組条約第 25 回締約国会議（COP25）の公式サ
イドイベントを開催した。さらに、国際林業研究セン
ター（CIFOR）との国際連携により国際フォーラムに
おけるセッションを開催し、REDD プラス実施におい
て途上国で活用可能なように英語版の技術解説書を
出版し途上国へ普及する等、国際会議、国際的枠組み
への貢献も特段に顕著であった。これらの年度計画を
超えた研究成果や、国の施策である農林水産省温暖化
対策計画に合致していることや、成果の普及促進や幅
広い発信が外部評価委員２名により、ｓ評価と高く評
価されたことも踏まえ、ア（イ）の自己評価は、「ｓ」

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人

年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式

壌の母材やタイプ毎に、炭素蓄積量や C/N 比の分布範囲が異なることを明らかにした。
とする。
◎高濃度オゾン区における３系統のスギ（日本海側産、太平洋側産、屋久島産）の生育実験により、スギ
がモノテルペンを多く出す季節が産地ごとに異なることを明らかにした。
b 生態系機能を活用した気候変動適応
及び緩和技術の開発
①気候変動対策のための制度・資金メ
カニズムについて、森林分野の緩和
・適応・生態系保全のシナジー効果
を最大化する仕組みを明らかにす
る。

＜結果概要＞
気候変動の緩和策と適応策の効果的実施に貢献するために、持続可能な開発目標（SDGs）達成のため
の各国のガバナンス分析と地球環境ファシリティの資金メカニズムの分析から、気候変動の緩和策、適応
策、生態系保全策のシナジー効果を高める制度と資金メカニズムの要件を明らかにした。
＜具体的内容＞
ガバナンス分析により、日本とインドネシアの国内ガバナンスシステム構造、機能を分析した結果、両
国での SDGs 達成に向けたガバナンスシステム構造や課題が異なることを明らかにし、資金メカニズムで
は、日本とインドネシアの両国で森林の多様な便益を生み出す活動支援の拡大と、多国間・二国間援助機
関等の鍵となる国連開発計画、国連食糧農業機関、世界銀行等のアクターの参画が必要であることを示し
た。
＜普及への取組＞
国連気候変動枠組条約および生物多様性条約の交渉において、本課題の研究成果をもとに日本政府に政
策的アドバイスを行った。IPCC 第６次評価報告書の執筆者として選出された１名の研究職員を同報告書
の執筆者会合に派遣した。

②開発途上国において様々な条件の下
で実施される REDD プラスプロジ
ェクト活動により達成される排出削
減の効果を、開発途上国が適切に評
価し、クレジットを配分するための
手法を確立する。

＜結果概要＞
REDD プラスプロジェクト活動により達成される排出削減の効果に対してクレジットを適切に配分す
るため、森林面積、森林炭素蓄積、森林面積変化、森林炭素蓄積変化を変数としてプロジェクトでの参照
レベルを算出し、それらの比較から透明性が高く実行可能な配分方法を開発した。
＜具体的内容＞
二国間クレジット制度（JCM）の下で民間の REDD プラスプロジェクトが開始されたカンボジアを対
象として、民間のプロジェクトの成果を国レベルの成果との整合性を保った上で適切に評価するため、プ
ロジェクトエリア内・周辺の森林面積のほかに、森林タイプの構成比率、過去の森林減少傾向、人口密度
といった立地条件の違いを考慮して、国の参照レベルを、プロジェクトエリア内の森林面積と森林炭素蓄
積、プロジェクトエリア内及び周辺の森林面積変化と森林炭素蓄積変化の４変数を用いてプロジェクトに
配分する手法を開発した。
＜普及への取組＞
カンボジア環境省で、我々の成果である参照レベルの配分方法が当該国での REDD プラスのシステム
設計に活用された。また、REDD プラスに関する研究成果の普及のため、気候変動枠組条約第 25 回締約
国会議（COP25）の公式サイドイベントを開催した。
◎その他の成果として、地球温暖化による気温上昇を 2℃以内に抑えるには新規植栽やバイオ燃料用作物
栽培等の土地改変を伴う対策が必要だが、土地改変は将来的に野生生物のすみかを奪い生物多様性を低下
させるという危惧に対して、温暖化対策による土地改変の影響を考慮しても、2℃目標を達成することに
より生物多様性の損失を抑えられることを世界で初めて示した。

（ウ）生物多様性の保全等に配慮した
森林管理技術の開発
a 生物多様性保全等の森林の多面的機
能の評価及び管理技術の開発
①森林のもつ３種以上の多面的機能に
ついて地図上に図示する空間評価モ
デルを開発し、多面的機能の相互関
係を明らかにするとともに、森林生
態系の定量的評価手法を提案する。

＜結果概要＞
「ア（ウ）生物多様性の保全等に配慮した森林管理技
森林のもつ 10 種の多面的機能について、各機能を林相や林齢、地形などの環境条件の関数として記述 術の開発」では、年度計画に記載された研究成果と左記
する空間評価モデルを開発した。茨城県北部を対象に地理情報を整備し、開発したモデルを用いて各機能 ◎箇所記載の成果により、年度計画以上の研究成果と
を地図上に図示した。その結果から多面的機能の相互関係を明らかにした。さらに、過去の土地利用から なった。このほか、震動や音による行動制御機構を応用
多面的機能の変化を推定し、上記の成果とあわせて森林生態系の定量的評価手法を提案した。
した害虫防除技術に関する総説が、日本応用動物昆虫
＜具体的内容＞
学会賞を受賞した。これは、基礎から応用にわたる生物
森林のもつ 10 種の多面的機能（生物多様性保全、花粉媒介（昆虫が花粉を運んで農作物等の結実を助 音響学的研究の新分野を確立し、特に、世界で初めて振
ける機能）、炭素貯留、水源涵養、表土保持、水質浄化、土砂崩壊抑制、木材生産、保健休養、野生の食 動によってマツの害虫であるマツノマダラカミキリの
用きのこなど天然特用林産物生産）について各種の指標を用いて定量化した。これらの指標を林相や林齢、 被害を防除する技術を開発した機構の研究成果が評価
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地形などの環境条件の関数として記述することで空間評価モデルを開発した。茨城県北部を対象に地理情 されたものである。これらの研究成果は、いずれも科学
報を整備し、空間評価モデルを用いて各機能を地図化し、主成分分析を行った。その結果、炭素貯留機能 的信頼性の高く、社会要求の高い課題に対して大きく
や木材生産機能は高齢人工林で高く、花粉媒介機能や水源涵養機能は幼齢林で高いといった相互関係が明 貢献する成果であり、外部評価委員２名からａ評価が
らかになった。さらに過去の土地利用から多面的機能の変化を地図化した結果、機能によって変化の傾向 得られたことも踏まえ、ア（ウ）の自己評価は、「ａ」
が異なることが明らかになった。本研究で実施した①森林の持つ多面的機能を環境条件の変数としてモデ とする。
ル化し、②モデル構造の比較や地図化により機能の相互関係を類型化し、③土地利用の変化に伴う各機能
の変遷を推定するという一連の過程を、森林生態系の定量的評価手法として提案した。
＜普及への取組＞
日本森林学会大会において企画シンポジウム「森林の多面的機能のモデリング：現状と課題」を企画し、
学術講演集で研究成果を発信した。
②絶滅危惧種ニホンライチョウの統合 ＜結果概要＞
的保全手法を提案する。
ニホンライチョウの過去・現在・将来の生息地推定と、遺伝解析という異なるアプローチを統合するこ
とで、過去からの分布変遷を解明するとともに、温暖化に対する地域個体群の脆弱性を評価し、将来の気
候変化を前提とした保全ユニットと逃避地の候補を提案した。
＜具体的内容＞
ニホンライチョウの過去・現在・将来の生息地を推定した結果、北アルプス、南アルプスなどの潜在生
息域が、温暖化の進行に伴う高山植生の減少によって急減することを明らかにした。また、遺伝解析の結
果、ニホンライチョウは南アルプスと御嶽山以北の 2 集団に分けられること、南アルプスの集団は孤立し
ていることが明らかになった。南アルプスの集団は個体数が少なく、将来の潜在生息域も大きく減少する
と予測されることから、最も保全上の優先順位が高いと考えられる。将来の逃避地としては、本州では御
嶽山、乗鞍岳、北アルプスの各山頂部のほか、南アルプス以南では北岳山頂部など、ごく限られた地域の
みが候補となることが示唆された。
＜普及への取組＞
得られた成果に関して、プレスリリース「ニホンライチョウ、温暖化で絶滅の危機」を実施し、当研究
所の一般公開においてポスター展示を行った。日本生態学会大会においてシンポジウム「ニホンライチョ
ウの分布変遷の解明と温暖化への脆弱性評価」を企画し、ウェブ上の要旨で研究成果を発信した。
◎その他の成果として、ニホンジカやアライグマが、マダニ媒介性のウイルス病である SFTS（重症熱性
血小板減少症候群）の感染拡大に関与することを明らかにした。
◎様々な昆虫における生物音響学的研究成果をまとめ、震動や音による行動制御機構を応用して半翅目
（カメムシなど）や鞘翅目（カミキリムシなど）の害虫被害を防除する環境低負荷型の技術開発に関する
研究成果を取りまとめた総説を発表した。この成果に対して日本応用動物昆虫学会賞を受賞した。
b 環境低負荷型の総合防除技術の高度
化
①ニホンジカによる造林地への加害を
防ぐために設置される様々な防鹿柵
についてその効果を明らかにし、設
置、運用上の課題を提案する。

＜結果概要＞
シカ対策を施した全国約 1,200 件の水源林造成事業により造成された造林地のデータを解析した結果、
防鹿柵のネットの網目サイズが小さく、ネットが高く、ネットにステンレスが入っており、スカートネッ
トが一体型であれば植栽木の被害率が低くなることを明らかにした。この結果から、被害を抑制するには
スカートの種類、ネットの素材及び網目サイズが重要だという設置・運用上の課題を提案した。
＜具体的内容＞
ニホンジカによる造林地への加害を防ぐために設置される様々な防鹿柵の効果について、森林整備セン
ターが収集した全国約 1,200 件の造林地のデータを解析した。その結果、植栽木の被害率は、シカ密度が
低く、防鹿柵のネットの網目サイズが小さく、ネットが高く、ネットにステンレスが入っており、スカー
トネットが一体型であれば低くなった。これらの要因の中でも、被害を抑制するためには特にスカートの
種類、ネットの素材および網目サイズが重要であり、これを設置・運用上の課題として提案した。さらに、
これらの結果に基づき適切な防除方法を検討した結果、植栽木の被害率を 50%未満とするためには、シカ
密度が 5〜20 頭/km2では現在の平均的な仕様の柵、20〜40 頭/km2ではできるだけ被害が生じない仕様の
柵が有効であり、それ以上のシカ密度の場合は防鹿柵では被害率を 50%未満にするのは困難なことが示
された。
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＜普及への取組＞
関東森林管理局が実施した森林総合監理士関東ブロック実践研修等でシカ密度に応じた防除方法の選
択基準について講演し、成果を普及した。
②ヒバ漏脂病の抵抗性判別のための接 ＜結果概要＞
種検定法を開発し、発病率低下効果
ヒバ漏脂病菌の接種により、ヒバの品種別に抵抗性を判別する接種検定法を開発した。また、漏脂病に
の実証試験によりヒバ漏脂病の施業 対する間伐効果の実証試験により間伐処理による施業的回避方法を提案した。
方法の工夫による回避法を提案す
＜具体的内容＞
る。
ヒバ漏脂病について、病原菌の接種による抵抗性検定法を開発した。この方法を用いてヒバ植栽林で接
種試験を実施した結果、樹脂流出長は自然発病率の高い挿し木品種で長く、自然発病率の低い挿し木品種
で短かったため、ヒバの品種別に抵抗性を判別できることが分かった。青森県のヒバ林に間伐区と無間伐
区を設定し、発病の推移を経年調査した。その結果、間伐区では無間伐区に比べ、新規に樹脂流出した本
数が少なく、樹脂流出が停止する本数が多かった。このことから、間伐による環境変化がヒバ漏脂病の発
病を抑制したと考えられた。
＜普及への取組＞
ヒバ漏脂病の接種検定法を石川県農林総合研究センター林業試験場に技術供与した。
◎その他の成果として、ニホンジカによる造林地への加害を防ぐには忌避剤よりも防鹿柵の方が効果が高
いこと、忌避剤で被害率を 50％以下に抑制できるのはシカ密度が５頭／km2以下の場合であることを示し
た。
２．評価指標等の観点
＜評価軸に基づく評価＞
評価指標１：国の施策や社会的ニーズに対応した具体的な取組又は成果の事例
評価軸１：取組又は成果は国の施策や社会的ニーズに
ア（ア）では、大分県中津市、熊本県山都町、鹿児島県屋久島町、熊本県天草市、和歌山県紀伊田辺市、 合致しているか。
福島県いわき市、新潟県糸魚川市で発生した山地災害や、台風 19 号により宮城県丸森町、神奈川県相模
本重点課題の取組又は成果は、「評価指標１」の実績
原市等で発生した山地災害の緊急調査において、研究成果を踏まえた助言を行い、行政部署に結果を受け に示すように、山地災害等への緊急調査や対策検討委
渡した（アアａ）。また、森林管理局や森林管理署の治山行政部署が開催する各地の山地災害対策の検討 員会への対応、津波で被災した海岸防災林の再生、原発
委員会、林野庁の治山関係部局が開催する治山技術基準改訂調査委員会、新たな治山・地すべり調査手法 事故で被災した地域の森林・林業の再生に向けた取組、
マニュアル検討委員会等の技術検討委員会等に参加し、その中で研究成果の知見を受け渡した（アアａ）。 気候変動の影響評価と適応・緩和策、生物多様性の保
さらに、新たに、近年の山地災害の課題のひとつである流木について、農林水産技術会議の温暖化適応技 全、持続的林業経営に欠かせない気象害、病虫獣害への
術開発のための戦略的プロジェクトにおいて被害軽減のための研究をスタートした。国際的に注目されて 対策など、森林の多面的機能に関わる様々な国の施策
いる生態系の機能を活用した防災・減災技術（Eco-DRR）の推進のため国際斜面災害研究機構（ICL）と や社会的ニーズに合致している。
連携してスリランカを対象とした JST/JICA の SATREPS プロジェクトを開始した（アアａ）。
具体的には、全国各地で発生した山地災害への緊急
令和元年度版水循環白書に、本課題における森林施業と気候変動が水資源に及ぼす影響に関する研究成 調査や対策検討委員会への対応、流木対策や Eco-DRR
果が引用された（アアｂ）。研究成果に基づいて、林野庁治山課と森林整備課に助言を行うとともに、多 に関する研究対応、台風 15 号による風倒木被害に関す
くの委員会に専門家として貢献した（アアｂ）。さらに、今年度は、気候変動への適応に向けた森林の水 る行政による緊急調査とプレス発表への協力・支援、森
循環機能の高度発揮のためのデータ収集体制の構築を目指して環境省の地球一括プロジェクトを新たに 林内の放射性セシウム分布の将来予測や野生きのこの
開始した。
放射性セシウム濃度に関する成果の発信、林業技士養
令和元年 9 月の台風 15 号による風倒木被害について、千葉県や林野庁と合同で緊急調査を行い、被害 成研修等における森林・林業への気候変動影響に関す
原因に関する報告書の迅速な公表を支援した（アアｃ、アウｂ）。平成 29 年 4 月 29 日に帰還困難区域の る講義を通した人材育成、生物多様性保全に配慮した
福島県浪江町の国有林で発生した火災（5 月 10 日鎮火）の跡地調査に、林野庁から依頼されて職員 2 名 森林管理テキストの作成、早期発見が社会的に求めら
を派遣した。現地で採取した樹木と土壌の試料の放射性セシウム濃度を測定し、その結果は 6 月 23 日に れているニホンジカとクビアカツヤカミキリのオンラ
農林水産省からプレスリリースされた（アアｃ、アアｄ）。そのほか、厚生労働省の「除染等業務に従事 インマッピングシステムの構築と公開など、顕著な貢
する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」の森林土壌等の放射能濃度の簡易測定手順の改訂に 献を果たした。
あたり、林野庁に協力した。福島県における森林内の放射性セシウム分布に関するモニタリングの結果が、 特に、放射性物質、気候変動及び生物多様性に関する
令和 2 年 3 月に林野庁ホームページで公表された（アアｄ）。野生きのこや樹木の将来の放射能汚染予測 研究の取組及び成果は、国際的にも高く評価され、
モデルに関する研究成果を国に情報提供し、原発事故による森林の放射能汚染からの回復、復興のための IAEA、IPCC、IPBES 等の国際機関ないし枠組みへの
施策に活用できるよう意見交換した（アアｄ）。これまでの森林内の放射性物質のモニタリング成果を踏 参画を通じて、我が国の国際貢献に寄与している。ま
まえて、令和 3 年度以降の放射性物質対策事業の方針について助言した。
た、「モニタリング指標１」に示すように、各分野にお
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いて行政機関との研究調整会議等を継続的に開催し、
ア（イ）では、平成 29 年 3 月 14 日の農林水産省「農林水産省地球温暖化対策計画」に挙げられた「農 それを通して新たな国の施策や社会的ニーズの把握
林水産分野の地球温暖化対策に関する研究・技術開発」の「温室効果ガスの排出削減対策技術の開発の推 と、それに対応した新たな外部資金の獲得にも努めて
進」、ならびに「農林水産分野の地球温暖化対策に関する国際協力」の「森林減少・劣化に由来する排出 いる。
の削減等への対応」に記載された内容に対応した具体的な成果である（アイ a-①、アイ a-②、アイ b-②）。 以上の優れた取組及び成果により、評価軸１に基づ
気候変動枠組条約により我が国が義務付けられている森林吸収量の算定・報告に関して、インベントリ事 く重点課題アの自己評価を「ａ」とする。
業における枯死木、堆積有機物及び土壌有機物の炭素蓄積量の算定結果の検証に必要な実証データを得
た。さらに調査結果を利用して森林土壌の炭素モデル（Century-jfos）に関する吸収排出量のパラメータを
伐採率と収穫率に対応するように改良し、林野庁が行う 2030 年の森林吸収源による吸収量の目標値の改
訂に向けた吸収排出量の将来予測の算定に貢献した。気候変動が森林や林業に及ぼす影響について、林業
技士養成研修等の講義を通じて成果の普及と森林施策実行のための人材育成に貢献した（アイ a）。
林野庁や環境省からの依頼で日本政府代表団の一員として国連気候変動枠組条約、生物多様性条約関連
の交渉に参加し、日本政府に政策的なアドバイスを行った。IPCC 第 6 次評価報告書の執筆者会合に研究
職員を派遣した。IPCC 国内連絡会（経済産業省他）、環境省温暖化対策研究の最新動向に関する情報交
換会、環境省ポスト 2020 目標合同ヒアリング、環境省生物多様性及び生態系サービスの総合評価に関す
る検討会委員等を通じて日本政府・環境省へ政策的な提言を行い、林野庁海外林業協力室・森林利用課や
外務省気候変動課に対しても政策的なアドバイスを行った（アイ b-①）。生物多様性条約の資源動員ワー
クショップに資金の専門家として参加し、ポスト 2020 の枠組みに対する資金制度の議論に貢献した（ア
イ b-①）。気候変動枠組条約第 25 回締約国会議の公式サイドイベントを ITTO と共催で開催した。イベ
ントには、各国政府の交渉官、国際機関、研究機関、大学関係者、NGO、コンサルタント等、様々な分野
から 80 名程度の参加があった（アイ b-①）。
ア（ウ）では、林野庁と共同で「生物多様性保全に配慮した森林管理テキスト」の北海道版と四国版を
作成し、森林技術者を対象に研修を行うとともに、研修用資料を当研究所のホームページ上で公開するこ
とにより林業現場で活用できるようにした（アウ a）。生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科
学-政策プラットフォーム（IPBES）の「野生種の持続可能な利用に関するテーマ別評価」報告書と「侵略
的外来種に関するテーマ別評価」報告書の執筆者に各１名が選出され、報告書の執筆を進めた（アウ a）。
早期発見が社会的に求められているニホンジカとクビアカツヤカミキリを対象にスマートフォン等で利
用できるオンラインマッピングシステムを構築し、被害情報を共有する体制を整備した（アウｂ）。2019
年 9 月の台風 15 号による風倒木被害について、千葉県や林野庁と合同で緊急調査を行い、被害原因に関
する報告書の迅速な公表を支援した（アアｃ、アウｂ）（再掲）。
モニタリング指標１（1）：行政機関との研究調整会議等の実施状況
ア（ア）では、行政機関との間で多数の会議を開催して、助言や意見交換を行った。具体例としては、
林野庁の治山関連部署と「治山事業の推進のための研究調整会議」を 2 回開催した（6 月、11 月；アア a、
アアｂ、アアｃ）。治山課が開催する委員会に専門家を派遣して、最新の成果に基づき治山技術に関する
助言を行った（アアａ）。森林やきのこの放射性物質に関する研究成果をふまえ、林野庁経営課特用林産
対策室や研究指導課との野生きのこの出荷制限見直しに向けた意見交換会（10 月、アアｄ）を開催したほ
か、多数の会議で林野庁経営課特用林産対策室や研究指導課に助言を行った。
ア（イ）では、林野庁森林利用課と担当者の間で土壌炭素蓄積量評価に関して 4 回協議し（7 月、10 月、
12 月、1 月）、事業遂行への反映と次期計画の検討を行うとともに、排出係数の評価法に関しても、別途
3 回打合せを行った（4 月、12 月、12 月）（アイ a）。農林水産省大臣官房国際部と FAO の地球土壌パ
ートナーシップに関する連絡会（3 月)を行い、秘書課と GIS/リモートセンシング技術の農林水産行政へ
の応用について意見交換を行った（8 月）（アイ a）。林野庁森林計画課海外林業協力室とは、3 回の運営
委員会を通じて意見交換を行うとともに（6 月、11 月、3 月）、研究所でも意見交換会を開いた（4 月）
（アイ b-②）。
ア（ウ）では、関東森林管理局による「シカ対策現地検討会」（11 月）に出席し、野生動物由来人獣共
通感染症に関する情報提供を行った（アウａ）。環境研究総合推進費の政策ワーキンググループに３回参
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加し（5 月、10 月、11 月）、生態系サービスに関する成果の政策への応用に関して環境省の担当者と意見
交換を行った（アウａ）。関東森林管理局が沼田森林管理署で実施した「森林総合監理士関東ブロック実
践研修」（10 月）及び栃木県日光市で実施した「シカ対策現地検討会」（11 月）において、シカ密度に
応じた防除方法の選択基準について説明した（アウ b-①）。林野庁の森林保護対策室と森林保護に関する
意見交換会を開催し（２月）、病虫獣害対策の推進に貢献した（アウ b）。林野庁の森林保護対策室が主
催した「ナラ枯れ被害対策に係る情報連絡会」（10 月）に出席し、これまでのナラ枯れ被害の研究成果に
ついて解説した（アウ b）。
モニタリング指標１（2）：外部資金等による研究課題件数及び金額
ア（ア）外部資金による研究課題は 29 件、外部資金は 176 百万円であった。
ア（イ）外部資金による研究課題は 42 件、外部資金は 218 百万円であった。
ア（ウ）外部資金による研究課題は 72 件、外部資金は 281 百万円であった。
モニタリング指標１（3）：学術論文、学会発表等による研究成果の発信状況
ア（ア）学術論文は 65 編（原著論文 38 編、総説 1 編、短報 26 編）、学会発表は 198 件、
公刊図書は 0 件、その他は 43 件であった。
ア（イ）学術論文は 42 編（原著論文 37 編、総説 0 編、短報 5 編）、学会発表は 104 件、
公刊図書は 8 件、その他は 29 件であった。
ア（ウ）学術論文は 116 編（原著論文 85 編、総説 7 編、短報 24 編）、学会発表は 247 件、
公刊図書は 7 件、その他は 119 件であった。
これらの学術論文のうち、13 編（アア 2 編、アイ４編、アウ７編）をプレスリリース、29 編（アア 9
編、アイ 8 編、アウ 12 編）をホームページの研究紹介に掲載し、成果の普及のため情報発信に努めた。
評価指標２：研究開発成果等の普及促進への取組実績
評価軸２：研究開発成果等の普及に貢献しているか。
ア（ア）では、山地災害について、全国の森林管理局、森林技術総合研修所及び JICA 等において地す
「評価指標２」の実績に示すように、ア（ア）では、
べりの調査・対策やリモートセンシング技術等に関する研修会に研究職員を講師として派遣し成果の普及 津波で被害を受けた海岸林の再生、治山技術や山地災
を行った。海岸防災林について、森林学会等の学会シンポジウム、東北支所のシンポジウム等で研究成果 害予測技術の向上、原発事故で被災した地域の森林・林
の公表を行った。海岸防災林生育基盤盛土造成に関わる指針作りへ研究成果の情報提供を行った。「森林 業の再生等に向けた研究成果の紹介、技術情報の提供
気象害リスク評価シンポジウム」を森林保険センターと森林総合研究所で共催し、幅広い層の参加者に研 及び助言をのべ 110 回の委員会や講師派遣、依頼講演
究成果を紹介した。林野庁による森林内の放射性物質への対処に関する普及啓発のための研修会用テキス 等の機会を通じて行った。
トの作成に際して編集協力を行った。森林、林業再生のための普及啓発シンポジウムや業界団体、大学生、 防災減災に関する講演会やシンポジウム、福島の復
林業研究機関等の多様な受け手を対象とする講演に講師を派遣した。2 件の成果についてはプレスリリー 興に向けた普及啓発事業など林野庁との連携による研
究成果の発信を活発に行った。また、IAEA の環境中の
スを行うとともに、メディアへの取材に対応して情報発信した。
放射性核種の動態モデル化のためのプロジェクト
ア（イ）では、周極域の森林生態系における炭素・窒素蓄積に関して当所ホームページの研究紹介で「森 MODARIA Ⅱへの積極的な貢献を行うとともに、
の香りをため込むアラスカのクロトウヒ林土壌」というタイトルで成果論文を紹介した（アイ a-②）。ス IUFRO 世界大会では森林の放射性物質に関するセッ
ギのオゾン耐性に関する成果を、当所ホームページの研究成果で「スギが香り物質を多く出しやすくする ションを主催して国際的にも注目されるなど、森林内
季節は産地毎に異なる」というタイトルで紹介した（アイ a）。最終退氷期の温暖化がモンゴルの永久凍 における環境放射能研究に関する国際的な研究ネット
土地帯の大規模融解をもたらしたことを明らかにした成果を、共同でプレスリリースした（アイ a）。永 ワークを発展させるための活動を積極的に行った。そ
久凍土の分布に関する研究成果を踏まえて、日本ペドロジー学会が文科省に対して提案書を提出し、高校 の結果、森林総合研究所が森林における放射性物質研
地理の教科書内容を学指導要領の改訂と合わせて修正するように要請した（アイ a）。土壌炭素動態に関 究を国際的にもリードする機関として認知され、その
する研究により得られた排出係数が、林野庁が行う 2030 年の森林吸収源による吸収量の目標値の検討に 実績が高く評価されている。さらに、気象害リスク評価
活用された（アイ a）。研究成果が評価され、IPCC 第 6 次評価報告書の執筆者として研究職員 1 名を執 手法のように森林保険業務に直接貢献できる実用的な
筆者会合に派遣した（アイ b-①）。CIFOR 主催グローバル・ランドスケープス・フォーラム京都（GLF 成果も挙げている。ほかにも、海岸林再生や放射性物質
京都）においてセッションを、気候変動枠組条約第 25 回締約国会議において公式サイドイベントを開催 対策のガイドライン策定時の助言など、エビデンスに
した（アイ b-②）。REDD-plus Cookbook Annex 調査マニュアル Vol. 7 及び Vol.4、５の英語版を出版 基づいた政策の実行に大きく貢献した。
し、開発途上国への成果の普及に利用した。プレスリリースについては、４件を行って成果を普及した（ア
イ b-②）。
ア（イ）では、気候変動の影響評価や適応、緩和に関
して、技術の提供や助言を 50 回の委員会対応や 54 回
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ア（ウ）では、森林の多面的機能のモデリング（アウ a -①）、ライチョウの保全（アウ a -②）、野生
動物由来人獣共通感染症対策（アウ a）に関するシンポジウムを森林学会、生態学会等で企画し、成果の
普及に取り組んだ。しいたけ害虫マニュアル「しいたけ害虫の総合防除 改訂第 2 版」を作成し、各都道
府県のきのこ生産者、普及担当者、企業、生産団体等に配布した（アウｂ）。成果のプレスリリースを７
件行い、新聞、テレビ等で取り上げられた（アウ a、b）。
モニタリング指標２（1）：講演会、出版物（技術マニュアル等）による成果の発信状況
ア（ア）では、森林科学 88 号の特集「雪とたたかう森林」において、雪氷災害に関する最新の成果を解
説した（2 月）。農林水産省委託プロジェクト「山地災害リスクを低減する技術の開発」では林業技術者
を対象とした研修・講演会を各地で実施した（参加者総数 200 名以上）。森林気象害リスク評価シンポジ
ウム（2 月、東京）の開催や森林保険ドローン技術講習への講師の派遣を行った。林野庁による普及啓発
研修会用テキスト「2019 年度版放射性物質の現状と森林・林業の再生」の編集・作成に 20 数名の専門家
が協力した。テキストは放射能汚染被災地域の自治体等の森林関係部門に配布された。林野庁主催の「福
島の森林・林業再生に向けたシンポジウム」（12 月、郡山市；12 月、東京）に講師 2 名を派遣した。普
及・啓発のための 2 回の出前講座（2 月）や福島大学映画上映・シンポジウム（12 月）、福島県林業研究
センター研究発表会（2 月）、林野庁ほだ木等原木林再生実証事業打ち合わせ会（１月）に 5 名の講師を
派遣した。ブラジルクリチバ市で開催された IUFRO 世界大会（9～10 月）において、チェルノブイリ及
び福島の原発事故による森林の放射能汚染の現状と回復及び森林の放射性物質に関するセッションを主
催し、研究成果を国際的に発信した。
ア（イ）では、森林群落の CO2 収支に関して、針葉樹人工林の炭素循環および環境応答について 3 名
が第 21 回富士山セミナーで講演を行うとともに、日本学術振興会の「ときめき☆ひらめきサイエンス」
プログラムで高校生を対象に、森林の炭素循環についての講義および実習を通して成果を紹介した（アイ
a-①）。周極域の森林生態系における炭素蓄積と温暖化影響に関する成果を季刊森林総研 No.46 に「永久
凍土の『酔っ払いの森』と温暖化の影響」というタイトルで紹介した。歴史資料の活用方法について、京
都大学森林生物学研究室のスペシャルセミナーや大阪府立環境農林水産総合研究所生物多様性センター
談話会で紹介した。REDD プラスの成果発信のために、CIFOR 主催グローバル・ランドスケープス・フ
ォーラム京都（GLF 京都）においてセッション「気候、SDGs のコミットメントから具体的な活動へ：森
林、持続可能な木材生産物、気候的な耐性に配慮した土地利用による貢献」を開催した（５月、京都）。
公開国際セミナー「REDD プラス・始動元年 2020」を開催した（１月、東京）（アイ b-②）。REDD-plus
Cookbook Annex 調査マニュアル Vol. 7「プロジェクト組成・実施・拡大手順―排出削減努力が適切な評
価を受けるために―」を発行した（アイ b-②）。REDD-plus Cookbook Annex 調査マニュアル英語版(Vol.4,
Vol.5)を出版し、開発途上国への成果の普及に活用した（アイ b-②）。森林生態系機能を活用した気候変
動適応及び緩和技術の成果発信として、環境省戦略研究プロジェクト「気候変動の緩和策と適応策の総合
的戦略研究」の成果紹介パンフレットにも掲載された（アイ b）。一般公開シンポジウム「気候変動影響
研究と対策の最前線」において、研究成果を紹介した（５月、京都）（アイ b）。
ア（ウ）では、シンポジウム「霧ヶ峰 シカ柵研究の最前線」（5 月、諏訪市）を開催し、霧ヶ峰地域
におけるシカ食害による生態系被害の現状について講演した（アウ a）。また、防鹿柵設置による植物相
および昆虫相の保全効果についてリーフレットを作成し、霧ヶ峰周辺のビジターセンター等で配布した
（アウ a）。小笠原諸島における植栽木の種苗移動に関する成果が、パンフレット「小笠原諸島における
森林修復のための苗木生産ハンドブック」に掲載された（アウ a）。クビアカツヤカミキリに関して 42 回
のアウトリーチ活動を実施し、各地の研修会で講師を務め、マスコミから研究成果の発信が 6 回あった（ア
ウｂ）。アグリビジネスフェア（11 月）に出展し、菌類を活用したスギ花粉飛散抑制技術について解説し
た（アウｂ）。
モニタリング指標２（2）：技術指導、研修会等への講師等派遣状況
ア（ア）委員会対応 110 回、技術指導講師 79 回、依頼講演 23 回、研修会講師 25 回、
その他教育指導対応 21 件、国際会議対応６件
ア（イ）委員会対応 50 回、技術指導講師 50 回、依頼講演 18 回、研修会講師 8 回、
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の講師派遣、18 回の依頼講演などを通じて行ってきた。
また、REDD プラスに関して、気候変動枠組条約第 25
回締約国会議（COP25）における公式サイドイベント、
国際林業研究センター主催の国際会議で気候変動に関
するセッションを開催した。REDD-plus Cookbook
Annex 英語版を出版して開発途上国へ成果を普及し
た。さらに、IPCC 第 6 次評価報告書の執筆者会合に研
究職員を派遣して、国際的枠組みに貢献した。加えて、
政府の温室効果ガス削減 2030 年目標のための林野庁
における森林吸収源による吸収量の目標値の検討に、
土壌炭素蓄積に関する科学的データを提供した。
ア（ウ）では、シンポジウムを森林学会、生態学会で
企画し成果を普及した。しいたけ害虫マニュアルを改
訂し関係機関に配布した。プレスリリースを７件行い、
成果の普及に努めた。これ以外にも、菌類を活用したス
ギ花粉飛散抑制技術のアグリビジネスフェアへの出
展、講演会の主催、研修会等の技術指導を通して成果の
普及に努め、その一部は、新聞、テレビ、ラジオで取り
上げられた。
以上のように、本重点課題では、海岸防災林の生育基
盤盛土に関する指針づくりへの成果情報の提供、原発
事故被災地域の森林・林業の再生に向けた普及啓発事
業やガイドライン作成への協力、森林保険業務の高度
化に資する気象害リスク評価技術の開発、REDD プラ
ス実施のための調査マニュアルの出版や公開セミナー
開催、政府の温室効果ガス削減 2030 年目標のための林
野庁における森林吸収源による吸収量の目標値のため
の科学的データの提供、IAEA、IPCC、IPBES など国際
機関ないし国際枠組みへの貢献、しいたけ害虫マニュ
アルの改訂、菌類を活用したスギ花粉飛散抑制技術の
アグリビジネスフェアへの出展など、研究開発成果等
の普及促進への取組として多くの実績をあげた。
また、「モニタリング指標２」に示すように、山地災
害、森林の放射能汚染、気候変動、生物多様性保全、病
虫獣害等の重要政策に関わる委員会に計 377 回、技術
指導の講師として 212 回、依頼講演 76 回、研修会の講
師として 84 回、その他教育指導対応に 87 件、国際会
議対応に 13 件の職員を派遣するとともに、調査 47 件、
分析 25 件、鑑定 30 件に対応し、研究成果の発信と普
及に貢献した。
以上の優れた成果普及への貢献の実績により、評価
軸２に基づく重点課題アの自己評価を「ａ」とする。

様式２－１－４－１ 国立研究開発法人

年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式

その他教育指導対応 17 件、国際会議対応５件
ア（ウ）委員会対応 217 回、技術指導講師 83 回、依頼講演 35 回、研修会講師 51 回、
その他教育指導対応 49 件、国際会議対応２件
モニタリング指標２（3）：調査、分析、鑑定等の対応件数
ア（ア）調査対応 13 件、分析対応－件、鑑定対応－件
ア（イ）調査対応 1 件、分析対応－件、鑑定対応－件
ア（ウ）調査対応 33 件、分析対応 25 件、鑑定対応 30 件

このように、本重点課題では、森林の有する多面的機
能の発揮と林業の持続的かつ健全な発展という森林・
林業基本法が掲げる基本理念の実現に必要な研究開発
に取り組んでいる。研究内容は、極端気象に伴い激甚化
する山地災害、森林気象害への対策の強化、森林の国土
保全機能や水源涵養機能の高度発揮、東日本大震災の
被災地での林業・木材産業の復興、海岸防災林の再生、
「農林水産省気候変動適応計画」が求める影響評価技
術の高度化と適応・緩和技術の開発、生物多様性保全等
森林の多面的機能の評価、環境低負荷型の病虫獣害防
除技術など、国の施策や社会的ニーズに応えるもので
あり、年度計画に予定された目標を着実に達成すると
ともに、計画以上の研究成果もあげている。さらに、研
究開発成果の普及等においても、災害発生時の緊急調
査、国や自治体の各種委員会等に対応するとともに、研
究成果の学術論文としての公表はもとより、技術マニ
ュアル等の刊行物、講演会、技術指導、研修講師、調査、
分析、鑑定等の対応等さまざまな手段や機会を通じて
成果の発信と普及に努めている。さらに、IAEA、IPCC、
IPBES 等の国際機関ないし国際的枠組においても当該
分野の専門家として活動し、我が国の交際貢献に寄与
している。
以上の顕著な研究成果の創出となったことから、
「Ａ」評定とした。
＜課題と対応＞
ア（ア）では、森林の防災機能や水源涵養機能を正し
く評価するには、樹木根系などに与える立地条件の不
均質性を十分に踏まえる必要があることが明らかにな
りつつある。研究成果の社会実装には、このような森林
環境の多様性の評価技術と、それを考慮した防災・減災
機能、水資源保全機能の評価技術が重要になる。
ア（イ）では、気候変動影響評価技術の高度化につい
ては、森林・林業への影響を解明するため、人工林への
影響評価や天然林の炭素収支の広域評価手法及び年変
動モデルを用いた将来予測手法の開発を行う必要があ
る。気候変動適応及び緩和技術の開発については、科学
的知見に基づいた適応策や緩和策を進めるため、気候
変動に適応した熱帯林での植栽技術や山地林管理指針
策定のための研究を行う必要がある。
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様式２－１－４－１ 国立研究開発法人

年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式

ア（ウ）では、森林の多面的機能や生態系サービスに
ついては、今年度までの取組により自治体レベルで評
価する手法を提案することができた。今後は、国レベル
での施策を視野に入れ、全国スケールへと拡張する必
要がある。また、絶滅危惧種の保全については、国内の
取組だけでは解決しない事例もあることから、国際的
な視点からさらに研究を行う必要がある。森林におけ
るシカ被害については、今年度までの取組により造林
地における被害を抑制するためのいくつかの手法につ
いて有用な知見を整理し、それぞれの適用可能な条件
を明らかにしてきた。今後はその効率的な運用に向け
て、どのような場所にどのような手法を用いるのが適
切か予測を行う必要がある。また、これまでの研究は人
口密度の低い森林域が主な対象だったが、今後は都市
近郊も視野に入れ、より包括的な対策を提示する必要
がある。
主務大臣による評価
評定
A
＜評定に至った理由＞
年度計画の着実な達成に加え、東日本大震災被災地の復興に大きく貢献する林内および木材中の放射性セシウム分布の長期予測モデルを１年前倒しして開発したこと、植物と降水に関する新たな分野
の創出につながる林内における雨滴の生成プロセスに関する成果、再造林の大きな課題であるシカ被害対策に対して、水源林造成業務と連携した全国規模の調査によりニホンジカ防鹿柵の効果、設置、
運用上の課題を明らかにしたこと、森林のもつ 10 種の多面的機能について、各機能を林相や林齢、地形などの環境条件の関数として記述する空間評価モデルを開発し、森林生態系の定量的評価手法を提
案したことは高く評価される。さらに、温暖化対策による新規植林やバイオ燃料用作物栽培などの土地改変の影響を考慮しても、2℃目標を達成することにより生物多様性の損失を抑えられることを世界
で初めて示したことや、ニホンジカやアライグマがマダニ媒介性のウイルス病である SFTS の感染拡大に関与することを解明したこと、日本応用動物昆虫学会賞を受賞した様々な昆虫における生物音響
学的研究をまとめた振動や音による環境低負荷型の害虫防除技術に関する総説の発表は、年度計画にない顕著な成果である。
また、放射性物質、気候変動及び生物多様性に関する研究の取組及び成果は、国際的にも高く評価され、IAEA、IPCC、IPBES、REDD プラス等の国際機関ないし枠組みへの参画を通じて、我が国の
国際貢献に寄与しており、国内においても災害時の緊急対応、震災復興、シカ被害対策など行政ニーズ・社会的ニーズの高い分野において、委員・講師の派遣、公開講演会の主催などにより積極的な成
果の「橋渡し」を行っており、年度計画を上回る顕著な実績が認められることから「A」と評定した。
＜審議会の意見＞
東日本大震災から約 10 年経過するが、森林と放射性物質に関する研究を引き続き推進するとともに、その成果について、一層の普及に取り組まれたい。
４．その他参考情報
特になし。
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