
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）－ウ 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 

ウ 木材及び木質資源の利用技術の開発 
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 

当該事業実施に係る根拠（個別
法条文など） 

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 
 

当該項目の重要度、難易度 【重要度：高】あり、【難易度：高】あり 関連する研究開発評価、政策評
価・行政事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省２－⑩ 
行政事業レビューシート事業番号：0204 

 
２．主要な経年データ 
①主な参考指標情報 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 2年度  28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 
研究論文数 76件 77件 75件 58件  予算額（千円） 1,337,942 1,517,551 1,719,649 1,711,028  

 口頭発表数 238件 228件 225件 259件  
公刊図書数 20件 13件 38件 ６件  決算額（千円） 1,655,575 1,777,133 1,740,923 1,702,480  
その他発表数 174件 140件 128件 121件  
ウ（ア）の評価 a a s s  経常費用（千円） 1,740,265 1,895,697 1,863,849 1,814,244  
ウ（イ）の評価 a a s s  
行政機関との研究調整会議等 12件 5件 6件 6件  経常利益（千円） △45,449 △16,057 △42,193 △26,069  
外部資金等による課題件数及び金額 55件 

748百万円 
42件 

802百万円 
42件 

670百万円 
42件 

505百万円 
 行政サービス実施

コスト（千円） 
1,449,739 1,481,008 1,564,641 －  

講演会、出版物（技術マニュアル等）による
成果の発信状況 

11件 15件 12件 22件  行政コスト（千円） － － － 2,924,027  
従事人員数 62.3 66.2 63.6 67.2  

技術指導、研修会等への講師等派遣状況 814回 630回 782回 756回   
調査、分析、鑑定等の対応件数 30件 31件 15件 27件   

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）資源状況及びニーズに対応した木材の利用技術の開発及び高度化 
森林資源の循環利用による低炭素社会の実現や林業の成長産業化に向けて、一

般消費者のニーズに対応した国産材の需要拡大、大径材及び早生樹を始めとする
国産広葉樹等の利用拡大が求められている。 
このため、大径材や早生樹等の品質及び特性評価技術並びに効率的な製材技術

を開発し、人工乾燥技術の高度化を進める。また、CLT（直交集成板）等木質材
料の効率的な製造技術及び強度性能評価手法、建築・土木分野における構造体へ
の木質材料利用技術、防耐火等の信頼性向上技術及びその性能評価手法を開発す
る【重要度：高】。さらに、木質空間の快適性に関する評価手法を高度化する。
これらの目標を本中長期目標期間終了時までに達成する。 
なお、これらの課題について、行政機関、大学、研究機関、関係団体、民間企

業等と連携して実証を行い速やかな実用化を図るとともに、得られた成果は規格
・基準の作成等の行政施策へ反映する。 

 
【重要度：高】：林業の成長産業化を実現するためには、建築・土木分野におけ
る構造体としての利用拡大や木材の信頼性を向上させることが極めて重要であ
るため。 

（ア）資源状況及びニーズに対応した木材の利用技術の開発及び高度化 
木材・木質材料の更なる需要拡大に向け、消費者ニーズに対応する材料や利用法の開発、大径材等需要が少ない木質

資源の利用方法の開発が求められている。このため、以下の2つの課題に取り組む。 
a 原木等の特性評価技術の開発及び製材・乾燥技術等の高度化 
大径材や早生樹等の品質及び特性の非破壊評価技術を高度化するとともに、樹種・産地判別技術の効率化に資する技

術の開発等を行う。大径材等を利用拡大するため直径36cm以上の原木の効率的な製材・機械加工技術等を開発すると
ともに、様々な乾燥技術やセンシング技術の応用により人工乾燥技術を高度化する。 
b 新規木質材料利用技術、構造利用技術及び耐久性付与技術の開発 
従来の木質材料に加え、CLT（直交集成板）等新規木質材料の効率的な製造技術及び強度性能評価手法、建築・土木

分野等における構造体への木質材料利用技術及びそれらの防耐火性、耐久性等の信頼性向上技術を開発するとともに、
人間の生理応答等を指標とした木質空間の快適性に関する評価手法を高度化する。 
さらに、得られた成果は、行政機関、大学、研究機関、関係団体、民間企業等と連携して実証を行い、速やかな実用

化を図るとともに、日本農林規格等の国家規格や各種基準等に反映させることで、信頼性が高く消費者ニーズに合致し
た木材・木質材料の利用促進に貢献する。 
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（イ）未利用木質資源の有用物質への変換及び利用技術の開発 
間伐等由来の未利用木質資源を有効利用し、森林資源を持続的に活用して新た

な需要創出につなげることが求められている。  
このため、セルロースナノファイバー、機能性リグニン及び機能性抽出成分等

の木材成分の特徴を活かした高機能・高付加価値材料の製造並びに利用技術を開
発する【難易度：高】。これらの目標を本中長期目標期間終了時までに達成する。 
なお、本課題では、民間企業等を含む研究コンソーシアムを構築して研究を推

進し、新素材の製造技術及び利用技術の実用化、社会での実用化の加速化を図る。 
 

【難易度：高】：木質バイオマスから各有用成分を取り出し、各成分から高機能
で高付加価値を有する材料を開発するためには、コスト面や技術面での多くの障
害をクリアする必要があるため。 

（イ）未利用木質資源の有用物質への変換及び利用技術の開発 
間伐等由来の未利用材の有効利用のため、セルロース、リグニン等木材主成分の有効活用や、未利用抽出成分の機能

を活かした、新たな需要創出が求められている。このため、以下の３つの課題に取り組む。 
a 多糖成分等を利用した高機能・高付加価値材料の開発 
未利用木質資源からバイオリファイナリー技術等を用いて分離したセルロース・へミセルロースなどの多糖成分や、

それに物理的・化学的処理を施すことによって得られるセルロースナノファイバー等の素材、または微細な木質原料等
を用いて、化学工業や食品産業分野等に適用することのできる高機能・高付加価値材料等を製造・利用する技術の開発
を行う。セルロースナノファイバーについては、 その実用化を促進するため、生産コストの25%削減を達成する。 
b リグニンの高度利用技術の開発 
地域の木質バイオマス中のリグニン資源を利活用した新たな産業の創出をめざし、林地残材等の未利用バイオマスか

ら効率的にリグニンを取り出す技術を開発する。加えて、熱成形性等の工業材料として求められる実用的加工性や、凝
集剤や分散剤等の化成品としての性能を付与した機能性リグニンを製造する技術を開発する。また、耐熱性プラスチッ
クや電子基板等、機能性リグニンを用いた高付加価値な工業製品を開発し、新たなリグニン産業創出に貢献するリグニ
ンの高度利用技術を開発する。 
c 機能性抽出成分の抽出・利用技術の開発 
間伐材等の未利用木質資源から有用な抽出成分を検索し、健康増進等に関する機能性の解明や活性物質等に関する化

学的な特性を解明するとともに、それらの機能性を活かした実用レベルの利用法を確立する。またそれらの実用化に向
けて、環境に配慮した効率的な抽出・分離技術や機能性を向上させる技術、効果的な利用技術の開発を行う。 
さらに、研究開発によって得られた高機能材料・高付加価値材料を速やかに実用化するため、応用段階に入った研究

については、民間企業等を含む研究コンソーシアムを構築して研究を推進し、製造技術及び利用技術の社会実装化を図
ることで、未利用木質資源による新産業の創出に貢献する。 

主な評価軸（評価の視点）、指標等 
評価軸 評価指標 
＜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。 
 

（評価指標１－１）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 

＜評価軸２＞研究開発成果等の普及に貢献しているか。 
 

（評価指標２－１）研究開発成果等の普及促進への取組実績 
（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 

年度計画 法人の業務実績等・自己評価  
 業務実績 自己評価 
 １．研究成果の全体像 評定 Ｓ 
（ア）資源状況及びニーズに対応した

木材の利用技術の開発及び高度化 
a 原木等の特性評価技術の開発及び製
材・乾燥技術等の高度化 

①丸太品質の非破壊測定技術高度化に
向けて、錘の付着により打撃音の共
振周波数が低下することによりヤン
グ率等を推計する質量付加振動法に
ついて、測定精度の向上と製材工場
等でも適用可能な方法の開発のた
め、錘の加除に替えて丸太端部の鋸
断前後の共振周波数の差違を用いた
場合の測定精度を明らかにする。 

＜結果概要＞ 
丸太端部を鋸断する前後の共振周波数を測定することにより、ヤング率推計に不可欠な試験体質量を高

い精度で推計可能なことを明らかにした。 
＜具体的内容＞ 
質量付加振動法による丸太のヤング率の非破壊測定に不可欠な木材の質量推計について、錘の付加にか

えて鋸断する木材端部を錘とみなした推計方法の可能性と精度を検討した。鋸断前後で共振周波数測定を
行い、試験体の質量を推計したところ、試験体質量の推計精度は錘を用いた場合より非常に高く、製材工
場等で丸太のヤング率推計を低コストで行える非破壊測定技術の開発につながる成果が得られた。 
＜普及への取組＞ 
質量付加振動法によるヤング率推計に関する成果については、「Journal of Wood Science」誌に投稿し

た「Use of cut specimen pieces in the vibration method with additional mass (VAM).（質量付加振動法にお
ける鋸断小片の利用）」（65:31、2019年7月）と題する論文のほか、岐阜県からの研修生受け入れを通
じて、成果の普及に取り組んだ。 

 

＜研究課題の成果＞ 
「ウ（ア）資源状況及びニーズに対応した木材の利用

技術の開発及び高度化」では、左記の通り年度計画に記
載された内容をすべて達成した。 
特にCLTの製造と施工のコスト削減を実現する技術

の開発は、「CLT 普及に向けた新たなロードマップ」
（平成 29 年 1 月、CLT 活用促進に関する関係省庁連
絡会議策定）の「CLT製品価格を半減(7～8万円/m3に)
し、施工コストを他工法並に」とした目標達成に大きく
貢献するもので、国の施策として利用促進が期待され
るCLTの需要拡大を推進する成果である。また、木材
を大変形させる技術は、木材加工の新たな手法への先
鞭を付けるものである。材の形成に葉面吸収水も利用
されることを示した成果は、植物は根から吸収した水
と空気中の二酸化炭素を使って光合成を行うとするこ②国産早生樹の利用可能性を検討する

ため、材の密度や含水率等の基礎デ
＜結果概要＞ 
国内に植栽されたユーカリ属の6樹種について、容積密度および含水率の放射方向変動と鋸断特性を明
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ータを蓄積するとともに、製材時の
送り速度等の適切な加工条件を提案
するために、製材時の消費電力量や
切削力等を測定して加工の難易等の
鋸断特性を明らかにする。 

らかにした。 
＜具体的内容＞ 
国産早生樹の利用可能性を検討するため、国内に植栽されたユーカリ属の6樹種について、容積密度と

含水率の放射方向変動を測定するとともに、製材時の挽材時消費電力、切削力、製材精度等を測定した。
各樹種ともに容積密度は髄付近で低く、含水率は中心部ほど高く、特に心材では飽水状態に近かった。挽
材時の消費電力は、挽幅135 mmの方が挽幅105 mmよりも大きく、送り速度9 m/分の方が18 m/分よ
りも大きかった。また、切削力は送り速度が速くなるほど大きく、密度が高い樹種で大きくなる傾向があ
ったが、必ずしも密度と切削力は比例関係になく、樹種ごとの特性がある可能性が示唆された。これらは、
乾燥効率を考慮した木取りの設定、鋸や鋸断条件の選択など国産早生樹の製材加工の効率化に資する成果
である。 
＜普及への取組＞ 
国産早生樹の利用については、日本木材学会大会（3 月）で「静岡県産コウヨウザン及びユリノキ製材

時の切削力と消費電力」と題する発表を行ったほか、「木材工業」誌に投稿した「国産ユーカリの鋸断特
性と製材品品質」（75(4)、2020年4月）と題する論文を通じて成果を発信した。 

 

れまでの定説に一石を投じるもので、雨水の酸素・水素
同位体比の変動が年輪に記録されるメカニズム解明へ
の応用が期待される。 
このように、基礎から実用に至る幅広い研究におい

て、当初の計画をすべて達成したことに加え、計画を上
回る成果をあげており、特に中長期目標において【重要
度：高】とされているCLTの開発等の課題において十
二分な成果をあげた。得られた成果については、学術論
文や学会発表として積極的に発信し、科学的エビデン
スに基づく施策の推進に大きく貢献した。 
以上のことから、ウ（ア）の自己評価は、外部評価委

員２名によるｓ評価も踏まえ、「ｓ」とする。 

 ◎その他の成果として、コジイについて、天然乾燥と人工乾燥の組合せにより、乾燥による収縮や割れが
少なく、歩止まりや品質において、家具内装製品用の乾燥原板生産に適用しうる実用的な成果を得た。 
◎製材品のヤング率の推計精度を高めることにより、要求性能を満たす製材品を生産可能な大径材丸太
を、原木市場や製材工場において確率90％で選別する技術の開発に大きく貢献した。 
◎脱成分処理を施した木材を有機液体で膨潤させると木材の大変形が可能になることを明らかにした。こ
れは、木製トレーの効率的な製造などに活用しうる成果である。 
◎スギ苗木を用いた重水ラベリング実験により、枝木部の材に固定されている水素と酸素の起源を推定し
た結果、材の形成には経根吸収水よりも葉面吸収水の方が多く使われている可能性があることを明らかに
した。 
 

b 新規木質材料利用技術、構造利用技
術及び耐久性付与技術の開発 

①合板、削片板等の木質面材料を構造
用途で用いるための耐水性能の評価
方法を開発する。 

＜結果概要＞ 
木質面材料の耐水性能の評価方法として、容器に張った水に浸漬する簡便な方法が、建築基準法に基づ

く散水による方法と同等であることを示した。 
＜具体的内容＞ 
建築基準法に基づく木質面材料の耐水性能の評価法では、試験体の片面に 72 時間均一に散水した後に

乾燥する処理が規定されているが、水・エネルギーの消費が多く、簡便な評価法が求められている。容器
に張った水に合板、削片板等を浸漬する方法を考案し、従来法と同等な評価ができることを明らかにした。
これにより、木質面材料を構造用途で用いるための新たな耐水性能の評価方法を開発した（信頼性向上技
術の開発【重要度：高】）。 
＜普及への取組＞ 
木質面材料の耐水性能評価については、「木材工業」誌に投稿した「木質系面材料の耐水性能に対する

常温水浸漬および散水処理の同等性」（75(3)、2020年3月）と題する論文、「木材接着に関する要求性
能と日本産業規格」（74(11)、2019年11月）と題する総説を通じて成果を発信した。 

 
②木材の木取りがスギCLTラミナの
せん断強度に与える影響を明らかに
する。 

＜結果概要＞ 
ラミナの木取りがせん断強度に与える影響を明らかにし、採材位置の影響が年輪を考慮した弾性力学モ

デルで説明できることを明らかにした。 
＜具体的内容＞ 
採材位置の異なるスギ材ラミナを用いて、木口の年輪パターンがせん断強度に与える影響を検討し、せ

ん断強度と弾性係数は採材位置が髄から離れるにつれて低下することを明らかにした。また、弾性係数へ
の採材位置の影響は、年輪を考慮した弾性力学モデルによって説明できることを示した（建築・土木分野
における構造体への木質材料利用技術の開発【重要度：高】）。 
＜普及への取組＞ 
スギ CLT ラミナのせん断強度については、「Journal of Wood Science」誌に投稿した「Evaluation of 

rolling shear modulus and strength of Japanese cedar cross-laminated timber (CLT) laminae (スギ材CLT
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ラミナのローリングシアのせん断弾性係数および強度の評価)」（65:31、2019年７月）と題する論文を通
じて成果を発信した。 

 
③屋外で使用する難燃処理木材からの
薬剤の溶脱現象を短期間で評価する
ための試験条件を明らかにする。 

＜結果概要＞ 
ウェザーメータを用いた促進耐候性試験による難燃処理木材からの薬剤溶脱現象の評価について、1 サ

イクルにおける散水継続時間を長くすることで従来法に比べて短期間で評価できることを示した。 
＜具体的内容＞ 
屋外で使用する難燃処理木材から薬剤が溶脱する現象について、ウェザーメータを用いた促進耐候性試

験において実施する散水と乾燥の時間を変えて薬剤溶脱の推移を計測した。従来法（18 分間の散水後に
102分間の乾燥、計120分を１サイクルとする操作の繰返し）に比べ、改良法（72時間の散水後に96時
間の乾燥、計168時間を1サイクルとする操作の繰返し）を用いると、薬剤の溶脱が大幅に促進され、従
来法では約 2,000 時間かかった評価が、無塗装、塗装とも約 170 時間で評価できることを明らかにした
（防耐火に関する評価手法の開発【重要度：高】）。 
＜普及への取組＞ 
難燃薬剤の溶脱現象の評価については、「木材保存」誌に投稿した「難燃処理塗装木材からの薬剤溶脱

に及ぼす吸湿の影響-促進耐候性試験におけるぬれ時間の効果-」（46(2)、2020年 3月）と題する論文を
通じて成果を発信した。 

 
 ◎その他の成果として、CLTの開発【重要度：高】について、製造コストを1/2とする技術では、製造工

場で利用可能なコストのシミュレーションモデルを開発し、製造コストを従来の 15 万円/m3から 7 万円
/m3台にするモデルを提案した。また施工コストを他工法並みに削減する技術では、施工精度の管理を容
易にし、建築時間を短縮する技術を開発するなどにより、目標とした75万円/坪（躯体費）を達成した。 
◎強度性能が高い樹種で補強したスギ貫材の補強効果を検証し、初期回転剛性と降伏モーメントの向上を
確認した。 
◎揮発性有機化合物（VOC）放散低減を目的として、タンニン、リグニン、大豆粉を原料とする天然物由
来の接着剤を用いた合板のVOC放散挙動を解析した結果、木材のみの場合と同等であることが示され、
当該接着剤を用いることで接着剤由来のVOC放散が少ない木質材料が製造可能であることを明らかにし
た。 
◎促進耐候性試験において、放射照度を高めることで木材および塗装木材の劣化が加速される効果は、材
色や撥水度などの気象劣化の評価項目や塗装の種類により異なることを明らかにした。これにより、高照
度を用いることによる誤評価を回避し、知りたい材料特性に応じた試験を効率的に実施することが可能と
なった。 
◎「木の良さ」に関する実験の一環として、ヒノキから抽出した精油を揮発させた環境では、計算作業を
行う被験者のストレス軽減の指標となるだ液中DHEA-s濃度が作業直後に有意に高くなり、また、交感神
経系活動が有意に低下し、副交感神経系活動が亢進した、よりリラックスした状態になることを明らかに
した。 
 

（イ）未利用木質資源の有用物質への
変換及び利用技術の開発 

a 多糖成分等を利用した高機能・高付
加価値材料の開発 

①セルロースナノファイバー(CNF)実
用化を促進するため、一貫製造プロ
セスで生産するCNFの製造コスト
を、前中期計画の最終年度（平成
27年度）での実績値から25％削減
する。 

＜結果概要＞ 
CNF の実用化を促進するため、製造プロセスの簡略化による設備費の削減と製造時間短縮による効率

化、およびプロセスの再構築により、CNF製造コストを平成27年度の試算値に比べて最大60%削減でき
ることを明らかにした。 
＜具体的内容＞ 
平成27年度に試算したCNF製造コスト（12,106円/kg）の削減を目指して、製造プロセスを見直した。

その結果、パルプ漂白 2 工程とナノ化 1 工程の省略により設備費を 14%削減するとともに、製造時間を
35%効率化し、製造量を1.5倍（105 kg/日→155 kg/日）に増やせることを示した。さらに、ナノ化工程
で使うビーズミルの稼働率を補助機器（ポンプ、タンク等）の追加により向上させると、設備費は 5%増
えるが、製造量をさらに2倍（155 kg/日→300 kg/日）に増やせることを示した。これらにより、製造コ
ストを当初試算から最大60%削減（12,106円/kg→4,858円/kg）できることを明らかにした。 
＜普及への取組＞ 

「ウ（イ）未利用木質資源の有用物質への変換及び利
用技術の開発」では、左記の通り年度計画に記載された
内容をすべて達成し、さらに計画を上回る成果もあげ
た。 
特に、CNF 製造コストの削減は、民間への技術移転

を加速する重要な成果であり、中長期目標において【難
易度：高】とされた 25%削減の数値目標を大きく上回
る 60％削減を可能とした。さらに、民間企業による
CNF 配合下塗り塗料の試験販売とそれを利用した木製
食器の市販が実現した。また、CNCの緩和挙動の解明
は学術的価値の高い研究成果であり、同時にCNFの長
さ分布の新たな評価法の開発にも貢献しうる成果であ
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中長期目標にある「新素材の製造技術及び利用技術の実用化、社会での実用化の加速化」を達成するた

め、玄々化学工業株式会社より CNF 配合水性木部用下塗り塗料の試験販売を行い、この下塗り塗料を用
いた木製食器がラ・ルース株式会社から市販された（9月）。 

 

る。この他、CNFの原材料評価書の公表、地域内エコ
システム構築に向けた提言、海洋プラスチック問題の
解決に資する簡便な気相での紙への撥水性付与技術の
開発等の成果も得られた。改質リグニンの製造・利用技
術開発では、繊維強化材用の改質リグニンとCNF原料
用の副産パルプの製造システムを品質管理も含めて高
度化するとともに、改質リグニン繊維強化材を用いて、
世界初となる数々の高付加価値製品を試作した。さら
に新たな利用法に向けた開発では、新規発明を特許出
願し、加えて製品の市販も達成するなど当初の計画を
はるかに超える成果を得た。 
原料木材の香りを特徴とする「木の酒」の最適な製造

条件を明らかにしたことは、今までにない木材の利用
法の開拓に繋がる成果であり、科学的な意義も大きい。
さらにその他に木材からの機能性成分の新規抽出法の
開発や紫外線処理による精油の抗菌活性の増強に関す
る成果は、新たな機能性物質の製造法への発展が期待
される。精油等の機能性抽出成分に関する研究は、すで
に製品化されているクリアフォレスト商品群に順次そ
の成果が適用されており、基礎研究で得られた科学的
な知見をすぐに世の中に普及する体制が確立されてい
る。 
上記のように、本課題は第４期中長期目標において

【難易度：高】とされている目標に対して、どの分野に
おいても、当初の計画を上回るレベルと早さで、科学的
な研究成果を着実に創出している。さらに、研究成果の
発信と普及にも積極的に取り組み、具体的な製品とし
て研究成果を社会に還元している。これにより、中長期
計画において設定した、新素材の製造技術及び利用技
術の社会実装と未利用木質資源による新産業の創出と
いう目標を、計画を大きく上回る実績をもって達成し
ている。 
以上のことから、ウ（イ）の自己評価は、外部評価委

員２名によるｓ評価も踏まえ、「ｓ」とする。 

 ◎その他の成果として、CNF の原料評価では、用途別に必要とされる CNF の原料、CNF 製造法とそれ
により付与されるCNFの特性および用途適性などを明らかにし、結果を「CNF利用促進のための原料評
価書」として公表した。 
◎地域材からのCNF製造とその利用について、CNF製造を核とした地域内エコシステム構築における問
題点と構築に向けた提言を取りまとめた。CNF の長さ分布を評価する新しい手法の開発に向けて、セル
ロースナノクリスタル（CNC）懸濁液の複屈折・粘弾性測定を行い、CNCの液中における緩和挙動を解
明した。 
◎セルロースへのシリカ系薬剤気相コーティング処理により、これまでの液体中での撥水処理やプラスチ
ックフィルムコーティングに比べて非常に簡便な気相で紙へ撥水性が付与できることを明らかにした。 
 

b リグニンの高度利用技術の開発 
①改質リグニン製造技術において、高
付加価値な改質リグニンの製造と、
高付加価値用途に展開可能な副産パ
ルプの製造を同時に達成するため、
改質リグニン製造条件と、改質リグ
ニン及び副産パルプの物性との関係
を明らかにする。 

＜結果概要＞ 
改質リグニン製造条件と改質リグニン及び副産パルプの物性との関係を調べ、繊維強化樹脂の素材に適

用可能な高付加価値改質リグニンと副産パルプの安定製造には、投入原料のサイズの制御が重要であるこ
とを明らかにした。また、得られるパルプ繊維は、比較的短い繊維長を持つ傾向にあることを明らかにし
た。 
＜具体的内容＞ 
繊維強化樹脂の素材に適用可能な高付加価値改質リグニンの製造において、投入原料のサイズが加溶媒

分解反応の度合いに影響し、改質リグニンと副産パルプの双方の物性を左右することを明らかにし、必要
とされる物性を持つ改質リグニンと副産パルプの安定製造には、投入原料のサイズの制御が重要であるこ
とを実証した。また、新たに開発した近赤外分光分析による迅速分析法を用いて、副産パルプから得られ
るセルロース繊維は、比較的短い繊維長に収束されCNF原料として適していることを確認した。 
＜普及への取組＞ 
中長期目標にある「新素材の製造技術及び利用技術の実用化、社会での実用化の加速化」を達成するた

め、宮城化成株式会社と改質リグニンを配合した炭素繊維強化材の開発に取り組み、この繊維強化材を振
動板に使用した全方位スピーカーがオオアサ電子株式会社から市販された（12月）。 

 
 ◎その他の成果として、改質リグニンの化審法登録を達成し製品の市販を可能にするとともに、改質リグ

ニンを配合し耐熱性と柔軟性を同時に向上させたフェノール系樹脂素材を開発した。 
◎改質リグニンを導入した炭素繊維強化材をジビエ運搬装置（ジビエストレッチャー）に利用し、既存品
より大きく軽量化した試作品を開発した。加えて、改質リグニンと天然の強化繊維（フラックスファイバ
ー）を用いた新たな繊維強化材を開発し、飛行機の翼を試作した。 
 

c 機能性抽出成分の抽出・利用技術の
開発 

①国産材を原料として製造した醸造・
蒸留アルコールの香り等の含有成分
に関する化学的な特徴を明らかに
し、最適な製造条件を確立する。 

＜結果概要＞ 
未利用森林資源の用途拡大を図るために、スギ材を用いた「木の酒」の製造条件（酵母、発酵温度、蒸

留温度）を検討し、原料と製造工程のそれぞれに由来する香り成分を特徴とする「木の酒」の最適な製造
技術を確立した。 
＜具体的内容＞ 
スギ材を用いた「木の酒」の製造条件として酵母・発酵温度・蒸留温度について検討し、香り成分の解

析結果を反映させた最適な製造技術を確立した。さらに、スギ材を用いて試験製造した「木の酒」の分析
から、スギの酒の香りは、原料並びに糖化・発酵の両方に由来する芳香族、高級アルコール類及びテルペ
ン類等で構成される複数の成分から成ることを明らかにし、木の酒の特徴を示す新しい知見を得られた。
また、酒類の香りに関してヒトの心理的効果を解析するための手法を開発した。 
＜普及への取組＞ 
中長期目標にある「新素材の製造技術及び利用技術の実用化、社会での実用化の加速化」を達成するた

め、トドマツの枝葉から抽出した精油の消臭機能に関する研究成果を実用化したホテル向け消臭剤“エア
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フォレスト”（エステートレーディング(株)、平成31年４月販売）、精油抽出残渣の消臭機能に関する研
究成果を用い消臭機能付きゴミ袋（オルディ(株)、令和元年10月販売）を製品化した。 

 
 ◎その他の成果として、現状の減圧式マイクロ波水蒸気蒸留法を改良した二段階の連続抽出法を開発し、

低沸点から高沸点までの精油成分を効率的に分画できる新規抽出法を確立した。 
◎紫外線処理によりトドマツ樹皮精油の木材腐朽菌類に対する菌糸成長阻害活性を高める方法を開発し
た。 
 

 ２．評価指標等の観点 
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 
ウ（ア）では、丸太のヤング率を非破壊で推定する新技術の開発、家具原板としてのコジイの乾燥方法

の確立は、「森林・林業基本計画」（平成28年5月、閣議決定）の「3林産物の供給及び利用の確保に関
する施策 (2)木材産業の競争力強化」に掲げる「乾燥及び強度性能の明確化」に対応する成果である（ウ
アａ）。国産早生樹種であるユーカリの材質特性と鋸断特性の解明は、「未来投資戦略 2018」（平成 29
年 12月、閣議決定；平成 30年 6月改訂）の「ⅲ)林業改革⑤研究開発の推進」の｢早生樹の普及｣に資す
る成果である（ウアａ）。「総合的なTPP関連政策大綱」（平成27年11月、TPP総合対策本部決定）
に対応して開始された大径材プロジェクトにおいては、製材品のヤング率の推定精度を高める技術を開発
し、要求性能を満たす製材品を生産可能な丸太を確率 90％で選別するというプロジェクトの目標達成に
大きく貢献する成果を得た（ウアａ）。 

CLTの製造コストを1/2とする技術及び施工コストを他工法並みにする技術の開発に係る成果は、「森
林・林業基本計画」の「3 林産物の供給及び利用の確保に関する施策 (3)新たな木材需要の創出」に資す
る成果である。CLTの開発【重要度：高】は、「CLTの普及に向けた新たなロードマップ」（平成29年
1月、CLT活用促進に関する関係省庁連絡会議策定）の目標・取組事項に対応した具体的な成果であり、
当機構の取組は「幅広く活躍する独立行政法人による外部との協働・社会実装の事例」として総務省広報
誌「総務省」（令和2年1月号）に掲載された（ウアｂ）。 
難燃処理木材の屋外利用で懸念される薬剤溶脱現象を短期間で評価できる方法の開発 (評価手法の開

発【重要度：高】)、「木の良さ」のエビデンスとして、ヒノキの精油を揮発させた環境においてストレス
が低下することを示した成果は、いずれも「森林・林業基本計画」の「3 林産物の供給及び利用の確保に
関する施策」に資する成果である。「木の良さ」に関する成果は、平成 30 年度森林・林業白書において
「人間の生理・心理面に及ぼす木材の効果～手触り、足触りから～」として紹介された（第1部第４章）
（ウアｂ）。 
ウ（イ）では、国が定めた「成長戦略（2019年）フォローアップ」(令和元年6月、閣議決定)の「セル

ロースナノファイバー、改質リグニンなどの木材由来の新素材の製造プロセス及び新素材を用いた製品の
研究開発・実装等」、第４次循環型社会形成推進基本計画（平成 30 年 6 月、閣議決定）、「木質バイオ
マスの利用推進に向けた共同研究会」報告書「『地域内エコシステム』の構築に向けて～集落を対象とし
た新たな木質バイオマス利用の推進～」（平成29年７月公表）、「バイオマス活用推進基本計画」（平成
28年9月、閣議決定）、「森林・林業基本計画」等において強く求められているCNFやリグニンの利用
技術開発の推進、海洋プラスチック汚染問題への対応、地域に利益を還元する CNF やリグニンを素材と
する分散型製造業の構築、木質バイオマスの利活用等の目標に対応するため、CNF および改質リグニン
の製造・利用技術開発に取り組み、CNF では製造コストの 60％削減と CNF 配合木製塗料を採用した木
製食器の市販、改質リグニンではリグニンとパルプを同時生産するプロセスの構築と数々の高付加価値製
品の試作、改質リグニンを用いた全方位スピーカーの市販等の成果を得た。 
これらの取組ないし成果のうち、CNF については、平成 30 年度森林・林業白書において、CNF/樹脂

複合品の成形品とCNF配合下塗り塗料を試験施工した木製フェンスの写真が掲載された（資料 IV-37セ
ルロースナノファイバーの実用化）。また、改質リグニンについては、同白書において「これまでの森林
・林業の枠を超える新たな価値を生み出すイノベーションといえる研究成果」（第1部第1章）と「日本
の森林資源が高付加価値に生まれ変わる」事例（事例 IV-7）として大きく紹介された。 
さらに、「農林水産研究基本計画」（平成27年３月、閣議決定）の重点目標14の林産物の需要開拓及

び重点目標 25 の地域資源を活用した新産業創出による山村の活性化という目標に対応するため、未利用

＜評価軸に基づく評価＞ 
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。 
本重点課題では、「評価指標１」の実績に示すように、

国の施策や社会的ニーズに合致した取組を進めてい
る。 
ウ（ア）においては、「森林・林業基本計画」、「未

来投資戦略 2018」、「総合的な TPP 関連政策大綱」
等、国の施策に沿って、木材利用技術の開発及び高度化
に向けた技術開発とその成果の橋渡しを着実に進めて
いる。特に「CLT 普及に向けた新たなロードマップ」
を確実に進める上での本戦略課題の成果の貢献は非常
に大きく、その研究成果は、「幅広く活躍する独立行政
法人による外部との協働・社会実装の事例」として総務
省広報誌「総務省」（令和2年1月号）に掲載された。
さらに本課題の研究成果は多くの重要な施策に合致し
ており、課題担当者が JASや JIS、ISO等の各種委員会
において主導的な役割を果たし（委員会対応477回）、
国内の材料規格の制定と改正さらには国際整合化に寄
与するなど、木材製品の開発・普及に制度面からも多大
な貢献を果たしている。 
ウ（イ）においては、CNF、改質リグニン及び有用抽

出成分に関する研究において、それぞれ製品の市販ま
で到達した本年度の成果は、「成長戦略（2019 年）フ
ォローアップ」、「森林・林業基本計画」、「バイオマ
ス活用推進基本計画」等の国の施策に対応し、また、製
品が民間企業から市販されたことは、非常に高い社会
的ニーズを反映している。「地域内エコシスエム」構築
を具体化する地域資源を用いた分散型製造業推進への
提言、「第４次循環型社会形成推進基本計画」で取りあ
げている海洋プラスチック問題に対応する取組も行っ
た。さらに、「木の酒」に関する研究開発は、「農林水
産研究基本計画」や「林業イノベーション現場実装推進
プログラム」の推進に資する具体的な取組及び成果で
あり、またその成果内容から、社会的なニーズも特段に
高い。 
以上の特段に優れた取組及び成果により、評価軸1に

基づく重点課題ウの自己評価を「ｓ」とする。 
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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  
森林資源の利用技術開発として「木の酒」の製造技術開発を行い、木材のみを原料とした香り豊かなアル
コールを製造する技術を確立した。この成果は「林業イノベーション現場実装推進プログラム」（令和元
年12月、林野庁）の「『林業』の枠を超える木材の価値の創出」にも貢献する。さらに、「木の酒」の商
品化に向けて、生物系特定産業技術研究支援センター「イノベーション創出強化研究推進事業」の課題に
おいて、さらなる研究開発に取り組んでいる。 

 
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 
ウ（ア）、（イ）では、林野庁木材産業課、木材利用課、研究指導課と2回の木材関係研究調整会議を

開催し、大径材、中層・大規模ツーバイフォー建築、CLT、CNF、改質リグニン、木の酒、PDC（ピロン
ジカルボン酸）等に関する研究の進捗状況に関する情報提供と意見交換を行い、引き続き密に連携協力し
合うことを確認した（9月、2月）。また、ウ（イ）では、林野庁特用林産対策室との間で研究調整会議を
行い、抽出成分や竹の利用などの研究情報交換を行った（2月）（ウイ c）。 
関東・中部林業試験研究機関連絡協議会で、大径材の利用に関する取組を紹介するとともに、予算獲得

など今後の方向性について意見交換を行った（6 月、岐阜）（ウアａ）。国土交通省建築指導課、国土技
術政策総合研究所、建築研究所の関係者と会議を行い、スギ以外の樹種を用いた CLT のせん断強度等の
具体的なデータを提供して基準強度関連告示の追加改訂等について協議した（10月）（ウアｂ）。林野庁、
内閣府、総務省に対する技術情報の提供に対応した（ウアｂ）。農林水産省「脱炭素化社会に向けた農林
水産分野の基本的考え方」勉強会で講師を務め、行政機関に技術の詳細と意義を説明した（10月）（ウイ
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 
ウ（ア）外部資金による研究課題は23件（うち新規課題6件）、外部資金は259百万円であった。 
ウ（イ）外部資金による研究課題は19件（うち新規課題7件）、外部資金は246百万円であった。 
 

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 
ウ（ア）学術論文は45編（原著論文31編、総説７編、短報7編）、学会発表は182件、 

公刊図書は５件、その他は86件であった。 
ウ（イ）学術論文は13編（原著論文12編、短報１編）、学会発表は77件、 

公刊図書は１件、その他は35件であった。 
これらの学術論文のうち、１編（ウイ1編）をプレスリリース、４編（ウア4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 
ウ（ア）では、樹木年輪コア採取装置の国内普及が進むとともに、海外でも5カ国で販売された。また、

構造用マイクロフィンガージョイントカッターについて、特許を企業と共同出願するとともに製品化さ
れ、ウッドエコテック 2019 において技術優秀賞を受賞した。技術サポートのために作成された「構造用
合板の手引き」、「合板のはなし」（日本合板工業組合連合会）及び「木造建築物等防腐・防蟻・防虫処
理技術指針・同解説」（日本しろあり対策協会）等の普及書に研究成果が反映された。 
また、材料規格等への貢献等の橋渡し実績により、課題担当者が米国林産学会の Wood Engineering 

Achievement Awardを受賞した。 
講演会・シンポジウムを通じた成果の普及では、森林総合研究所公開講演会「山づくりのために木造建

築ができること」のほか、スギ大径材プロジェクトに関連する高知、札幌、宮崎での公開シンポジウム、
集成材プロジェクトに関連する秋田での公開シンポジウム、CLT プロジェクトに関連する東京での公開
成果報告会を開催した。さらに「材料・空間の感性・快適性評価に関する産学連携セミナー」の主催、VOC
シンポジウムの運営を行った。 

JASや JIS、ISOに関連する普及の具体的な取組としては、得られた成果を基に、枠組壁工法用構造用製
材・たて継ぎ材の JAS 規格、単板積層材の JAS規格、単板積層材等の JAS 規格に規定された接着剤にか
かる同等性能評価基準、集成材等の JAS規格に規定された接着剤に係る同等性能確認、接着剤の同等性能
評価に係る試験方法の JAS規格、竹圧縮材の JAS規格化、潜熱蓄熱材を使用した建築材料の蓄熱特性試験

評価軸２：研究開発成果等の普及に貢献しているか。 
本重点課題では、「評価指標２」の実績に示すように、

積極的な成果の普及に努めている。 
ウ（ア）においては、樹木年輪コア採取装置の普及に

努め、海外や民間企業にも導入が進んだほか、米国林産
学会からの Wood Engineering Achievement Award の
授与、構造用マイクロフィンガージョイントカッター
の日本木工機械展／ウッドエコテック2019における技
術優秀賞受賞等、内外から高い評価を受けた。また、森
林総合研究所公開講演会「山づくりのために木造建築
ができること」を開催し、成果の発信に努めた。大径材
プロジェクトについては、広く一般を対象とした公開
シンポジウムを全国３地域（高知、札幌、宮崎）で開催
したほか、構造用集成材関連のプロジェクトでは秋田
市でシンポジウム、CLT プロジェクトについては研究
成果報告会を東京で開催するなど、研究成果の情報発
信を積極的に行った。「木の良さ」に関連して、「材料
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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  
方法に関する JIS、国際規格（ISO）、VOCに関する材料性能評価、VOC表示、優良木質建材等認証等の
委員会に対応し、規格の制定・改正さらには国際整合化に寄与した。 
ウ（イ）では、成果の実用化に向けて、積極的な普及活動を展開した。木材用CNF配合塗料やCNF複

合化合成繊維等の特徴を広報するため、G20新潟農業大臣会合、バイオマスエキスポ、アグリビジネス創
出フェア、ふじの国 CNF 総合展示会など９件の展示会に出展した。また、製造現場であるベンチプラン
トの見学対応やCNFを使って地域振興を考える団体への技術説明等に積極的に対応した。また、CNFの
原料となる木材からCNF利用まで、その適性を系統立てて分析した結果を「CNF利用促進のための原料
評価書」として取りまとめ、CNFの製造や利用に携わる企業・団体等に配布した。このような普及活動の
結果、共同研究先の民間企業（玄々化学工業（株））から、CNFを配合した木材用水性下塗り塗料（シー
ラー）が試験販売され、そのシーラーを採用した木製食器が民間企業（ラ・ルース(株)）から市販された
（９月）。 
改質リグニンの産業化に向けて、「地域リグニン資源開発ネットワーク」を設立し、このネットワーク

での活動を中心に、設立総会での講演（4月、東京）、農林水産省消費者の部屋での特別展示会（4月、東
京）、セミナー（8月、東京）及び公開シンポジウム（1月、東京）の開催、各種展示会への出展、パンフ
レットの作製・改訂・配布、YouTubeチャンネルによる動画公開等を通じて、研究成果の普及啓発に積極
的に取り組んだ。ネットワーク会員数は企業会員80社を超え、現在も増え続けている（法人99、個人49、
オブザーバー13、3月末）。また、このネットワークを通じてサンプル及び技術の提供を行い、民間での
技術開発を促進した。さらに、改質リグニンを導入した炭素繊維強化材（CFRP）の使用により大幅に軽
量化したジビエ運搬装置の試作、民間企業（オオアサ電子）による改質リグニンを用いたスピーカーの商
品化と市販など、新たな用途開発と成果の社会実装が進展した。 
機能性抽出成分については、常に高い市場ニーズを持つ精油の情報発信を継続し、生活雑貨、香料、環

境等の関連団体を対象とする2件の講演（8月、大阪；12月、東京）を行うとともに、アグリビジネス創
出フェア（11月、東京）等の展示会に積極的に出展した。そうした中で、これまでの精油の消臭機能に関
する研究成果がホテル向け消臭剤“エアフォレスト”（エステートレーディング(株)）として製品化され、
4 月に販売が始まった。また、精油抽出残渣の消臭機能に関する研究成果が、消臭機能付きゴミ袋（オル
ディ(株)）として製品化され、10月に販売が始まった。また、木の酒については、世間の注目度が高く、
情報発信に対するニーズが高いため、研究の進行状況に合わせて多数の講演や展示会（アグリビジネス創
出フェア（前出）等）での説明を行い、研究成果の広報普及に努めた。 

 
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 
ウ（ア）では、森林総合研究所公開講演会「山づくりのために木造建築ができること」において木造建

築に資する技術開発について最新の研究成果を発表した（10月、東京）。大径材プロジェクトの成果を発
信するため、国内３地域で公開シンポジウム（「大径材の夜明けぜよ！」（6 月、高知）、「大径材よ、
大志を抱け」（9月、札幌）、「大径材を木材産業のひなたへ」（宮崎、2月））を開催した。また、構造
用集成材プロジェクトの成果を発信するため、シンポジウム「原木・原材料の安定供給と木製品の生産率
向上」（7月、秋田）を開催した。さらにCLTプロジェクトの成果を発信するため、公開成果報告会「CLT
の製造コストを 1/2にし、施工コストを他工法並みにする技術開発」（2月、東京）を開催した。このほ
か、「木の良さ」に関連し、「材料・空間の感性・快適性評価に関する産学連携セミナー」（10月、11月、
つくば）を開催した。 
ウ（イ）では、NEDOプロジェクトにより、原料からCNF利用までその適性を系統立てて分析した結

果を取りまとめた「CNF利用促進のための原料評価書」を公開した（3月）。また、地域材から製造する
CNF事業の成果を紹介する小冊子「地域森林資源から製造するセルロースナノファイバー」、地域材から
CNFを製造するためのマニュアル「地域材からのパルプとセルロースナノファイバー製造」を作成、配布
した（3月）。 
改質リグニンの産業化に向けて設立した「地域リグニン資源開発ネットワーク」の主催で、「夏のセミ

ナー～相互理解～」(8月、東京）及び公開シンポジウム「地域リグニン資源のニュービジネス 環境適合
性とSDGsへの貢献」（1月、東京）を開催し、それぞれ講演を行った。さらに、改質リグニンの研究成
果の普及のためのパンフレット（改質リグニン、改質リグニンベンチプラント、改質リグニンビジネス）
を作成または改訂し、配布した。技術広報用小冊子「改質リグニンジャー」を改訂し、配布した。さらに、
広く一般に研究成果を普及するため、リグニンネットワークのウェブサイトを開設し情報を配信するとと

・空間の感性・快適性評価に関する産学連携セミナー」
を主催し、研究テーマについて広く議論をする場を設
けるなど新しい取組も行った。技術指導講師・依頼講演
･研修会講師応（のべ224回）、JAS規格等の委員会等
への対応（のべ477回）など、成果の普及に向けた極め
て多くの貢献をしている。 
ウ（イ）においては、多糖類、木質素材の技術開発（ウ

イａ）では、G20新潟農業大臣会合等11件の展示会で
CNF や半炭化木質舗装材、気相コーティング法に関す
る成果を紹介したほか、「CNF利用促進のための原料
評価書やマニュアル」の公開及びプレスリリース、製造
マニュアル「地域森林資源から製造するセルロースナ
ノファイバー」の作成、配布を通して得られた成果の普
及に特段に貢献した。さらに製品化等により技術の普
及に貢献した。 
またリグニン利用技術開発（ウイｂ）では、｢地域リ

グニン資源開発ネットワーク｣を設立し、社会実装を見
据えた新たなリグニン産業創出の基盤づくりを進める
とともに、パンフレットや動画コンテンツの作成とウ
ェブサイトやYouTubeチャンネルによる公開を通じて
情報発信に努めた。民間会社など19の外部組織との機
密保持や共同研究の契約を締結し研究推進に努めた。 
抽出成分利用技術開発（ウイｃ）では、精油等の機能

性抽出成分並びに木の酒の研究成果の普及に関わる講
演会、出版物、2件の製品化等により、情報発信と技術
の普及に努めた。 
このように、それぞれの研究対象分野で製品化や市販

化を達成し、研究開発成果等の普及促進において特段
の実績をあげた。 
以上の特段に優れた成果普及への貢献の実績によ

り、評価軸2に基づく重点課題ウの自己評価を「ｓ」と
する。 

 
 
このように、本重点課題では、取組や成果が国の施策

や社会的ニーズに合致し、年度計画の達成はもとより、
それをはるかに上回る特に顕著な成果をあげている。 
ウ（ア）においては、「CLT 普及に向けた新たなロ

ードマップ」を確実に進める上での本戦略課題の成果
の貢献は非常に大きい。また、米国林産学会からの賞の授
与、構造用マイクロフィンガージョイントカッターの日本木
工機械展／ウッドエコテック2019における技術優秀賞受賞
等、内外から高い評価を受けたほか、森林総合研究所公開
講演会や各種シンポジウムの開催など研究成果の情報
発信にも積極的に努めている。 
ウ（イ）においては、CNF、改質リグニンともに中長

期計画を達成しており、CNFでは製造コスト60%削減、
改質リグニンではパルプも同時製造という、さらに難
易度の高い課題の解決に取り組んでいる。また、両課題
ともそれらを用いた製品の市販に至り、中長期目標に
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もに、YouTubeリグニンネットワークチャンネルを開設し、改質リグニンを紹介する動画及び「リグニン
ネットワーク紹介2019年版」を配信した。 
機能性抽出成分普及のため、生活雑貨、香料、環境等の関連団体を対象として講演（8月、大阪）（12

月、東京2件）を行った。「木の酒」開発では、一般の非常に高い関心に応えて、多数の講演を行った。
また、森林総合研究所一般公開、筑波大学学園祭において、精油に関する説明と精油を利用した製品の紹
介を行い、多くの来場者からの関心を得た。精油に関する成果が「研究応援」(2019年9月号)、「PLY」
(2019年11月号)に、木の酒に関する成果が「PLY」(2019年9月号)、オンラインマガジン「オルタナ」
（2019年6月）等に取り上げられ、成果を広く発信した。 
 
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 
ウ（ア）委員会対応477回、技術指導講師139回、依頼講演21回、研修会講師64回、 

その他教育・指導対応19件、国際交渉対応8件 
ウ（イ）委員会対応17回、技術指導講師27回、依頼講演８回、研修会講師３回、 

その他教育・指導対応2件、国際交渉対応0件 
 

モニタリング指標２（3）：調査、分析、鑑定等の対応件数 
ウ（ア）調査対応４件、分析対応16件、鑑定対応1件 
ウ（イ）調査対応0件、分析対応６件、鑑定対応0件 

ある技術の実用化を達成した。加えて、抽出成分利用開
発でも、世界初の「木の酒」製造研究が大きく進展する
とともに、抽出成分の機能性研究成果を生かした新商
品がクリアフォレスト商品群の一つとして市販され
た。このように、得られた研究成果が市販という形で結
実しており、成果普及等に特別によく貢献していると
考える。 
以上の特段に優れた実績により、「Ｓ」評定とした。 
 
 

＜課題と対応＞ 
ウ（ア）では、木材の利用技術の高度化を図るため、

木材の産地判別法の精度向上に向けた重水ラベリング
法の活用や大径材からの製材コストを低減する効率的
な製材方法の解明、CLT 製造の効率化に向けたラミナ
の接着技術の開発、エクステリア用木材の気象劣化を
短時間で評価する手法の開発、美観維持性能を向上さ
せる保存処理と塗装処理による土木分野での木質材料
利用技術の開発等を行う。 
ウ（イ）では、製品市販を達成したCNFおよび改質

リグニンについては、安定的な素材供給とそれを実現
するための民間への技術移転が今後の課題となる。そ
のため、それぞれの素材生産技術を民間に移転し供給
の推進を図る。 

   
主務大臣による評価  評定 S 
＜評定に至った理由＞ 
年度計画の着実な達成に加え、CNF製造コストの削減において中長期目標で【難易度：高】とされた 25％削減の数値目標を大きく上回る最大 60%のコスト削減（12,106円/kg→4,858円/kg）を可能

にしたCNF製造プロセスの改良、改質リグニンの製造・利用技術開発において、繊維強化材用の改質リグニンとCNF原料用の副産パルプの製造システムを品質管理も含めて高度化するとともに、改質
リグニン繊維強化材を用いて、世界初となる数々の高付加価値製品を試作したこと、スギ材を用いた「木の酒」の製造条件（酵母、発酵温度、蒸留温度）を検討し、最適な製造技術を確立したこと等は高
く評価される。さらに、CLTの製造と施工のコスト削減を実現する技術の開発は、需要拡大を推進する成果であるとともに、CNF配合下塗り塗料、それを利用した木製食器、改質リグニンを配合した炭
素繊維強化材を使用した全方位スピーカー、精油等の機能性抽出成分を応用したホテル向け消臭剤、消臭機能付きゴミ袋などの製品化は年度計画にない特筆すべき顕著な成果であり、新素材の製造技術
及び利用技術の社会実装と未利用木質資源による新産業の創出という中長期計画を大きく上回る実績をもって達成している。 
以上のように、社会的ニーズに対応した研究開発を進めると同時に成果の社会実装にも多数成功しており、年度計画を上回る特に顕著な実績が認められることから「S」と評定した。 
 

＜審議会の意見＞ 
CLT、CNF、改質リグニン等の木材及び木質資源の利用技術は、大企業だけでなく、地方創生に資するように引き続き社会実装に取り組まれたい。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１－１－（１）－エ 
 

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 

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 
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 

当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

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
３号 

当該項目の重要度、 
難易度 

【難易度：高】あり、【重要度：高】あり 関連する研究開発評価、政策評
価・行政事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省２－⑩ 
行政事業レビューシート事業番号：0204 

 
２．主要な経年データ 
①主な参考指標情報 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 2年度  28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 
研究論文数 68件 81件 69件 73件  予算額（千円） 

 
1,659,279 2,692,340 

 
2,856,808 2,891,587  

口頭発表数 209件 253件 247件 230件  
公刊図書数 5件 6件 8件 6件  決算額（千円） 

 
2,499,251 2,745,342 2,658,473 2,883,961  

その他発表数 112件 113件 122件 129件  
エ（ア）の評価 b b a a  経常費用（千円） 2,734,987 2,594,417 

 
2,646,415 2,655,674  

エ（イ）の評価 a a a a  
行政機関との研究調整会議等 12件 10件 12件 13件  経常利益（千円） △124,526 △11,825 △12,605 △9,053  
外部資金等による課題件数及び金額 
 

53件 
437百万円 

59件 
427百万円 

59件 
411百万円 

58件 
336百万円 

 

開発品種等の種類と数 
・エリートツリー 
・開発品種 

 
53系統 
47品種 

 
69系統 
39品種 

 
82系統 
35品種 

 
69系統 
37品種 

 行政サービス実施
コスト（千円） 

4,028,902 2,405,194 
 

2,591,508 －  

講演会、出版物による成果の発信状況 87回 81件 53件 108件  行政コスト（千円） － － － 3,489,101  
講師派遣等による都道府県等への技術指
導の実施状況 

213回 
 

228回 221回 202回  従事人員数 67.6 73.1 70.7 69.3  

要望に基づく種苗の配布状況 15,455本 17,866件 20,592件 18,668件   
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）生物機能の解明による森林資源の新たな有効活用技術の高度化 
地球規模の気候変動や土壌荒廃等の環境問題が森林生態系に影響を及ぼし、森

林資源の持続的利用が危惧される中、樹木、きのこ及び微生物が有する生物機能
を解明し新たに有効活用する技術の高度化が求められている。 
このため、分子生物学を始めとする先端技術を活用し、樹木等のストレス耐性

や代謝産物に関する分子基盤を解明するとともに、その機能性を利用した環境保
全技術、花粉発生源対策に資する不稔性遺伝子等の遺伝子利用技術、高機能かつ
安全なきのこ生産技術【難易度：高】等を開発する。これらの目標を本中長期目
標期間終了時までに達成する。 
なお、遺伝子ゲノム情報のデータベースを公開し広く情報発信するとともに、

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ながら、国内外に
おいて生物機能の有効活用による森林資源の保全及び林産物の生産性の向上へ
貢献する。 

 

（ア）生物機能の解明による森林資源の新たな有効活用技術の高度化 
森林生態系に影響を及ぼす環境問題等への対応及び森林資源の持続的な利用のため、分子生物学等の先端技術を活用

して樹木が有する様々な機能を解明し、新たに有効活用する技術を高度化する必要がある。また、きのこや森林微生物
のもつ食用、腐朽分解、代謝などの特異な生物機能を解明し、産業創出に寄与すべく新たな利用法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 樹木の生物機能の解明とその機能性の新たな有効活用 
ゲノム情報や分子生物学等の先端技術を活用し、樹木等の環境ストレス耐性、成長・分化及び代謝産物に関する分子

基盤の解明とその機能性を利用した森林資源・環境保全技術等の開発、花粉発生源対策に資する不稔性遺伝子等有用遺
伝子の特定及び機能評価、森林樹木の遺伝子流動評価、気候変動・環境変化に対する適応関連遺伝子の保有状況の解明
と利用技術の開発を行う。 
b きのこ及び微生物が有する生物機能の解明と新たな有効活用 
きのこに含まれる機能性成分について、その評価と品質安定化等の利用技術の開発、原木栽培シイタケの放射性セシ

ウム抑制技術の開発、マツタケなど２種以上の高級菌根性きのこの栽培技術の開発、森林微生物の木材腐朽等の生物機
能の解明及び微生物を応用したリグニン等芳香族成分の新規有用物質への変換技術の開発、及び PCB等の難分解性化
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【難易度：高】：高級菌根性きのこの栽培は、これまで確実に栽培に成功した事例
がないため。 

合物の微生物分解機構の解明を行う。 
さらに、得られた遺伝情報等に関する成果は、遺伝子データベースとして充実を図り、新たな種の情報及び針葉樹に

おいて1万以上の新規遺伝子の情報を追加するとともに、森林総合研究所から発信する公開データベース等を用いて世
界に向け広く情報発信する。また、環境保全技術やきのこに係る成果は、行政機関、大学、民間企業等と連携しながら、
森林資源の保全及びきのこ等の生産性の向上に貢献する。 

 
（イ）多様な優良品種等の開発と育種基盤技術の強化 
地球温暖化防止、林業の成長産業化、花粉発生源対策等の重要施策の推進に貢

献する優れた品種の開発とその早期普及が求められている。また、優良品種の早
期開発に資する高速育種技術、林木遺伝資源の有効利用技術及びバイオテクノロ
ジーの高度化等の技術開発が重要となっている。 
このため、エリートツリー（第２世代以降の精英樹)や少花粉等の社会ニーズに

対応した優良品種の開発及びゲノム情報を活用した高速育種等の育種技術を開
発する【重要度：高】。また、トレーサビリティの確保等による優良品種等の適正
かつ早期の普及技術、新たな需要が期待できる早生樹等の林木遺伝資源の収集、
評価及び保存技術、遺伝子組換え等林木育種におけるバイオテクノロジー技術を
開発する。さらに、国際的な技術協力や共同研究を通じた林木育種技術を開発す
る。これらの目標を本中長期目標期間終了時までに達成する。 
なお、都道府県等に対し優良品種等の種苗の配布や採種園等の造成・改良に関

する技術指導等を行うとともに、開発品種の特性に関する情報提供を行い、開発
した優良品種等の早期普及を図る。 

 
【重要度：高】：エリートツリーの開発及び少花粉スギ等の優良品種の開発は、森
林吸収源対策、花粉発生源対策として国民経済的にも極めて重要であるため。 

（イ）多様な優良品種等の開発と育種基盤技術の強化 
地球温暖化防止、林業の成長産業化、花粉発生源対策等の重要施策の推進に貢献する観点から、優良品種等の開発と

それに資する高速育種技術、優良品種等の早期普及技術の開発、林木遺伝資源の有効利用技術、バイオテクノロジーの
高度化及び国際的な技術協力を通じた林木育種技術の開発が求められている。このため、以下の 2 つの課題に取り組
む。 
a エリートツリーと優良品種の開発及び高速育種等の育種技術の開発 
林業種苗における多様なニーズに対応するため、エリートツリーを 300 系統及び第２世代マツノザイセンチュウ抵

抗性品種、成長に優れた少花粉品種等の優良品種を150品種開発するとともに、これらの早期開発にも対応可能な高速
育種技術等の育種技術の開発を行う。また、特定母樹への申請を積極的に進める。 
b 林木遺伝資源、バイオテクノロジー、国際協力等による育種・普及技術の開発 
トレーサビリティを確保した原種苗木配布システム等の普及技術の開発を行うとともに、早生樹種等の収集・評価技

術や栄養体等を対象とした施設保存技術等林木遺伝資源の利用促進に向けた技術の開発を行う。また、遺伝子組換え雄
性不稔スギの野外での特性評価、薬用系機能性樹木の増殖技術の開発等バイオテクノロジーを利用した育種技術の開発
を行う。さらに、国際的な技術協力や共同研究を通じて気候変動への適応策等に資する林木育種技術の開発を行う。 
さらに、開発された優良品種等の種苗を都道府県等に対し配布するとともに、開発品種の特性に関する情報提供や採

種園等の造成・改良に関する技術指導等を都道府県等に対して行うことにより、開発した優良品種等の早期普及を図る。 

主な評価軸（評価の視点）、指標等 
評価軸 評価指標 
＜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。 
 

（評価指標１）国の施策や社会的ニーズに対応した具体的な研究事例及び品種の開発 
（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）開発品種等の種類と数及び学術論文等による研究成果の発信状況 

＜評価軸２＞研究開発成果等の普及に貢献しているか。 
 

（評価指標２）研究開発成果、技術及び開発品種の普及取組状況 
（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）講師派遣等による都道府県
等への技術指導の実施状況、（3）要望に基づく種苗の配布状況 

年度計画 法人の業務実績等・自己評価  
 業務実績 自己評価 
 １．研究成果の全体像 評定 A 
（ア）生物機能の解明による森林資源

の新たな有効活用技術の高度化 
a 樹木の生物機能の解明とその機能性
の新たな有効活用 

①気候変動等の環境変化に対する樹木
の応答を予測可能にするため、スギ
などにおいてゲノム情報と環境要因
との関連性を調べ、適応等に関わる
遺伝子領域を明らかにする。 

＜結果概要＞ 
形質（成長と材質）に関わる遺伝子領域を異なる環境で生育したスギから検出し、形質に関与している

遺伝領域の保有状況を明らかにした。 
＜具体的内容＞ 
九州地方のスギを交配して得た 139クローンを茨城県、千葉県、熊本県の試験地に植栽した。約 10年

生の成長は試験地によって大きく異なったが、材質は試験地による影響をあまり受けていなかった。これ
ら成長や材質などの形質に影響を及ぼす遺伝領域（QTL）を特定し、各試験地で平均 53 のQTLを検出
した。これらの多くは試験地によって異なっていたが、材質に関する 2つのQTLは全ての試験地に共通
しており、材質が環境の影響を受けにくく、遺伝的要因を強く受ける傾向を反映していた。このように、
樹木の形質に及ぼす要因を評価した上で、遺伝情報を用いてそのメカニズムをスギにおいて初めて明らか
にした。 
＜普及への取組＞ 
スギの遺伝領域の解析に関して得られた成果については、学術誌「Tree Genetics & Genomes」で公表

するとともに、森林総合研究所主催の公開シンポジウム「九州発！遺伝情報からスギを知る －温暖多雨

＜研究課題の成果＞ 
エ（ア）「生物機能の解明による森林資源の新たな有

効活用技術の高度化」では、年度計画に記載された研究
成果と左記◎箇所記載の年度計画にない成果により、
年度計画以上の研究成果となった。特に、樹木の成長は
生育環境の、材質は遺伝的要因の影響を強く受けるこ
とをスギにおいて初めて明らかにするとともに、日本
北部におけるカシワからミズナラ海岸生態型への環境
に依存した遺伝的浸透を明らかにしたことは、将来の
気候変動に対する林業の適応策の立案に寄与する成果
である。日本で最初に発見された無花粉スギ（富山不稔
1号）は、花粉壁形成過程の異常により無花粉化したこ
とを解明し、無花粉化のメカニズムを初めて明らかに
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な環境に育つスギの成長、材質、利用－」（7月、熊本）において講演を行い、その内容に関するシリーズ
記事の掲載を大日本山林会の会報誌「山林」で開始した（全10回、うち今年度に3回掲載）。 
 

したことは、スギの無花粉化技術の開発に大きく貢献
する顕著な成果である。また、【難易度：高】である高
級菌根性キノコの栽培技術の開発については、計画ど
おり、マツタケの子実体原基形成に適した栽培条件を
明らかにし、マツタケ菌の能力を損わずに３年間凍結
保存することを可能とした。これは、マツタケ栽培化に
向けて有望な菌株を長期にわたり安定的に維持管理す
ることに大きく貢献する顕著な成果である。また、国産
黒トリュフ感染苗植栽後のトリュフ菌の定着には、土
壌への石灰散布により定着が確認でき、難易度の高い
栽培の定着条件を我が国で初めて明らかにし、国産ト
リュフの栽培技術開発に関する将来的に顕著な研究成
果の創出に大きく貢献するものである。リグニン代謝
の中間体である2－ピロン 4,6－ジカルボン酸（PDC）
生産の低コスト化を達成した。さらに計画にはないバ
カマツタケの研究においても、3年目の子実体発生に成
功し、現場実装に近づく成果となった。さらに、栽培条
件が及ぼすシイタケのビタミンD 含量を評価して、一
定以上の量を安定的に含む条件を解明した。以上のよ
うに、【難易度：高】である研究課題において目標を上
回る成果をあげたことに加え、当初計画になかった大
きな成果をあげたことは外部評価委員２名からも高く
評価された。 
以上により、エ（ア）の自己評価は、外部評価委員２

名による a評価を踏まえ、「ａ」とする。 

②樹木の環境ストレス耐性や代謝産物
に関わる遺伝子情報を整備するた
め、樹木の代謝（窒素同化、炭酸同
化、アルミニウム無毒化タンニン合
成など）に関連する酵素遺伝子の機
能を解明する。 

＜結果概要＞ 
被子植物とは異なる裸子植物（針葉樹）の光呼吸経路の代謝特性と、ユーカリのアルミニウム耐性に関

わる酵素の機能を解明した。 
＜具体的内容＞ 
針葉樹（13 種）と被子植物（20 種）の葉に含まれる光呼吸経路の代謝物を分析したところ、針葉樹で

は被子植物と比べてグリオキシル酸とグルタミンの含有量が多く、グリセリン酸が少なかった。これらの
違いは、針葉樹の光呼吸経路が被子植物と異なることを示唆する。また、酸性の荒廃地土壌でも良好に生
育するユーカリのアルミニウム無害化タンニンの生合成酵素として、没食子酸合成を触媒する
EcDQD/SDH2と EcDQD/SDH3を同定した。これらの酵素は、没食子酸合成の一つ前の反応を触媒す
るデヒドロキナ酸脱水酵素活性も合わせ持つ二機能性酵素であり、ユーカリが有するアルミニウム無害化
物質生成メカニズムの解明につながるものである。 
＜普及への取組＞ 
ユーカリのアルミニウム無害化タンニンに関する成果は、農学生命科学研究支援機構の機関誌「生物資

源」にて紹介した。 
 

③樹木が有する様々な機能を有効活用
する大量増殖などの技術を高度化す
るため、ヒノキ科樹木について単一
細胞からの個体再生条件を解明す
る。 

＜結果概要＞ 
ヒノキ属のサワラの単一細胞から植物体を再生させることに成功した。 

＜具体的内容＞ 
サワラ種子胚由来の不定胚形成細胞からマイクロマニピュレータを用いて単一細胞を、不定胚成熟用培

地（丸山ら、2012）で培養した。その結果、幼植物体を再生させることに成功した。 
＜普及への取組＞ 
サワラ種子胚由来の不定胚形成細胞については、短報２報として公表した。 

 
 ◎その他の成果として、日本北部におけるカシワからミズナラ海岸生態型への環境に依存した遺伝的浸透

を解明した。遺伝情報と発現様式に基づいて日本で最初に発見された無花粉スギ（富山不稔1号）は花粉
壁形成過程の異常により無花粉化したことを解明し、新潟県産スギ由来の不定胚形成細胞からの無花粉個
体の再生に成功した。 
◎その他の取組として、国産漆の増産、利用拡大に向けては、「漆サミット2019 in弘前」と「国宝・重要
文化財の保存・修復に向けた国産漆の特性と評価」を日本漆アカデミーと共催で開催し、地方自治体、大
学、漆芸関係者や一般市民を対象に講演などを行うとともに、「日本漆アカデミー2019報告書」を作成、
配布した。第131回日本森林学会大会で企画シンポジウム「国産漆の増産に向けて苗木生産を考える」を
企画し、「ウルシ種子の発芽促進処理条件」や「ウルシ苗木生産にかかわる病害対策」を議論した。季刊森
林総研No.48で漆の研究成果を特集した。 
◎収集した樹木の遺伝子情報を森林生物遺伝子データベース（ForestGEN）においてホームページで公開
し、森林生物の遺伝子に関する情報源として利用された。 
◎第5回「みんなのアレルギーEXPO2018」において、無花粉関連遺伝子に関するポスター発表を行った。 
 

 

b きのこ及び微生物が有する生物機能
の解明と新たな有効活用 

①高級菌根性きのこの栽培技術を開発
するため、マツタケの子実体原基形
成に適した栽培条件を明らかにする
とともに、マツタケ菌を凍結保存可
能となる条件を確立する。 

＜結果概要＞ 
既報にて子実体原基形成が紹介された 3 種の培地を改良し、マツタケ 20 菌株を培養したところ、3 種

の培地のうちの少なくとも1種で表面が綿毛状の菌糸塊を形成した。クライオバイアル中で培養してから
－80℃に冷却後、液体窒素中にて３年間凍結保存したマツタケ菌株の菌糸伸長能が劣化していないことを
確認することにより、凍結保存条件を確立した。 
＜具体的内容＞ 
マツタケの子実体原基形成に適した有望菌株の選抜を目的として、既往の報告に基づいて選抜した３種

の培地を改良しマツタケ菌を培養したところ、３種の培地のうち１種以上で菌糸塊が形成された株は 20
株であった。また、これら有望菌株の特性を長期にわたり安定的に維持する手法の開発を目的として、ク
ライオバイアルに入れた液体培地中にバーミキュライト片を担体としてマツタケ分離菌4株を培養し、そ

 

41



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  
のバイアルごと、プログラムフリーザーに入れて－80℃に冷却後、液体窒素中にて凍結保存した。その後、
一定期間ごとに取り出して菌の再生や菌根形成を調べると、凍結保存3年後においても、菌株の菌糸伸長
能が、凍結保存前と変わりないことを確認することができた。このことから安定的に菌株を凍結保存する
手法を確立できた。 
＜普及への取組＞ 
高級菌根性きのこの栽培技術の開発に関する成果に関して、第 10 回食用菌根性キノコに関する国際ワ

ークショップにおけるセッションと成果発表会「マツタケ・トリュフ人工栽培技術の開発」を開催した。
成果パンフレット「高級菌根性きのこ栽培技術の開発―マツタケ・トリュフの栽培化に向けて」を発刊し
た。さらに、長野県特用林産振興会が開催した、「まつたけ指導者研修会」及び「信州まつたけシンポジウ
ム」にて生産者と研究成果に関する情報交換を行うことにより成果の普及に努めた。 
 

②また、国産トリュフ感染苗の野外植
栽後のトリュフ菌の定着条件を明ら
かにする。 

＜結果概要＞ 
国産トリュフ感染苗を圃場に植栽した。そのうち黒トリュフ菌では、土壌に石灰を散布するとトリュフ

菌の定着が認められたことから、土壌の pH 条件がトリュフ菌の定着に必要であることが明らかになっ
た。 
＜具体的内容＞ 
平成 30 年度までに国産トリュフ感染苗を研究所内の苗畑に植栽した。白トリュフ（ホンセイヨウショ

ウロ）の発生地土壌のpH値は弱酸性であり、黒トリュフ（アジアクロセイヨウショウロ）の発生地土壌
の pH値は中性から弱アルカリ性であり、また、それぞれの分離菌の生育に適した培地 pHもこれに応じ
た域にあったことから、黒トリュフ感染苗を植栽する際には、石灰を土壌にすき込んでpH値をほぼ中性
にした。令和元年度に根系の掘り取りを行ったところ、いずれの種においても、菌根の形成が確認でき、
トリュフ菌の定着を確認できた。このことから、国産トリュフ感染苗の植栽後の定着には土壌のpH条件
を考慮する必要があることが明らかになった。 
＜普及への取組＞ 
上記①に同じ。加えて、アグリビジネス創出フェアに「国産トリュフの人工栽培化」を出展し、これに

より、日刊木材新聞に記事「再造林はトリュフ山!? 国産トリュフの人工栽培実現」が掲載された。国立科
学博物館筑波実験植物園や岩手県生物工学研究センターにおいて講演を行った。 
 

 

③微生物を利用した、木質成分から新
規有用物質への変換技術の開発を進
めるため、リグニン代謝産物である
新規有用物質 2－ピロン 4,6－ジカ
ルボン酸（PDC）の生成過程にお
いて、代謝物質の挙動を網羅的に捉
えることのできるメタボローム解析
での精査を行うことにより、PDC
生産技術の低コスト化を進める。 

＜結果概要＞ 
微生物を利用した、木質成分から新規有用物質への変換技術の開発を進めるため、リグニン代謝産物で

ある新規有用物質 2－ピロン4,6－ジカルボン酸（PDC）の生成過程において、PDC発酵生産時（培養初
期、対数増殖期、増殖後期、PDC発酵初期、PDC発酵中期及びPDC発酵後期）のメタボローム解析を
行い、発酵時に不足する栄養成分等を添加することにより、当初の収量15 g/Lを約 8倍の 115 g/Lに増
加させ、低コスト化を達成した。 
＜具体的内容＞ 
細胞密度と細胞活性の最適化のための発酵制御法を検討するため、PDC 発酵生産時のメタボローム解

析を行い、発酵過程を物質レベルで解析した。培養初期、対数増殖期、増殖後期、PDC発酵初期、PDC
発酵中期、PDC 発酵後期にサンプリングし、CE-TOF MS(capillary electrophoresis time-of-flight mass 
spectrometry)分析に供した。その結果、酸化還元力の安定化に必要な二価金属イオンと、アミノ酸の欠乏、
グルコース添加方法の改善の必要性が明らかとなり、二価金属イオンの添加法の改善を試験した結果、
PDC生産量が8倍の約115 g/Lに増加することが確認された。 
＜普及への取組＞ 

PDC 発酵のメタボローム解析に関する取組は、東北林業試験研究機関連絡協議会木材利用専門部会に
て紹介して情報の発信に努め、得られた成果に基づいた特許を出願した。 
 

 

 ◎その他の成果として、林内でバカマツタケ菌を増殖させて、平成 29 年度に子実体の発生に成功した箇
所を継続調査したところ、3 年目の子実体発生に成功した。この成果については「バカマツタケ林地栽培
の研究」として、「特産情報」において紹介した。 
◎PDC単体の利用法として、PDC-Ag塩を作成し、その抗菌活性を調査した結果、代表的な病原性細菌、
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真菌に抗菌活性を示し、PDC-Ag塩の有用性が示された。 
◎栽培中のシイタケにUV-Cを照射し、1日に必要とされるビタミンD摂取量（5.50 µg/g）に匹敵する
含有量（5.27 µg/g）の子実体作出に成功した。 
 

（イ）多様な優良品種等の開発と育種
基盤技術の強化 

a エリートツリーと優良品種の開発及
び高速育種等の育種技術の開発 

①検定等の進捗状況を踏まえ、エリー
トツリーについては概ね65系統、
初期成長が優れた品種等の優良品種
については概ね25品種を目標とし
て開発する。 

＜結果概要＞ 
エリートツリーについては 69 系統を、優良品種については初期成長が優れたカラマツ品種、成長が優

れた少花粉スギ品種、無花粉スギ品種、マツノザイセンチュウ抵抗性アカマツ品種等の 37 品種をそれぞ
れ開発した。また、農林水産大臣が指定する特定母樹に30系統を申請し認定された。【重要度：高】 
＜具体的内容＞ 
エリートツリーについては、年度計画における目標の概ね65系統に対して、スギで59系統、カラマツ

で 10系統、合計69系統を開発した。優良品種については、年度計画における目標の概ね 25品種に対し
て、初期成長が優れた第二世代カラマツ品種4品種、成長が優れた少花粉スギ、初期成長が優れた無花粉
スギ等花粉症対策品種 10品種、マツノザイセンチュウ抵抗性アカマツ 5品種、クロマツ 8品種、第二世
代アカマツ10品種、合計37品種を開発した。さらに、エリートツリーを中心としてスギ4系統、ヒノキ
11 系統、カラマツ 15 系統、合計 30 系統を特定母樹に申請し、農林水産大臣により指定された。また、
初期成長に優れた第二世代カラマツ品種は初めての開発であり、初期成長に優れた品種は山行き苗木の成
長性が改良されることにより、下刈りの省力化等の造林コストの低減等への貢献が期待できる。 
＜普及への取組＞ 
開発した系統及び品種については、その種苗（さし木、つぎ木、穂木；以下、「原種苗木」という。）18,668

本を都道府県等の要望に基づき配布を行った。また、エリートツリーや優良品種に係る研究開発成果につ
いては、森林遺伝育種学会、日本森林学会等の各種学会等で公表したほか、関係者間での技術情報の交換
の場である林木育種連携ネットワークや地域を跨いだカラマツ種苗の普及に関する技術情報等の提供・交
換を行うためのカラマツ育種技術連絡会等において、メールマガジン等により情報発信を行った。また、
全国林業改良普及協会主催のシンポジウム「花粉発生源対策普及シンポジウム 2019」で花粉症対策品種
や特定母樹の研究成果と普及にかかる発表を行った。林木育種技術の普及については、技術講習会を全国
で 24 回開催する等により普及に取り組むとともに、全国 5箇所で民間事業者等を含めた特定母樹等普及
促進会議を開催し、特定母樹及び優良品種等の普及やこれらの増殖に関する技術情報の提供を行った。 

 

エ（イ）では、優良品種の開発及び高速育種に関して
は、スギ等のエリートツリーを69系統開発したことで
目標を達成するとともに、初期成長が優れた第二世代
カラマツ品種や無花粉スギ品種等37品種を開発し、こ
れは目標の25品種を大きく上回り、【重要度：高】の課
題において非常に高い達成度となった。特に、37 品種
のうち、無花粉遺伝子をヘテロで有するスギ品種は、品
種としては初めて開発したもので、無花粉スギ品種と
ともに計画にはなかった成果であり、これらの活用に
より無花粉スギの品種開発の期間短縮に貢献するもの
である。 
乾燥に強い個体を選抜するための遺伝子発現マーカ

ーを開発するとともに、これを活用して乾燥耐性に優
れる育種素材候補19系統を抽出したことは、乾燥耐性
を有する林木系統評価の手法開発並びにそうした育種
素材の選抜という点で日本初であり、気候変動適応策
に対する貢献が期待される。 
また、無花粉マーカーを活用して無花粉遺伝子の保有

を明らかにして、無花粉遺伝子をヘテロで有するスギ
品種を開発したことは、針葉樹では世界的にみても初
のマーカー支援選抜（MAS）の事業的な実施例であり、
高速育種技術等の開発に係る目標以上の成果である。 
 

②また、地球温暖化や花粉症等に対応
するための優良品種等の早期開発に
対応可能な高速育種技術等の育種技
術の開発を進める。 

＜結果概要＞ 
環境適応性について評価する手法の開発を進め、気候変動に適応する育種素材の候補として 19 系統を

抽出するとともに、平成 28 年度に開発した無花粉マーカーを活用し、スギ精英樹の中から表現型の調査
だけでは解らない無花粉遺伝子をヘテロで有するものを 21 系統スクリーニングしたほか、無花粉スギと
ヘテロ系統の類縁関係を明らかにし、その成果をマニュアルとしてまとめた。【重要度：高】 
＜具体的内容＞ 
高速育種技術等の育種技術の開発については、スギにおいて、平成 29 年度に開発した育種統計モデル

を用いて東北・関東・関西・九州育種基本区における温暖化に伴う乾燥が成長に与える影響の系統評価を
行うとともに、さし木苗を用いた乾燥試験を進めたほか、乾燥に強い個体を選抜するための遺伝子発現マ
ーカー開発に向けた遺伝子の絞り込みを進め、気候変動適応スギ品種の開発に資する育種素材候補を530
系統の中から 19 系統を抽出した。また、平成 28 年度に開発した無花粉マーカーを活用し、スギ精英樹
3,312 系統を含むスギ育種素材 4,241 系統の分析を行い、無花粉スギ品種開発等のための花粉親として必
要であり、表現型の調査だけでは解らない無花粉遺伝子をヘテロで有するスギ 21 系統をスクリーニング
したほか、無花粉スギとヘテロ系統の類縁関係を明らかにし、その成果を無花粉スギ採種園の造成等の参
考となるマニュアルとしてまとめた。 
＜普及への取組＞ 
高速育種技術等の研究開発成果については、森林遺伝育種学会、日本森林学会等の各種学会で公表した。

林木育種成果発表会（国、都道府県、団体、民間等）、研究成果発表会「気候変動適応育種の可能性を探る
―大規模データと分子データから明らかにするスギのストレス応答―」を東京大学で開催するとともに、
無花粉スギ品種開発に係る成果については企画シンポジウム「無花粉スギの普及促進に向けた技術開発の
最前線」を第131回日本森林学会大会において開催したほか、成果マニュアルを刊行し、情報を発信した。 

さらに、計画になかった成果として、優良品種の開発
と種苗の普及が求められている無花粉スギについて、
東北・関東・中部・北陸地域の都県で開発されている既
存品種と無花粉遺伝子をヘテロで有する個体の関係等
育種素材における遺伝的な類縁関係を解明した。これ
らは、中長期目標で【重要度：高】とされている優良品
種の開発に活用される技術である。 
育種・普及技術に関しては、年度計画の目標としてい

た、優良種苗生産の根幹であるスギの原種増産に直結
し、早期発根と発根率の向上が期待できる水耕栽培技
術、早生樹であるコウヨウザンの優良種苗生産基盤の
構築に直結する優良系統の選抜と挿し穂増産技術、ゲ
ノム編集によるスギの無花粉個体の創出や遺伝子機能
改変の基礎的技術といった技術開発を達成した。 
また、ケニアにおいて、郷土樹種であるメリアの第2

世代優良個体の選抜を達成したことは、計画になかっ
た成果であり、同国の優良種苗の生産と普及に大きく
貢献するものである。 
さらに、スギ実生コンテナ苗の１年育成技術、コウヨ

ウザンの自殖弱勢の解明、ベトナムの優良アカシアハ
イブリッドの確認、広葉樹遺伝資源の安定的な長期保
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◎その他の成果として、今後の品種開発や採種園において花粉木としての利用が期待される無花粉遺伝子
を有するスギのヘテロ品種2品種を全国で初めて県と共同で開発した。また、都県と連携して初期成長が
優れた無花粉スギ品種「三月晴不稔2号」、「心晴れ不稔１号」の2品種についても都県と連携して共同開
発した。このほか、成長が優れた少花粉スギ品種1品種も開発した。 
◎また、これまで全国規模で推進してきた第1世代スギ精英樹の検定林調査の総括として、全国に設定さ
れた 429 検定林の成長データを解析し、改良効果と年次相関を明らかにし、10 年次以降に早期選抜が可
能であることを明らかにしたほか、無花粉遺伝子の保有の有無を PCR 反応とゲル電気泳動のみで安価で
簡易に識別できる簡易DNAマーカーを開発した。 
◎令和元年9月の天皇皇后両陛下の御視察の折にエリートツリー等の成果について両陛下に説明した。 

 

存技術の基盤となるシラカンバ冬芽の凍結応答メカニ
ズムの解明、マツノザイセンチュウ抵抗性形質を発現
させる分子機構の解明に必要なクロマツの連鎖地図の
構築は、計画になかった顕著な成果である。 
このように、年度計画の目標を上回る顕著な成果が多

数得られ、外部評価委員２名からも高く評価された。 
以上により、エ（イ）の自己評価は、外部評価委員２

名による a評価を踏まえ、「ａ」とする。 
 

b 林木遺伝資源、バイオテクノロジ
ー、国際協力等による育種・普及技
術の開発 

①優良品種等の遺伝子型の決定と原種
苗木配布システムの開発を引き続き
進めるとともに、特定母樹等原種苗
木の需要の増大に対応するため、施
設等を用いた原種苗木増産技術の開
発を進める。 

＜結果概要＞ 
既保存及び新規選抜個体について遺伝子型の決定と個体への IC タグのラベリング等、原種苗木配布シ

ステムの開発を進めた。施設内での水耕栽培由来のさし木コンテナ苗を定植したところ活着率は 100%で
あり、水耕栽培の実用性を明らかにした。 
＜具体的内容＞ 
育種センター等に保存されている個体及びエリートツリー等の新たに選抜された個体について、DNA

マーカーによるジェノタイピングを行い、個体への IC タグによるラベリングを行うことで、適切な系統
管理に努めた。また、原種苗木増産技術として早期発根と発根率の向上が期待できる水耕栽培を実施し、
コンテナに移植した挿し木苗を定植した結果、活着率は 100%であった。スギ実生コンテナ苗の用土に混
入する肥料の施用量を変えた試験を行い、育成に適する施肥量を明らかにし、追肥も合わせて実施するこ
とでスギ実生コンテナ苗を１年で育成可能であることを示した。 
＜普及への取組＞ 
成果を林木育種成果発表会で発表した。 

 

 

②林木遺伝資源の利用促進に資するた
め、新たな需要が期待できる早生樹
種のコウヨウザンについて、優良系
統の選抜及び効果的な増殖方法の開
発を進める。 

＜結果概要＞ 
コウヨウザンについて、成長、材質、増殖性等により20の優良系統を選抜し、寝伏処理を行うことで、

従来より３倍程度のさし穂を得られる手法を明らかにした。 
＜具体的内容＞ 
コウヨウザンについて、千葉県、京都府及び高知県内の林分の全個体を調査し、成長、材質、形状等に

優れた 87 系統の候補系統を予備選抜し、これらの中からさし木発根性や萌芽性の高い 20 系統を選抜し
た。さらに、採穂用の苗木を寝かせて固定すること（寝伏処理）で通常植栽に比べ3倍程度のさし穂が得
られることを明らかにした。 
＜普及への取組＞ 
森林総合研究所公開講演会（10 月、東京、一般）、アグリビジネス創出フェア 2019（11 月、東京、農

林水産業関係者）、WOOD Collection令和元年（12月、東京）においてポスター及び木材製品等を展示し
成果の発信に努めた。さらに、日本製紙連合会原材料部委員会（6 月、東京）、2019 年度合板技術講習会
（11 月、東京）、西日本合板工業組合理事会（11 月、浜田）、農林水産業みらいプロジェクト助成事業成
果報告会（12月、広島）、森林林業中央研修会（1月、東京）、共創による多様な森林づくりワークショッ
プ（1月、君津市）、島根県林業普及職員全体研修会（2月、松江）において、研究成果等の講演を行った。
また、林木育種成果発表会で発表した。 
 

 

③無花粉スギの創出にかかるゲノム編
集技術の開発を行うため、スギの花
粉形成に関与する遺伝子の改変を進
める。 

＜結果概要＞ 
スギについて、花粉形成に関与する遺伝子の改変を進めるとともに、点変異によるアミノ酸置換により

除草剤耐性の付与を試行し成功した。 
＜具体的内容＞ 
花粉形成に関与する遺伝子の中から、ゲノム編集により無花粉化可能な遺伝子を新たに１つ確認した。

点変異を導入するモデル遺伝子としてスギのアセト乳酸合成酵素（ALS）遺伝子を選択し、遺伝子組換え
によって変異型遺伝子を導入し除草剤耐性を付与することに成功した。さらに、点変異をゲノム上に生じ
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させるゲノム編集ベクターを作製し、スギへの導入を行った。 
＜普及への取組＞ 
成果を林木育種成果発表会で発表した。 

 
④地球球温暖化に伴う気候変動への適
応策に資するため、ケニア森林研究
所との共同研究（ＪＩＣＡ技術協力
事業）により、乾燥に強いケニアの
郷土樹種（メリア及びアカシア）の
検定林のデータ収集及び解析を進め
るとともに、成長量等の特性評価に
着手する。 

＜結果概要＞ 
ケニアの郷土樹種の次代検定林のデータ収集及び解析を進め、メリアについて育種開始後7年で第2世

代優良個体（plus tree）を選抜した。 
＜具体的内容＞ 
国際的な技術協力等を通じた林木育種技術の開発については、ケニア国内の8カ所のメリアの次代検定

林の調査結果を解析し、育種開始から7年目で第2世代の優良個体を選抜した。世代を進めることによる
改良効果は114％と推定された。 
＜普及への取組＞ 
ケニアのメリアの育種技術の開発に係る成果については、ケニアで開発中の増殖技術等を引き続き熊本

県に提供しており、これを基に熊本県では同属種であるセンダンに応用している。 
 

 

 ◎その他の成果として、スギさし木苗の育苗段階における初期成長には、根量に関連する形質の大きさに
加えて、根系構造や根系に関連する形質である分枝密度や細根率の高さも重要であることが明らかになっ
た。 
◎コウヨウザンについて、全国各地の林分の心材含水率及び容積密度の変異や薬剤による野兎害の防除効
果を明らかにし、植栽地の7年目の成長から自殖家系は他殖家系に比べ樹高、胸高直径とも劣ることを明
らかにした。 
◎シラカンバ冬芽の凍結に対する応答メカニズムを細胞レベルで解明した。全国のアカマツ天然林におけ
る球果形質の地理的変異を明らかにした。モミのマイクロサテライトマーカーを開発し、天然林内の遺伝
子流動を明らかにした。 
◎ベトナムのアカシア属の人工交配家系のクローン検定林から、高標高造林地で従来クローンの中で最も
成長が優れたクローンと同等以上の林分生産量が見込める複数の新たな優良候補クローンが確認された。 
◎ゲノム上の SNP 情報をもとに種子親及び花粉親それぞれの連鎖群を含む 26 連鎖群からなるクロマツ
の連鎖地図を構築した。 

 

 

 ２．評価指標等の観点 
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研究事例及び品種等の開発 
エ（ア）では、国の施策である重要文化財保全のための補修資材の確保に資する国産漆の増産、改質・

利用技術の開発について、「国宝・重要文化財の保存・修復に向けた国産漆の特性と評価」（10月、東京）
や「漆サミット2019 in 弘前」（11月、弘前）における講演や、「日本漆アカデミー2019報告書」の作成
と弘前市と二戸市への配布を通じて、文化財修復における漆の100％国産化に向け、行政・事業者に対し
研究成果の情報発信に努めた（エア a◎）。 
「森林・林業基本計画」（平成28年5月閣議決定）の基本的な方針に挙げられている「山村の振興・地

方創生への寄与」に関し、国産トリュフ菌の場合、土壌pH条件が菌の定着に必要であることを明らかに
するとともに、平成29年度林地接種によりバカマツタケ子実体発生に成功した箇所において、平成30年
度に引き続き、令和元年度も多くの子実体が継続して発生することを確認し、高級菌根性きのこの栽培技
術の開発を進めた（エアb-②）。 
国の施策である政府の「東日本大震災からの復興の基本方針」（平成23年7月策定）での被災地域の復

旧・復興及び被災者の暮らしの再生のための施策における、被災地の農林水産業の復興に向けては、林野
庁による「放射能研究のあり方検討委員会」の委員として参加し、これまで取り組んだ成果に基づいて議
論を行った（エアb◎）。 
エ（イ）では、「森林・林業基本計画（林業の成長産業化、再造林等による適切な更新の確保のための造

林コストの低減と優良種苗の確保、花粉発生源対策の推進、地球温暖化防止策及び適応策の推進、森林病
虫害対策の推進）」及び「森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発戦略（新品種の開発等、新品種の開
発や原種苗木等の増殖に必要な技術の開発）」（平成29年3月31日林野庁策定）に対応した取組と成果に

＜評価軸に基づく評価＞ 
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。 
本重点課題では、「評価指標１」の実績に示すように、

国の施策や社会的ニーズに対応した取組を行ってい
る。 
国産漆の生産・利用の拡大に向けた取組は、林野庁「特

用林産物の今後の振興方向について」や文化庁「国産良
質材使用推進・供給地活性化事業」に貢献している。雄
性不稔遺伝子の特定、ゲノム編集技術を用いた無花粉
スギの開発などは花粉症の発生源対策という社会ニー
ズに合致している。 
高級きのこ栽培技術【難易度：高】に関しての取組は、

「森林・林業基本計画」の「森林及び林業に関し、政府
が総合的かつ計画的に講ずべき施策」に対応するとと
もに、「森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発戦
略」の「特用林産物の新たな栽培・利用技術の開発」に
おいて取り組むべき内容と記述されている。きのこの
放射能汚染対策については、「『復興・創生期間』後にお
ける東日本大震災からの復興の基本方針」（令和元年12
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ついては、特に、エリートツリーを開発し特定母樹として申請する（エイ a-①）とともに、初期成長が優
れた第二世代カラマツ品種、成長が優れた少花粉品種及び初期成長が優れた無花粉スギ品種を新たに開発
したことは林業の成長産業化、下刈り省力化等低コスト造林及び花粉発生源対策の推進に資する成果であ
る（エイ a-①）。また、昨年度の研究成果をさらに発展させ、東北・関東・中部・北陸地域の都県における
無花粉スギ品種及びヘテロ系統といった幅広い育種素材の遺伝的な類縁関係を解明したことは、今後の無
花粉スギ品種の改良や採種園での種子生産における適切な血縁管理が可能となることにより、近親交配に
よる近交弱勢を防ぐことができ、いっそう優良な品種の開発や採種園での母樹の適正な配置、高品質な種
子の生産を可能とし、これらを通じて花粉発生源対策に大きく貢献することが期待される（エイ a-②）。
また、平成 29 年度までに開発した温暖化に伴う乾燥がスギの生育や成長に与える影響を測定、評価する
技術により、東北・関東・関西・九州育種基本区のスギ精英樹の系統評価等を行い、育種素材候補を抽出
したことは、農林水産省気候変動適応計画に記載されている森林・林業分野における対策の一つである「高
温・乾燥ストレス等の気候変動に適応した品種開発に着手」に資する成果である（エイ a-②）。 
また、「森林・林業基本計画（優良種苗の確保、山村の振興・地方創生への寄与、国際協力の推進）」及

び、「森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発戦略（新品種の開発等、新品種の開発や原種苗木等の増
殖に必要な技術の開発）」に対応した取組と成果については、特に、林業の成長産業化等への対応が課題と
なっている中、スギの原種増産技術は、成長の優れた特定母樹等の苗木の早期供給に貢献するものである
（エイｂ-①）。また、新需要の創出に寄与することが期待される樹種の優良種苗生産技術については、コ
ウヨウザンの優良系統の選抜、さし穂増産技術の開発（エイｂ-②）、自殖弱勢の検出（エイｂ◎）等は、
西南日本地域を中心とした造林樹種の選択肢の多様化につながるものである。以上のことから、当初の想
定以上に施策やニーズに対応した研究成果が得られた。 
 
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 
林野庁の関係部局については、特用林産物に関して行政部局と意見交換を行った（1月）（エアb、エイ

b）。経営企画課等と保護林や遺伝資源に関する意見交換会を実施した（６月、11月）（エイｂ）。 
都道府県については、特用林産物の栽培に関して、東北、関東・中部、近畿及び九州の４ブロックでの

ブロック会議（9～10月）において各地域における技術開発及び都府県から当研究所への提案・要望にか
かる意見交換・情報交換を行った（エアb）。首都圏花粉対策事業者協議会において都県や種苗生産団体等
と情報交換を行った（1 月）（エア a、エイｂ）。林木育種と研究・技術開発の推進に関して、北海道、東
北、関東・中部、近畿・中国・四国及び九州の５ブロック（育種基本区）でのブロック会議（9～10月）
において、各地域における品種開発、技術開発及び普及にかかる行政ニーズを把握し、都道府県から林木
育種センター等への提案・要望にかかる意見交換・情報交換を行った（エイ a、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 
エ（ア）外部資金による研究課題は28件（うち新規課題８件）、外部資金は169百万円であった。 
エ（イ）外部資金による研究課題は30件（うち新規課題10件）、外部資金は167百万円であった。 

 
モニタリング指標１（3）：開発品種等の種類と数及び学術論文等による研究成果の発信状況 
エリートツリーについては、スギで 59系統、カラマツで 10系統の合計69系統を開発した。優良品種

については、初期成長が優れた第二世代カラマツスギ品種4品種、マツノザイセンチュウ抵抗性アカマツ
5品種、クロマツ8品種、第二世代アカマツ10品種の計27品種を開発した。さらに、花粉症対策に資す
る品種として、成長が優れた少花粉スギ等6品種、初期成長が優れた無花粉スギ2品種、無花粉遺伝子を
有するスギ2品種を開発し、合計で37の新品種を開発した。 
エ（ア）学術論文は41編（原著論文28編、総説３編、短報10編）、学会発表は108件、 

公刊図書は５件、その他は65件であった。 
エ（イ）学術論文は32編（原著論文16編、総説１編、短報15編）、学会発表は122件、 

公刊図書は1件、その他は65件であった。 
学術論文のうち 2編についてプレスリリースを行い、9編を研究成果としてホームページで紹介し、成

果の普及のため情報発信に努めた。 
 

月閣議決定）に対応した取組である。 
気候変動に適応した菌床栽培用シイタケ品種の開発

は、「食料・農業・農村基本計画」（平成27年3月閣議
決定）での「食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画
的に講ずべき施策」に対応した取組である。 
また、国の施策に掲げられている「林業の成長産業化、

再造林等による適切な更新の確保のための造林コスト
の低減と優良種苗の確保、花粉発生源対策の推進、地球
温暖化防止策及び適応策の推進、森林病虫害対策の推
進、山村の振興・地方創生への寄与、国際協力の推進」
及び「新品種の開発等、新品種の開発や原種苗木等の増
殖に必要な技術の開発」に対応した取組を行っている。
具体的には、①初期成長が優れた第二世代カラマツ品
種やスギの原種増産技術は、優良種苗の供給を通じて
林業の成長産業化及び下刈り省力化等の低コスト造林
に、②初期成長が優れた無花粉スギ品種と無花粉遺伝
子をヘテロで有するスギ品種の開発、無花粉遺伝子マ
ーカーの開発、マニュアルの作成等は、花粉発生源対策
の推進に、それぞれ貢献が期待される。特に、無花粉ス
ギの品種開発では、多数の実用性の高い成果が得られ
ており、その普及促進に大きく貢献すると考えられる。
また、コウヨウザンについての優良系統の選抜及びさ
し穂増産技術の開発等は、西南日本地域を中心とした
新たな造林樹種の現場実装に直結するものである。 
モニタリング指標においては、林野部局等行政機関と

の研究調整会議や全国でのブロック会議等（13 回）を
通じて国の施策やニーズの把握に努めた。また、研究実
施に係る外部資金の確保（336百万円）が図られた。エ
リートツリー及び品種の開発の数値目標（概ね 65 系
統及び概ね 25 品種）に対して、エリートツリー69 系
統及び37品種を開発し、目標を達成した。学術論文73
編、口頭発表230件等により研究成果の発信を行った。 
このように、取組又は成果は国の施策や社会ニーズに

合致し、目標を上回る実績をあげ、外部評価委員２名か
らも高く評価された。 
以上により、評価軸 1 に基づく重点課題エの自己評

価を「ａ」とする。 
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 評価指標２：研究開発成果、技術及び開発品種の普及取組状況 

スギの遺伝情報に関する研究成果の普及のため、公開シンポジウム「九州発！遺伝情報からスギを知る 
―温暖多雨な環境に育つスギの成長、材質、利用―」（7月、熊本）を開催し、その内容を「遺伝情報から
スギを知る」と題するシリーズ記事として「山林」に掲載を開始した（エア a）。また、花粉症発生源対策
の取組については、「みんなのアレルギーEXPO」でポスター展示と説明を行った（10月、東京）（エア a、
エイ a）。国産漆の増産、改質・利用技術の普及への取組として、日本漆アカデミーによる講演会「国宝・
重要文化財の保存・修復に向けた国産漆の特性と評価」（10 月、東京）、「漆サミット 2019 in 弘前」（11
月、弘前）を開催するとともに、日本森林学会における企画シンポジウム「国産漆の増産に向けて苗木生
産を考える」（３月）や季刊森林総研No.48の特集「漆とウルシ」（3月）で成果を発信した（エア a）。 
高級菌根性きのこの栽培技術の開発に関する成果に関して、「第10回食用菌根性キノコに関する国際ワ

ークショップ」における成果発表のセッション（10月、諏訪）、成果発表会「マツタケ・トリュフ人工栽
培技術の開発」（2月、東京）を開催するとともに、「アグリビジネス創出フェア2019」で国産トリュフの
栽培化の取組についてポスター展示と説明を行った（11月、東京）（エアb）。全国食用きのこ種菌協会の
研修会（5月、東京）に3件の講師派遣を行い、まつたけ指導者研修会（8月、長野）、茨城県林業技術セ
ンターの客員研究員としてマツタケ栽培技術に関する指導を行った。 
農林水産技術会議主催の勉強会「脱炭素化社会に向けた農林水産分野の基本的な考え方の具現化に向け

た勉強会」でエリートツリーとコウヨウザンの研究成果の発表を行った（10 月）（エイ a、b）。さらに、
コウヨウザン等早生樹種の研究成果について、「アグリビジネス創出フェア 2019」（11 月、東京）などに
おいてポスター及び木材製品等を展示した（エイ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 
講演会（エア 9回、エイ 44回）、出版物（エア５回、エイ 1回）、メディアへの掲載（エア 2回、エイ

47回）を行った。 
公開シンポジウム「九州発！遺伝情報からスギを知る ―温暖多雨な環境に育つスギの成長、材質、利用

―」を開催し、その内容を「山林」のシリーズ記事に掲載した（3回掲載）（エア a）。樹木の遺伝子情報を
一般に公開した森林生物遺伝子データベース（ForestGEN）の今年度のアクセス数は 43,344 件に達し、
森林生物の遺伝子に関する新たな情報源として利用された（エア a）。「国宝・重要文化財の保存・修復に
向けた国産漆の特性と評価」と「漆サミット 2019 in弘前」を開催し、「日本漆アカデミー2019報告書」
と季刊森林総研No.48の特集「漆とウルシ」を作成配布した。公刊図書「地域資源を活かす生活工芸双書 
漆２ 植物特性と最新植栽技術」（農山漁村文化協会）を監修、執筆した（エア a）。高級菌根性きのこ栽培
技術の開発に関する成果パンフレットを出版し、ホームページで公開するとともに、成果発表会で4件の
講演を行った（エア b）。信州マツタケシンポジウム（12 月、長野）において講師を務めるとともに、日
本菌学会関東支部大会で特別講演（5月、東京）を行った（エアb）。 
全国林業改良普及協会主催のシンポジウム「花粉発生源対策普及シンポジウム 2019」で花粉症対策品

種や特定母樹の研究成果と普及にかかる発表を行った（12 月、大阪）（エイ a）。林木育種成果発表会（2
月、東京）において、成果の一部を発表した（エイ a、b）。また、研究成果発表会「気候変動適応育種の
可能性を探る―大規模データと分子データから明らかにするスギのストレス応答―」（2 月、東京）（エイ
a）、シンポジウム「無花粉スギの普及促進に向けた技術開発の最前線」（3月、名古屋）（エイ a、b）、林木
育種センター等のウェブサイトやプレスリリースにより公表したほか、林木育種連携ネットワーク及びカ
ラマツ育種技術連絡会において、メールマガジン等により情報発信を行った。 
特定母樹の普及促進のため、行政機関に加え民間事業者等を対象として、全国5箇所で特定母樹等普及

促進会議を開催し、特定母樹の利用等にかかる技術情報の提供を行った。林野庁の広報誌「林野」に林木
遺伝子銀行 110番の取組について投稿し掲載された（7、10、11月号）(エイ b)。さらに、コウヨウザン
等早生樹種の研究成果について、森林総合研究所公開講演会（10月、東京）、アグリビジネス創出フェア
2019（11月、東京）、WOOD Collection令和元年（12月、東京）においてポスター及び木材製品等を展
示するとともに、日本製紙連合会原材料部委員会（6月、東京）、2019年度合板技術講習会（11月、東京）、
西日本合板工業組合理事会（11月、浜田）、農林水産業みらいプロジェクト助成事業成果報告会（12月、
広島）、森林林業中央研修会（1月、東京）、共創による多様な森林づくりワークショップ（1月、君津）、
島根県林業普及職員全体研修会（2月、松江）において講演を行い成果の発信に努めた（エイｂ）。 
 

評価軸２：研究開発成果等の普及に貢献しているか。 
本重点課題では、「評価指標２」の実績に示すように、

研究開発成果、技術及び開発品種の普及に取り組んで
いる。 
国産漆の増産、利用拡大に向けては、「漆サミット

2019 in 弘前」を開催するとともに、県や団体による研
修会等での講演を行った。高級菌根性きのこの栽培技
術の開発に関する成果の普及について、食用菌根性き
のこに関する国際ワークショップの第10回大会を日本
で初めて開催するとともに、国内向け成果発表会を開
催し、アグリビジネス創出フェア2019で国産トリュフ
の栽培化の取組についてポスター展示と説明を行っ
た。さらに、これらの成果に基づく成果パンフレットも
発刊するなど積極的に成果の普及に努めた。異なる環
境で生育するスギの成長と材質に関わる遺伝領域の保
有状況については、公開シンポジウムを開催するとと
もに、一般誌でのシリーズ記事の掲載を開始すること
で広く普及に努めた。また、研究によって収集した樹木
の遺伝子情報を森林生物遺伝子データベース
（ForestGEN）で一般に公開し、今年度のアクセス数は
43,344 件に達し、森林生物の遺伝子に関する情報源と
して利用された。マツタケやトリュフの現場レベルで
の活性誘導試験など都道府県試験研究機関との共同研
究を実施し、社会実装に向けた地域実証の取組を行っ
た。実験用に育成した無花粉スギ培養苗を 3 外部機関
に提供した。 
開発した技術や品種の普及については、講演会の開催

（53回）、出版物の発行（６件）等に加え、林木育種成
果発表会等の開催や都道府県等に対する技術指導（202
回）といった多種多様な場を活用して、普及に多大な貢
献を果たした。 
また、特定母樹等優良品種の普及に向けて、採種園・

採穂園の整備に必要な原種苗木を、前中長期目標期間
最終年度(12,627 本)の 1.42 倍に相当する 18,668 本を
都道府県等に配布しており、国が進める特定母樹の普
及に大きく貢献した。 
さらに、林木育種ネットワーク及びカラマツ育種技術

連絡会メールマガジン等による技術情報の発信、無花
粉スギ採種園の造成等の参考となるマニュアルのとり
まとめにより普及の取組を積極的に行った。 
このように、研究開発成果等の普及に対する顕著な貢

献により目標を上回る実績をあげ、外部評価委員２名
からも高く評価された。 
以上により、評価軸 2 に基づく重点課題エの自己評

価を「ａ」とする。 
 
このように本重点課題では、研究課題の成果（a）、評

価軸に基づく評価（評価軸１（a）、評価軸２（a））を、
本戦略課題に係る中長期目標、中長期計画及び令和元
年度計画に照らし、これらを総合的に勘案した結果、総
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モニタリング指標２（2）：講師派遣等による都道府県等への技術指導の実施状況 
講師派遣等による講習会・研修会等における技術指導は、202回（エア79回、エイ123回）行った。 
 

モニタリング指標２（3）：要望に基づく種苗の配布状況 
都道府県等の要望に基づき原種苗木等18,668本を配布した。 

合評価の自己評価を「A」とした。 
 
＜課題と対応＞ 
 エ（ア）では、これまでに明らかにした裸子植物（針
葉樹）の光呼吸経路の代謝特性やユーカリのアルミニ
ウム耐性に関わる酵素の機能を有効活用する技術の高
度化に向けて、代謝に関わる制御機構や分子特性を明
らかにしていく。また、野外の発生環境を再現した試験
地にて国産トリュフ菌の定着に成功したが、今後は、産
業創出に寄与すべく実装段階での技術とするため、多
くの調査地での試験を行い、手法の精度を高めていく。 
 エ（イ）では、地球温暖化防止、林業の成長産業化、
花粉発生源対策等の重要施策の推進に貢献する観点か
ら、優良品種等の開発とそれに資する高速育種技術、優
良品種等の早期普及技術の開発、林木遺伝資源の有効
利用技術、バイオテクノロジーの高度化及び国際的な
技術協力を通じた林木育種技術の開発が求められてお
り、令和２年度はさらに調査・研究を進め、①検定等の
進捗状況を踏まえつつ、エリートツリーと優良品種を
開発する（【重要度：高】）とともに、②地球温暖化や花
粉症等に対応するための優良品種等の早期開発に対応
可能な高速育種技術等の育種技術の開発、③開発した
優良品種等の遺伝子型の決定とそれを含めた QR コー
ドの活用等によるトレーサビリティを確保した原種苗
木配布システム及び施設等を用いた原種苗木増産技術
の開発、④新たな需要が期待できる早生樹種のコウヨ
ウザンの優良系統の選抜及び効果的な増殖方法の開
発、⑤遺伝子機能を改変するゲノム編集技術の開発に
向けた塩基置換型ゲノム編集の効率評価、⑥ケニア森
林研究所との共同研究（JICA 技術協力事業）による乾
燥に強いケニアの郷土樹種（メリア及びアカシア）の育
種技術の開発をそれぞれ行う。 
 

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、中長期目標において【難易度：高】とした高級菌根性きのこの栽培技術としてマツタケの子実体原基形成に適した栽培条件を明らかにしたことや、難易度の高い国産黒

トリュフの栽培の定着条件を我が国で初めて明らかにしたことは将来的に顕著な研究成果の創出につながるものであり、高く評価される。さらに、スギの無花粉化技術の開発に大きく貢献する無花粉化
メカニズムの解明、奈良県森林技術センターとの共同研究による林内で３年連続のバカマツタケの人工発生、目標を上回るエリートツリー・優良品種の品種開発、無花粉遺伝子の保有の有無を安価で簡
易に識別できる簡易DNAマーカーの開発、ケニアにおける林業用樹種メリアにおいて第2世代の優良個体選抜まで到達したこと等、年度計画を上回る顕著な成果である。 
また、特用林産物に係る国際ワークショップの開催や公開シンポジウム等、特定母樹等優良品種の普及に向けた林木育種成果発表会、原種苗木の配布、都道府県等に対する技術指導等により積極的な

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。 
 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１－１－（２） 
 
 

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 
（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 

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 

当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

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号、第３号 

当該項目の重要度、難易度  
 

関連する研究開発評価、政策
評価・行政事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省２－⑩ 
行政事業レビューシート事業番号：0204 

 
２．主要な経年データ 
①主な参考指標情報（モニタリング指標等） 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） 
内容により適宜項目を増減する。 基準値 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度  28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 
研究基盤となる情報の収集、整備状況       予算額（千円）      
 森林成長データ収集（試験地数）  8 10 9 9  決算額（千円）      
水文モニタリング箇所数  5 5 5 5  経常費用（千円）      
積雪断面観測数  7 11 11 5  経常利益（千円）      
水質モニタリング入力（試験地数）  6 6 6 6  行政コスト（千円）      
木材標本採取数  284 53 73 48  従事人員数      

研究基盤となる情報の公開・活用状況       ※財務情報及び人員に関する情報は、１－１－（１）－（ア）～（エ）に含まれてお
り、分割できないため記載していない。 

 
 
 
 
 
 

十日町試験地Webアクセス数  14,377 18,118 13,980 19,202  
ForestGENのアクセス数 
 
木材標本・さく葉標本・DNA標本 
植物標本の収集 
日本産木材データベースアクセス数 

 
 
 
 

20,000 
以上 

284点 
304検体 
約67万 

52,533 
 

450点 
0検体 
約47万 

103,360 
 

321点 
2検体 
約54万 

43,344 
 

386点 
600検体 
約70万 

 
 
 
 
 

林木等の遺伝資源の収集、保存、特
性調査の実績 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

育種素材として利用価値の高いもの  1,239 1,204 1,268 1,113  
絶滅に瀕している種等  109 59 117 73  
その他森林を構成する多様な樹種  4 8 56 13  
きのこ類・森林微生物等の遺伝資
源の収集数 

 
 

54 
 

50 
 

50 
 

50 
 

 
 

同保存数（累積数）  761 811 861 911  
同特性評価株数  10 12 18 27  

配布した種苗の種類及び本数       
 
 
配布系統数  1,066 1,380 1,445 1,227  
種苗配布本数  15,455 17,866 20,592 18,668  

要望に基づく種苗の配布状況       
 
 
配布都道府県数  39 40 43 43  
充足率（％）  100 99.9 99.5 99.3  

 
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 
国立研究開発法人として長期的な視点に基づき継続して実施する必要がある林木等遺伝

資源の収集、保存、特性調査及び配布並びに種苗等の生産及び配布、森林の成長や水流出
等の長期モニタリング等を実施する。 

国立研究開発法人として、長期的かつ全国的な視点に基づき配置された収穫試験地等におけ
る森林の成長・動態調査、森林水文モニタリング等の長期モニタリングを実施するとともに、
木材の識別等基盤的な情報を収集し、ウェブサイト（ホームページ）等を用いてデータを公開
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する。 
また、きのこ類等森林微生物の遺伝資源について対象を適切に選択しつつ概ね250点を探索

・収集し、増殖・保存及び特性評価等を行うとともに、配布に活用する。 
新需要等が期待できる有用樹種３樹種以上において、優良系統の選抜が可能となる母集団の

作成を行うとともに、主要樹種の育種素材、脆弱な希少遺伝資源を対象に林木遺伝資源の収集、
保存、特性調査を行う。また、試験研究用としてこれらの遺伝資源を配布する。 
さらに、開発された優良品種等の種苗について、都道府県等の要望する期間内に全件数の90

％以上を配布することを目標に、計画的な生産と適期配布に努める。 
主な評価軸（評価の視点）、指標等 
評価軸 評価指標 
＜評価軸１＞長期的な基盤情報や林木等の遺伝資源の収集等が適切に行われているか。 （評価指標１）長期的な基盤情報や林木等の遺伝資源の収集、保存、特性調査の取組状況 

（モニタリング指標）（1）研究基盤となる情報の収集、整備状況、（2）研究基盤となる情
報の公開・活用状況、（3）林木等の遺伝資源の収集、保存、特性調査の実績 

＜評価軸２＞要望に基づく種苗が適切に配布されているか。 （評価指標２）種苗配布の取組事例 
（モニタリング指標）（1）配布した種苗の種類及び本数、（2）要望に基づく種苗の配布状況 

年度計画 法人の業務実績等・自己評価  
 業務実績 自己評価 
 １．業務実績の概要 評定 Ｂ 
長期的な基盤情報を収集するた

め、収穫試験地等における森林の成
長・動態調査、森林水文、渓流水質、
気象等の長期モニタリング、木材の
識別等基盤的情報の収集等を継続し
て実施する。特に木材についてデー
タベースによる公開を進める。 

収穫試験地等における森林の成長・動態調査、森林水文モニタリング等の長期モニタリング、木
材の識別等基盤的情報の収集等を実施し、更新したデータの公開と外部機関への提供を行った。 

＜評定と根拠＞ 
左記の実績により、年度計画事項を確実に達成し

た。 

また、きのこ類等森林微生物の遺
伝資源について、対象を適切に選択
しつつ概ね50点を目処に探索・収集
し、増殖・保存及び特性評価等を行
う。 

きのこ類等森林微生物の遺伝資源について、年度目標の50点を探索・収集し、増殖・保存及び特
性評価等を行った。 
 

薬用等の機能性樹木として需要が
期待できるキハダ及び突き板等での
利用が期待されているユリノキにつ
いて、優良系統の選抜が可能な母集
団の作成に着手するとともに、育種
素材等の収集、保存及び発芽特性等
の調査を進める。また、配布申請に
従い、林木遺伝資源を配布する。 

薬用等の機能性樹木として需要が期待されているキハダ及び突き板等での利用が期待されている
ユリノキについて、優良系統の選抜が可能な母集団の作成を進めるとともに、育種素材等の収集、
保存及び発芽特性等の調査を進めた。また、配布申請に従い、林木遺伝資源を配布した。 
 

開発された優良品種等の原種苗木
等について、都道府県等の要望する
期間内に全件数の90％以上を配布す
ることを目標に、計画的な生産と適
期配布に努める。 

開発された優良品種等の種苗について、都道府県等の要望する期間内に全件数の99.3％を配布し、
計画的な生産と適期配布に努めた。 
 

 ◎その他の成果として、北海道支所構内の札幌森林気象試験地については、平成30年度の台風によ
って被災したCO2フラックス等の観測施設の復旧作業を行い、観測を再開した。また、森林の機能
を活かした積雪地域の防災減災研究の推進を目的に、新潟大学災害・復興科学研究所との間で連携
協定を締結した。 
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 ＜評価指標に係る実績＞ 
２．評価指標等の観点 
評価指標１：長期的な基盤情報や林木等の遺伝資源の収集、保存、特性調査の取組状況 
森林生態情報及び森林成長データの収集（①、②）、森林気象及び多雪地帯での積雪の観測（③、

④）、森林水文及び水質のモニタリング（⑤、⑥）、木材標本の生産・配布・データベース化（⑦）、
多摩森林科学園の樹木管理情報と森林生物遺伝子情報の整備（⑧、⑨）について、予定どおり行っ
た。実績は次のとおりである。 
モニタリング指標１（1）：研究基盤となる情報の収集、整備状況 
①気候変動下における広葉樹林、温帯性針葉樹林及び森林被害跡地の生態情報の収集と公開 
 カヌマ沢渓畔林試験地（岩手県）、千手試験地（栃木県）、小川試験地（茨城県）、苗場試験地
（新潟県）、三浦国有林前生稚樹実験区（長野県）では調査・観測を予定どおりに行い、完了した。
常緑広葉樹林動態解明試験地（宮崎県）及び市ノ又森林動態観測試験地（高知県）ではリター調査
を、醍醐試験地では雄花量計測を継続実施した。また、小川試験地では種子・リター調査を行った。
桜川市等から新たに600点の植物標本を受け入れた。今年度のデータの登録数は、1,464点であった。 
②収穫試験地における森林成長データの収集 
全国的に分布する収穫試験地のうち、今年度は、北海道（３ヶ所）、東北（１ヶ所）、関東・中

部（１ヶ所）、近畿・中国（２ヶ所）、四国（１ヶ所）、九州（１ヶ所）について調査を行った。
高齢級試験地における林分成長の継続など、長伐期施業に向けた知見が得られた。 
③森林気象モニタリング 
札幌森林気象試験地（北海道支所構内）、安比森林気象試験地（岩手県安比岳国有林）、富士吉

田森林気象試験地（山梨県富士山科学研究所構内）、山城水文試験地（京都府北谷国有林）、鹿北
流域試験（熊本県長生国有林）の各試験地において、気象観測と渦相関法等による生態系の正味
CO2交換量・水蒸気フラックスの観測を実施した。 
④多雪地帯積雪観測 
気温、降水量等の基本的な気象観測を通年で実施し、冬期はこれらに加えて降雪、積雪の観測を

実施したほか、定期的に地面に達するまで積雪を掘って５回の積雪断面観測を行い、層構造や雪温、
密度などの分布を測定した。 
⑤森林水文モニタリング 
定山渓（北海道）、釜淵（山形県）、宝川（群馬県）、竜ノ口山（岡山県）、去川（宮崎県）の

各森林理水試験地及び山形実験林と岡山実験林で降水量と流出量のモニタリングを行った。 
⑥森林における降雨・渓流水質モニタリング 
定山渓（北海道）、釜淵（山形県）、桂（茨城県）、山城（京都府）、鷹取山（高知県）、鹿北

（熊本県）の各試験地で、林外雨及び渓流水の採取を行い、pHとECの分析データの集約を行った。
また、大又山荘（長野県）で林外雨の採取を行った。林外雨の年平均pHは定山渓試験地、大又山
荘、鷹取山試験地で5.0以上であった。渓流水の年平均pHは釜淵試験地で最も低く、6.5を下回っ
た。 
⑦木材標本の生産と配布及びデータベース化 
コウヨウザン、ユリノキ、ユーカリ等の早生樹の造林木のほか、アサダ、サワグルミ、ケンポナ

シ、オオヤマザクラ、キリ、エノキ、シキミ等の有用国産樹種を伐採し、材鑑標本48個体、さく葉
標本41個体を作製した。 
⑧多摩森林科学園における樹木管理情報の整備 
サクラ保存林の個体については、新規加入約60本および枯損削除約100本に関するおよそ160個

体のデータを修正した。サクラデータベース、標本データベース及び樹木データベースについては、
新サーバーへの移行の作業を進めた。 
⑨森林生物の遺伝子情報のデータベース化 
本年度は論文公開等で知財を確保した新規データが無かったため、新たなデータの登録はなかっ

た。ForestGENの年間アクセス数は43,344件であった。 
 
モニタリング指標１（2）：研究基盤となる情報の公開・活用状況 
①気候変動下における広葉樹林、温帯性針葉樹林及び森林被害跡地の生態情報の収集と公開 

 
 
評価軸１：長期的な基盤情報や林木等の遺伝資源
の収集等が適切に行われているか。 
「評価指標１」に示すように、収穫試験地等にお

ける森林の成長・動態調査、森林水文モニタリング
等の長期モニタリング、木材の識別等基盤的情報の
収集を継続的に実施し、データベースとして公表し、
森林の水源涵養機能の研究や、雪氷防災対策等に広
く活用された。植物標本を600点収集し、材鑑標本
・プレパラート標本の作製数も増加している。また、
林木等の遺伝資源の収集等については、これらを適
切に行う中、きのこ等の森林微生物遺伝資源を年度
計画目標の50点を収集するとともに、林木遺伝資源
として新たな需要等が期待できるキハダ、ユリノキ
等の種子や穂木を収集し、優良系統の選抜のための
母集団の作成を進めるなど、実績に示したとおり適
切に実施している。 
以上により、評価軸１に基づく自己評価を「ｂ」

とする。 
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小川試験地のリターデータは、林野庁事業の放射性セシウム濃度の測定用試料として、活用され
た。 
②収穫試験地における森林成長データの収集 
平成23～27年度に調査した全国の収穫試験地等の調査データを集計・整理し、森林総合研究所研

究報告（Vol.18、No.2）の研究資料として公表した。また、浅木原ヒノキ人工林収穫試験地、地獄
谷収穫試験地及び小石原スギ収穫試験地の調査結果は、それぞれ、四国支所年報、関西支所年報及
び九州支所年報において公表した。 
収集した林分成長データは、農林水産省委託プロジェクト「人工林に係る気候変動影響評価」、

助成研究「地上型レーザースキャナーによる効率的な収穫調査と素材生産現場への活用方法の提
案」、交付金プロジェクト「積極的長伐期林業を目指した大径材利用技術の開発」の基礎データと
して活用された。 
③森林気象モニタリング 
各試験地の気象及びフラックスデータはFFPRI－FluxNetを通じて公開され、温暖化影響評価や

森林生態系の物質循環過程の研究の基礎データとして活用された。 
④多雪地帯積雪観測 
観測した降積雪・気象データ、屋根雪情報は、毎日、森林総合研究所十日町試験地のホームペー

ジに掲載して公開するとともに十日町市に提供し、地域における雪害対策に活用された。今年度の
Webアクセス数は19,202件であった。また、2014年～2019年の５冬期の気象・積雪データを「森
林総合研究所十日町試験地における冬期の気象および雪質の調査資料(9)」として森林総合研究所
研究報告（Vol.18、No.4）の研究資料として公表した。さらに、大学や研究機関等との共同研究と
して、十日町試験地の観測露場において降雪の観測や着雪防止の試験を実施し、その結果の解析に
も気象データを活用した。 
⑤森林水文モニタリング 
観測結果は森林総合研究所研究報告や森林理水試験地デ－タベ－ス(FWDB)による公開に向け

て、データの整理を行った。FWDBの成果を利用した研究発表は８件、データの利用申請が４件あ
った。 
⑥森林における降雨・渓流水質モニタリング 
森林総合研究所のホームページ上に森林降水水質データベース（FASC-DB）として公開してい

る。令和元年度の利用申請数は３件であった。 
⑦木材標本の生産と配布及びデータベース化 
木材データベースにおける検索件数は、２万件以上に達するなど国内外で広く利用されている。

データベースに収録した木材の光学顕微鏡写真や材鑑標本等の画像情報へのアクセス件数は、58万
9千件であった。京都大学生存圏研究所が所蔵するクスノキ科タイワンイヌグス属の10個体の木材
標本を受領し、プレパラート標本を作製した。平成22～23年に採集した木材標本393個体のプレパ
ラート標本を作製し、関係研究機関に配布した。 
⑧多摩森林科学園における樹木管理情報の整備 
サクラデータベースは森林総合研究所多摩森林科学園のホームページで公開している。科学園の

他のデータベースについては、現在セキュリティ確保のための点検を行っている。 
⑨森林生物の遺伝子情報のデータベース化 
森林生物の遺伝子情報はデータベース化されForestGENで公開している。ForestGENには43,344

件のアクセスがあり、国内外で広く活用されている。 
 
モニタリング指標１（3）：林木等の遺伝資源の収集、保存、特性調査の実績 
きのこ類等森林微生物の遺伝資源については、樹木病原菌、野生きのこ、食用きのこ、菌根菌等

について、年度目標である50点を収集、保存するとともに、特性評価などの試験研究の利用に供し
た。このうち菌根菌や樹木病原菌27株については、遺伝子の塩基配列の決定等を行った。現在、イ
ンターネットを通じてのデータ公開については、セキュリティ対策への対応のため一時休止してい
るが、菌株への問い合わせに応じる体制を講じている。 
キハダ、ユリノキの種子等149点を収集し、優良系統の選抜のための母集団の作成を進めたほか、

スギ等を含めた育種素材として利用価値の高いもの1,113点、絶滅に瀕している種等（クロビイタ
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４．その他参考情報 
 特になし。 

 

ヤ、ハリモミなど）73点、その他森林を構成する多様な樹種（アオギリ、ニワウルシなど）13点の
計1,199点を探索・収集した。また、収集した遺伝資源の増殖及び保存、保存している遺伝資源の
成長や種子の発芽率等の特性調査を進めた。さらに、配布申請により人工交配試験や種子形質調査
等のためカラマツ、ウダイカンバなど29件158点を配布した。 

 
 評価指標２：種苗配布の取組事例 

モニタリング指標２（1）、（2）：配布した種苗の種類及び本数並びに要望に基づく種苗の配布状
況 
都道府県等からの種苗の配布要望に対応するため、スギ13,283本（664系統）、ヒノキ2,650本（276

系統）、カラマツ2,178本（209系統）、その他688本（78系統）合わせて18,799本について、都道
府県等の要望する期間内に全件数の99.3%となる18,668本を配布した。 

評価軸２：要望に基づく種苗が適切に配布されて
いるか。 
「評価指標２」に示すように、都道府県等からの

開発された優良品種等の種苗の配布要望に対応す
るため、スギ、ヒノキなど18,668本を都道府県等の
要望する期間内にて全件数の99.3％以上を配布し、
年度目標を達成した。 
以上により、評価軸１に基づく自己評価を「ｂ」

とする。 
 

  以上のように、基盤情報・遺伝資源の収集を適切
に実施するとともに、種苗配布を着実に実施したこ
とから「Ｂ」評定とした。 

 
＜課題と対応＞ 
森林の成長・動態、水文・積雪・水質観測及び木

材標本、樹木や森林生物の遺伝情報等のデータは、
森林・林業・木材産業に係る研究の基盤となる情報
であるとともに、気候変動の適応策の策定において
も重要な長期データである。このため、データ収集
方法の効率化や収集データの品質管理、情報セキュ
リティに留意しつつ、基盤的データの収集を継続的
に行うとともに広く提供していく。 
薬用等の機能性樹木としての需要が期待できるキ

ハダ及び突き板等での利用が期待されているユリノ
キについて、優良系統の選抜が可能な母集団を作成
する。さらに育種素材等の収集、保存及び発芽特性
等の調査を進め、配布申請に基づき、林木遺伝資源
を配布するとともに、種苗等の生産配布を適切に行
う。 

主務大臣による評価  評定 B 
＜評定に至った理由＞ 
 自己評価「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。 
＜審議会の意見＞ 
 林木等遺伝資源の収集、保存、特性調査及び配布並びに種苗等の生産及び配布、森林の成長や水流出等の長期モニタリング等の実施については、国立研究開発法人であることから長期的
に継続して実施できることであり、学術的な面からも大変貴重である。着実に継続することが重要であり、適切に評価されるよう次期中長期目標では評価軸や評価指標を十分に検討される
べきである。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１－１－（３） 
 
 

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 
（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 
戦略的な研究開発と技術移転の加速化 

当該事業実施に係る根拠 
（個別法条文など） 

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号、第３号 

当該項目の重要度、難易度  
 

関連する研究開発評価、政策
評価・行政事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省２－⑩ 
行政事業レビューシート事業番号：0204 

 
２．主要な経年データ 
①主な参考指標情報（モニタリング指標等） 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） 
 基準値 

(前年度) 
28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度  28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 

大学や民間等との共同研究の件数  59件 73件 115件 140件  予算額（千円）      
国際会議、国際交渉等への対応状況  31件 18件 15件 19件  決算額（千円）      
講習、研修の実施件数 講習会 講習会 講習会 講習会 講習会  経常費用（千円）      
 20 24 21 23 24  経常利益（千円）      
講師等派遣件数 399件 726件 1526件 1462件 1255件  行政コスト（千円）      
調査、分析、鑑定等の件数 173件 242件 171件 138件 170件  従事人員数      

※財務情報及び人員に関する情報は、１－１－（１）－（ア）～（エ）に含まれており、分割できないため記載していない。 
 

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「橋渡し」機能の強化 
国内外における森林・林業・木材産業に対する社会ニーズ及び科学技術の動向を

踏まえ、研究シーズの創出から事業ベースの実証研究に至るまで、ニーズに合致す
る最適な研究成果を森林・林業・木材産業の担い手や関連企業等において活用され
るよう実施体制を整備しつつ、以下の取組により「橋渡し」機能を強化する。 
（ア）産学官連携、協力の強化 
研究開発成果の実用化に向けて、森林研究・整備機構が中核となり、民間企業や

関係団体等との積極的な交流による的確なニーズの把握、大学や他の研究機関との
連携・協力の強化により、研究開発成果の橋渡しを図る。 
また、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため

、必要に応じ、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成20年法
律第63号）に基づく出資並びに人的及び技術的援助の手段を活用する。 
（イ）研究開発のハブ機能の強化  
地域のニーズや課題に対応するため、森林研究・整備機構は研究開発業務の一環

として地方の関係機関とのハブとなり、研究推進の拠点としての研究体制の充実を
図る。また、水源林造成事業による地域のネットワークも活用しつつ、地域との連
携・協力の強化による研究開発成果の橋渡しを図る。 
その際、必要な研究情報や技術的ノウハウ等の相互共有や林木育種技術指導に

ついて、地方の行政機関、研究機関、大学、ＮＰＯ、関係団体、民間企業等との連
携強化を図る。 
さらに、国際的な協調、連携の下で推進すべき研究課題については、海外の研究

機関、国際機関等と連携し、地球規模の課題等に対する国際貢献等を図る。 
 

ア「橋渡し」機能の強化 
国内外における森林・林業・木材産業に対する社会ニーズ及び科学技術の動向を踏まえ、研究シーズ

の創出から事業ベースの実証研究に至るまで、ニーズに合致する最適な研究成果が森林・林業・木材産
業の担い手や関連企業等において活用されるよう実施体制を整備しつつ、以下の取組により「橋渡し」
機能を強化する。 
（ア）産学官及び民との連携、協力の強化 
森林研究・整備機構は、研究成果の実用化に向けて、産学官及び民との連携、協力の強化及び成果の

普及を目指し、森林総合研究所に産学官民連携推進担当研究コーディネーター及び産学官連携・知財戦
略室、並びに各支所に産学官民連携推進調整監を配置し、産学官及び民との連携機能及び協力体制の強
化を図る。 
森林研究・整備機構はこれらの体制を活用し、森林研究・整備機構及び大学等が開発したシーズと民

間企業や関係団体が必要とするニーズとのマッチングを図るとともに、これらの情報を一元的に管理し、
重点課題や共同研究の推進に活用する。さらに、国家規格策定等への貢献、関係団体等による指針、基
準及びマニュアルの作成への支援により、研究成果の橋渡しに努める。 
また、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、必要に応じ、森林

研究・整備機構の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者に対し、科学技
術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成20年法律第63号）に基づく出資並びに人的及び技
術的援助を行う。その際には、「研究開発法人による出資等に係るガイドライン」（平成31年１月17日
内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）・文部科学省科学技術・学術政策局決定）を踏ま
え、関連規程を整備した上で適切に実施する。 
（イ）研究開発のハブ機能の強化 
地域のニーズや課題に対応するため、地方の行政機関や公設試験研究機関、大学、NPO、関係団体等

とのハブとなり、地域課題への迅速な対応を可能とするよう、研究推進の拠点としての研究体制の充実
を図る。このため、森林総合研究所に 地域イノベーション推進担当研究コーディネーター及び地域連
携戦略室、各支所には地域連携推進室を置き、地域が抱える課題の抽出、研究開発による課題の解決、
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研究成果の地域への普及を一元的に管理することで、地域課題の解決に向け森林総合研究所及び支所一
体となり研究成果の最大化を図る。さらに、水源林造成事業による地域ネットワークも活用しつつ、地
域との連携・協力の強化による研究成果の橋渡しに努める。また、森林総合研究所林木育種センター及
び同育種場についても林木育種のハブとして、地域ニーズや課題に対応する。 
さらに、気候変動に関する研究等、国際的な協調、連携が必要な研究課題を効率的に推進するため、

国際連携推進担当研究コーディネーターを配し、海外の研究機関、国際機関等と連携しつつ研究を推進
するとともに、地球規模の課題解決 に向けた我が国の国際貢献に寄与する。 
 

イ 研究開発成果等の社会還元 
講師の派遣、講習会の開催、指導・助言等を通じて問題解決に向けた研究開発成

果等の発信に努めるとともに、木材等の鑑定や各種分析、調査依頼に応じ、森林研
究・整備機構が有する高度な専門知識を社会に還元する。 
また、研究開発成果の公表については、国内外の学会発表や学術論文等により速

やかな公表に努める。 

イ 研究開発成果等の社会還元 
研究開発で得られた成果や科学的知見等を社会に普及、還元するため、行政や林業団体、民間企業等

に対し委員や講師として一人平均年４回以上の派遣を実施するほか、講習会開催、技術指導や助言等を
積極的に行い、科学リテラシーの向上に貢献する。 
また、森林研究・整備機構が有する高度な専門知識や専門技術を必要とする木材等の鑑定や各種分析、

調査の依頼に対応する。 
研究開発成果は、戦略的な知的財産管理を踏まえた上で、国内外の学術雑誌の論文や学会発表等によ

り速やかに公表する。 
なお、開発した優良品種等の早期普及を図るため、都道府県等に対し、採種園等の造成・改良に関す

る講習会を合計100回を目標に開催する。 
 

ウ 研究課題の評価、資源配分及びPDCAサイクルの強化 
森林研究・整備機構は、研究開発における役割を遂行するに当たり、限られた予

算、人員等を有効に活用し最大限の成果を得ることが重要である。 
このため、厳格な評価を行い、予算・人員等の資源を的確に配分するシステムを

構築するなどPDCAサイクルを強化し運用する。 
なお、当該評価は、別途定める評価軸及び指標等に基づき行う。 
また、研究課題の評価については、別途定める評価軸及び指標等に基づき外部

有識者等の意見も踏まえ、自ら厳格に実施するとともに、評価結果に基づき、研究
の進捗状況、社会情勢の変化等に応じて、必要な見直しを行う。 

ウ 研究課題の評価、資源配分及びPDCAサイクルの強化 
研究課題については、外部の専門家・有識者による意見を踏まえた公正で厳格な評価を実施する。 

また、PDCAサイクルを活用し、評価結果を資源配分に反映させるシステムの構築や社会情勢の変化に
応じた機動的な課題の見直し等を行い、研究開発成果の最大化に努める。 

主な評価軸（評価の視点）、指標等 
評価軸 評価指標 
＜評価軸１＞橋渡し機能の強化につながる体制の構築及び研究成果の社会還元に
取り組んでいるか 

（評価指標１－１）産学官連携及びハブ機能を推進する体制の整備・運用状況 
（評価指標１－２）研究開発成果等の森林・林業・木材産業における活用事例 
（評価指標１－３）講師、分析、鑑定等依頼への対応状況 
（モニタリング指標）（1）大学や民間等との共同研究の件数、（2）国際会議、国際交渉等への対応状
況、（3）講習、研修の実施件数、講師等派遣件数、（4）調査、分析、鑑定等の件数 

＜評価軸２＞評価に基づき適切な資源配分を行うシステムが構築・運用されている
か。 

（評価指標２）評価に基づく予算・人員等の資源を的確に配分するシステムの構築、運用状況 
（モニタリング指標）（1）研究課題・資源配分の見直し状況、（2）研究評議会、研究評価会議等の開
催状況 

年度計画 法人の業務実績等・自己評価  
 業務実績 自己評価 
 １．業務実績の概要 評定 S 
ア「橋渡し」機能の強化 
「橋渡し」機能を強化するため、

以下の取組を行う。 
（ア）産学官及び民との連携、協力
の強化 
森林総合研究所に配置した産学官

民連携推進担当研究コーディネータ
ー及び産学官連携・知財戦略室、各

 
（ア）産学官及び民との連携、協力の強化 
産学官民・国際連携推進本部会議、産学官民連携推進担当研究コーディネーター、産学官連携・

知財戦略室、各支所の産学官民連携推進調整監等からなる体制をベースに、地域の研究ニーズの集
約と研究所内での共有、「森林産業 実用化カタログ2019」（平成30年度発行）の配布等を通して、
連携の仕組みの強化に努めた。研究所等が有する多様な成果を取りまとめた実用化カタログについ
ては、複数の企業から問い合わせを受け、研究担当者に取り次ぐなど研究成果の橋渡しに活用した。 
今年度は、より大きな連携の仕組みとして、前年度に「『知』の集積と活用の場」において構築

 
 
「ア（ア）産学官及び民との連携、協力の強化」

については、第４期中長期目標期間の初年度に構築
した仕組みをベースに、産学官民・国際連携の仕組
みを強化し、左記のように当初の目的を達成した。 
さらに年度計画にない成果として、プロデューサ

ー活動支援事業の開始や、「地域リグニン資源開発
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支所に配置した産学官民連携推進調
整監等による連携・協力体制をベー
スに、民間企業、大学、地域公設試
等を含めたより大きな連携の仕組み
を強化する。 
また、科学技術・イノベーション

創出の活性化に関する法律（平成20
年法律第63号）に基づく出資並びに
人的及び技術的援助に関する業務の
実施に対応できるよう、「研究開発
法人による出資等に係るガイドライ
ン」（平成31年１月17日内閣府政策
統括官（科学技術・イノベーション
担当）・文部科学省科学技術・学術
政策局決定）を踏まえ、必要な規程
の整備を行う。 

した林業・木材産業両分野の２つの大型プラットフォームの会員数の拡大に取り組み、林業分野の
プラットフォームについては約1.9倍（23機関から44機関）、木材産業分野のプラットフォームに
ついては約1.7倍（38機関から64機関）に会員数が増加した（個人会員を除く）。双方のプラット
フォームにおいて多数のコンソーシアムを立ち上げ、研究開発事業に応募した。さらに年度計画に
ない成果として、以下２つの取組を行った。 
(i) 「『知』の集積と活用の場」のプロデューサー活動支援事業 
森林総合研究所が事務局を務める大型プラットフォームのうち「地域創生に資する森林林資源・

木材の需要拡大に向けた研究開発プラットフォーム」（木材産業分野）が中心となり、林業・木材
産業・きのこ産業に関わる他の11プラットフォームとの連携強化を目的に、農林水産技術会議事務
局筑波産学連携支援センターのプロデューサー活動支援事業「地域の木材流通の川上と川下をつな
ぐシステム・イノベーション」の活動を開始した。この活動の川上側は森林総合研究所が事務局を
務めるもう一つの大型プラットフォームである「持続的な林業生産システム研究開発プラットフォ
ーム」（林業分野）が対応し、素材生産と再造林をめぐる現状を分析し川下側との連携を行った。
また、本事業に参画するプラットフォーム間で情報交換を行ったほか、ワークショップを２回、現
地検討会を１回開催し、林業の成長産業化に向けたアイデアについて情報交換を行った。また、支
援事業に参画しているプラットフォームの情報を集約したウェブサイトを立ち上げ、支援事業の内
容の紹介と、プラットフォームに参画する各機関の研究シーズ等に関する情報の公開を開始した。 
(ii) 地域リグニン資源開発ネットワーク 
地域のスギから作る「改質リグニン」の産業化を目指し、森林総合研究所が中心となり「地域リ

グニン資源開発ネットワーク」を今年度より立ち上げ、８月に「夏のセミナー」、１月に公開シン
ポジウム「地域リグニン資源のニュービジネス  環境適合性とSDGsへの貢献」を開催した。本ネ
ットワークの特徴は、研究開発成果の社会実装を目指す多数の民間企業が参加していることで、３
月末の会員数は、法人会員99、個人会員（大学・研究機関の研究者等）49、オブザーバー（行政等）
13となっている。 
また、林道作設支援システム、多機能プロセッサ及び林業用アシストスーツの開発並びにCLT、

改質リグニン及びセルロースナノファイバー（CNF）の製造・利用技術の開発を企業、大学等と連
携しながら継続した。さらに、産学官連携の成果の実用化や社会実装に向けて行政機関との連携強
化にも努め、林野庁各課及び森林管理局との研究調整会議等を、支所を含め合計32回開催し、相互
の情報共有を密に行った。このような体制を活用し、共同研究を大学と30件、民間企業等と116件、
計140件実施した（大学、民間企業、機構の三者によるもの6件を含む）。 
地域における｢橋渡し｣機能を強化するための取組として、各地でシンポジウムや現地検討会を開

催した。「津波に“ねばり”強い海岸林の再生に向けて」（盛岡）、「九州発！遺伝情報からスギを
知る」（熊本）、「里山広葉樹林の活用と再生に関する現地検討会」（新見）等である。また、全
国各地で課題となっている大径材の利活用に関するプロジェクトの最新成果を紹介する公開シンポ
ジウムを、前年度の２カ所（東京、金沢）に続いて３カ所（高知、札幌、宮崎）で開催し、成果の
普及と新たなニーズの把握に努めた。 
一方、民との連携、協力の強化のための取組としては、国民の関心の高い「木造建築」をテーマ

に公開講演会「山づくりのために木造建築ができること」を開催し、建築材料としての木材の可能
性を拡げるための技術開発に関する最新の研究成果を発表した。また、支所もそれぞれの地域で公
開講演会等を開催し、成果の橋渡しに努めた。北海道支所が北海道育種場、札幌水源林整備事務所
と開催した「北海道における人工林資源の保続・有効利用に向けて」、東北支所が東北育種場、東
北北海道整備局と開催した合同公開講演会、及び東北育種場、岩手県林業技術センターと開催した
合同成果報告会、関西支所の公開講演会「森林の小さな生き物たち」、四国支所の公開講演会「四
国の森林にすむ生き物たち」、九州支所が九州育種場、九州整備局と開催した公開講演会「次世代
の林業技術を考える」等である。また、多摩森林科学園内の｢森の科学館｣の見学を無料化し、入園
者が気軽に研究所の成果に触れられるようにした。 
このほか、つくば市の小中学校からの依頼を受けて研究職員を派遣する「つくば科学出前レクチ

ャー」（つくば市）や「サイエンスQ」（筑波研究学園都市交流協議会）に協力し、スズメバチ対
策、木の橋づくり等をテーマに授業を行った。新型コロナウイルスの影響で休校となったつくば市
児童の自主学習を支援するため、つくば市が導入したウェブ教室「つくばこどもクエスチョン オ

ネットワーク」の設立を通して、民間企業、大学、
地域公設試等を含めたより大きな連携のもと、ニー
ズとシーズをつなぐ仕組みを強化した。 
あわせて、大学、民間企業等との共同研究の推進

や林野庁との研究調整会議の実施など成果の社会
実装や普及指導に欠かせない連携の強化に努めた。
さらに、成果の普及にあたっては、全国各地で講演
会等を積極的に開催したことに加え、新型コロナウ
イルスの影響で休校となった児童のウェブ学習に協
力するなど地域のニーズにも的確に応えた。これら
の取組により「橋渡し」機能の充実が特段に進んだ。 
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ンライン」に協力し、鳥や昆虫を専門とする研究職員が児童の「自由研究」に指導や助言を行った。
また、シカ被害対策における山岳団体自然環境連絡会との連携、クビアカツヤカミキリの危険性を
周知するための市民講座への協力、こども科学電話相談への協力、研究所のホームページやSNS（フ
ェイスブック）の活用などを通じて、幅広い層を対象に、森林・林業・木材産業に関する研究成果
の発信と理解の醸成に努めた。 
また、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成20年法律第63号）に基づく出

資と人的及び技術的援助に関する業務の実施に対応できるよう、必要な規程を整備した。 
 

（イ）研究開発のハブ機能の強化 
森林総合研究所に配置した地域イ

ノベーション推進担当研究コーディ
ネーター及び地域連携戦略室、各支
所に配置した地域連携推進室により
、森林総合研究所及び支所が一体と
なって、地域の関係機関とのハブと
なり、地域課題の抽出、外部資金の
獲得、研究開発による課題の解決、
研究成果の地域への普及を行う。 
全国に存在する水源林造成の事業

地を研究開発のフィールドとして活
用して、施業技術や森林管理手法等
の研究開発を推進する。 
また、研究開発部門と水源林造成

部門との情報交換会や研究者を講師
とした整備局の検討会等を通じ、研
究者等による指導・助言を行い、研
究開発の成果・知見を活用した水源
林造成業務における森林整備技術の
高度化を支援するとともに、森林所
有者や林業事業体に対する研究成果
の「橋渡し」に継続して取り組む。 
森林総合研究所林木育種センター

及び育種場についても、林木育種の
ハブとして、地方の行政機関、研究
機関、大学、関係団体、民間企業等
との連携強化を図るため、各種会議
の開催や技術指導等を行う。 
さらに森林総合研究所に配置した

国際連携推進担当研究コーディネー
ター及び国際連携・気候変動研究拠
点により、気候変動研究、国際共同
研究を効率的に推進し、国際会議等
における「成果の橋渡し」を行う。 

（イ）研究開発のハブ機能の強化 
①地域イノベーション推進担当研究コーディネーター及び地域連携戦略室、各支所に配置した地域
連携推進室からなる体制により、研究所および支所が一体となって、北海道、東北、関東・中部、
近畿・中国、四国及び九州のブロック会議(9～10月に開催)や各地域の林業試験研究機関連絡会、
各支所が林業関連の行政機関や関係団体と開催する会合等、｢『知』の集積と活用の場｣、「地域
リグニン資源開発ネットワーク」、全国各地で開催した講演会やシンポジウム等を通じて、地域
が抱える課題やニーズを抽出した。これらの地域課題やニーズに関する情報を、森林総合研究所
等が開発したシーズとあわせて一元的に管理し、外部資金への応募をはじめ、地域課題の解決に
向けた研究開発の推進に活用した。具体的には、元年度から次のプロジェクトを開始した。「き
のこ原木林及び特用林産物の利用再開可能林分判定手法の開発」（R1～R3、交付金プロジェク
ト）、「変容する松くい虫対策技術を反映した新たな防除マニュアル」（R1～R3、交付金プロ
ジェクト）、「国産早生樹種の用材利用に向けた材質・加工特性の解明」（R1～R3、交付金プ
ロジェクト）、「小規模エネルギー利用のための木質バイオマス利用技術の高度化」（R1～R3、
交付金プロジェクト）、「未利用・低質国産材を原料とする高付加価値素材生産・利用システム
の構築」（R1～R3、イノベーション創出強化研究推進事業）、「地域資源を活用した改質リグ
ニン製造産業のモデル開発」（R1～R2、林業分野における新技術推進対策）等である。得られ
た研究成果については、学術論文や公刊図書として広く発信するとともに、各地域で催したシン
ポジウムや講演会を通じて普及に努めた。さらに、各支所では、国有林、森林整備局等との協議
会や現地検討会を行い、研究開発の進捗状況に関する情報提供や意見交換を行った。 

②全国各地の国有林を研究課題推進（交付金プロジェクト「天然更新による低コストカンバ施業シ
ステムの開発」（北海道）、低コストモデル実証団地（九州）等）及び長期的なモニタリング（水
文、収穫試験等）の試験地として活用した。また、森林管理局の技術開発に指導・助言を行うと
ともに、森林管理局が主催する現地検討会等に研究者が参加し、研究成果の橋渡しに取り組んだ。 

③全国の水源林造成事業地を研究開発のフィールドとして活用し、カラマツコンテナ苗植栽試験（北
海道）、エリートツリーコンテナ苗の植栽試験（東北）、特定母樹、エリートツリー等の植栽地
における成長特性及び下刈り省力化に関する試験（九州）、カリウム施肥による土壌から樹木へ
の放射性物質の吸収抑制効果の実証試験（福島）等により、施業技術や森林管理手法等の研究開
発を推進した。 

④研究開発の成果・知見を活用した水源林造成事業における森林整備技術の高度化の支援として、
森林整備局が開催する講演会や現地検討会に森林総合研究所の研究者を講師として派遣し、指導
・助言を行った。具体的には、カラマツコンテナ苗を用いた森林施業に関する現地での意見交換
（北海道支所）、中部整備局とのシカ被害対策に関する情報交換と講師派遣（関西支所）、中国
四国整備局の森林教室への講師派遣（四国支所）、九州整備局の現地検討会での高下刈りによる
シカ被害対策についての講演（九州支所）等を実施した。 

⑤森林所有者や林業事業体への研究成果の「橋渡し」として、森林総合研究所公開講演会や研究プ
ロジェクト関連のシンポジウム、成果パンフレットの配布等の取組を継続した。具体的には、木
質バイオマス資源植物ヤナギの機械収穫検討会・講演会（10月、下川町；町職員、森林組合、森
林管理署、振興局、道立林産試、林業機械メーカー、林業事業体等、参加者50名）、広葉樹利用
による地域再生シンポジウム（９月、盛岡市；大学、東北森林管理局、地方自治体、企業、一般
等、参加者： シンポジウム250名、現地検討会102名）、東北支所創立60周年記念シンポジウム
「津波に“ねばり”強い海岸林の再生に向けて」（11月、盛岡市；大学、東北森林管理局、地方自

 
「ア（イ）研究開発のハブ機能の強化」について

は、左記の通り当初の計画を全て達成した。 
さらに特段の成果として、これまでに構築したハ

ブ機能の活動範囲を、｢『知』の集積と活用の場｣や
「地域リグニン資源開発ネットワーク」にも拡げ、
ニーズとシーズをつなぐ体制をより一層強化した。
この体制のもと、多数の研究プロジェクトが開始さ
れるなど研究ハブ機能の強化が格段に進んだ。 
このほか、成果の普及にあたり、論文や講演会に

加えて、行政機関等との意見交換会や森林整備局の
講演会等も通じて、森林所有者や林業事業体を含む
幅広い層への「橋渡し」を推進した。また、林木育
種についても各種会議や技術指導を通じて、地方の
行政、研究機関への成果の「橋渡し」機能を強化し
た。さらに、IAEA、IPCC、ISO 等の国際機関や国
際交渉の場に研究職員を派遣し、成果の「橋渡し」
に努めるなど我が国の国際貢献に大きく寄与した。
これらの活動の結果、研究ハブ機能の強化が特段に
進んだ。 
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治体、企業、一般等、参加者163名）、第11回漆サミット2019 in 弘前（共催）（11月、弘前市
；林野庁、地方自治体、漆芸関係者、一般等、参加者254名）、森林資源の利用と地域再生のた
めのワークショップin東近江（11月、東近江市；森林組合・団体、木工関連企業、市民、行政担
当者、大学等研究者、参加者84名）、公開シンポジウム「九州発！遺伝情報からスギを知る」（７
月、熊本市；一般、参加者81名）、九州地域公開講演会「次世代の林業技術を考える」（11月、
熊本市；参加者94名）、綾リサーチサイト30周年記念公開フォーラム「綾照葉樹林の生物多様性
と恵み」（11～12月、綾市；参加者116名）等を開催した。 

⑥育種基本区毎に、開発品種やその普及に関する技術情報等を提供するため、技術研修会の開催や
メールマガジンの送付等を実施した。また、北海道、東北、関東・中部、近畿・中国・四国及び
九州のブロック会議育種分科会（９～10月に開催）において、各地域における品種開発、技術開
発及び普及に係る行政ニーズの把握や意見交換等を行った。開発した優良品種等を普及するた
め、全国５箇所で民間事業者等を含めた特定母樹等普及促進会議を開催し、特定母樹の利用に係
る技術情報の提供等を行った。さらに、これまでの林木育種連携ネットワークに加え、北海道、
東北、関東・中部等の各地域・組織を跨いだカラマツ種苗の普及に関する技術情報等の提供、交
換を目的として29年度に発足させたカラマツ育種技術連絡会において、メールマガジン等により
情報発信を行った。 

⑦国際会議、国際交渉等への対応状況については、12件の国際会議（交渉）にのべ19名の研究職員
を派遣し、研究成果と科学的情報の提供等の技術的支援を行った。生物多様性条約の第23回科学
技術助言補助機関会合、国際原子力機関（IAEA）のMODARIA IIプロジェクトの専門家会合に、
それぞれ１名、５名の研究職員を派遣した。また、今年度よりIPCCの第６次評価報告書の執筆
者に選出された研究職員１名を執筆者会合（２回）に派遣した。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）の報告書「野生種の持続可能な利用に関
するテーマ別評価」と「侵略的外来種に関するテーマ別評価」の執筆者に選出された研究職員各
１名を執筆者会合に派遣した。さらに、木材、木構造のISOに関する国際交渉に研究職員５名を
派遣した。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）での公式サ
イドイベントや公開国際セミナー等を開催した。 

 
イ 研究開発成果等の社会還元 
研究開発で得られた成果や科学的

知見等を社会に普及、還元するため、
行政や林業団体、民間企業等に対す
る講師派遣、講習会開催、技術指導
や助言等を積極的に行うほか、研究
所が有する高度な専門知識や専門技
術を必要とする木材等の鑑定や各種
分析、調査の依頼に対応する。 
研究開発成果を、戦略的な知的財

産管理を踏まえた上で、国内外の学
術雑誌の論文や学会発表等により速
やかに公表する。 
さらに、開発した優良品種等の早

期普及を図るため、都道府県等に対
し、採種園等の造成・改良に関する
講習会を合計20回を目標に開催す
る。 

 
①研究開発で得られた成果や科学的知見等を社会に普及・還元するため、行政や林業団体、民間企
業等に対する講師派遣を358件（422回）、委員会委員派遣を676件（1,405回）、技術指導派遣
を221件（531回）行い、一人平均年4.9回の派遣を実施し、目標の4.0回を大きく上回った。さら
に、研究所が有する高度な専門知識や専門技術を必要とする木材等の鑑定や各種分析、調査の依
頼に170件対応した。 

②研究開発成果を、戦略的な知的財産管理を踏まえた上で速やかに公表するため、知的財産となる
研究成果については、職務発明委員会における検討を経て、速やかに特許出願を行うこととし、
今年度は11件の特許出願を行った。研究成果については、国内外の学術雑誌の論文で440件、学
会発表等において1,252件の公表実績があった。また、特に優れた成果については、研究戦略会
議における審議を経てプレスリリースを行うことにしており、今年度は、「シイタケ害虫の新た
な天敵を発見」、「人が餌をあたえるネコが希少種を捕食する」、「生物多様性保全と温暖化対
策は両立できる」、「野生きのこの放射性セシウム濃度は種によって異なる」、「最新のデータ
とモデルから森林内の放射性セシウムの動きを将来予測」、「木のぬくもりあふれる寝室で良い
眠りを」など、研究成果のプレスリリースを計28件行った。このほか、新たに得られた成果につ
いては、逐次、研究所のホームページやSNS（フェイスブック）において成果情報を発信した。 

③開発した優良品種等の早期普及を図るため、都道府県等に対し、採種園等の造成・改良に関する
講習会を24回開催した。 

④研究成果の社会還元のため、プロジェクト研究などで実施した研究成果をとりまとめた刊行物と
して、「REDD-plus Cookbook Annex 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－」、「REDD-plus Cookbook Annex Vol. 8 排出削減量モニタ
リングのためのプロジェクト方法論設計手順」、「高級菌根性きのこ栽培技術の開発 －マツタ

 
「イ 研究開発成果等の社会還元」については、

左記の通り当初の計画を全て達成した。 
さらに、目標を上回る活動として、林野庁との研

究調整会議等を前年度以上のペースで開催するなど
行政機関との連携を強化した。この取組のもと、各
地で発生した森林気象災害や山地災害の緊急調査
への協力をはじめ、放射性セシウムの分布予測や野
生きのこの放射性セシウム濃度に関する成果の公表
を通じた東日本大震災被災地の復興への貢献、木質
に囲まれた住環境の良さについての科学的エビデン
スの提供、生物多様性保全や森林管理に関するテキ
ストの作成と普及、ニホンジカやクビアカツヤカミ
キリ対策の推進など社会・行政ニーズに迅速かつ的
確に対応・協力する体制を強化した。また、IAEA
や IUFROにおいて森林の放射性物質に関する研究
を国際的にもリードする機関として成果を発信した
ほか、REDD プラスでは研究成果がカンボジア国
で活用されるなど国際的にも高く評価される多くの
実績をあげた。これらの取組により成果の社会還元
に特段に大きく貢献した。 
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ケ・トリュフの栽培化に向けて－」、「しいたけ害虫の総合防除 改訂第2版」、「地域森林資
源から製造するセルロースナノファイバー」、「森林炭素モニタリング６つのポイント」（以上、
研究所）、「Forest Education in Japan」、「日本の森林教育」（以上、科学園）をプロジェク
ト研究の終了等に合わせて出版した。また、東北支所創立60周年に合わせ「森林総合研究所東北
支所創立60周年記念誌 六十年のあゆみ －この10年を振り返って－」（東北支所）を刊行した。 

⑤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、新潟県糸魚川市における山地災害、台風 19 号にともなう宮城県丸森町、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
果を受け渡した。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、森林気象害、樹病
及び育林の専門家３名を現場に派遣し、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。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防災・減災のための研究体制を強化した。 

⑥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。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。 

⑦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。 

⑧IAEA 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、REDD プラスの
成果である参照レベルの配分方法がカンボジアでのREDDプラスのシステム設計に活用された。 

 
ウ 研究課題の評価、資源配分及び

PDCAサイクルの強化 
外部の専門家・有識者を招いた研

究評価会議を開催し、研究課題の評
価を実施する。外部評価の結果を踏
まえ、社会情勢の変化に応じた機動
的な課題の見直し等を行い、研究開
発成果の最大化に努める。 

 
 
重点課題を構成する各戦略課題を単位に、外部の専門家を招いた評価会議を開催し、当年度の年

度計画の達成状況、中長期計画の達成可能性及び研究成果を確認し、評価軸の視点を含めた評価を
行った。この評価結果に基づいて、次年度の各戦略課題の研究計画と予算配賦案を作成し、研究推
進評価会議及び研究戦略会議における審議を経て決定した。このようにして構築したPDCAサイク
ルを活用し、評価結果を資源配分に反映させた。また、「木の酒」に係る交付金プロジェクトの成
果をベースに、イノベーション創出強化研究推進事業の予算を獲得して研究開発を加速するととも
に、当該交付金プロジェクトの研究内容と予算をスリム化することにより交付金の有効活用に努め
た。大型の研究プロジェクトについて、運営費交付金の一部を別途配賦し、効果的・効率的なプロ
ジェクト運営を支援した。学術論文のオープンアクセス化に必要な経費を一部支援し、研究開発成
果の普及を推し進めた。運営費交付金の中から産学官民連携推進費、地域連携推進費及び国際連携
推進費を配賦し、それぞれの連携推進を担当する研究コーディネーターのもとで機動的に運用し、
連携推進のための活動を強化した。また、「ア（ア）」において強化した産学官民連携の仕組みも
活用し、全国及び地域ニーズの抽出と研究シーズの把握に努め、成熟しつつある広葉樹資源や大径
化した針葉樹資源の利活用を求める社会情勢の変化に応えるため、新たに次年度より開始する交付
金プロジェクト「広葉樹利用に向けた林分の資産価値および生産コストの評価」、「高層・大規模
建築を実現する超厚構造用合板の開発」を設定した。 

 

 
 
「ウ 研究課題の評価、資源配分及びサイクルの

強化」については、左記の通り当初の計画を全て達
成した。 
さらに、目標を上回る取組として、「ア（ア）」

において強化した産学官民連携の仕組みを活用し
て、各地のニーズと研究シーズを把握し、社会情勢
の変化に応じた研究課題の見直しに活用した。これ
により、広葉樹資源や針葉樹大径材の利活用に資す
る新規の交付金プロジェクトを新たに設定する等、
社会情勢の変化に的確に対応し、研究開発成果の最
大化に向けて特段に貢献した。 

 ２．評価指標等の観点 
評価指標１－１：産学官連携及びハブ機能を推進する体制の整備・運用状況 
今中長期目標期間の初年度に創設した産学官民・国際連携推進本部会議を、年度当初（5月）と

年度末（３月）の２回開催した。５月の会議では、産学官連携及びハブ機能の強化に向けて、年度
計画の達成に向けた具体的な取組方策を確認した。この結果に基づいて、産学官民連携、地域イノ
ベーション及び国際連携の推進をそれぞれ担当する３人の研究コーディネーターのもと、研究所の
産学官連携・知財戦略室及び地域連携戦略室、支所の産学官民連携推進調整監、地域研究監及び地
域連携推進室からなる体制により、研究所と支所が一体となって、地域の課題やニーズと研究シー

＜評価軸に基づく評価＞ 
評価軸１ 橋渡し機能の強化につながる体制の構築
及び研究成果の社会還元に取り組んでいるか。 
「評価指標１－１」に示すように、今中長期目標

期間の初年度に構築した連携推進体制を着実に運
用し、研究所と支所が一体となって「橋渡し」機能
を強化するとともに、得られた成果の広報普及を積
極的に展開し、研究成果の社会還元に取り組んだ。
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ズに関する情報の一元的管理、課題解決に向けた研究の推進と成果の普及を通して、連携とハブ機
能の強化に取り組んだ。 
特に産学官における連携強化では、「『知』の集積と活用の場」に設立した林業・木材産業分野

の２つの大型プラットフォームの拡充を図るとともに、「地域の木材流通の川上と川下をつなぐシ
ステム・イノベーション」と題するプロデューサー活動支援事業を実施し、林業・林産業・きのこ
産業分野の12のプラットフォーム間の連携を強化した。改質リグニンの産業化を目的に「地域リグ
ニン資源開発ネットワーク」を設立し、夏のセミナーと公開シンポジウムを開催し、本格的な活動
を開始した。会員数が法人会員99、個人会員49、オブザーバー会員13（3月末）となっており、現
在も会員数が増加中である。 

 
評価指標１－２：研究開発成果等の森林・林業・木材産業における活用事例 
①台風 15 号(９月）に伴う千葉県内の倒木被害や台風 19 号（10 月）による宮城県丸森町、神奈川
県相模原市等の山地災害について、林野庁や県からの要望に応えて、森林気象害の専門家等を現
場に派遣し、研究成果に基づく助言等により、調査結果の報告や報道発表へ協力した。 

②林野庁に協力し、「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）」をとりまとめ
た。また、「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
技術者に研修を行うとともに、資料を研究所のホームページで公開した。 

③樹木年輪コア採取装置について、国内での普及が進むとともに、海外でも 5 カ国で販売された。
今年度の販売実績（標準仕様に換算）は 9 セット分で、前年度の 3 セット分から増加した。 

④構造用マイクロフィンガージョイントカッターについて、特許を企業と共同出願するとともに製
品化され、ウッドエコテック 2019 において技術優秀賞を受賞した。 

⑤CLT の利用拡大に課題であった製造コストを 1/2 とする技術開発では、シミュレーションモデ
ルの開発等を通じて、コストを 15 万円/m3から 7 万円/m3台にするモデルを提案した。また、施
工コストを他工法並みに削減する技術開発では、施工精度の管理や建築時間の短縮に役立つ技術
を開発し、目標とした 75 万円/坪（躯体費）を実現した。これらの CLT の開発に係る森林総合
研究所の取組が「幅広く活躍する独立行政法人による外部との協働・社会実装の事例」として総
務省広報誌「総務省」（令和 2 年 1 月号）に掲載された。 

⑥材料規格等への貢献等の橋渡し実績により、課題担当者が米国林産学会の Wood Engineering 
Achievement Award を受賞した。 

⑦CNF について、CNF を配合した水性木部用下塗り塗料が玄々化学工業株式会社から試験販売さ
れ、この下塗り塗料を用いた木製食器がラ・ルース株式会社から市販された。 

⑧改質リグニンについて、宮城化成株式会社と改質リグニンを配合した炭素繊維強化材の開発に取
り組み、その炭素繊維強化材を振動板に使用した全方位スピーカーがオオアサ電子株式会社から
市販された。 

⑨改質リグニンを導入した炭素繊維強化材をジビエ運搬装置（ジビエストレッチャー）に利用し、
既存品より大きく軽量化した試作品を開発した。 

⑩改質リグニンと天然の強化繊維（フラックスファイバー）を用いた新たな炭素繊維強化材を開発
し、飛行機の翼を試作した。また、改質リグニンの化審法登録を達成した。 

⑪抽出成分について、トドマツの枝葉から抽出した精油の消臭機能に関する研究成果を実用化した
ホテル向け消臭剤“エアフォレスト”を製品化した（エステートレーディング(株)、平成31年４月
販売）。 

⑫精油抽出残渣の消臭機能に関する研究成果を用いた消臭機能付きゴミ袋を製品化した（オルディ
(株)、令和元年10月販売）。 

⑬JASやJIS、ISO規格の普及の具体的な取組として、枠組壁工法用構造用製材・たて継ぎ材のJAS
規格、単板積層材のJAS規格、単板積層材等のJAS規格に規定された接着剤にかかる同等性能評
価基準、集成材等のJAS規格に規定された接着剤に係る同等性能確認、接着剤の同等性能評価に
係る試験方法のJAS規格、竹圧縮材のJAS規格化、潜熱蓄熱材を使用した建築材料の蓄熱特性試
験方法に関するJIS、国際規格（ISO）、VOCに関する材料性能評価、VOC表示、優良木質建材
等認証等の委員会に対応し、規格の制定・改正さらには国際整合化に寄与した。 

 

特に、「『知』の集積と活用の場」における林業・
木材産業分野の２つの大型プラットフォームの拡充
やプロデューサー活動支援事業によるプラットフォ
ーム間の連携強化、地域リグニン資源開発ネットワ
ークの設立等を通して、より大きな連携の仕組みを
強化し、成果の社会還元を格段に進捗させた。 
「評価指標１－２」については、各地で発生した

森林気象災害や山地災害について、行政の要望に応
えて緊急調査に協力し、災害後の復旧や防災・減災
対策の策定に貢献した。また、前述の橋渡し機能の
強化を通じて、左記の通り、多数の研究成果を社会
に還元した。特に、樹木年輪コア採取装置の海外へ
の販路拡大や CNF、改質リグニン、樹木抽出成分
を用いた新製品の市販等、民間ニーズに応える研究
成果の活用事例が増加した。CLT の利用拡大に向
けた成果については総務省の広報誌に紹介されるな
ど外部からも高く評価された。また、JAS、JIS、ISO
規格等の作成や改正への協力を通じて、木材や木質
材料の利用拡大に特段に貢献した。この規格作成等
への貢献は世界的にも高く評価され、日本では史上
2 人目となる米国林産学会の Wood Engineering 
Achievement Award を課題担当者が受賞した。 
「評価指標１－３」については、共同研究や講師、

分析等の依頼に積極的に対応し、橋渡しを進めた。
モニタリング指標に示すように、この取組の中で、
共同研究件数が今中長期目標期間中で最大の件数
となるなど橋渡しの基盤となる連携が格段に強化さ
れた。また、IAEA、IPCC、IPBES 等の国際機関や
国際的枠組においても当該分野の専門家として活
動し、世界の研究をリードする成果を発信するなど、
我が国の交際貢献に大きく寄与した。 
 
以上により、評価軸 1 に基づく自己評価を「s」

とする。 
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評価指標１－３：講師、分析、鑑定等依頼への対応状況 
モニタリング指標１－３（1）：大学や民間等との共同研究の件数 
大学と30件、民間企業等と116件、計140件の共同研究を実施した（大学、民間企業、機構の三

者によるもの6件を含む）。 
 

モニタリング指標１－３（2）：国際会議、国際交渉等への対応状況 
12件の国際会議（交渉）にのべ19名の研究職員を派遣し、研究成果と科学的情報の提供等の技術

的支援を行った。生物多様性条約の第23回科学技術助言補助機関会合、国際原子力機関（IAEA）
のMODARIA IIプロジェクトの専門会合に、それぞれ１名、５名の研究職員を派遣した。また、今
年度よりIPCCの第６次評価報告書の執筆者に選定された研究職員１名を執筆者会合（２回）に派
遣した。さらに、木材、木構造のISOに関する国際交渉に研究職員５名を派遣した。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）での公式サイドイベントや公開国際セ
ミナー等を開催した。 

 
モニタリング指標１－３（3）：講習、研修の実施件数、講師等派遣件数 
講習会の開催24回、講師の派遣422回、専門委員の派遣1,405回、技術指導派遣531回を行い、１

人平均年4.9回の派遣を実施した。 
 
モニタリング指標１－３（4）：調査、分析、鑑定等の件数 
鑑定対応を33件（54回）、分析対応を71件（104回）、調査依頼対応66件（124回）を行った。 
 

 評価指標２：評価に基づく予算・人員等の資源を的確に配分するシステムの構築、運用状況 
モニタリング指標２（1）：研究課題・資源配分の見直し状況 
重点課題を構成する各戦略課題を単位に、研究開発の進行管理を司る研究ディレクター及び研究

コーディネーターを定め、外部の専門家を招いた評価会議を開催し、その評価結果に基づいて、重
点課題責任者の指示により次年度の研究計画と予算配賦案を決定するシステムを活用し、評価結果
を資源配分に反映させた。また、プレスリリースや視察対応など、研究成果の普及に貢献した研究
者への報奨金を配付するとともに、今年度は新たに論文のオープンアクセス化に必要な経費の一部
支援を開始し、研究成果の普及を推し進めた。また、支所等へ配賦する連携推進費を前年度と同様
に従来よりも増額（29年度比1.7倍）し、地域における研究成果の「橋渡し」を促した。新たな社
会情勢の変化に応え、次年度に開始する交付金プロジェクト２件を設定した。 
 
モニタリング指標２（2）：研究評議会、研究評価会議等の開催状況 
９つの戦略課題について、それぞれ評価会議を開催し、外部評価委員の評価を得た。また、11月

に機構評議会を開催し、多様な立場（マスコミ、研究機関、産業界等）の外部有識者から試験研究
等についての意見と助言を得た。 

評価軸２ 評価に基づき適切な資源配分を行うシス
テムが構築・運用されているか。 
「評価指標２」に示すように、年度計画に記載し

た目標は全て達成した。 
また、年度計画にない成果として、地域における

産官学民の連携を強化するため支所に配賦する連
携推進費を前年度と同様に従来よりも増額（平成29
年度比 1.7 倍）した。さらに、「ア（ア）」におい
て強化した連携の仕組み等も活用して、ニーズやシ
ーズの変化を把握し、研究課題の構成の見直しや新
たな交付金プロジェクトの設定に反映させるなど資
源配分を的確に進めた。 

 
以上により、評価軸２に基づく自己評価を「a」

とする。 
 

  以上のように、研究開発成果の最大化に向けた産
学官の連携体制とハブ機能の強化及び評価に基づく
予算等の配分に係る的確な取組により、「橋渡し」
機能の強化や成果の社会還元をはじめとする当初の
計画を全て達成した。 
さらに、年度計画になかった「『知』の集積と活

用の場」のプラットフォーム間の連携強化や「地域
リグニン資源開発ネットワーク」の設立など連携を
一層強化する取組を推進したことで、民間企業、大
学、公設試験研究機関等を含めたより大きな連携の
もと、ニーズとシーズをつなぐ仕組みが強化され、
多くの研究開発プロジェクトが新たに開始されるな
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ど「橋渡し」機能の強化が格段に進展した。 
これらの取組のもと、多数の成果が社会に還元さ

れた。各地で発生した森林気象災害や山地災害では
、行政の緊急調査に協力し、災害後の復旧や防災・
減災対策の策定に特段に貢献した。また、放射性セ
シウムの分布予測や野生きのこの放射性セシウム濃
度に関する成果の公表を通じて東日本大震災被災
地の復興にも大きく貢献した。 
さらに、CNFや改質リグニンに係る製品の市販は、

「林業イノベーション現場実装推進プログラム」（令
和元年12月開催「農林水産業・地域の活力創造本
部」での農林水産大臣報告事項）のうち「イノベー
ションによる林業の将来像（新素材開発）」に的確
に対応するものであり、行政・社会ニーズへの貢献
として特筆すべき成果である。また、CLTの利用拡
大に向けた技術開発では大幅なコスト削減を達成
し、「CLT普及に向けた新たなロードマップ」（平
成29年１月、CLT活用促進に関する関係省庁連絡
会議策定）の目標達成に向け特段の貢献を果たし
た。 
このほか、木材・木質材料のJASやJIS、ISO規格

等の作成・改正に係る特段の貢献が、世界的に権威
ある表彰を受けたこと、国際機関や国際的枠組みの
活動で我が国の国際貢献に大きな寄与を果たしたこ
と等、世界規模の視点からも成果の橋渡しに特段に
貢献した。 

 
これらの理由により、本項目の自己評価を「Ｓ」

評定とした。 
 

＜課題と対応＞ 
研究開発成果の最大化の目標達成に向け、これま

で産学官民連携推進のもとに整備した産学官民、地
域連携及び国際連携の機能を活用して、成果の社会
還元を推進する。 

   
主務大臣による評価  評定 S 
＜評定に至った理由＞ 
研究開発成果の最大化に向けた取組については、年度計画の着実な達成に加え、橋渡し機能の強化、研究成果などの社会還元、研究成果の評価、資源配分及びPDCAサイクルの強化のい

ずれにおいても掲げた目標に対して、その目標を特段に上回る成果が得られたことから「S」と評定する。 
具体的には、橋渡し機能の強化については、「『知』の集積と活用の場」に昨年度設立した２つの包括的プラットフォームの拡張に取り組み、地域や現場のニーズを抽出した課題解決に

向けた研究開発を推進したこと、技術研修会、メールマガジン、各種会議等様々なチャネルを通して各地域における研究開発のハブ機能強化を推進したこと、12件の国際会議（交渉）にの
べ19名の研究職員を派遣し、研究成果と科学的情報の提供等の国際的支援を実施したことがあげられる。また、研究課題の評価、資源配分及びPDCAサイクルの強化として、当年度の各戦
略課題の進捗状況及び研究開発成果を理事らが確認・指導を行うと共に外部評価委員による評価を実施し、社会情勢の変化に機動的に対応した運営費交付金プロジェクトを設定、さらに論
文のオープンアクセス化に必要な経費の一部支援を行っている。成果等の社会還元のための講師派遣や技術指導派遣が目標を大きく上回ったことや、高度な専門知識を要する各種分析、調
査の依頼に丁寧に対応したことも高く評価できる。 
さらに、林業・木材産業等のシステム全体のイノベーションに大きく貢献する「『知』の集積と活用の場」プロデューサー活動支援事業による森林・林業分野の研究開発プラットフォー

ム間の連携強化や、地域リグニン資源開発ネットワークの設立による産官学連携のもとでのリグニンの社会実装促進は、年度計画を上回る特筆すべき顕著な成果としてあげられる。 
研究開発成果等の社会還元については、開発した優良品種等の早期普及を図るため、都道府県等に対し、採種園等の造成・改良に関する講習会を計画以上の24回の開催、樹木年輪コア採
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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 
取装置販売の海外展開や、CNF、改質リグニン、木材抽出成分等を利用した製品の市販化の他、JAS・JIS・ISO等の規格の作成への研究開発成果の貢献とそれに伴うアメリカ林産学会にお
けるWood Engineering Achievement Awardを受賞や、構造用マイクロフィンガージョイントカッターのウッドエコテック2019における技術優秀賞の受賞、さらには病虫害の被害情報共
有のためのオンラインマッピングシステムの構築等、多数の研究成果の社会実装化につながっている。 

 
＜審議会の意見＞ 
研究成果の社会還元が着実に進んでいる。引き続き、研究成果の社会還元が推進されるよう取組を一層強化されたい。 

 
４．その他参考情報 
 特になし。 
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