
国立研究開発法人 森林研究・整備機構の 

令和２年度の業務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 

年度評価 令和２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 農林水産大臣 

 法人所管部局 林野庁森林整備部 担当課、責任者 研究指導課長 木下 仁、整備課長 石田 良行、 
計画課長 関口 高士 

 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 広報評価課長 常葉 光郎 

 

３．評価の実施に関する事項 

・ 令和３年６月 18 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３年７月 13 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 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

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

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

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。 

２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度 

Ｂ Ｂ Ａ A A 

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、当初の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、Ｐ
ＤＣＡ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だ。 
 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を着実に実施するとともに被災地域の森林復旧に向けた取り組みにも参画し、円滑な
森林再生・林業振興に寄与した。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た。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た。 
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、国内外で原子力災害への備えとして活用が期待される森林内の放射性セシウム動態に関するデータを IAEA のウェブサイトで公開したこと、再造林の低コスト

化の妨げとなっているシカ被害に関し、シカ影響スコアによる被害レベルの予測と施業の選択方法を提示したこと、改質リグニンの実用化の加速に向けて安定供給を図るための製造実証プ
ラントの建設着工、スギのエリートツリーの普及に大きく貢献する用土を用いない画期的なさし木増殖方法の開発等、当初の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、被災地域における森林整備を継続的に実施するとともに、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、当初の計画を上回る成果をあげた。 
 森林保険業務においては、固定資産税調査用航空写真の活用等による保険金支払いの迅速化の取組や、森林経営管理制度における森林保険活用の働きかけや継続率に着目した個別訪問
等、当初の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「水源林造成事業における施業指針」の作成や、研究開発業務と森林保険業務との連携による機構内委託研究「気象
害の発生プロセス解明に基づく気象害リスク評価手法の高度化」の開始等、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、積極的な広報活動に努
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

な意見 

 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。 

 なお、法人の自己評定に対して、大臣評定として上方の評定を行った箇所（第１の１（１）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４の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」）については、スギの不稔性遺伝子の

解明、画期的な増殖技術の開発、法人内業務の連携による成果を高く評価したことによるものであるため、適当である。 

 研究開発業務を中心に多数の社会実装につながる成果があがっているが、社会実装後も継続的にモニタリングを実施し、必要に応じて改善を加えること

で、より現場で使える技術開発にしていくことが必要である。 

監事の主な意見 機構の業務は法令等にしたがい適正に実施され、第 4 期中長期目標の最終的な達成に向けて効果的かつ効率的に実施されたと認められる。研究開発成果

については、重要度ならびに難易度の高い成果が達成されるとともに、橋渡し先を見据えた成果の社会還元に積極的に取組み、年度計画を上回る成果が得

られたと認められる。水源林造成業務については、事業の重点化や高度化を着実に実施するとともに、被災地域の森林復旧への取組や年々激甚化する災害

に対して森林整備事業を追加的に実施するなど当初の計画を上回る成果をあげたことが認められる。森林保険業務においては、加入促進のため森林経営管

理制度における森林保険活用の働きかけや個別訪問などを積極的に行ったこと、保険金支払いの迅速化など計画以上の取組を進めたことが認められる。ま

た、3 部門の連携により組織内部のみならず幅広い林業関係者を交えた検討会や講習会等が実施され、業務推進の効率化、成果の社会実装につながってい

る。第 4 期中長期目標の最終年度は十分な成果が達成されたと認められる。 
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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） 年度評価 項目別 
調書№ 

備
考 
 

 中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目別 
調書№ 

備
考  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 

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  第２ 業務運営の効率化に関する事項  
 １．研究開発業務   １．一般管理費等の節減 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第 2－1  

 [研究開発業務]   Ａ A A 第 1－1    ２．調達の合理化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第 2－2  
 （１）研究の重点課題      －    ３．業務の電子化 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ A 第 2－3  

 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 

Ａ重 Ａ重 Ａ重 A 重 A 第 1－1(1)
ア 

  第３ 財務内容の改善に関する事項 
 １．研究開発業務 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ B 第 3－1  

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
○ 

A 重
○ 

第 1－1(1)
イ 

   ２．水源林造成業務等 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第 3－2  
３．森林保険業務 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第 3－3  

 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
○ 

S 重
○ 

第 1－1(1)
ウ 

   ４．保有資産の処分 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第 3－4  
第４ その他業務運営に関する重要事項 

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
○ 

S 重
○ 

第 1－1(1)
エ 

   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 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 A 第 4－2  

（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 

Ｂ Ｂ Ｂ B B 第 1－1(2)    ３．広報活動の促進 Ｂ Ａ Ａ Ａ A 第 4－3  
４．ガバナンスの強化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第 4－4  

（３）研究開発成果の最大化に向けた取組 Ａ Ａ Ｓ S A 第 1－1(3)    ５．人材の確保・育成 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第 4－5  
 ２．水源林造成業務等   ６．情報公開の推進 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第 4－6  
  [水源林造成業務]   Ｂ A A 第 1－2①   ７．情報セキュリティ対策の強化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第 4－7  
  （１）事業の重点化 Ｂ Ｂ Ｂ A A 第 1－2(1)    ８．環境対策・安全管理の推進 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第 4－8  

（２）事業の実施手法の高度化のための措置 Ｂ Ｂ Ｂ A A 第 1－2(2)    ９．施設及び設備に関する事項 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第 4－9  
[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] 

  Ｂ B B 第 1－2②  ※１ 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。 
※２ 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。 
※３ 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。 
※４ 「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。 

 

 （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 B 第 1－2(3)  

 （４）債権債務管理に関する業務 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第 1－2(4)  
 ３．森林保険業務  
  [森林保険業務]   Ａ Ａ A 第 1－3   

 （１）被保険者へのサービス向上 Ｂ Ａ Ａ Ａ A 第 1－3(1)  
（２）加入促進 Ｂ Ａ Ａ Ａ A 第 1－3(2)  
（３）引受条件 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ B 第 1－3(3)  
（４）内部ガバナンスの高度化 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ B 第 1－3(4)  
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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 
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 
イノベーション創出・技術開発の推進 

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 【重要度：高】あり 第１－１－（１）－イ、ウ、エ 
【難易度：高】あり 第１－１－（１）－ウ、エ 
【優先度：高】あり 第１－１－（１）－ア 

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３－⑪ 
行政事業レビューシート事業番号：2021-農水-20-0217 

 
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） 
［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） 

 28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度 
予算額（千円） 12,542,193 12,251,269 11,729,773 11,896,598

 
11,949,125 

決算額（千円） 11,977,433 12,287,476 11,382,276 11,311,763 12,087,668 
経常費用（千円） 11,442,281 11,631,741 11,427,220 11,363,549 11,430,802 
経常利益（千円） △16,487 176,624 △51,813 △23,994 528,004 
行政サービス実施コスト
（千円） 

10,868,333 10,480,361 11,175,855 － － 

行政コスト（千円） － － － 18,775,086 12,203,305 
従事人員数 724 734 739 747 747 

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。 
 
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 
［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） 

同左 

主な評価軸（評価の視点）、指標等 
評価軸 評価指標 
同上 同左 

年度計画 法人の業務実績等・自己評価  
 業務実績 自己評価 
同上 同上 評定 A 
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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 
  ＜評定と根拠＞ 

６小項目のうち、Ｓ評定が１項目、Ａ評定が４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 
主務大臣による評価  評定 A 
＜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」評定とする。 

 
４．その他参考情報 
特になし。 
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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 
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 

イノベーション創出・技術開発の推進 
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 【優先度：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３－⑪ 
行政事業レビューシート事業番号：2021-農水-20-0217 

 
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 204件 200件 229件 223件 227件 予算額（千円） 

 
2,818,657 3,224,429 3,174,167 3,248,842 3,313,508 

口頭発表数 289件 522件 584件 549件 319件 
公刊図書数 25件 23件 43件 15件 70件 決算額（千円） 

 
3,484,154 3,355,266 3,395,737 3,515,674 3,666,439 

その他発表数 272件 199件 232件 191件 213件 
ア（ア）の評価 b a a a a 経常費用（千円） 

 
3,531,007 3,418,625 

 
3,431,487 3,526,350 3,558,565 

ア（イ）の評価 a a a ｓ ｓ 
ア（ウ）の評価 a a a a a 経常利益（千円） 

 
△42,435 △36,132 △14,005 △19,937 206,835 

行政機関との研究調整会議等 6件 11件 11件 20件 27件 
外部資金等による課題件数及び金額 
 

159件  
617百万円 

153件 
658百万円 

141件 
661百万円 

143件 
676百万円 

163件 
786百万円 

行政サービス実施
コスト（千円） 

1,801,320 2,979,362 3,128,694 ― ― 

講演会、出版物（技術マニュアル等）による
成果の発信状況 

8件 
 

12件 
 

26件 27件 95件 行政コスト（千円） ― ― ― 6,000,775 3,563,646 

技術指導、研修会等への講師等派遣状況 1,119回 1,065回 952回 749回 732回 従事人員数 91.7 141.1 140.1 154.4 154.5 
調査、分析、鑑定等の対応件数 29件 109件 81件 102件 69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 
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、適切な森林整備を通じた森林の国土保全機能や水源涵（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、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
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
害リスクの評価手法等を開発する。さらに、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【優先度：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、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
土強靱化、被災地の復興への支援を図る。 
 
【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

（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
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
り組む。 
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  
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

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
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。 
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 
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

・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
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。 
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

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 
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

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
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
可能な管理経営のための適応策が求められている。 
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

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
【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
（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
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

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
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。 

 
【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。 

 

（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・

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。 
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 
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

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
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。 
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 
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、

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
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。 
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

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、
途上国における適応策・緩和策の実施等に活用する。 

（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。 

（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。 
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 
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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 
＜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 A 
（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高解像度地形データ等の各種空間デ
ータを活用して地域の山地災害リス
ク予測を支援する技術を開発する。 

＜結果概要＞ 
高精度地形情報に基づく危険斜面抽出技術を開発し、危険地区を考慮した森林管理計画策定技術を開発

した。 
＜具体的内容＞ 
地方自治体等の森林技術者が災害リスクを考慮した森林計画を検討する際のゾーニング支援技術を開

発して、「山地災害リスクを低減する技術の開発」プロジェクトに参画した岐阜県、長野県、鳥取県、兵
庫県における森林計画の策定において適用を試み、一部は実際の森林計画の策定に利用された。 
＜普及への取組＞ 
林野庁等との研究調整会議で成果を紹介したほか、自治体や森林組合の森林技術者を対象に通算で

5,000人以上に対して講習を行い、研究成果の普及に取り組んだ。 
 

＜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、当初から計画していた研
究の成果と左記◎箇所記載の成果により、計画以上の
研究成果となった。特に、放射性物質の動態把握におい
て、樹体内の放射性セシウム分布特性を明らかにした
研究は日本木材学会論文賞を受賞した。 
中長期計画にない成果としてあげた、荒廃流域にお

ける土石流発生リスク予測技術の開発、カンボジアの
乾燥林における下層植生の蒸発散量の推定技術の開
発、ひずみゲージを利用した林木に作用する風荷重の
測定手法の開発については汎用技術として展開が期待
できる研究成果である。 
普及への取組として、多数の行政委員会への助言、緊

急災害対応、研究者向けセミナーや一般向けの講演を
オンラインで行うなど多くの普及活動を行った。 

 
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。 

 ◎その他の成果として、静岡県の荒廃流域を研究対象に降雨パターンを評価する新たな指標を提案し、渓
流内の貯留土砂が多いと長時間の強い雨で土石流が発生し、土砂が少ないと短時間の強い雨で発生すると
いった、土石流発生条件の変動実態を明らかにした。 
 

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森林施業インパクトが森林の水源涵
養機能に及ぼす影響を定量的に評価
する手法を開発する。 

＜結果概要＞ 
間伐や皆伐が森林流域からの流出特性に及ぼす影響についての研究事例などを基に、立木密度などから

水資源賦存量を算出するモデルを構築した。 
＜具体的内容＞ 
微気象データにより森林からの蒸散量を推定するモデルにおいて用いられている、森林・大気間の物質

交換効率に関するパラメータを、立木密度や樹高から求めるように改良した。遮断蒸発量と林床面蒸発量
の推定モデルと組み合わせて、立木密度や樹高データから水資源賦存量を算出する手法を開発した。 
＜普及への取組＞ 
当機構ウェブサイトに「植物の多様性は水危機に強い土地をつくる ―大陸などにおける大規模な単一

種農林業から生ずる水循環単純化の危険性への提言―」などプレスリリース 3 件と研究紹介 11 件を掲載
した。 

 
②首都圏周辺の森林への硫黄及び窒素
の流入に及ぼす地理的要因の影響を
広域データを用いた解析により解明
する。 

＜結果概要＞ 
大都市から発生する大気汚染物質の森林への影響を評価するため、首都圏周辺の 7 箇所の森林におい

て、大気汚染物質の沈着量を計測した結果、乾性沈着量は都心からの距離が遠く、標高が高くなるととも
に小さくなるが、湿性沈着量はより複雑な分布となることを明らかにした。 
＜具体的内容＞ 
首都圏周辺の7箇所の森林において林外雨、林内雨、樹幹流を採取・分析して硫酸、硝酸態窒素及びア

ンモニア態窒素の森林への沈着量を算出した。乾性沈着量は都心からの距離の増加に伴い顕著に小さく、
標高が高いほど小さくなっていたが、林外雨による硫酸とアンモニア態窒素の湿性沈着量は、都心からの
距離や標高との関連は認められなかった。 
＜普及への取組＞ 

Water, Air, & Soil Pollution誌において、成果を公表した。 
 

 ◎その他の成果として、カンボジアの乾燥林が消費する水の総量と、下層植生が消費する水の量を別途計
測した結果を解析し、下層植生による水消費量の割合は上層の樹木の葉面積指数が大きい月ほど小さくな
ることを明らかにした。 
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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 
 

c 森林気象害リスク評価手法の開発 
①リスク評価に不可欠な気象害発生情
報の効率的収集や発災時の迅速な被
害状況把握のため、遠隔探査によ
り、被害情報を広域把握する技術を
開発する。 

＜結果概要＞ 
植生量を表す衛星指標である NDVI の変化から災害被害地を判定する一般的な方法を発展させ、植生

量に加えて画像の明暗、水分量の変化を加味した攪乱指数（Disturbance Index、DI）を用いた森林被害地
抽出を行った。その結果、DIはNDVIと比較して被害度が比較的小さい領域の区分がしやすいことを明
らかにし、NDVIとDIの併用による被害情報の効率的な広域把握技術を開発した。 
＜具体的内容＞ 

DIはNDVIと比較し、算出される数値のレンジが広いため、被害度が比較的小さい領域の区分がしや
すく、また、合成期間の長短や時期によらず安定した値が得られた。計算が簡便なNDVIを一次的現状把
握に用い、被害程度の分布を解像度よく詳細に検討する際にはDI を使うなど、目的と用途に応じて使い
分けできると考えられた。 
＜普及への取組＞ 
森林保険業務と「研究開発と森林保険の連携推進のための会合」を２回開催した。大阪府高槻市及び京

都府京都市の民有林における風害について、林野庁への情報提供や災害対応を行い「風倒被害森林におけ
る令和２年７月豪雨による拡大崩壊の検証調査」に座長として対応した。 

 
 ◎その他の成果として、林木に作用する風荷重の測定手法を考案した。本手法は樹幹に貼付した複数のひ

ずみゲージの値を演算し、風荷重の大きさ、重心、方向を測定するものであり、立木で測定可能な初の技
術である。 
 

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 

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、樹体内
の木材中における放射性セシウムの
分布特性を明らかにする。 

＜結果概要＞ 
福島県内の森林において事故後9年目の放射性セシウムのモニタリング調査を行い、樹木の部位毎の放

射性セシウム濃度や蓄積量の変動傾向が樹種や場所によって大きく異なることを明らかにした。また、福
島県川内村のスギ、カラマツについて樹体内の放射性セシウム分布を調査し、髄付近の心材の放射性セシ
ウム濃度の上昇を明らかにした。 
＜具体的内容＞ 
除染や被ばく管理などに役立てるため、福島県内の森林において事故後9年目の放射性セシウムのモニ

タリング調査を行った。その結果、樹木の部位毎の放射性セシウム濃度や蓄積量の変動傾向が樹種や場所
によって大きく異なることを明らかにした。また、樹体内での放射性セシウムの分布状況を明らかにする
ために、スギ、カラマツを伐倒し、樹頂から5m間隔で円板を採取し、放射性セシウムの半径方向の濃度
分布を測定した。その結果、心材内では、樹頂に近いほど、また、心材の含水率が高いほど、心材の中心
部までセシウム137が移行していた。 
＜普及への取組＞ 
林野庁による普及啓発用テキスト「放射性物質の現状と森林・林業の復興・再生を目指して」等の作成

への協力を行った。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」（ライブ配信）に講師
を２名派遣した。第２回東京大学農学部公開セミナー(10月、オンライン)、防災学術連携シンポジウム（1
月、オンライン）、福島県環境創造センターセミナー（1月、オンライン）に講師を派遣した。 

 
 ◎その他の成果として、国際原子力機関（IAEA）が主導する国際プロジェクトMODARIA II のワーキン

ググループ4の活動として、森林内の放射性セシウム動態に関する既往のデータ概要を国際原子力機関の
ウェブサイトにてオンライン公開した。この報告書は、国内における今後の対策立案だけでなく、国内外
で原子力災害への備えとしての活用も期待される。 
 

（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 

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 

①将来の気候変動がスギ人工林の成長
に及ぼす影響を評価するため、乾燥

＜結果概要＞ 
将来の気候変動のスギ人工林への影響を評価するため、純一次生産量（NPP）を予測するシミュレーシ

ョンモデルを精緻化してNPPの予測値を全国マッピングする手法を開発し、NPPが増加する箇所、減少
する箇所を明らかにした。 
＜具体的内容＞ 
温暖化強度の異なる２つの気候シナリオ（RCP2.6：強度小、RCP8.5：強度大）の下、５つの気候モデ

「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、当初から計画していた研究
の成果と左記◎箇所記載の成果により、計画以上の研
究成果となった。特に、スギ人工林の NPP の分布に
関する将来予測は、森林・林業分野の気候変動適応策
を進める上で重要な科学的知見であると同時に、その
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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 
に関する生理パラメータの実測値を
基にモデルを精緻化し、全国スケー
ルで成長量を予測する手法を開発す
る。 

ルで行った将来気候の予測結果と、既存の生態系プロセスモデル（Biome-BGC）のパラメータを日本のス
ギ林に最適化したモデルを用いて、現在(1996～2000年)と将来（2096～2100年）におけるスギ人工林の
NPPの全国分布を推定した。その結果、将来シナリオRCP2.6の場合、九州、四国、紀伊半島などでNPP
が減少する地点が多くなる一方、中部、東北及び日本海側ではNPP が増加する地点が多くなることが明
らかになった。 
＜普及への取組＞ 
気候変動が人工林に及ぼす影響については、国際誌や学会発表を通じて、得られた成果の普及を図った。

さらに、林業技士養成研修の教科科目「森林造成」及び「間伐技術」において、成果の普及促進を図り、
人材育成に取り組んだ。 
 

成果は次世代の気候変動予測モデルの開発にも活用
しうる。 
さらに、中長期計画にない成果として、東シベリア

の亜寒帯林での極端気象現象の観測頻度のトレンド
を明らかにした。これは、気候変動の影響評価技術の
高度化に顕著な貢献をもたらす成果である。加えて、
成果の普及促進においても、国際共同研究の相手国で
の情報発信のほか、IPCC 第６次評価報告書の執筆者
会合、FAOの第25回林業委員会等の国際会議、国際
的枠組みへの貢献、気候変動下での森林の機能を活用
した防災・減災をテーマとする国際ワークショップ、
国際セミナーの開催等、顕著な実績をあげた。 

 
これらの実績に対して、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」とする。 

②気候変動下での天然林の炭素収支を
解明するため、リモートセンシング
による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
を開発する。 

＜結果概要＞ 
気候変動下での天然林における炭素収支を予測するため、高分解能衛星データで観測される林冠からの

反射率及びその反射率から算出される指標を用いたモデルによる炭素収支の空間評価手法を確立した。構
築された炭素収支の年変動モデルを用いた気候変動シナリオに基づく将来予測手法を開発した。 
＜具体的内容＞ 
台風による攪乱を受けた天然林と定常状態の天然林において、生態系純生産量を高分解能衛星データか

ら算出される正規化グリーンネス指数を用いて推定する式を開発し、地上分解能 10ｍで生態系純生産量
を空間マッピングすることを可能とした。また、３つの気候変動シナリオ（温暖化強度が強い方からそれ
ぞれ、RCP8、4.5、2.6）において、年変動のモデルから2100年までの炭素収支・蓄積量の将来予測を行
った。その結果、温暖化強度が高いシナリオほど生態系総生産量と生態系呼吸量の増加が大きくなる一方、
炭素吸収量はシナリオによる差が小さく、将来にわたり天然林による炭素吸収が継続することが予測され
た。 
＜普及への取組＞ 
タワーフラックス観測サイトにおいては、中長期期間を通して各種の地球観測ネットワークと情報共有

することにより、多分野の研究・教育において公開データの利用を促進した。また、当機構ウェブサイト
において、プロジェクトの成果を発信した。 

 
 ◎その他の成果として、森林起源の温暖化関連物質として重要な植物起源揮発性有機ガス（BVOC）の放

出量はイソプレン及びモノテルペンともに高い温度依存性を示し、気温上昇によって BVOC 放出量が増
加することを明らかにした。 
◎東シベリアの亜寒帯林での過去100年間の気象データの詳細な解析から、極端な高温や大雨や干ばつの
観測頻度が1980年以降、高くなった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東南アジア熱帯林の代表的な樹種の
環境ストレス耐性を解明し、気候変
動に適応した植栽手法を開発する。 

＜結果概要＞ 
気候変動下での熱帯荒廃地を回復させるため、東南アジア熱帯林の代表的な樹種を対象とした気候変動

に適応した植栽手法として、被陰シェルターを用いた植栽手法を開発した。 
＜具体的内容＞ 
東南アジア熱帯林における気候変動に適した植栽手法を開発するため、半島マレーシアの荒廃地に被陰
シェルターを設置し、郷土樹種のジェルトン（Dyera costulata）の苗を植栽後、光合成、成長量などを16
カ月後まで測定した。その結果、被陰シェルター内は全天環境下に比べ、気温は1.5～3℃低下し、最低湿
度は 7～12％上昇した。樹高成長量は被陰シェルター内の方が全天に比べ最大 1.7倍大きく成長促進効果
があった。この植栽実験から、開発した被陰シェルターを用いた植栽手法が、気候変動により高温、乾燥
ストレスが増大することが予測される荒廃地を回復するための植栽手法として適していることを明らか
にした。 
＜普及への取組＞ 
得られた成果は、マレーシアの共同研究者との共著論文として学会誌で公表するとともに、機構の「研

究成果」により一般向けに発信した。また、マレーシア側の共同研究者を通じて、現地への普及を図った。 
 

 

②また、エルニーニョに伴う少雨・乾 ＜結果概要＞  
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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 
燥が山地林樹種の生存と成長に及ぼ
す影響を解明し、気候変動に適応し
た熱帯山地林の管理技術を開発す
る。 

気候変動の影響から熱帯山地林を保全するため、エルニーニョに伴う少雨・乾燥の影響を評価した結果、
樹木の死亡率や直径成長は、森林タイプよりも標高間で違いが見られることを明らかにした。この成果か
ら、標高の違いに応じて森林保護区の設定を調整する熱帯山地林の管理手法を開発した。 
＜具体的内容＞ 
エルニーニョに伴う少雨・乾燥が、ボルネオ島の熱帯林樹木の生存や成長に及ぼす影響を明らかにする

ため、2015～2016 年にかけて発生したエルニーニョ期間前後の樹木の死亡率と直径成長を調査した。そ
の結果、低標高サイト（標高約500m）と比べて高標高サイト（標高約1000m）では、個体の死亡率が低
く推移したことを明らかにした。また、同じ標高であれば土壌養分環境が異なる森林タイプ間でも死亡率
に顕著な違いは見られなかった。個体の直径成長は、高標高サイトの一部でエルニーニョ期間後に低下し
た。これらの結果に基づき、伐採や土地利用変化により森林の断片化が進んでいる低標高では、小サイズ
の森林保護区や保護区外の森林との連結性を高め、種子散布能力向上と樹木個体群の増加を促進するこ
と、人為撹乱影響の少ない森林が残る高標高では、可能な限り大面積のまとまりのある森林保護区として
設定し、異なる森林タイプを内部に含めることの２点を考慮することにより、熱帯山地林を保全する管理
手法を開発した。 
＜普及への取組＞ 
マレーシア・サバ州林業局開催のセミナーにおいて、エルニーニョに伴う干ばつが熱帯林樹木に及ぼす

影響と森林保護区の管理の在り方について講演し、研究成果の普及を図った。 
 

 ◎その他の成果として、中央カンボジアの砂質乾燥フタバガキ林における薪材利用のための伐採が砂地林
の持続可能性を脅かす最大の脅威であり、持続可能な森林利用のためには、萌芽更新と実生更新の双方の
更新動態の特徴を踏まえた管理を行うことが重要であると提言した。 
 

 

（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森林生態系の供給・調整サービスの
定量化と将来予測を全国レベルで行
う。 

＜結果概要＞ 
全国レベルで陸域生態系の供給・調整サービスの定量化を行い、地域によってサービス間の関係性が異

なることを明らかにした。開発したモデルを用いて、人口変化・土地利用変化・気候変動のシナリオに基
づいて木材供給サービスの変化を予測した結果、将来、木材供給サービスのポテンシャルは減少するもの
の需要を上回ると予測された。 
＜具体的内容＞ 
森林生態系の供給・調整サービスの定量化に向けて、全国スケールでサービスを定量的に評価するモデ

ルを機械学習により作成した。開発したモデルを用いて生態系サービス間の関係を解析した結果、地域に
よって生態系サービス間の関係性（シナジーあるいはトレード・オフ）が異なることを明らかにした。こ
のモデルにより、気候変動、人口変化、土地利用変化などの自然や社会の変化に伴う生態系サービスの変
化を予測することが可能となった。本モデルを用いて、人口の変化と自然資本への依存度に基づく５つの
将来シナリオを想定した 2050 年における森林生態系の供給・調整サービスの予測を行った。その結果、
木材供給サービスについては、全シナリオで人工林の年間材積成長量が現在よりも減少するが、各地域に
おいてスギ・ヒノキ材の供給ポテンシャルは需要を上回ると予測された。 
＜普及への取組＞ 
環境政策のワーキンググループに参画し、環境省との意見交換会等を複数回実施する中で当該研究成果

を随時共有した。また、当該研究を行ったプロジェクト（環境省環境研究総合推進費）のウェブサイトに
おいて公開されているポリシー・ブリーフ（包括的な政策提言、日本語版と英語版あり）に成果を提供す
るとともにその一部について執筆を行った。特に、陸域における生態系サービスに関する6つの政策提言
のうち、地域に適した生態系サービスの管理施策の重要性とシナリオ分析による供給サービスの将来予測
の成果を発信した。 

「ア（ウ）生物多様性の保全等に配慮した森林管理技
術の開発」では、当初から計画していた研究の成果と左
記◎箇所記載の成果により、計画以上の研究成果とな
った。特に、東アジアにおける鳥の渡りルートの全貌の
解明は世界で初めての快挙である。ニホンジカについ
ては分布拡大の将来予測と都市近郊での防除法に関す
る成果をあげ、加えて、都市近郊のイノシシの効率的な
防除法も提示することができた。シカ分布の将来予測
では、野生動物の分布拡大に関して既存の分布地から
の距離の影響を組み入れたモデルを世界で初めて開発
した。得られた研究成果はいずれも科学的な信頼性及
び独創性が高く、Nature など国際的に知名度の高い学
術誌に成果が掲載されるに至った。これらは同時に、社
会的ニーズに対しても大きく貢献する成果である。 

 
これらの研究成果に対して、外部評価委員２名からａ

評価が得られたことも踏まえ、ア（ウ）の自己評価は、
「ａ」とする。 

 

②これまで開発した絶滅危惧種の統合
的保全手法に加え、さらに国際的な
生物多様性保全を目指し、ジオロケ
ーター（小型照度計）を用いて森林
性小型鳥類の東南アジアにおける渡
りルートを解明する。 

＜結果概要＞ 
ジオロケーター（小型照度計）を用いて、ノビタキとキビタキの渡りルートを解明し、東アジアにおけ

る鳥の渡りルートの全貌を世界で初めて明らかにするとともに、日本国内の森林性鳥類の保全に東南アジ
アの熱帯林の保全が重要であることを示した。 
＜具体的内容＞ 
渡りをする森林性のキビタキと草地性のノビタキという、いずれも色彩豊かで明瞭なさえずりを持つ小
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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 
型鳥類に小型の照度計（ジオロケーター）を装着して、渡りの経路を解析した。その結果、キビタキはこ
れまで考えられていた地点より南方のボルネオ島で越冬していること、秋の南下はフィリピンを経由する
海洋上のルートであること、春の北上はインドシナ半島から上海を経由する主に陸上のルートであり、南
下と北上でルートが異なることが示された。一方、ノビタキは南下・北上ともにキビタキよりも大陸寄り
のルートをとることを明らかにした。東アジアにおける鳥の渡りルートの全貌の解明は世界で初めてであ
る。また、日本で繁殖を行う鳥類の越冬地として希少な熱帯林を含むアジアの森林の保全が必須であるこ
とが示されたことを踏まえ、科学的精度の高い情報が生物の保全に関する国際的な意思決定に影響すると
結論づけた。 
＜普及への取組＞ 
マレーシア自然保護協会クチン支部、クアラルンプール本部、Bird Conservation Internationalカンボジ

ア・プログラムの協力を得て、越冬地であるマレーシア、カンボジア、タイの現地の保全団体と意見・情
報交換を行い、また、林業と渡り鳥に関する講演を行って本研究の成果を普及した。 
 

 ◎その他の成果として、生物多様性保全に関しては全球レベルから地域・林分スケールに至る研究開発か
ら、(1)グローバルスケールでのシナリオ分析によって世界的な生物多様性減少を改善するためには国際
条約等に基づく保全強化だけでは不足であり、持続可能な生産・消費を追加していく必要があることを定
量的に明らかにした、(2)長野県木曽町で絶滅危惧種を含む草原性植物の埋土種子資源ポテンシャルを様
々な森林タイプで評価し落葉性針葉樹の人工林にそれらの種子資源が維持されていることを示唆する結
果を得た、(3)シカが高密度で生育する地域における絶滅危惧種や希少植物種の分布を防鹿柵内外で調べ、
これらの植物の保全には、観光地として文化的サービスを保つことがインセンティブとなるが防鹿柵だけ
では護りきれない植物種もあったことから、それらをターゲットとした追加の保全策が必要であることを
明らかにした、(4)土壌動物の多様性を説明する新しいフレームワークとして、落葉を土壌動物の餌資源と
してだけではなく土壌動物の住処としても評価する考え方を世界で初めて提唱した等の研究成果を学術
論文として発表しプレスリリースによって発信した。また、森林の多面的機能の評価に関して、(5)湿潤温
帯域においても、林冠ギャップ形成や伐採などによって落葉の太陽光への暴露量が増加することにより落
葉の分解が促進され、森林生態系内の炭素循環が加速する可能性を明らかにした国際共同研究の成果を学
術論文として発表し、国内外に向けてプレスリリースによって発信した。 
 
◎その他の取組として、農林水産省「新農林水産省生物多様性戦略検討会」、環境省「令和2年度ポスト
2020 生物多様性枠組みに係る合同ヒアリング」に委員として出席し研究成果に基づいて意見を提出し、
戦略作成や指標提案への助言を行った。林野庁「生物多様性の保全に配慮した森林施業の手引き」作成に
助言するとともに、生物多様性保全研修に講師を派遣した。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「野生種の持続可能な利用に関するテーマ別評価」及び「侵
略的外来種に関するテーマ別評価」報告書のLead Authorとして、研究成果に基づき各国専門家と共同で
原稿執筆を行った。 
 

b 環境低負荷型の総合防除技術の高度
化 

①ニホンジカ分布拡大モデルを開発
し、分布拡大最前線の全国規模の将
来予測を行う。 

＜結果概要＞ 
過去のニホンジカ分布データ及び分布最前線データ、過去及び将来の気象データ、森林面積、標高、道

路面積、人口等の将来予測値等から、ニホンジカの生息分布確率が50%以上となる５km地域メッシュは
2025 年に約 69%、2050 年には約 93%と、同種は北海道・島嶼を除く日本全域に分布を拡大すると予測
された。 
＜具体的内容＞ 
将来のニホンジカの分布を予測するため、既存分布に関連する各種データ（過去のニホンジカ分布デー

タ、過去の気象データ、ニホンジカの分布最前線データ、将来予測されている各種データ等）を全国５km
メッシュで集約したデータセットを構築した。そして、過去の分布と有意な関係がある森林面積、標高、
道路面積、人口等の将来予測値を用いてニホンジカが既存の分布地に引き続き生息する確率を算出するモ
デルを構築し、さらに、それに近傍の分布域からの距離で推定した新たに移入してくる確率を統合した分
布予測モデルを世界で初めて開発した。このモデルを用いて全国規模での分布予測を行った結果、ニホン
ジカ生息分布確率が 50%以上の５km 地域メッシュは、2025 年に北海道・島嶼を除く全国メッシュの約
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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 
69%、2050年には約 93%を占めるようになると予測され、気候変動の影響に加えてニホンジカ自体の強
い繁殖力から北海道・島嶼を除く日本全域に分布を拡大すると考えられた。 
＜普及への取組＞ 
各県の鳥獣保護管理検討委員会、各地域の森林管理局との意見交換、試験研究機関連絡協議会実務者会

議等を通じて成果の普及を行った。 
 

②都市近郊での被害が拡大している野
生動物を対象として、奥山と都市近
郊の森林を一体として考えた獣害防
除法を構築し、獣害防除を効果的に
進めるためのコンセンサスや協働の
在り方を提示する。 

＜結果概要＞ 
都市近郊の森林でイノシシ成獣個体を効率的に捕獲するためには、土壌が柔らかい地点に箱わなを配置

し、5～8 月は幼獣の体サイズが小さく、わなの格子から逃れてしまうために、5～8 月以外の季節に捕獲
を強化する必要があることを明らかにした。また、札幌近郊におけるエゾシカは、12～2月には南へ約25
㎞移動して越冬し、４月上旬に札幌近郊に戻ってくることを明らかにし、わなによる捕獲は非積雪期に行
う必要があることを明らかにした。社会科学的な分析の結果、都市域における獣害対策関係者間のネット
ワークが、農業被害に加えて人的被害に対する危機意識をもつ者と、農業被害に対する意識が主である者
に分断されていることを明らかにし、関係者間で認識を共有する必要があることを示した。 
＜具体的内容＞ 
東京近郊でイノシシの生態や捕獲効率を調査した結果、捕獲効率の季節性は顕著ではないが、年変動は

大きいことを明らかにした。また、成獣個体を効率的に捕獲するためには、土壌が柔らかい地点に箱わな
を配置し、体の小さい幼獣が活動する 5～8 月以外の季節に捕獲を強化する必要があることを明らかにし
た。個体数の年変動が大きいことから、センサーカメラなどでイノシシの生息状況をモニタリングし、適
切なタイミングで捕獲を試みることが重要であることを示した。 
札幌近郊におけるエゾシカの生息状況を調査した結果、生息密度は 39.9頭/㎢と高いことが明らかにな

った。その利用空間を分析したところ、環境条件との有意な相関は認められなかった。GPS首輪を装着し
て行動を追跡した結果、12～2 月には札幌近郊から南へ約 25 ㎞移動して越冬し、４月上旬には再び札幌
近郊に戻ってくるパターンが毎年確認された。このことからエゾシカは積雪期には札幌近郊から不在とな
り、捕獲するには非積雪期に行う必要があることを明らかにした。捕獲方法として、えん麦を餌とし、く
くりわなを用いて捕獲を試みたところ、0.067頭/基日という、通常の約６倍の高い捕獲効率を得た。 
野生動物に関するオンライン調査による回答と多摩森林科学園来訪者に対する質問紙調査の結果を比

較したところ、自然環境や野生動物との関わりが薄い階層では住宅侵入被害及び人的接触被害を重大とみ
なす傾向があること、必要な獣害対策としてイノシシとニホンザルに対しては駆除が必要だがニホンジカ
に対しては否定的な意見が多いことを明らかにした。さらに、札幌近郊において獣害対策関係者を対象に
社会科学的な分析を行った結果、都市域におけるネットワークが中心（石狩振興局、大学、研究機関、等）
と周縁（市町村、森林管理局等）に分断されており、中心ではシカ被害に関する連携協力をめぐる現実的
な課題（農業被害と人的被害の両方に対する危機意識）を認識しているが、周縁ではそうではないこと（農
業被害に対する危機意識が主）が明らかになった。このことから、関係者間で認識の共有を図り問題の存
在を共有する必要があると結論づけた。 
＜普及への取組＞ 
市街地周辺の多摩森林科学園に生息するイノシシの生態及び管理についてまとめたパンフレット「科学

園の森にはイノシシがすんでいます」を作成し、一般来園者に配布した。多摩森林科学園内において、イ
ノシシのヌタ場、採食痕跡、防護柵など、イノシシの生態や対策を示す「イノシシスポット」の看板を作
成し、来園者にイノシシの問題と対策を普及した。以上の取組は現在も継続中である。また、「多摩森林
科学園におけるイノシシ対策」をウェブサイトで公開し、都市近郊の森林で行うべき対策事例を紹介した。 
 

 

 ◎その他の成果として、近年、主伐再造林の増加を背景に被害が拡大しているスギ苗木の赤枯病について、
針葉から抽出したDNAを等温核酸増幅（RPA）することによって早期診断が可能であることを明らかに
した。また、赤枯病の防除には、現在よく用いられているマンゼブ剤が最も高い有効性を示したほか、チ
オファネートメチル剤及びアゾキシストロビン剤も防除価 90 以上の高い有効性があることを明らかにし
た。さらに、東京都御蔵島でノネコが準絶滅危惧種オオミズナギドリを１匹当たり年間推定313羽捕食し
てその存続を脅かしていること、ナラ類を枯死させる昆虫であるカシノナガキクイムシを北海道で初めて
発見したこと等の研究成果をプレスリリースにより発信した。 
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◎その他の取組として、スマートフォン等で利用可能なシカ情報マップを改良して全国において使用可能
なツールとして確立し、複数県において本システムを活用してニホンジカ捕獲計画の策定が行われるよう
になった。また、同ツールをクビアカツヤカミキリの被害情報の収集システムに応用した結果、環境省か
らの各都道府県・政令指定都市への周知という助力も得て、導入する自治体が急増した。さらに、山口県
農林総合技術センターとの過年度の共同研究により市販化に至っている農薬不使用のマツ枯れ防除資材
について、屋久島の世界遺産区域内で発生しているクロマツ及びヤクタネゴヨウ被害木の処理に活用され
るなどの社会実装が進んだ。 
 

 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 
ア（ア）では、農林水産技術会議の委託プロジェクトである災害低減課題や流木被害軽減課題は、気候

変動適応としての国の施策に対応した研究として実施した。行政機関からの要請に基づき、令和2年7月
豪雨に関連し、熊本県、長崎県、京都府などで発生した土砂災害の緊急調査、新潟県糸魚川市、和歌山県
紀伊田辺市、鹿児島県川内市、徳島県那珂町等の地すべりや土砂流出対策、海岸林整備などの検討におい
て、研究成果に基づいた検討内容を行政部局に提供した。大阪府高槻市及び京都府京都市の民有林におけ
る風害について、林野庁への情報提供や災害対応を行い、風害後の倒木処理に関する林野庁による都道府
県に対する事務連絡の発出に協力したアア a、ｂ、ｃ)。また、「水源林造成事業の施業指針」の作成検討
会に委員として参加し、助言を行った。令和3年度以降の施策検討のため、福島県川内村の森林内の放射
性物質のモニタリング事業の試験地の状況や調査内容について林野庁に情報提供を行った。また、厚生労
働省「除染等業務に従事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おいて助言を行った(アアd)。 

 
ア（イ）では、「農林水産省地球温暖化対策計画」（平成29年3月14日策定）に挙げられた「農林水

産分野の地球温暖化対策に関する研究・技術開発」のうち「温室効果ガスの排出削減対策技術の開発の推
進」及び「農林水産分野の地球温暖化対策に関する国際協力」のうち「森林減少・劣化に由来する排出の
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-①、ア
イ b-②)。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
ベントリ事業において枯死木、堆積有機物及び土壌有機物の炭素蓄積量を算定するため、結果の検証に必
要な実証データを得るとともに、ガスインベントリ国際審査回答書作成を支援した(2月)( アイ a)。また、
森林機能を活用した防災減災技術の開発に関する研究は、「農林水産省気候変動適応計画」（平成 30 年
11月27日策定）に対応した具体的な取組及び成果であり、その内容は、第3回国連防災世界会議におけ
る「仙台防災枠組」（2015年）、気候変動枠組条約パリ協定（2015年）、我が国の「インフラシステム
輸出戦略」（平成 30年 6 月）の「防災先進国としての経験・技術を活用した防災主流化の指導・気候変
動対策」、更には、「農林水産省気候変動適応計画」（平成30年11月）「第４ 分野共通項目」の「６．
適応に関する国際協力」に対応した具体的な取組である(アイｂ)。 

 
ア（ウ）では、新農林水産省生物多様性戦略検討会及び令和 2年度ポスト 2020生物多様性枠組に係る

合同ヒアリングにおいて、本課題の研究成果に基づいて助言を行った。感染症対策としての野生動物調査
事業について環境省に助言し、環境省による新規事業の実施決定に貢献した。林野庁「生物多様性の保全
に配慮した森林施業の手引き」の作成に助言し、生物多様性保全研修に講師を派遣した。このほか、小笠
原諸島世界自然遺産科学委員会、小笠原諸島固有森林生態系保全・修復等委託事業検討委員会等において
助言を行い、行政施策の決定に貢献した。また、国や都道府県における外来種対策、鳥獣対策に関する各
種委員会において助言を行うとともに、県・森林管理署との協定に基づいて共同で人獣共通感染症に関す
る調査を行った。自治体の施策に関しては、複数県においてシカ生息情報収集システムが活用されるよう
になり、ニホンジカ捕獲計画策定が行われるようになるなど、社会実装が進んだ。クビアカツヤカミキリ
でも同様のシステムが立ち上がり、環境省からの周知により導入する自治体が急増した。さらに、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」及び「侵略的外来種に関するテーマ別評価」報告書のLead Authorとして、研

＜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。 
本重点課題の取組又は成果は、「評価指標１」の実

績に示すように、山地災害や森林気象害への対応、海
岸防災林の再生、原子力災害被災地域の森林・林業の
再生、地球温暖化対策、気候変動適応、生物多様性の
保全、絶滅が危惧される生物の保全、病虫獣害対策な
ど、森林の多面的機能に関わる様々な国の施策や社会
的ニーズに合致している。 
森林機能を活用した防災減災、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につい
ては、仙台防災計画やパリ協定などの国際的なニーズ
にも対応するものであり、IAEA、IPCC、IPBES等の
国際機関ないし枠組への参画を通じて、我が国の国際
貢献に寄与している。  
 また、「モニタリング指標１」に示すように、各分
野において行政機関との研究調整会議等を継続的に開
催し、それを通して新たな国の施策や社会的ニーズの
把握と、それに対応した新たな外部資金の獲得にも努
めている。 
 
 以上の優れた取組及び成果により、評価軸１に基づ
く重点課題アの自己評価を「ａ」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 
究成果に基づき各国専門家と共同で原稿執筆を行う等の取組を実施した。 

 
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 
ア（ア）では、林野庁と「治山事業の推進のための研究調整会議」を２回開催し、治山事業の動向や最

新の研究成果等について意見交換を行った(8月、12月)。林野庁の山地保全調査（森林の水源涵養機能の
評価・発信に関する調査）検討委員会、豪雨災害に関する今後の治山対策の在り方検討会（9月、12月）
及び有明海等の閉鎖性海域と森林に関する調査検討委員会（12月）、岩手県環境影響評価技術審査会（6
月、7月）に委員として参加し、助言を行った。 

 
ア（イ）では、林野庁での気候変動の勉強会において本課題で得た気候変動によるスギ人工林の生産に

関する影響に関する成果の紹介と、成果の公表についての意見交換を行った(12月)（アイ a-①）。土壌、
堆積有機物、倒木・枯死木の3プールに関する今期5年間の成果の吸収・排出量算定への反映方法の検討
及び第４期の事業内容について(7月、12月)、高解像度土壌炭素マップの論文公表について（12月）、林
野庁担当者と意見交換を行った(アイａ)。林野庁と3回の森林事業国際展開支援事業運営委員会を通じ意
見交換を行った(アイｂ)。 

 
ア（ウ）では、新農林水産省生物多様性戦略検討会(8月、10月、1月)、令和 2 年度ポスト 2020 生物

多様性枠組に係る合同ヒアリング(12月、3月)に委員として出席し、研究成果に基づく意見提示を行った。
また、林野庁と病虫獣害に関する情報・意見交換を行った(3 月)。さらに、感染症対策としての野生動物
調査事業について環境省に助言を行った結果、環境省による新規事業の実施が決定するに至り、同省に対
してはシカ情報マップを含む野生動物の目撃情報等を収集するシステムに関する開発状況も紹介した(2
月)。加えて、関東中部公設林業試験場主催の研究会において研究成果を発信するとともに(6月、7月)、
関東地域のナラ枯れの対策の検討や外部資金プロジェクトへの応募についての情報交換(11月)を行った。
その他、やんばる森林生態系保護地域保全管理計画における委員としての助言(11月)、奄美ネコ対策研究
意見交換会での情報提供(7月)、四国森林管理局のトガサワラ保護林モニタリング事業への助言(9月)、九
州森林管理局の事業について絶滅危惧樹種の調査データを基とした技術的な助言(11 月、12 月)、環境省
信越自然環境事務所主催のクビアカツヤカミキリ講習会における指導(1月)などを行った。 

 
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42件（うち新規課題18件）、外部資金は187百万円であった。 
ア（イ）外部資金による研究課題は46件（うち新規課題17件）、外部資金は229百万円であった。 
ア（ウ）外部資金による研究課題は75件（うち新規課題20件）、外部資金は370百万円であった。 
 

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64編（原著論文37編、総説7編、短報20編）、学会発表は125件、 

公刊図書11件、その他は51件であった。 
ア（イ）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67件、 

公刊図書15件、その他は30件であった。 
ア（ウ）学術論文は118編（原著論文85編、総説12編、短報21編）、学会発表は127件、 

公刊図書44件、その他は132件であった。 
これらの学術論文のうち、18編（アア6編、アウ12編）をプレスリリース、36編（アア16編、アイ

8編、アウ12編）をウェブサイト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 
ア（ア）では、林野庁の委託調査による山地保全調査（森林の水源涵養機能の評価・発信に関する調査）

検討委員会、「風倒被害森林における令和２年７月豪雨による拡大崩壊の検証調査」など合計 54 件の委
員会（対応回数105回）、3件の国際会議（対応回数5回）に対応した。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パンフレッ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等など合計 11 件の依頼講演（対応回数 18 回）に対応した。ま

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」の実績に示すように、ア（ア）では、

治山行政技術者や森林計画担当者向けの研修を通じて
研究成果の普及と技術者の育成に貢献した。森林管理
局のセミナーや検討会で講演を行ったほか、財団や民
間企業向けの技術支援を行い成果の橋渡しを進めた。
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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 
た、研究成果について１件の技術マニュアルを配布して、技術の普及に努めた。 

 
ア（イ）では、森林総研チャンネル（YouTube）にて、森林講座「永久凍土地帯に広がる酔っぱらいの

森のナゾ」として成果を動画発信した(12月)(アイａ)。FAO-GSP発行の「土壌炭素の維持・隔離のため
の最良の土壌管理の実践：技術マニュアル」で日本の耕作地にスギ、ヒノキを植林した場合の土壌炭素変
化の調査事例を紹介した(12月)(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名を執筆者会合に派遣した(アイ b)。日本森林技術協会が実施している林業技士養成研修にお
いて、林業経営部門の「間伐技術」の講義の際、森林の炭素固定機能と貯蔵機能について説明した(12月)(ア
イ b)。REDDプラス・海外森林防災研究開発センターを 9月 1日に立ち上げ、ウェブサイトやメールマ
ガジンを通して、森林の有する多面的機能を活用した防災・減災技術に関する情報を発信した(アイb)。 

 
ア（ウ）では、行政機関への成果の普及については、林野庁が実施する研修において林野庁職員や県担

当者に研究成果に基づく講義・演習を実施し、行政の現場への研究成果の普及を行った(11月)。また、過
年度に開発した「ニホンジカ・カモシカ識別キット」を活用して、秋田県や東北森林管理局などと連携し、
ニホンジカの生息調査（痕跡調査）を実施した。広報による成果の普及については、海外を含む 10 回以
上の主催講演会や外部からの依頼による講演・授業により研究成果の普及を行った。また、Nature等の国
際誌を含む学術誌に掲載された論文等の内容に基づき、研究成果のプレスリリースを12件行った。また、
多摩森林科学園においてイノシシの生態及び管理についてまとめたパンフレットを配布し、ヌタ場、採食
痕跡、防護柵など、イノシシの生態や対策を示す「イノシシスポット」の看板を作成し、来園者に研究成
果等を普及した。研究成果の社会実装については、過年度における山口県との共同研究により市販化に至
った農薬不使用のマツ枯れ防除資材が、屋久島の世界遺産区域内のクロマツ及びヤクタネゴヨウ被害木の
処理に導入される実績があった。 
 
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 
ア（ア）では、合計11件の依頼講演（対応回数18回）を行った。グリーンインフラ・ネットワーク・

ジャパン全国大会において公募ミーティング「森をつくり環境をつくる」を主催するとともに、3 件の発
表を行った。新潟大学災害･復興科学研究所・森林総合研究所連携協定締結記念シンポジウム「山地の自然
災害と森林科学－最新研究の動向－」を新潟大学と共同で開催した(12月、参加人数会場32名、オンライ
ン52名)。治山シンポジウムで「津波災害を抑制する海岸林の機能評価と整備の在り方」の講演を行った。
山地災害リスクと森林資源活用の融合のためのゾーニング技術のマニュアルを作成しその普及を図ると
ともに、長野県や岐阜県、鳥取県の自治体に対して実際の計画策定を支援した。林業と災害について講習
会を行った。 
公刊図書「森林の放射線生態学―福島の森を考える」(丸善出版)を刊行した(3月)。森林立地学会、東京

大学とシンポジウム「森林で放射性セシウムはどう動いているのか?―研究者がわかりやすく解説します
―」を共同で開催するとともに、講演を行った(3 月)。森林学会の企画シンポジウム「森林の放射能研究
のこれまでとこれから」(3 月)と第２回東京大学農学部オンライン公開セミナー「東京大学大学院農学生
命科学研究科における福島復興支援に係る教育研究の総括シンポジウム」(10月)に協力した。日本学術会
議学術フォーラム・第11回防災学術連携シンポジウム「東日本大震災からの十年とこれから―58学会、
防災学術連携体の活動―」(1 月)に講師を派遣した。森林科学No.91 の特集号「原発事故から 10 年－森
林の放射能汚染をのりこえる－」(2 月)のとりまとめ及び執筆を行った。JATAFF ジャーナルなどの農林
水産業、林業、陸水学などの各分野の広報普及誌に解説文を執筆した。プレスリリースは他機関主導も含
め8件と、今中長期目標期間において最多であった。 

 
ア（イ）では、土壌炭素蓄積量の評価に関して野外調査と分析マニュアルを当機構のプロジェクトウェ

ブサイトに掲載し普及を図った（アイａ）。天然林の炭素収支評価に関する課題のホームページを当機構
のウェブサイトに作成し、研究内容を公開した（アイａ）。全国森林レクリエーション協会が主催する森
林インストラクター養成講習会のテキストに、気候と炭素蓄積との関係を記述し、講義を行った(8月)（ア
イａ）。気候変動と土壌動態に関する研究成果に関して、渋谷区ふれあい植物センターで「ぼくらは土と
生きている」(8月 12日-9月 22日)、 安宅和人・風の谷セミナー(12月)、日本樹木医会神奈川県支部研
修会「土と植物の関係－生き物たちの生存戦略と相互作用」(9 月)、特殊緑化共同研究会「この地球に土

森林保険業務とは、ウェブミーティングシステムを活
用しながら、UAV(ドローン)による調査技術や森林被
害調査技術の普及に努めた。全体として合計51件の委
員会（対応回数102回）、3件の国際会議（対応回数6
回）、9件の依頼講演（対応回数 22回）に対応するな
ど、活発に技術の普及に取り組んだ。 
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36回の委員会対応や6回の
講師派遣14回の依頼講演などを通じて行ってきた。ま
た、気候変動適応のため森林の機能を活用した防災、減
災技術に関して国際ワークショップ、国際セミナーを
開催した。さらに、IPCC第６次評価報告書の執筆者会
合、FAO 第 25 回林業委員会に研究職員を派遣して、
国際的枠組みに貢献した。加えて、積極的に成果の発信
に努め、その一部は、新聞、テレビ、ラジオで取り上げ
られた。 
ア（ウ）では、林野庁の主催する研修における講義・

演習、地方自治体や森林管理局と連携したニホンジカ
生息調査、海外を含む10回以上の講演、Nature等の国
際誌を含む学術誌に掲載された論文等の内容に基づく
12件のプレスリリース、YouTubeの森林総研チャンネ
ルによる研究成果の紹介や各種講演会のライブ配信や
録画公開、多摩森林科学園におけるイノシシに関する
パンフレット配布や看板設置などにより、精力的に成
果の普及を図った。 
以上のように、本重点課題では、治山行政技術者や森

林計画担当者向けの研修を通じた研究成果の普及と技
術者の育成、原発事故被災地域の森林・林業の再生に向
けた普及啓発のためのパンフレットの編集協力、森林
保険業務と連携した森林被害調査技術の普及、気候変
動適応のための森林機能を活用した防災・減災技術に
関する国際ワークショップ等の開催、IPCC第６次評価
報告書執筆者会合や FAO第 25回林業委員会への職員
派遣、IPBES 報告書リードオーサーとしての貢献、学
術誌掲載論文のプレスリリース、動画による研究成果
の紹介や各種講演会のライブ配信や録画公開など、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 438 回、技術
指導の講師として 119 回、依頼講演 122 回、研修会の
講師として 53 回、その他教育指導対応に 33 件、国際
会議対応に 10 件の職員を派遣するとともに、調査 28
件、分析 17 件、鑑定 24 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。 
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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 
と森とヒトが生まれるまで」(8月)において紹介した（アイａ）。朝日新聞「ひと」欄（9月)、テレビ東
京『探求の階段』(12月)で成果発信を行った（アイａ）。様々な気候帯の土壌特性について、NHKラジ
オ深夜便(5月)、 NHK world Science View「土ハンターが挑む 100億人を養う土壌づくり!」(9月)で成
果の発信を行った（アイａ）。環境研究総合推進費 S-18 気候変動影響予測・適応評価の総合的研究公開
シンポジウムを課題全体で開催し、研究内容を発信した（アイａ）。日本森林学会編「森林学の百科事典」
（丸善出版）において、途上国の住民の日常的な非木材林産物の用途と日本でも馴染み深い国際的な取引
例について記載した（アイｂ）。IPBESにおいて「生態系サービス」の概念に代わる概念として採用され
つつある「自然がもたらすもの（Nature's contributions to people; NCP）（環境省仮訳）」について雑誌
で紹介した（アイｂ）。エコイノベーションとエコビジネスに関する研究会において、「生物多様性・森
林生態系と気候変動」に関する紹介した(10月)（アイｂ）。Fridays For Future Japan（FFFJ）との気候変
動の影響についてのウェビナーで、生物多様性解析の結果を紹介した(1 月)（アイｂ）。気候変動に適応
するための森林による防災・減災技術の開発に関する国際オンラインワークショップ「ベトナムと日本に
おける自然災害と防災対策の取組み」(12月)、森林による防災・減災の可能性を探ることを目的とした国
際セミナー「森林による防災・減災の可能性をさぐる」(1月)を開催した（アイｂ）。 

 
ア（ウ）では、林野庁関東ブロック実践研修(10月)、林野庁における生物多様性保全研修(11月)、森林

保護管理（獣害）研修(11月)、農林水産省令和2年度鳥獣被害対策基盤支援事業鳥獣被害対策コーディネ
ータ等育成研修、クビアカツヤカミキリ情報交換会(1 月)などにおいて講義や研修を行い、また、南西諸
島の生態系保全に関する授業や講演会を沖縄県等 9 か所で実施した。研究成果をNature 等の国際誌を中
心とする科学雑誌に論文として公表し、「準絶滅危惧種オオミズナギドリの大規模繁殖地が危機に」、「ナ
ラ枯れを起こす昆虫 北海道で初めて発見」等のプレスリリースを 12件行ったほか、その他の論文 12編
の内容をウェブサイトで公開した。また、森林総研チャンネルで研究成果を紹介する動画を３編公開し、
ウェブセミナー「ポストコロナの社会と森林」(11月)をライブ配信し（117名視聴）録画を公開した。森
林総研チャンネルではその他にも、令和2年度森林総合研究所九州・四国地域公開講演会「植えた樹を鹿
から守る」(12月)の録画を公開し、オンライン講演会「ナラ枯れの拡大防止に向けた取り組みに向けて」
(11月)をライブ配信した。多摩森林科学園では、来訪者向けにパンフレット「科学園の森にはイノシシが
すんでいます」を作成し、園内にイノシシのヌタ場、採食痕跡、防護柵などの生態や対策を示す「イノシ
シスポット」の看板を作成した。山口県農林総合技術センターとの共同により市販化に至っている農薬不
使用のマツ枯れ防除資材が屋久島の世界遺産区域内で発生しているクロマツ及びヤクタネゴヨウ被害木
の処理に活用された。 

 
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 
ア（ア）委員会対応102回、技術指導講師34回、依頼講演22回、研修会講師25回、 

その他教育指導対応6件、国際会議対応3件 
ア（イ）委員会対応67回、技術指導講師23回、依頼講演33回、研修会講師10回、 

その他教育指導対応4件、国際会議対応2件 
ア（ウ）委員会対応269回、技術指導講師62回、依頼講演67回、研修会講師18回、 

その他教育指導対応23件、国際会議対応5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9件、分析対応１件、鑑定対応0件 
ア（イ）調査対応2件、分析対応0件、鑑定対応0件 
ア（ウ）調査対応17件、分析対応16件、鑑定対応24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
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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 
被災地での林業・木材産業の復興、海岸防災林の再生、
「農林水産省地球温暖化対策計画」や「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、中長期計画に
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。 
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、鑑定等の対応に加え、新型コロナ禍を契機に、
動画による研究成果の紹介や各種講演会のライブ配信
等、様々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、FAO 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、我が国の国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＞ 
気候変動による気象現象の極端化が進む中、SDGsが

掲げる森林の持続的な経営の実現に向けて、森林生態
系の機能を活用した防災・減災技術、気候変動適応及び
緩和技術、森林の生物多様性の保全技術及び病虫獣害
の防除技術の開発等に取り組んできた。 
防災・減災については、森林と環境の相互作用に関す

る理解のさらなる深化を通じて森林生態系の機能を活
用した防災・減災技術を高度化するとともに、新たな計
測技術や情報解析技術を導入して社会実装を見据えた
防災・減災及び環境保全のための研究開発に取り組む
必要がある。 
気候変動の緩和に向けてパリ協定で示された 2℃目

標を達成するため、我が国は2050年までにカーボンニ
ュートラルを目指すことになった。そこでこの目標達
成のため、森林セクターにおける温室効果ガスの吸収・
排出量をより正確に把握するためのモニタリング方法
や算定方法の改善に資する手法を開発するとともに、
モニタリングによる観測データからの知見に基づき、
森林・林業分野が将来の気候変動により受ける影響を
詳細に評価、予測する手法を開発する必要がある。加え
て、森林の温室効果ガスの吸収源及び貯蔵庫としての
機能を強化し、気候変動影響の緩和を図るための森林
管理手法を開発する必要がある。また、顕在化しつつあ
る気候変動に対し、国内外において、森林、林業に対す
る気候変動影響予測に基づき、森林の多面的機能を活
用、強化することにより気候変動に適応するための研
究開発を行う必要がある。 
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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 
生物多様性については、これまでの種レベルに加え

景観や遺伝子等の視点も含めて、多様性の機能と変動
の解明及び保全・回復手法の開発に取り組み、森林管理
の現場に落とし込む必要がある。病虫獣害については、
従来のものに加え、新たな外来種等による樹木・林産物
被害リスクが顕在化している近況を踏まえ、それらに
対応できる、より汎用的な手法の研究開発に取り組む
必要がある。 
これらの研究開発を通じて、科学的エビデンスとし

ての森林の多面的機能の解明と評価、森林の持続的利
用と生物的多様性保全等の多面的機能の発揮が調和す
る森林管理技術の開発に取り組む必要がある。 

 
   
主務大臣による評価  評定 A 
＜評定に至った理由＞ 
年度計画に掲げられたすべての内容を達成したと認められる。 
また、年度計画を上回る実績として、高精度地形情報に基づく危険斜面抽出技術の開発により、４県において山地災害リスクを考慮した森林計画策定を支援したこと、荒廃流域における土石流発生リ

スク予測技術の開発、ひずみゲージを利用した林木に作用する風荷重の測定手法の開発、IAEAウェブサイトにおける森林内の放射性セシウム動態に関するデータ公開、東シベリアの亜寒帯林での極端気
象現象の観測頻度のトレンドの解明、東アジアにおけるノビタキとキビタキの渡りルートの全貌解明、DNAを利用したスギ苗木赤枯病の早期診断法の開発および有効な防除薬剤の特定、スマートフォン
等で利用可能なシカ情報マップの全国対応とクビアカツヤカミキリへの応用普及等があげられ、我が国において、また国際的にも、森林の多面的機能の高度発揮に寄与する成果として高く評価される。 
さらに、令和 2年 7月豪雨による熊本県、長崎県、京都府などでの土砂災害への緊急対応、温室効果ガスインベントリ報告への支援等による行政機関への協力、IPCC第６次評価報告書執筆者会合およ

びFAO第25回林業委員会への研究職員派遣、IPBES報告書リードオーサー等による国際貢献等も特筆される。 
以上のように、年度計画を上回る顕著な成果が認められることから「A」と評定した。 

 
４．その他参考情報 
２年度の決算額は予算額を10％程度上回っている。これは、年度当初予算額に計上していなかった研究用機器の購入等（全窒素全炭素測定装置等88,780千円）を業務経費で実施したことが主な要因と
なっている。なお、この要因は、他のセグメントや機構全体にも特段の影響を及ぼしていない。 
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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 
１．当事務及び事業に関する基本情報 
第１－１－（１）－イ 
 

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 

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 
関連する政策・施策 農業の持続的な発展 

イノベーション創出・技術開発の推進 
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 
 

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３－⑪ 
行政事業レビューシート事業番号：2021-農水-20-0217 

 
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 90件 88件 83件 86件 92件 予算額（千円） 1,757,824 2,591,567 2,255,716 2,549,572 2,450,648 
口頭発表数 201件 236件 214件 214件 155件 
公刊図書数 18件 11件 17件 36件 59件 決算額（千円） 2,752,085 2,297,755 2,150,162 2,188,715 2,686,028 
その他発表数 214件 174件 203件 180件 159件 
イ（ア）の評価 b a ｓ a a 経常費用（千円） 2,360,529 2,583,153 2,214,059 2,207,652 2,316,754 
イ（イ）の評価 a a a ｓ a 
行政機関との研究調整会議等 2件 5件 11件 10件 16件 経常利益（千円） △73,209 143,534 △49,746 △66,020 59,316 
外部資金等による課題件数及び金額 57件 

380百万円 
47件 

339百万円 
40件 

397百万円 
40件 

201百万円 
45件 

219百万円 
行政サービス実施
コスト（千円） 

2,728,056 1,974,276 2,066,620 － － 

講演会、出版物（技術マニュアル等）による
成果の発信状況 

6件 9件 24件 30件 11件 行政コスト（千円） － － － 3,820,093 2,321,022 
従事人員数 57.7 97.1 100.4 98.0 99.1 

技術指導、研修会等への講師等派遣状況 503回 761回 890回 648回 545回  
現地適応試験の実施状況 4件 9件 7件 11件 14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）持続的かつ効率的な森林施業及び林業生産技術の開発 
利用期を迎えた人工林などの森林資源の保続性を確保しつつ、国産材の供給力

を高めるため、ニーズに応じた木材を供給できる多様な森林の施業技術や木材生
産技術の確立が求められている。 
このため、造林コスト縮減等による低コスト林業の実現に向け、地域特性及び

多様な生産目標に対応した森林施業技術及び木材生産技術を開発する。また、そ
のために必要な森林情報の計測評価技術、先端的な計測技術や情報処理技術を導
入した先導的な林業生産システムを開発する【重要度：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、森林所有者等が適切な技術や手法を選択するための情報やツールが簡易

に入手できるよう提供方法を工夫するなど研究開発成果が速やかに林業の現場
に活用されるよう、成果の普及に努める。 

 
【重要度：高】：林業の成長産業化を実現するためには、これまでの技術や作業
工程を見直し、効率的な林業システムを開発することが重要であるため。 
 

（ア）持続的かつ効率的な森林施業及び林業生産技術の開発 
森林資源の保続性を確保しつつ、多様なニーズに応じて柔軟かつ持続的に木材を供給するため、多様な森林の施業技

術や木材生産技術の確立が求められている。このため、以下の２つの課題に取り組む。 
a 地域特性と多様な生産目標に対応した森林施業技術の開発 
造林コスト縮減や施業技術の改善等によって初期保育経費の 10%以上の低減を図るなど森林施業の低コスト化及び

効率化に取り組むとともに、立地環境などの地域特性に配慮し、樹種特性を考慮した天然更新や混交林化に向けた更新
管理技術を開発する。また、長伐期化を含めた多様な生産目標に対応した森林施業技術を開発する。 
b 効率的な森林管理手法及び先導的な林業生産技術の開発 
地域特性や多様な生産目標に対応した機械作業システムや基盤整備技術等による効率的な木材生産技術、高度な森林

情報計測技術や多様な森林情報の評価技術による効率的な森林管理手法を開発するとともに、先端的な計測・制御技術
や情報通信・処理技術を導入した先導的な林業生産技術を開発し、生産性を20％向上させる。 
さらに、研究開発の成果が速やかに林業の現場に普及し活用されるよう、全国各地において情報発信を行うとともに、

開発したツールを森林所有者・林業事業体等が現場で活用されるよう成果の普及に努める。 

（イ）多様な森林資源の活用に対応した木材供給システムの開発 （イ）多様な森林資源の活用に対応した木材供給システムの開発 
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木材のマテリアル利用及び木質バイオマスのエネルギー利用における新たな

需要創出によって期待される国産材の利用拡大と広域化等に対応して、地域にお
ける多様な森林資源の有効活用及び木材・木質原料の安定供給が求められてい
る。 
このため、木材の需要動向等を踏まえ、地域特性と用途に応じた木材・木質原

料の安定供給及び持続的な林業経営を見据えた対策を提示する。また、木質バイ
オマスを用いた地域におけるエネルギー変換利用システムを開発する。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、上記システムの実用化や社会実装に向け、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、地域の産業と雇用創出に貢献する。 

我が国の豊かな森林資源の有効活用を図り、建築用材から木質バイオマス等に至る多様な木材需要に対応するため、
地域性を活かした木材・木質原料の安定供給体制の構築が求められている。このため、以下の２つの課題に取り組む。 
a 持続的林業経営と効率的流通・加工体制の構築に向けた社会的・政策的対策の提示 
多様化しつつある木材需要と林業構造や林産業の立地状況等を把握するとともに、地域的な労働力や事業量の動向等

を踏まえて、森林所有者や林業事業体の持続可能な林業経営のあり方、木材需要動向と用途に応じた木材安定供給のた
めの方向性、流通・加工体制の合理化、効率化を図るための社会的・政策的対策の方向性を提示する。 
b 地域特性に応じた木質エネルギー等の効率的利用システムの開発 
地域利用を目指した木質バイオマス資源の生産・供給ポテンシャルを評価するため、早生樹等の低コスト造林技術や

林地残材の低コスト供給手法の開発、木質バイオマスの供給安定性評価並びにエネルギー利用に関する採算性評価等を
行うとともに、木質バイオマスによるエネルギー変換利用システムを開発する。 
さらに、これらの成果が地域の産業と雇用創出につながるよう、行政機関、大学、民間企業等と連携しつつ、３地域

において実証研究・実証事業等により成果の社会実装化に向けた取組を行う。 
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）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）現地適用試験の実施状況 

（2）講演会、出版物（技術マニュアル等）による成果の発信状況 
（3）技術指導、研修会等への講師等派遣状況 

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）持続的かつ効率的な森林施業及

び林業生産技術の開発 
a 地域特性と多様な生産目標に対応し
た森林施業技術の開発 

①シカ生息密度や対策コストの観点か
ら植栽木への有効な被害防除法を検
討し、西南日本におけるシカ生息数
レベルに応じたスギ人工林の初期保
育技術への施業オプションを提示す
る。 

＜結果概要＞ 
再造林の低コスト化の大きな妨げとなっているシカ被害防除法について、造林地が1ha以上の場合は防

鹿柵（植栽密度：2,500本/ha）が有利であること、1ha未満の場合はツリーシェルター（1,000本/ha）や
大苗植栽（500本/ha）が有利になる可能性があることを明らかにした。 
＜具体的内容＞ 
スギがツリーシェルターの資材高（140cm）を超えるまでの樹高成長は、シェルター外に比べて早いこ

とを植栽試験によって明らかにした。一方で、スギの樹高が資材高を超えると、シカが主軸をシェルター
から引き出し幹が屈折する特徴的な被害が見られた。この被害発生確率は、施工地周辺のシカ生息数やシ
カの餌量に応じて変わると推察された。また、アンケート調査から、防鹿柵は急傾斜地・谷を含む林地で
壊れやすいことを明らかにした。正味現在価値（NPV）を基準とした施業オプションを検討した結果、造
林地が1ha以上の場合は防鹿柵（植栽密度：2,500本/ha）が有利であること、1ha未満の場合はツリーシ
ェルター（1,000本/ha）や大苗植栽（500本/ha）が有利になる可能性があることを明らかにした。 
＜普及への取組＞ 
九州・四国地域の若齢造林地におけるシカ被害対策に関する研究成果を、森林総研チャンネル

（YouTube）による動画配信にて一般市民にわかりやすく解説した。令和２年度九州整備局管内現地検討
会において「単木保護資材（ツリーシェルター）でシカ被害を防ぐときの注意点」と題して講演した。 

 

＜研究課題の成果＞ 
「イ（ア）持続的かつ効率的な森林施業及び林業生産

技術の開発」では、当初から計画していた研究の成果と
左記◎箇所記載の計画にない成果により、計画以上の
研究成果となった。 
特に、シカ被害対策では、複数の対策に対するコスト

ベネフィットを考慮した対策オプションを提案でき、
植栽後の被害レベルを予測する指標としてシカ影響ス
コアを開発できた。天然性ヒノキの更新技術管理では
５年間にわたり集積した貴重な研究を取りまとめ、前
更更新法を開発できた。地形や気象条件等による樹高
推定モデルは、環境問題にも応用可能な科学的知見に
基づいた成果である。TLS の利用方法は論文及びパン
フレットとしても公表され、林業現場ですぐに役立つ
研究成果である。開発したオープンシステム収穫表に
おいては、活用しやすい形でのソースコードの公開も
予定されており、公表後には多くの利用が期待される。 
得られた成果については、学術論文や学会発表により

公表するとともに、ワークショップやシンポジウムの
開催、研修や現地検討会、マニュアルへの反映等、様々
な機会や方法を通じて普及に取り組んだ。 

 
これらの研究成果及び取組が、外部評価委員２名に s

及び a評価と評価されたことも踏まえ、イ（ア）の自己

②ヒノキの前更更新を可能にするササ
制御と林床処理の手法を検証し、温
帯針葉樹の更新管理技術を開発す
る。 

＜結果概要＞ 
ヒノキ天然生林において、伐採前の閉鎖林冠下におけるササ制御と林床リター除去を組み合わせたヒノ

キ前更更新手法を開発した。 
＜具体的内容＞ 
樹種特性を考慮した更新管理技術の開発を木曽ヒノキ林で実施した。林床にチマキザサが密生するヒノ

キ天然生林において、伐採前の閉鎖林冠下でのササ連年刈払い処理、若しくは初年度にササ刈払いと薬剤
散布を組み合わせた処理がヒノキ実生の定着に効果的であった。また、実験開始から５年間のヒノキ実生
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の発生本数は、刈払い処理と林床リター除去を組み合わせた場合に大幅に増加した。観測期間中に並作年
が３回発生した程度であるが、５年後には合計40万本/haほどのヒノキ実生が生育し、順調に実生バンク
が形成されることを明らかにした。 
＜普及への取組＞ 
林野庁の森林立地・施業技術研修において、スギやヒノキの天然更新、広葉樹林化の研究事例の解説を

行った。 
 

評価は、「a」とする。 
 
 

 

③長伐期化によって高蓄積が期待でき
る針葉樹人工林の成立条件や地域性
を明らかにする。 

＜結果概要＞ 
林齢、気候要因及び地形要因からスギ林の林冠高を推定する統計モデルを開発し、林冠高を決める要因

には地域特性があることを明らかにした。 
＜具体的内容＞ 
林齢、気候要因及び地形要因からスギ林の林冠高を推定する統計モデルを開発し、岐阜県郡上市全域の

スギ林において40年生時及び80年生時の樹高推定値を比較した結果、初期には蓄積が望めないものの、
長伐期化により高蓄積化が見込まれるタイプ（晩熟な樹高成長をする）の森林を抽出することができた。
高知県香美市の林分においても、当該地域の地形・気象パラメータ等を本モデルに適応することで精度の
高い樹高推定を行えることを明らかにし、地域スケールでスギ林冠高を推定する本手法の汎用性を確認し
た。また、郡上市と香美市では林冠高を決める環境要因が異なり、高蓄積林分の成立条件には地域性があ
ることを明らかにした。 
＜普及への取組＞ 
林野庁が開催した林業成長産業化構想技術者育成研修（Web 形式で開催）と森林管理円滑化対策研修

（9〜11月に全国７ブロックで開催）において、森づくりの理念や森林施業などについて講義や現地実習
を行った。 

 
 ◎その他の成果として、シカの行動による特徴的な痕跡を点数化して、植栽後のシカ被害リスクを推定す

る指標（シカ影響スコア）を開発した。 
 

b 効率的な森林管理手法及び先導的な
林業生産システムの開発 

①情報化施工の技術を森林内での作業
道作設作業に適用し、路網作設に必
要となる労働生産性を１割以上向上
する技術を開発する。 

＜結果概要＞ 
ICTを活用した林道施工（情報化施工）に必要となるマシンガイダンス装置類を開発し、情報化施工シ

ステムを完成させた。路網作設作業効率を調べた結果、単位時間当たりの作設延長及び労働生産性が約１
割向上した。 
＜具体的内容＞ 
情報化施工に必要となるマシンガイダンス装置として、転圧状況を把握するための路面支持力、振動加

速度、路面沈下量の計測機構を開発するとともに、ソフトウェアの開発を行い、情報化施工システムを完
成させた。さらに、情報化施工のための森林情報データベースとして、出来型測量などに利用できる多視
点画像による計測技術などを開発した。情報化施工システムを用いた作業道作設作業の労働生産性につい
て通常の作業工程と比較すると、単位時間当たりの作設延長が初心者、熟練者とも１割向上した。また路
線計画から掘削、出来型測量までの一連の作設作業生産性も、同様にそれぞれ約１割向上した。 
＜普及への取組＞ 
林業機械化センターで行われた高性能林業機械作業システム研修において、研究成果の解説と普及を行

った。 
 

②大径材の架線系伐出作業における皆
伐作業システムの生産性を明らかに
する。 

＜結果概要＞ 
タワーヤーダを用いた大径材の皆伐作業の現地調査を実施し、必要なタワーヤーダの機械諸元と、これ

を使った架線系大径材皆伐生産性予測モデルを開発した。 
＜具体的内容＞ 
タワーヤーダを用いた皆伐作業の現地調査を実施し、皆伐生産性を予測するためのパラメータを得た。

同じ機械を用いた間伐と比較して、皆伐では平均荷掛量が約5割増加するものの集材速度は大きく変わら
ず、横取り集材の労働生産性が約 5 割増加することを明らかにした。胸高直径 50 ㎝までの大径材伐出に
おいて、ウインチの巻量 500m、巻き速度５m/秒、巻き力２t が必要なタワーヤーダの機械諸元であるこ
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とを明らかにし、これを使った架線系皆伐生産性予測モデルを開発した。 
＜普及への取組＞ 
長野県長野市において情報化施工の研究成果に関する現地検討会を開催した。林業機械化推進シンポジ

ウム（林野庁、(社)フォレスト・サーベイ主催、2月）、森林づくり技術交流発表会（北海道森林管理局主
催、2月）において成果を普及した。 

 
③収穫調査から素材生産の実行に至る
過程での地上型レーザースキャナー
（TLS）の効率的な運用方法や活用
方法を提案する。さらに今中期の成
果を統合し、生産性を20％以上向
上させる。 

＜結果概要＞ 
地上型レーザースキャナー（TLS）を利用した場合の樹高の過小計測を補うための樹高推定補正式を提

案し、効率的なTLS利用方法を提案した。今期中長期期間の目標である 20％以上の生産性向上を達成し
た。 
＜具体的内容＞ 
一脚型 TLS の計測実験を通常の手作業による計測結果と比較すると、大きな個体の樹高・材積が過小

に計測され、林分構造が計測誤差の発生に影響を与えることを明らかにした。樹高の過小計測を補うため
に、樹高の推定補正式を提案した。また、伐採前に実施したTLS計測データから、利用用途（A〜D材）
別の丸太材積を林分レベル・個体レベルで推定する手法を示した。TLS計測のコスト分析を行い、年間を
通じ多くの森林調査を行う場合には TLS が有利だが、調査頻度が少ない場合は従来の人手による方法が
有利であることを明らかにした。 
素材生産の前工程となる収穫調査及び作業道作設工事に関しては、情報通信機器を活用した試作開発機

等を用いることにより生産性を10％以上向上可能である。また、素材生産工程においては、集材作業にお
いて無人化を進めることにより生産性を30％程度向上可能である。さらに、今後作業対象木の大径化が進
むことに対しては、大径材に適した作業システムを用いれば15％以上生産性を向上できることを示した。
各作業工程が今回示した効率化を十分に達成することを前提に、平均で、今期中長期期間の目標である20
％以上の生産性向上を達成した。 
＜普及への取組＞ 
「地上型レーザースキャナーとUAVによる新しい森林調査」を取りまとめ、パンフレット及び当機構のウェブ

サイトのコンテンツとして公開した。 
 

 ◎その他の成果として、特に高齢級林分も含めた長伐期経営の再評価を行うためのシミュレーションモデ
ルとして、地域と樹種、地位指数、林齢の3つの入力項目をパラメータとした高齢林対応型オープンシス
テム収穫表を開発した。 
◎寝室の木材・木質材料が睡眠に有用である可能性を示した研究成果がウッドデザイン賞林野庁長官賞を
受賞した。 
 

（イ）多様な森林資源の活用に対応し
た木材供給システムの開発 

a 持続的林業経営と効率的流通・加工
体制の構築に向けた社会的・政策的
対策の提示 

①外国人労働力の受け入れ可能性を含
めた林業労働力確保のための制度的
な課題を整理し、改善手法を提示す
る。 

＜結果概要＞ 
現行の制度の分析と事例調査を通じて、林業への外国人労働力受入れのための技能検定の現状と課題と

して、組織体制整備が不十分であることを明らかにした。 
＜具体的内容＞ 
林業への外国人労働力受け入れの可能性を検討するために、林業と他産業の実習制度について比較を行

った。現制度上での外国人に対する林業技能実習期間は１年間であり、他産業の５年間と大きな開きがあ
ることから、より長期の実習を可能とする技能検定制度の整備が不可欠である。その実現に向けて 2019
年に林業技能向上センターが設立されたが、技能検定制度のより良い運営のためには、林業技能向上セン
ターや監理団体等の関係組織間の情報共有が重要であることを明らかにした。また、愛媛県モデル事業の
事例から、外国人研修生の受入れ企業にとっての負担は、技術指導面よりも研修生の給与や手当の経済面
が大きいこと、また実習期間が１年間と短期のため、研修生の母国への技能移転が困難であることを明ら
かにした。以上の現制度と事例の分析の結果から、林業には他産業と同様の技能検定制度が必要であり、
そのためには林業における外国人受け入れ体制の現状と課題について情報発信することが肝要であるこ
とを示した。 
＜普及への取組＞  
外国人労働力の林業への導入に対する情報はほとんどないことから、現在の制度とそれに基づいた受入

「イ（イ）多様な森林資源の活用に対応した木材供給
システムの開発」では、当初から計画していた研究の成
果と左記◎箇所記載の中長期計画にない成果により、
計画以上の研究成果となった。 
持続的林業経営の構築に向けて、伐採後の確実な再

造林を担う育林労働力の不足が懸案となる中で、林業
への外国人労働力導入の実態と課題を明らかにするこ
とができた。また、寡占化する木材産業への対抗策と
して木材の共同販売の重要性を示したことは、山元へ
の利益還元の現実的な解決策につながるものと考えら
れる。 
さらに、中長期計画にない成果として、森林組合と

組合員をつなぐ地区委員・地域組織の実態を明らかに
したたことは、今後の林業経営の改善に資するデータ
となり、意義は大きい。 
地域特性に応じた効率的な木質エネルギー利用技術
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れ事例の実態、情報共有の必要性や課題を明らかにして、論文として公表したことで、この問題の議論と
対策の取りかかりを提供した。 

 

の開発においては、早生樹（ヤナギ）によるバイオマ
ス生産の実用可能性を検証し、小規模木質バイオマス
エネルギー事業の採算性評価ツールを完成させ、さら
に年度計画にない成果として、ヤナギバイオマスの経
年的な収量低下を抑える条件を明らかにした。 
得られた成果については、北海道下川町との共同実

地試験につなげている。また、林野庁による研究会で
の成果を公表する等により、普及にも取り組んだ。 

 
これらの研究成果に対して、外部評価委員２名からｓ

と aと高く評価されたことも踏まえ、イ（イ）の自己評
価は、「a」とする。 

 
 

②多様な森林資源の活用実態に関する
これまでの成果を踏まえ、持続可能
な林業経営のあり方と木材安定供給
や流通・加工等の方向性を提示す
る。 

＜結果概要＞ 
森林資源の現況に基づき、持続可能な林業経営と木材安定供給や流通・加工の在り方について優先すべ

き点を提示した。 
＜具体的内容＞ 
森林所有者や林業事業体の持続可能な経営の確立について、森林セクターの中長期マクロ経済分析と育

林経営の実態分析から、特に育林労働力がボトルネックであり、労働対策、育林経営における人材育成が
重要であることを明らかにした。また山元への利益還元のため、寡占化する製材業や合板業に対して対等
な立場で木材の量、品質、価格の交渉を行い、有利な価格で販売することが可能となるように、大量の木
材を山元で集荷する共同販売を一層強化することが必要であることを提示した。 
＜普及への取組＞ 
持続的林業の構築のためには育林労働力確保・人材育成が重要であることを、機関誌、林業普及誌で公

表した。 
 

 ◎その他の成果として、森林組合と組合員をつなぐ役割を担う「地区委員」、「地域組織」の実態を明ら
かにすることを目的として、全国の森林組合を対象にアンケート調査をした。その結果、多くの場合は事
務連絡を担うにとどまっていたものの、素材生産を活発に行う森林組合においては、地区委員や地域組織
が組合員に対して積極的に関わり、合意形成を担っている場合も見られることを明らかにした。 
 

b 地域特性に応じた木質エネルギー等
の効率的利用システムの開発 

①早生樹によるバイオマス利用の実用
可能性を評価する。 

＜結果概要＞ 
早生樹（ヤナギ）によるバイオマス生産の実用可能性を評価するために、北海道下川町でケーンハーベ

スタを用いた収穫試験を行い、栽培から収穫・運搬・チップ化コストを試算した。 
＜具体的内容＞ 
収穫試験の結果、収穫・運搬・チップ化コストは 8.4千円/dry tonであり、同一林分の人力による初回

収穫時の試算と比べ25%低減した。欧米の栽培マニュアル等で示されたコストは8.4千円の1/2以下であ
り、それに対抗するためには、植栽方式や植栽間隔の調整、収穫したヤナギの保持方法の変更、オペレー
ション人員の低減などによる更なるコスト低減の余地があり、これらを改善する必要があることを示し
た。 
＜普及への取組＞ 
北海道下川町と共同で実地試験を行うことで、下川町に対して、早生樹（ヤナギ）によるバイオマス生

産の可能性を示した。 
 

②小規模木質バイオマスエネルギー事
業の採算性評価ツールを完成させ
る。 

＜結果概要＞ 
熱供給バイオマスボイラー採算性評価ツールと小規模ガス化熱電併給事業採算性評価ツールを完成さ

せた。 
＜具体的内容＞ 
稼働しているガス化発電や熱供給用ボイラー等に関する経営データを数多く収集し、パラメータの精査

及び施設により変動するパラメータの設定手法をマニュアル化することにより、熱供給バイオマスボイラ
ー採算性評価ツールと小規模ガス化熱電併給事業採算性評価ツールを完成させた。 
＜普及への取組＞ 
林業・木質バイオマス発電の成長産業化に向けた研究会（林野庁）において、木質バイオマスのエネル

ギー利用における経済性評価に関する成果等を公表した。先に公表していたバイオマス発電、熱電併給の
事業採算性評価ツールに加えて小規模ガス化熱電併給の事業採算性評価ツールを加えることで、国内のあ
らゆるタイプの木質バイオマスエネルギー利用の事業採算性の評価が行えるようになった。 

 
 ◎その他の成果として、ヤナギバイオマス収量について、毎年収穫を繰り返すと収量が低下するが、1 年

おきに収穫すると収量の低下が抑えられること、成長期の日照時間などがバイオマス収量に影響を及ぼす
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ことを明らかにした。 
 

 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 
イ（ア）では、「森林・林業基本計画」（平成28年 5月閣議決定）において、2025年に木材自給率50%

を達成するという目標に対応し、人工林の主伐・再造林の低コスト化を目指す技術開発を推進するととも
に(イア a-③)、シカ被害対策の費用対効果を考慮した施業オプションを提示した(イア a-①)。また、森林
経営管理法（平成 31 年４月施行）に基づく森林経営管理制度で示された「市町村森林経営管理事業」に
対応し、ヒノキ前更更新技術の開発など多様な森林施業技術開発を推進するとともに、今年度より交付金
プロジェクト「広葉樹利用に向けた林分の資産価値及び生産コストの評価」を開始した(イア a)。令和元
年度に開始された森林管理円滑化対策研修では引き続き講義を行った(イア a-②)。間伐等特措法や林業イ
ノベーション現場実装推進プログラムに対応し、農林水産省委託プロジェクト「成長に優れた苗木を活用
した施業モデルの開発」(H30〜R4)において、成長に優れた苗木の育苗技術の高度化、初期保育の低コス
ト化及び施業モデルの構築に取り組み(イアａ)、大径材のタワーヤーダによる生産効率と機械諸元を明ら
かにした(イアb-②)。森林施業の効率化・省力化を可能にする「スマート林業」の実現に向けて、生産性
⾰命に向けた⾰新的技術開発事業「作業道の情報化施工に関する実証研究」(H30〜R2)において、情報化
施工による作業道作設の効率化技術開発を推進し(イアｂ-①)、また地上型レーザースキャナー（TLS）に
よる効率的収穫調査のための技術開発を行い(イアｂ-③)、林道作設及び森林管理のための技術開発を推進
した。「ロボット新戦略」（平成 27 年 2 月日本経済再生本部）に対応して、⾰新的技術開発・緊急展開
事業の先導プロジェクト「造林作業の負担軽減のための林業用アシストスーツの研究開発」(H28〜R2)に
引き続き取り組み、また 「次世代林業モデル・平成28年度重点施策提⾔」（平成28年6月日本プロジェ
クト産業協議会森林再生事業化委員会）に対応して ICT（品質側的機能付き）ハーベスタを開発するなど、
様々な新技術を導入した林業機械の開発を推進した(イア b)。林野庁の「木づかい運動」に対応し、木材
・木質に囲まれた住環境が睡眠に与える影響を検証し、研究成果がウッドデザイン賞林野庁長官賞受賞を
受賞した(イアb)。 

 
イ（イ）では、森林・林業基本計画を踏まえた研究を実施し、その成果の一部（日墺の原木価格と伐出

・運材・流通コストの比較）を林野庁林政審議会（令和2年11月16日）に資料として提供した。地域産
材の住宅における利用に関する成果が、令和元年度森林・林業白書（179p）(6月公表)に引用された。林
野庁に対し、欧米諸国の森林・林業情報の提供を行った。林野庁の森林サービス産業の推進に対し、成果
情報を提供した。林野庁スマート林業構築普及展開事業において、主要な役割を務め、森林クラウドシス
テム及び ICT の普及に努めた。SGEC・PEFC の森林認証基準の改定作業に研究成果が活用された(イイ
a)。また、森林・林業基本計画における木質バイオマスの利用の推進、未来投資戦略 2018 における地産
地消型エネルギーシステムの構築に基づき研究を進め、早生樹（ヤナギ）の収穫試験により実施可能性を
検討するとともに、小規模ガス化熱電併給事業採算性評価ツールを完成させた。 

 
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 
九州森林管理局、熊本南部森林管理署、九州育種場、宮崎大学農学部とともに低コストモデル実証団地

（人吉市、西浦国有林）における共同試験で現地検討及び経過報告会を行った(6 月)( イア a)。これまで
北海道支所が取り組んできた朝日天然林施業試験地の研究成果を応用して、北海道森林管理局が、夕張広
葉樹施業指標林の更新補助作業試験を開始した(イア a)。関東森林管理局主催の小笠原諸島森林生態系保
護地域部会において、アカギの増大とガジュマルの新規加入について研究成果の情報提供を行った(11月) 
(イア a)。沖縄県を除く九州森林管理局管内の全森林管理署の担当者に対して、交付金プロジェクトで開
発した「シカ影響レベルを推定する指標（シカ影響スコア）」の調査方法について現地講習会を実施した
(8 月)( イア a)。林業研究・技術開発推進北海道ブロック会議において、北海道立総合研究機構森林研究
本部林業試験場から「広葉樹資源の供給ポテンシャル推定と循環利用に向けた更新・保育技術の開発」が
研究ニーズとして提起された(9月)( イア a)。林野庁と森林吸収量の算定に関する勉強会を 5回にわたり
実施した(イアb)。林野庁と市町村森林計画に係る意見交換を行った(12月)(イアb)。NFI（国家森林資源
調査）とリモートセンシングに関する林野庁との勉強会に参加し、国内外のNFIとLidarデータの併用事

＜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。 
イ（ア）では、左記のとおり、資源の循環利用による

林業の成長産業化、森林経営管理制度の推進等、「森林
・林業基本計画」をはじめとする国の需要施策に応え、
シカ被害対策やスマート林業に関する成果を着実に創
出し、国（林野庁及び森林管理局）や地方自治体が行う
研修会での講義等を通じて、成果の普及にも取り組ん
だ。 
イ（イ）では、原木の安定供給体制の構築、木材産業

の競争力強化と新たな木材需要の創出に資する研究に
取り組み、林政審議会の資料や森林・林業白書等へ研究
成果を提供した。さらに、未来投資戦略2018が掲げる
地産地消型エネルギーシステムの構築に資する研究開
発に取り組み、熱電併給事業採算性評価ツールの開発
等、社会実装に向けた実績もあげている。 

 
以上の特段に優れた取組と成果により、評価軸１に基

づく重点課題イの自己評価を「a」とする。 
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例について意見交換を行った(8 月)(イア b)。秋田県と情報交換を行い、入会林野整備台帳や森林GIS 等
の資料提供・調査協力を得られることとなった(11月) (イアb)。京都府に対してメール及び共同研究者に
よる訪問に基づき、入会林野整備台帳や森林 GIS 等の資料提供・調査協力を得られることとなった(9 月
〜11月)( イア b)。長野県とともに実務を想定した2周波GNSS-RTK受信機を使った測量手法や精度検
証手法について、打合せを行った(9月、12月)( イアb)。 

 
林野庁に今後の持続可能な木材利用に向けた取組に関し、情報提供を行った(12月)( a)。農林水産省と

の会議（11月）を通じ、ISO第238専門委員会（TC238固体バイオ燃料）国内審議委員会の設立に貢献
した(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  
イ（ア）外部資金による研究課題は36件（うち新規課題13件）、外部資金は202百万円であった。 
イ（イ）外部資金による研究課題は9件（うち新規課題3件）、外部資金は17百万円であった。 
 

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 
イ（ア）学術論文は74編（原著論文48編、総説5編、短報21編）、学会発表は122件、 

公刊図書39件、その他は103件であった。 
イ（イ）学術論文は18編（原著論文13編、総説0編、短報5編）、学会発表は33件、 

公刊図書20件、その他は56件であった。 
これらの学術論文のうち、３編（イ（ア）３編）をプレスリリース、19編（イ(ア)18編、イ(イ)1編）

をウェブサイトに掲載し、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 
イ（ア）では、林野庁が実施する森林総合監理⼠育成研修、林業成長産業化構想技術者育成研修(web形

式で開催)、森林管理円滑化対策研修(9月〜11月、全国７ブロックで開催)において、森づくりの理念や森
林施業などについて講義や現地実習を行った。関東森林管理局が実施した「林業成長産業化構想技術者育
成研修（関東ブロック）」において、「地域特性に応じた森づくりの構想」の講義と「森づくり検討」と
いう現地実習を行った(10月)。日本森林技術協会が実施した林業技⼠養成研修において、林業経営部門の
「間伐技術」の講師としてレポート課題の作成と採点、試験問題作成及び講義を行った(12月)。林野庁の
森林立地研修において、人工林の樹種選択や、その天然更新、広葉樹林化の研究事例について講義を行っ
た(10月)。近畿中国ブロックにおける令和2年度市町村支援技術者養成事業に係る技術力維持・向上対策
研修において、広葉樹林化や多様な森づくりについての講義及び現地実習を行った(9 月)。「ICT 等を活
用した路網整備推進技術者育成事業東北ブロック研修」(9月)及び岩手林業アカデミーでの植栽実習(5月)
において講義を行った。令和２年度九州整備局管内現地検討会にて「単木保護資材（ツリーシェルター）
でシカ被害を防ぐときの注意点」として講演により普及を行った(9 月)。東北森林管理局技術開発委員会
で、天然更新や広葉樹林化の研究事例等を紹介し普及を行った(12月)。産業技術総合研究所北海道センタ
ーが主催する「産総研北海道センターシンポジウム in 旭川」において、「サステイナブルな林業を目指
すために必要なこと」と題した招待講演を行った(2月)。FMいわて「東北のもり」に出演し、秋田天然ス
ギ、土砂崩壊後の樹木の更新について話題提供をした(10 月、12 月)。ブナ科樹木の堅果の豊凶周期の変
化について朝日新聞からの取材に応じ、当該誌朝刊に掲載された(11月)。竹筒を用いた広葉樹の播種造林
の成果普及促進に向け、成果の橋渡し先となる千葉県の林業普及指導員研修において、播種造林について
の研修講師を務めた(1 月)。林野庁との森林吸収量の算定に関する勉強会の講師として、衛星データを利
用した広葉樹の蓄積把握に関する研究について情報提供を行った(7 月)。里山広葉樹需要拡大ワーキング
グループ勉強会で、広葉樹利用プロジェクトの内容紹介及び広葉樹の付加価値化や情報発信、地域内での
枠組み作りに関する情報提供を行った(12月)。林野庁による「木材安定供給（生産・販売）研修」、「森
林作業道（基礎技術）研修」、「実践研修（森林作業道改修）」の講師を担当し、研究成果を普及した。
林業機械化センターで行われた作業、路網、機械関連の研修において講義を担当し、研究成果を普及した
(11月)。長野市にて情報化施工の研究成果に関する現地検討会を開催し、成果を普及した(11月)。林業機
械化推進シンポジウム（林野庁、(一社)フォレスト・サーベイ主催）(2月)及び森林づくり技術交流発表会

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、委

員会対応 404 回、技術指導講師 17 回、研修会講師 24
回、その他教育・指導・依頼講演 51 件、学術論文 92
報、公刊図書（分担含め）59報、155回の学会発表によ
って、情報発信に努めた。 
林野庁（バイオマス関連）の委員会、森林管理局（北

海道局・関東局）の委員会において専門的な立場から助
⾔を行った。森林総合監理⼠育成研修、林業成長産業化
構想技術者育成研修、森林管理円滑化対策研修、林業技
⼠養成研修、森林立地・施業技術研修、市町村支援技術
者養成事業等に講師を派遣し、研究で得られた成果を
分かりやすく普及し、現場への活用に大きく貢献した。
また、木質バイオマス熱電併給事業採算性評価ツール
を今年度だけでも 60 件 配布した。産業技術総合研究所
北海道センター主催のシンポジウム「林業・林産業と産
業技術が創る未来」やラジオ放送など他機関の主催す
る広報活動でも研究成果を普及した。知の集積による
産官学連携事業のうちプロデューサー支援事業「地域
の木材流通の川上と川下をつなぐシステム・イノベ―
ション」においてシンポジウムや勉強会で技術を普及
し、持続的な林業生産システム研究開発プラットフォ
ームでは参画機関数を当初の 17 機関から 54 機関まで
増やすことができた。「戦後紙パルプ原料調達史」を公
刊図書として出版した。 

 
以上の優れた成果普及への貢献の実績により、評価軸
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（北海道森林管理局主催）(2 月)にて成果を普及した。北海道芦別市で開催された北海道スマート林業推
進事業「ICTでスマート化する北の林業」の現地実演会(12月)に出展し、成果の普及を行った。 

 
イ（イ）では、木材の需要動向等を踏まえ、地域特性と用途に応じた木材・木質原料の安定供給及び持

続的な林業経営を見据えた対策を提示の成果として、「戦後紙パルプ原料調達史（単著）」(日本林業調査
会)を出版した。林野庁や日本森林技術協会が主催する研修会への講師派遣(3回)により、研究成果の普及
に取り組んだ。林野庁森林管理局の国有林材需給調整委員会において専門的な立場から助⾔を行った(イ
イ a)。木質バイオマス熱電併給事業採算性評価ツールを 60 件配布した。林業・木質バイオマス発電の成
長産業化に向けた研究会（林野庁）において座長を務め、ヤナギの造林技術や木質バイオマスのエネルギ
ー利用における経済性評価に関する成果等を公表した。試作したチッパーナイフを来年度工場に試験導入
するため、チップ工場数か所に打診し、内諾を得た(イイｂ)。 

 
モニタリング指標２（1）：現地適用試験の実施状況 
イ（ア）では、更新補助技術開発の一環として、千葉県山武市の台風被害の伐採跡地で、竹筒等を用い

た広葉樹の播種造林の実証試験を開始した(3 月)。九州森林管理局の協力を得て、沖縄県を除く九州森林
管理局管内の約700地点でシカ影響スコア（シカ影響レベルを推定する指標）調査を実施し、データを得
た(8 月)。北海道支所実験林に設定(R1)したシラカンバ林における除伐試験地（4 林班）及び地がき試験
地（7林班）の経過観察調査を行った。苗木活用プロジェクトでは、カラマツ苗では北海道十勝において三
井物産フォレスト(株)と、スギ苗では熊本県において(株)南栄と共同で各社有林において現地適用の実証
試験を開始した(４月)。造林作業におけるアシストスーツの性能を明らかにするため、茨城県桜川市の実
際の造林地において、歩行及び植栽試験を行った(6〜11月の16日間)。熊本県菊池森林組合の現場で開発
ハーベスタの実証試験を行い、改良点などの聞き取り調査、測定精度の検証を行った(7〜10 月)。長野市
において路網作設現地実証試験を行い、開発した情報化施工システムを使用して作業道を作設できること
を確認した。茨城県北茨城市において、ファジィ関数を用いたGISにより、多様な森林観光活動について
のポテンシャルマップを試作した(５月)。また、電波伝搬実証試験を鹿児島大学高隈演習林において実施
した(11月)。長野県林業総合センター（長野県塩尻市）付近の林道において、2周波GNSS-RTK受信機
を使った移動体測位の現地適用試験を行い、精度を検証した(12月)。 

 
イ（イ）では、北海道下川町と共同で奥サンル植栽試験地での萌芽更新調査及び下川町木質原料施設で

のヤナギ収穫物の含水率測定を行った。丸太の天然乾燥試験を北海道当別町、つくば市、高知市で実施し
た(イイb)。 
 
モニタリング指標２（2）：講演会、出版物（技術マニュアル等）による成果の発信状況 
イ（ア）では、「地域再生シンポジウム2020 in旭川」を主催し「広葉樹素材生産の機械化と生産性」

及び「広葉樹資源の利用と山づくり-近畿圏における現状と課題-」と題する２題の講演を行った(10 月オ
ンライン開催)。森林総合研究所九州・四国地域公開講演会「植えた樹を鹿から守る」を開催し、九州・四
国地域の若齢造林地におけるシカ被害対策に関するこれまでの研究成果を用いて一般市民を対象にわか
りやすく解説を行った(12月1日から森林総研チャンネル（YouTube）で配信)。森林経営管理制度を担当
する市町村の担当者を対象とした普及書「針広混交林を目指す 市町村森林経営管理の施業」（林業改良
普及双書No.179、全国林業改良普及協会）を刊行した(2月)。公刊図書「狙いどおりに伐倒するために 伐
木のメカニズム」(全国林業改良普及協会)を発行し、安全で正確なチェーンソー伐木の普及に取り組んだ
(10月)。 

 
イ（イ）では、森林学会・木材学会合同シンポジウムや福島県木材協同組合連合会などで3件の講演を

行った。季刊森林総研No.50の特集「森づくりは100年の計」で日本の森林計画制度の起源などの成果を
解説し、作成配布した。長野県伊那市及び山梨県南アルプス市において、アメリカ及び日本の森林の多面
的利用の現状、それを支える制度的基盤についての報告を行い、関連成果の普及促進に努めた（イイ a）。 

 
モニタリング指標２（3）：技術指導、研修会等への講師等派遣状況 
イ（ア）委員会対応266回、技術指導講師16回、依頼講演56回、研修会講師18回、 

2に基づく重点課題イの自己評価を「a」とする。 
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その他教育指導対応48件、国際会議対応5件 

イ（イ）委員会対応138回、技術指導講師1回、依頼講演44回、研修会講師6回、 
その他教育指導対応3件、国際会議対応0件 

  このように、本重点課題の研究成果は、林業の成長産
業化を支える持続的かつ効率的な森林施業及び林業生
産技術の開発、スマート林業等の推進（林業イノベーシ
ョン）、原木の安定供給体制の構築、木材のマテリアル
利用及び木質バイオマス利用の拡大、地域内エコシステ
ムの構築、森林サービス産業の創出等、国の施策や社会
的ニーズに応えるものであり、中長期計画に掲げた目標
を着実に達成するとともに、中長期計画にない研究成果
もあげている。研究開発成果の普及等においても、研究
成果の学術論文としての公表はもとより、林政審議会を
含む、国や自治体の各種委員会等への対応、刊行物、講
演会、技術指導、研修講師の対応等様々な手段や機会を
通じて成果の発信と普及に努めるとともに、林業現場で
の現地実証試験、「『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連携強化にも取り組んだ。 

 
以上の優れた実績により、「Ａ」評定とした。 
 

＜課題と対応＞ 
利用期を迎えた人工林などの多様な森林資源の持続

的かつ効率的な活用を目指して、森林施業の効率化、先
導的な林業生産システムの開発、持続的林業経営の構
築、木質エネルギーの効率的利用システムの開発等を行
った。今後は、人口減少社会における農山村の振興と活
性化、森林経営管理制度の着実な運用並びにSDGsが掲
げる森林の持続的な経営に向けて、収益性向上と林業労
働の省力化及び安全性向上を進めるため、川上と川下を
つなぐ森林情報活用技術、機械と情報技術の融合による
伐採から造林・保育に至る施業システム技術、林内作業
の高効率化と安全性向上のための機械・ロボット技術、
バイオマスエネルギーの持続的利用技術、早生樹等を活
用した新たな森林利用等の技術開発とともに、森林所有
者への利益確保、川上と川下の連携による再造林費用の
基金化、公益的機能を担保するクロス・コンプライアン
ス制度、労働力確保対策などの施策、政策を提示するた
めの研究に取り組む必要がある。 

主務大臣による評価  評定 A 
＜評定に至った理由＞ 
年度計画に掲げられたすべての内容を達成したと認められる。 
当年度の成果のうち、再造林の低コスト化の妨げとなっているシカ被害に関し、シカ影響スコアに基づく被害レベルの予測とシカの生息密度、地形、造林地の面積に応じたシカ対策の施業オプション

（防鹿柵、ツリーシェルター、大苗植栽）の選択方法の提示や、情報化施工システムによる作業道作設時の労働生産性１割向上、地上型レーザースキャナーの効率的な利用方法の提案等の成果は、【重
要度；高】とされている効率的な林業システムの開発に関わるもので、林業の成長産業化に資する重要な技術開発成果であると評価される。 
また、森林組合と組合員をつなぐ地区委員や地域組織の実態解明、外国人労働力受け入れ可能性と制度的課題の整理、北海道下川町を事例としたヤナギバイオマス生産のコスト評価、隔年収穫とする

ことでヤナギの収量低下が抑えられることの解明、熱供給バイオマスボイラー採算性評価ツールと小規模ガス化熱電併給事業採算性評価ツールの完成等は、地域における持続的林業経営の確立やバイオ
マスエネルギーの活用に関わる優れた研究成果であり、社会ニーズにも対応した成果である。 
さらに、全国各地で行われた講演会、現地検討会、林野庁主催の研修会等に延べ 90 回の講師派遣、「木質バイオマス熱電併給事業採算性評価ツール」を今年度だけで金融機関やエネルギー関連会社等
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に60件配布、パンフレット「地上型レーザースキャナーとUAVによる新しい森林調査」の公表、「戦後紙パルプ原料調達史」の公刊、ヤナギバイオマス生産についての北海道下川町役場との協働など、
研究・技術開発成果の普及にも数多くの実績が認められる。 
以上のように、年度計画を上回る顕著な成果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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