
第Ⅲ部 森林の公益的機能を水利用の観点から評価可能なWF算定手法の検討・試算 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅲ部 森林の公益的機能を水利用の観点から評価可能な WF

算定手法の検討・試算 

 





第Ⅲ部 森林の公益的機能を水利用の観点から評価可能なWF算定手法の検討・試算 
 
 

 

Ⅲ－2 
 

目次 

 

1. ウォーターフットプリント算定手法の検討 ................................................................... 3 

1.1. はじめに ................................................................................................................... 3 

1.2. 手法１；WFNの手法 .............................................................................................. 3 

 WF算定基本式 ................................................................................................. 3 

 特徴 ................................................................................................................... 3 

1.3. 手法２；TR B手法 .................................................................................................. 4 

 WF基本算定式（ISO TR14073 Example B） ............................................... 4 

 特徴 ................................................................................................................... 4 

 木材（m3）あたりのWFの試算に用いる“簡易版”WF算定式 ................... 5 

1.4. 手法 3；応用 TR B手法 .......................................................................................... 6 

 WF算定基本式 ................................................................................................. 6 

 特徴 ................................................................................................................... 7 

2. 検討結果の国際規格への提案 ......................................................................................... 8 

2.1. 概要 .......................................................................................................................... 8 

2.2. ISO TR 14073（WD2）への提案コメント ............................................................. 9 

2.3. ISO TR 14073（WD2）への提案内容 .................................................................. 10 

2.4. 算定例の計算に用いた数値の根拠 .......................................................................... 11 

 自然流域および都市流域における計算条件について ..................................... 11 

 間伐の効果の試算について ......................................................................... 13 

3. 森林を対象としたウォーターフットプリントの試算 ................................................... 15 

3.1. 試算の実施方針 ...................................................................................................... 15 

3.2. 木材（m3）あたりのWFの試算結果 .................................................................... 16 

3.3. 考察 ........................................................................................................................ 16 

3.4. 間伐の効果の試算結果 ........................................................................................... 20 

3.5. 考察 ........................................................................................................................ 20 

4. 木材を対象としたウォーターフットプリント評価手法及び結果に基づく比較検討 ... 22 

4.1. 比較検討の判断基準 ............................................................................................... 22 

4.2. 各手法の比較.......................................................................................................... 23 

5. まとめ及び今後の検討課題 ........................................................................................... 24 

5.1. まとめ .................................................................................................................... 24 

5.2. 今後の課題 ............................................................................................................. 24 

    





第Ⅲ部 森林の公益的機能を水利用の観点から評価可能なWF算定手法の検討・試算 
 
 

 

Ⅲ－3 
 

1. ウォーターフットプリント算定手法の検討 

1.1. はじめに 

 第Ⅰ部の（文献調査）及び第Ⅱ部（ヒアリング調査）の結果をふまえ、以下に示す 3つの

手法を本事業における試算対象とした。 

 

1.2. 手法１；WFNの手法 

 WF算定基本式 

本手法選定の観点としては、国内ヒアリング調査で簡単な計算式による評価手法が望ま

しいとの示唆が得られたこと、海外ヒアリング調査において基本的には WFN の手法を基

本としつつ、その活用方法を検討しているとの結果が得られたこと等から選定したもので

ある。 

海外ヒアリング調査を実施した UPM-Kymmene 社が紙一枚当たりの WF を算定する際

に、原材料（木材）のWF算定において活用していたWFNの手法を図表Ⅲ- 1に示す。 
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WFforestry（W SC）： 木材 1 m3あたりの年間水消費量 [ m3（水）/ m3（木材）/ 年 ] 

ETa： 森林からの蒸発散量 [ m3 / ha / 年 ] 

Ywood： 森林の年間成長量 [ m3 / ha / 年 ] 

fwater： 木材に含まれる水分の割合 [ m3（水）/ m3（木材）] 

図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    1111    手法手法手法手法 1111；；；；WFNWFNWFNWFN手法手法手法手法1111    

 

 特徴 

� 「蒸発散量」や「森林の年間成長量」など、理解が容易な概念のみでWF算定式が構築

されており、WF算定結果の解釈も容易である。 

� 例えば、フィンランドの大手製紙・製材会社である UPM-Kymmene社では、自社の企

業活動におけるサプライチェーンの水管理ツールとして、WF の算定に用いられてい

る。一方、蒸発散量の寄与が非常に大きい手法でもあり、人間活動が与える環境影響を

表す指標として適切であるかの検討が必要とも言われている。 

  

                                                   
1 UPM-Kymmene(2011) From forest to paper, the story of our water footprint 
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1.3. 手法２；TR B手法 

 WF基本算定式（ISO TR14073 Example B） 

 Yano et al. (2014) の手法（第Ⅰ部 2.2.2参照）は、地域の水資源量に応じた「特性化係

数」を水消費量に乗じることで、地域差を考慮することが可能な手法である（図表Ⅲ- 2）。

単純に水の消費量を積み上げるWFN手法（手法 1）に対して、地域の違いを適切に評価す

る観点で抽出した。なお、この手法は、ISO事例集 TRに対する日本からの提案手法として

も掲載されている（詳細は「2.検討結果の国際規格への提案」を参照）。 
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W SC： Water scarcity footprint [ m3 / 年] 

C RF： 降水（降水（降水（降水（precipitationprecipitationprecipitationprecipitation））））からの水消費量 [ m3 / 年] 

α RF： 降水に関する 地域ごとの特性化係数（local characterization factor）[－] 

C SW： 表流水（表流水（表流水（表流水（surface watersurface watersurface watersurface water））））からの水消費量 [ m3 / 年] 

α SW： 表流水に関する 地域ごとの特性化係数 [－] 

C GW： 地下水（地下水（地下水（地下水（groundwatergroundwatergroundwatergroundwater））））からの水消費量 [ m3 / 年] 

α GW： 地下水に関する 地域ごとの特性化係数 [－] 

図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    2222    手法手法手法手法 2222；；；；TR BTR BTR BTR B手法手法手法手法    

 

 

 

 

 

 

図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    33332222        TR BTR BTR BTR B手法における特性化係数の考え方手法における特性化係数の考え方手法における特性化係数の考え方手法における特性化係数の考え方    

 

 特徴 

� Water scarcity3 に対する環境負荷量を、降水量の世界平均値（1000 mm/year）を基準

として換算・表現したWF算定結果が得られる。 

� 降水（precipitation）、表流水（surface water）、地下水（groundwater）それぞれの取

水源ごとの water scarcityの違いを、WF算定結果に反映させることができる。 

  

                                                   
2 ISO TR14073 WD1 より引用。 
3 ISO 14046において、Water scarcityは「ある地域（例：流域）における“水の補給量

（replenishment）”に比べた“水の需要量（demand）”の程度」と定義されている。 
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 木材（m3）あたりのWFの試算に用いる“簡易版”WF算定式 

 TR B手法（手法 2）の特徴を活かして、例えば「自然流域と都市流域との比較」や「森

林管理（間伐）の効果の評価」を行うことが可能である。木材（m3）あたりの WFを算定

する場合には、降水からの水消費量（CRF）のみを考慮すればよい。（すなわち CSW = CGW 

=0と仮定するため） 

よって、試算の際には、降水からの水消費量（CRF）および降水に関する特性化係数（α 

RF）のみを考慮した “簡易版”算定式で十分であるとした。 
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W SC： Water scarcity footprint [ m3 / 年] 

C RF： 降水からの水消費量（蒸発散量（蒸発散量（蒸発散量（蒸発散量    ++++樹木の含水樹木の含水樹木の含水樹木の含水量量量量））））[ m3 / 年] 

α RF： 降水に関する 地域ごとの特性化係数（local characterization factor）[－] 

図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    4444    簡易版簡易版簡易版簡易版 TR BTR BTR BTR B手法手法手法手法    

 

なお、特性化係数の考え方については、「2.4.算定例の計算に用いた数値の根拠」にて詳細

を示す。 
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1.4. 手法 3；応用 TR B手法 

 WF算定基本式 

森林がもつ地下水かん養機能を評価可能な手法として、TR B手法（手法 2）を発展させ

た手法を本事業において検討した。これを「応用 TR B 手法（手法 3）」とし、評価式を図

表Ⅲ- 5に示す。 

この手法では、降水を取水源とする正味の水消費量に、特性化係数を乗じて木材のWFを

算定し、そこから地下水浸透量の増分（地下水かん養量）に地下水の特性化係数を乗じた値

を差し引いており、例えば、ベースラインを都市流域として、間伐による、樹幹遮断量の減

少（林内到達雨量の増加）と蒸散の減少に伴う、地下水かん養効果を表現することが可能で

ある。 
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W SC： Water scarcity footprint [ m3 / 年] 

C RF： 降水からの水消費量 （蒸発散量（蒸発散量（蒸発散量（蒸発散量    + + + + 樹木の含水樹木の含水樹木の含水樹木の含水量）量）量）量） [ m3 / 年] 

α RF： 降水に関する地域ごとの特性化係数（local characterization factor）[－] 

K K K K GWGWGWGW：：：：    地下浸透量の増分地下浸透量の増分地下浸透量の増分地下浸透量の増分    [ m[ m[ m[ m3333    / / / / 年年年年]]]]    

α GW： 地下水に関する 地域ごとの特性化係数 [－] 

 

※ 本手法は“森林を対象としたWFの算定”を想定して伊坪委員よりご提案頂いたWF算定手法であ

るため、降水からの水消費量（CRF）のみを考慮すれば十分である。 

図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    5555    手法手法手法手法 3333；応用；応用；応用；応用 TR BTR BTR BTR B手法手法手法手法    

 

 
図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    6666    森林における水収支（水循環）と森林における水収支（水循環）と森林における水収支（水循環）と森林における水収支（水循環）と木材の木材の木材の木材のWFWFWFWF4444        

                                                   
4農林水産省の資料を基にみずほ情報総研が作成 
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 特徴 

� Water scarcity5 に対する環境負荷量を、降水量の世界平均値（1000 mm/year）を基準

として換算・表現したWF算定結果が得られる。 

� 降水（precipitation）および地下水（groundwater）、それぞれの取水源ごとの water 

scarcityの違いを、WF算定結果に反映させることができる。 

� このような特徴を活かして、「森林がもつ地下水かん養機能」の評価を行うことが可能

である。 

 

 

 

                                                   
5 ISO 14046において、Water scarcityは「ある地域（例：流域）における“水の補給量

（replenishment）”に比べた“水の需要量（demand）”の程度」と定義されている。 
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2. 検討結果の国際規格への提案 

2.1. 概要 

本事業にて検討した手法を、WF算定事例集である「ISO TR（Technical Report; 技術報

告書）14073」に対して、農林水産省からの提案として、「自然流域と都市流域との比較」お

よび「森林管理（間伐）の効果の評価」に関する算定事例の追加を提案した。 

提案の内容としては、第 2回検討会の議論を踏まえた上で、Example BのWF算定手法

を用いた算定事例の追加という形式でコメントを作成した。 

ISO TR14073へのコメント追加提案の手順としては、まず平成 26年 2月 10日に開催さ

れた ISO/TC207/SC5/WG8(ウォーターフットプリント)対応国内委員会にて、ISO TR14073

への新規提案事項として提案した。本提案は、対応国内委員会の審議の結果承認され、3月

の ISO TR14073 への投票時に、日本からのコメントの一つとして ISO 事務局に送付され

ることが決定された。 

次節に、ISO TR14073への提案コメント及びその内容について示す。 
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2.2. ISO TR 14073（WD2）への提案コメント 

 “ISO TR 14073（WD2）に対するコメント”という形式をとって、以下に示す「Table 7」および「Proposed change欄における説明文

章」を、WF国内対応委員会（提案の内容については、2.3.2. 解説を参照）。 
 

MB/

NC1 
Line Line Line Line 
numbernumbernumbernumber    

(e.g. 17) 

Clause/ Clause/ Clause/ Clause/ 
SubclauseSubclauseSubclauseSubclause    

(e.g. 3.1) 

Paragraph/ Paragraph/ Paragraph/ Paragraph/ 
Figure/ Figure/ Figure/ Figure/ 
Table/Table/Table/Table/    

(e.g. Table 1) 

Type of 

comment2 
Comments Proposed change Observations of the 

secretariat 

 420 6.2.2 Bellow the 
last 
paragraph 

te In order to enhance the understanding on the 
way to use of the method applied in this 
example, calculation examples should be added.  

Please insert the following paragraph and table: 

“The method applied in this example can reflect the 
difference of water scarcity between natural watersheds 
containing forests and urban watersheds (Table 7). 
And, the method can also be applied for evaluating the 
effect of forest management (e.g. thinning) in terms of 
water scarcity (Table 7). ” 

 

    
    

Table 7 – Calculation examples of the water scarcity footprint of a process in natural watersheds with and without thinning, and in urban watersheds 
 

 
Net water 
consumpt
ion (m3) 

Natural watersheds 
Urban watersheds 

without thinning with appropriate thinning 

Annual rate of 
hydrological 

cycle (mm/year) 

Local 
characteriz
ation factor 

Characterization 
result 

(m3 water equiv.) 

Annual rate of 
hydrological 

cycle (mm/year) 

Local 
characteriz
ation factor 

Characterization 
result 

(m3 water equiv.) 

Annual rate of 
hydrological 

cycle (mm/year) 

Local 
characteriz
ation factor 

Characterization 
result 

(m3 water equiv.) 

Precipitation 5.0 1000 1 5.0 1000 1 5.0 1000 1 5.0 

Surface water 3.0 600 1.7 5.1 670 1.5 4.5 720 1.4 4.2 

Ground water 1.0 500 2 2.0 558 1.8 1.8 170 5.9 5.9 

 Water scarcity footprint 12.1  11.3  15.1 
 

Note 1: The results do not mean that the more felling trees contributes to the less environmental impact related to water scarcity. 
Note 2: The data on annual rate of hydrological cycle of natural watersheds and urban watersheds are based on the literature, “Ando Y, Mushiake K, Takahashi Y 

(1981). Hydrological Cycle in a Small Experimental Basin Equipped in a Hilly Land, Annual Journal of Hydraulic Engineering, vol. 25, pp. 197-208 (in 
Japanese) ”. 

Note 3: The data on annual rate of hydrological cycle of natural watersheds with appropriate thinning are based on the literature, “Kubota T, Noguchi S, Tsuboyama 
Y, Nobuhiro T, Kaneko T, Iwayama A (2013)., http://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/seikasenshu/2013/documents/p38-39.pdf (in Japanese)”   
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2.3. ISO TR 14073（WD2）への提案内容 

 
自然流域（間伐が行われない場合／適切な間伐が行われる場合）および都市流域の各々において、あるプロセス（降水を 5 [m3]、表流水

を 3 [m3]、地下水を 1 [m3]それぞれ消費したと仮定）のWater scarcity footprintを算定した。その結果を以下に示す。 

 

 

図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    7777    自然流域（間伐がある場合／間伐がない場合）と都市流域における算定例自然流域（間伐がある場合／間伐がない場合）と都市流域における算定例自然流域（間伐がある場合／間伐がない場合）と都市流域における算定例自然流域（間伐がある場合／間伐がない場合）と都市流域における算定例    

 
 

上記の算定例は、間伐が行われない場合におけるWater scarcity footprint（値：12.1）よりも、適切な間伐が行われる場合における

Water scarcity footprint（値：11.3）の方が小さい、すなわち、適切な間伐が行われる場合の方が、間伐が行われない場合に比べて、水に

関する環境負荷が小さいことを示している。 
 
また、都市流域におけるWater scarcity footprint（値：15.1）よりも、自然流域におけるWater scarcity footprint（値：12.1又は

11.3）の方が小さい、すなわち、自然流域の方が、都市流域に比べて、水に関する環境負荷が小さいことを示している。 
 
 なお、上記の算定例の計算に用いた数値の根拠については、「2.4. 算定例の計算に用いた数値の根拠について」を参照されたい。

取水源 
正味の 

水消費量 
(m3) 

自然流域 
都市流域 

間伐が行われない場合 適切な間伐が行われる場合 

年間 
水循環量 
(mm/year) 

特性化係数 
特性化結果 
(m3 water 
equiv.) 

年間 
水循環量 
(mm/year) 

特性化係数 
特性化結果 
(m3 water 
equiv.) 

年間 
水循環量 
(mm/year) 

特性化係数 
特性化結果 
(m3 water 
equiv.) 

降水 5.0 1000 1 5.0 1000 1 5.0 1000 1 5.0 

表流水 3.0 600 1.7 5.1 670 1.5 4.5 720 1.4 4.2 

地下水 1.0 500 2 2.0 558 1.8 1.8 170 5.9 5.9 
 Water scarcity footprint 12.1  11.3  15.1 
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2.4. 算定例の計算に用いた数値の根拠 

 自然流域および都市流域における計算条件について 

Table 7における、自然流域（間伐なしの場合）と都市流域との比較に用いた数値の根拠

を以下に記す。 

 

(1). 年間水循環量（Annual rate of hydrological cycle） 

【文献１】丘陵地の水循環機構とそれに対する都市化の影響（安藤、虫明、高橋、【文献１】丘陵地の水循環機構とそれに対する都市化の影響（安藤、虫明、高橋、【文献１】丘陵地の水循環機構とそれに対する都市化の影響（安藤、虫明、高橋、【文献１】丘陵地の水循環機構とそれに対する都市化の影響（安藤、虫明、高橋、1981198119811981））））    

【文献２】第２回山形県水資源・森林の保全に関する条例検討懇話会【文献２】第２回山形県水資源・森林の保全に関する条例検討懇話会【文献２】第２回山形県水資源・森林の保全に関する条例検討懇話会【文献２】第２回山形県水資源・森林の保全に関する条例検討懇話会    資料３資料３資料３資料３    

 

 【文献１】に基づく「都市流域と自然流域の各々における年間水収支（割合）」（下図参照）

を用いて、年間降水量を 1,000 [mm/year]とした場合の、直接流出量 [mm/year]、地下浸透

量 [mm/year]（および蒸発散量 [mm/year]）を算出した（図表Ⅲ- 8）。 

なお、計算を簡単にするために、年間降水量を 1,000 [mm/year] （世界平均の年間降水

量）と設定している。 

  

図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    8888    自然流域と都市流域の年間水収支の割合自然流域と都市流域の年間水収支の割合自然流域と都市流域の年間水収支の割合自然流域と都市流域の年間水収支の割合6666    

 

図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    9999    都市流域と自然流域（間伐なしの場合）の年間水収支都市流域と自然流域（間伐なしの場合）の年間水収支都市流域と自然流域（間伐なしの場合）の年間水収支都市流域と自然流域（間伐なしの場合）の年間水収支    

 
都市流域 自然流域（間伐なしの場合） 

割合 [%] 年間水循環量 [mm/year] 割合 [%] 年間水循環量 [mm/year] 

降水 100 1,000 100 1,000 

直接流出 55 550 10 100 

地下浸透 17 170 50 500 

（蒸発散） （28） （280） （40） （400） 

 

  

                                                   
6 図表中の数値は、降水量を 100とした場合の水収支の割合を示している。 
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(2). 特性化係数（Local characterization factor）の設定 

 図表Ⅲ- 9 の年間水収支（年間水循環量）を基に、降水量の世界平均値である 1,000 

[mm/year]を参照条件（reference condition）として（1 m3の水を得るために必要な面積を

1 m2として）、特性化係数を算定した。（図表Ⅲ- 10） 

 

図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    10101010    都市流域と自然流域の特性化係数の算定都市流域と自然流域の特性化係数の算定都市流域と自然流域の特性化係数の算定都市流域と自然流域の特性化係数の算定    

取水源 
都市流域 自然流域（間伐なしの場合） 

年間水循環量 
[mm/year] 

特性化係数 
年間水循環量 
[mm/year] 

特性化係数 

降水 1,000 1,000 / 1,000 ＝1111 1,000 1,000 / 1,000 ＝1111 

表流水 550 
1,000 / (550 + 170) ≒

1.41.41.41.4 
100 

1,000 / (100+500) 
≒1.71.71.71.7 

地下水 170 1,000 / 170 ≒5.95.95.95.9 500 1,000 / 500 ≒2222 
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 間伐の効果の試算について 

Table 7における、自然流域（間伐なしの場合）と自然流域（適切な間伐が行われた場合）

との比較に用いた数値の根拠を以下に示す。 

 

(1). 間伐を行わない場合（without thinning）の特性化係数 

 前節で算定した、自然流域の特性化係数を用いた。 

 

図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    11111111    間伐を行わない場合の特性化係数（一部再掲）間伐を行わない場合の特性化係数（一部再掲）間伐を行わない場合の特性化係数（一部再掲）間伐を行わない場合の特性化係数（一部再掲）    

取水源 
自然流域（間伐なしの場合） 

年間水循環量 
[mm/year] 

特性化係数 

降水 1,000 1,000 / 1,000 ＝1111 

表流水 100 1,000 / (100 + 500) ≒1.71.71.71.7 

地下水 500 1,000 / 500 ≒2222 

 

 

(2). 間伐を行う場合（with appropriate thinning）の特性化係数 

 

【【【【文献文献文献文献 3333】】】】間伐による森林からの流量・蒸発散量の変化（久保田ら間伐による森林からの流量・蒸発散量の変化（久保田ら間伐による森林からの流量・蒸発散量の変化（久保田ら間伐による森林からの流量・蒸発散量の変化（久保田ら, 2013, 2013, 2013, 2013））））    

 

久保田ら（2013）より、間伐による遮断蒸発量の減少および蒸散量の減少を通して、降水

量に占める流量の割合が 7% 増加する（蒸発散量が 7 % 減少する）ことが明らかとなって

いる。そこで、この流量の増加分（7%）を間伐の効果として、間伐を行う場合の特性化係

数を算定した。 具体的には、流量の増加分（7%）を、直接流出（10%）と地下浸透（50%）

の比率で各々に配分し、改めて算定した年間水循環量を基に、間伐を行う場合の特性化係数

を算定した（図表Ⅲ- 13）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    12121212    常陸太田試験地（非常陸太田試験地（非常陸太田試験地（非常陸太田試験地（非積雪地域）における水収支の変化積雪地域）における水収支の変化積雪地域）における水収支の変化積雪地域）における水収支の変化    
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図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    13131313    間伐を行う場合の年間水収支と特性化係数間伐を行う場合の年間水収支と特性化係数間伐を行う場合の年間水収支と特性化係数間伐を行う場合の年間水収支と特性化係数    

 
自然流域 

割合 [%] 年間水循環量 [mm/year] 特性化係数 

降水 100 1,000 降水 1,000 / 1,000 ＝1111 

直接流出 10 + 7×10 / 60 
(10 + 7×10 / 60) / 100 
 ×1000 ≒112 

表流水 1,000 / (112 + 558) ≒1.51.51.51.5 

地下浸透 50 + 7×50 / 60 
(50 + 7×50 / 60) / 100 

 ×1000 ≒558 
地下水 1,000 / 558 ≒1.81.81.81.8 

蒸発散 40 - 7 (40 - 7) / 100 ×1000 ≒330  
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3. 森林を対象としたウォーターフットプリントの試算 

3.1. 試算の実施方針 

第 1節に示した 3つのWF算定手法を用いて、「木材（m3）あたりのWF」、および「間

伐の効果の試算」を行った。なお、「木材(m3)あたりのWFの試算」にはWFNの手法（手

法 1）および TR B手法（手法 2）を、「間伐の効果の試算」には TR B手法を応用したWF

算定手法である手法 3を用いた。また、「木材（m3）あたりのWF」の試算においては、地

域間の比較を行うため、国産木材に加え、木材パルプ用材の輸入量が多い 4か国(アメリカ、

カナダ、インドネシア、ニュージーランド)及びフィンランド産の木材を評価対象とした。

以下に試算に用いる手法を示す。 

 

���������	 
	��� �	������	 �	������	������	 �	 
 

WFforestry（W SC）： 木材 1 m3あたりの年間水消費量 [ m3（水）/ m3（木材）/ 年 ] 

ETa： 森林からの蒸発散量 [ m3 / ha / 年 ] 

Ywood： 森林の年間成長量 [ m3 / ha / 年 ] 

fwater： 木材に含まれる水分の割合 [ m3（水）/ m3（木材）] 

図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    14141414    手法手法手法手法 1111；；；；WFNWFNWFNWFNの手法の手法の手法の手法（再掲）（再掲）（再掲）（再掲）    

 

��� 
	��� ∙ ���  
 

W SC： Water scarcity footprint [ m3 / 年] 

C RF： 降水からの水消費量（蒸発散量（蒸発散量（蒸発散量（蒸発散量    + + + + 樹木の含水量樹木の含水量樹木の含水量樹木の含水量））））[ m3 / 年] 

α RF： 降水に関する 地域ごとの特性化係数（local characterization factor）[－] 

図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    15151515    手法手法手法手法 2222；簡易版；簡易版；簡易版；簡易版 TR BTR BTR BTR B手法手法手法手法（再掲）（再掲）（再掲）（再掲）    

 

��� 
	��� ∙ ��� " #! ∙ �!  
 

W SC： Water scarcity footprint [ m3 / 年] 

C RF： 降水からの水消費量 （蒸発散量（蒸発散量（蒸発散量（蒸発散量    ++++樹木の含水量樹木の含水量樹木の含水量樹木の含水量）））） [ m3 / 年] 

α RF： 降水に関する地域ごとの特性化係数（local characterization factor）[－] 

K K K K GWGWGWGW：：：：    地下浸透量の増分地下浸透量の増分地下浸透量の増分地下浸透量の増分    [ m[ m[ m[ m3333    / / / / 年年年年]]]]    

α GW： 地下水に関する 地域ごとの特性化係数 [－] 

図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    16161616    手法手法手法手法 3333；応用；応用；応用；応用 TR BTR BTR BTR B手法手法手法手法（再掲）（再掲）（再掲）（再掲）    
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3.2. 木材（m3）あたりのWFの試算結果 

 3つのWF算定手法のうち、WFNの手法（手法 1）および TR B手法（手法 2）の比較

を行い、森林の公益的機能を水利用の観点から評価可能な WF 算定手法に係る議論・検討

を深める目的で、木材（m3）あたりのWFの試算を行った。 

今回の試算においては、渡邉ら（2009）のデータセットを用いた。図表Ⅲ- 17にWFN手

法を用いた場合の試算結果を、図表Ⅲ- 18に TR B手法を用いた場合の試算結果を示す。ま

た、およびの結果をまとめたグラフを図表Ⅲ- 19に示す。 

なお、WFNの手法（手法 1）は、WFの算定手法ではあるものの、実際には影響評価で

はなく、単純に水消費量を積み上げたインベントリ分析の結果と見なすことができる。よっ

て、TR B手法（手法 2）で地域による違いを含めたWF評価行う際には、WFNの手法（手

法 1）で求めたWFforestry[ m3（水）/ m3（木材）/ 年 ]を、降水からの水消費量 CRFと見な

して、試算を行った。そのため、TR B手法（手法 2）で得られるWF（W SC）の単位は[ m3/ 

年 ]であるが、本試算の中では[ m3（水）/ m3（木材）/ 年 ]として考えることができる。 

 

試算の結果、WFNの手法（手法 1）は、単純に森林からの蒸発散量の大小にWF評価結

果が影響される。しかし、地域ごとの水資源量の違いを反映する特性化係数を乗じた TR B

手法（手法 2）では、地域差が顕著に表れた。具体的には、特性化係数が 1以下（降水量が

世界平均よりも多い、湿潤な地域）の日本、インドネシア、ニュージーランドは、WFNの

手法（手法 1）よりも TR B手法（手法 2）によるWFの方が小さくなった。一方、アメリ

カ、カナダ、フィンランドは、特性化係数を乗じることで、WFが約 2倍以上となった。 

 

 

3.3. 考察 

特性化係数は各国の降水量に基づいた係数である。例えばフィンランドは降水量が少な

いために、特性化係数が 2.1となっているが、実際には寒冷地の気候であることを考慮する

と、蒸発散量も少ないため、フィンランド木材における TR B手法（手法 2）を用いた評価

結果は過大評価となっている可能性もある。 

ただし、TR B手法（手法 2）を用いて地域性をふまえた評価をすることで、国産木材の

水消費量が他国に比較して小さいということが分かる。最も小さい値を示すニュージーラ

ンドの木材の水消費量と比較しても、数十m3大きい程度である。 

当然のことながら、用いるデータによって、水消費量の結果は異なることが予想されるが、

主に各々のデータにおける「蒸発散量」「森林の成長量」の値の算定方法(や考え方)およびデ

ータの測定条件の違い(例：樹種の違い)に由来、すなわち「蒸発散量」や「森林の成長量」

といった値の推計の難しさに由来すると考えられる。例えば、「森林の成長量」推計の難し

さについて、渡邉ら（2009）は以下のように述べている。 
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『森林から伐採される樹木の生長期間が農産物に比べて比較にならないほど長く、穀物ま

たは畜産物のように明確な収穫期(成熟期)がなく、伐採時期が個別の経営判断に委ねられて

いる面が強いことから、その生長期間は大きな幅のあるものとならざるを得ない。』 
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図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    17171717    WFNWFNWFNWFN手法を用いた試算結果手法を用いた試算結果手法を用いた試算結果手法を用いた試算結果    

 

日本 アメリカ カナダ フィンランド インドネシア ニュージーランド 

備考 
スギ ヒノキ 

シトカ

トウヒ 
ドイツ

トウヒ 
欧州ア

カマツ 
シトカ

トウヒ 
ドイツ

トウヒ 
欧州ア

カマツ 
シトカ

トウヒ 
ドイツ

トウヒ 
欧州ア

カマツ 
天然林(ボルネ

オ) 
天然常緑広

葉樹(NZ) 
ラジアー

タパイン 

ETa7 
[ m3 / ha / 年 ] 

3000 3000 3400 3200 3700 3400 3200 3700 3400 3200 3700 3660 3280 2500 

造林時の年間抽出量

の減少量又は皆伐時

の年間水流出量 

Ywood7 

[ m3 / ha / 年 ] 
8.5 6.5 5.5 5.5 5.3 5.5 5.5 5.3 5.5 5.5 5.3 8.5 8.5 8.5 

収穫予想表または純

成長からの推定 

fwater8,9 

[ m3 / m3 ] 
0.7 0.4 0.53 0.53 0.55 0.53 0.53 0.55 0.53 0.53 0.55 0.7 0.45 0.55 

スギ及びヒノキは農林

水産省(2007)を参考。

他は、UPM (2011)か
ら引用。 

WFforestry 
[ m3/ m3/ 年 ] 

354 462 619 583 588 619 583 588 619 583 588 432 387 295 － 

 

図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    18181818    TR BTR BTR BTR B手法手法手法手法を用いた試算結果を用いた試算結果を用いた試算結果を用いた試算結果    

 

日本 アメリカ カナダ フィンランド インドネシア ニュージーランド 

備考 
スギ ヒノキ 

シトカ

トウヒ 
ドイツ

トウヒ 
欧州ア

カマツ 
シトカ

トウヒ 
ドイツ

トウヒ 
欧州ア

カマツ 
シトカ

トウヒ 
ドイツ

トウヒ 
欧州ア

カマツ 
天然林(ボルネ

オ) 
天然常緑広

葉樹(NZ) 
ラジアー

タパイン 

C RF 
[ m3 / 年] 

354 462 619 583 588 619 583 588 619 583 588 432 387 295 

WFN手法の評価結

果WFforestry[ m3/ 
m3/ 年 ]を利用 

α RF 10 
[ －] 

0.7 0.7 2.4 2.4 2.4 4.1 4.1 4.1 2.1 2.1 2.1 0.4 0.8 0.8 各国の平均値を利用 

Wsc [ m3 / 年] 248 324 1486 1400 1412 2538 2391 2411 1300 1225 1235 173 310 236 評価結果の単位は

[ m3/ m3/ 年 ] 

                                                   
7 渡邉悟, 沖大幹, 太田猛彦(2009)木材の輸入に伴う仮想水(バーチャルウォーター)の算定, 水利科学 No,310 
8 UPM-kymmrne(2011)From forest to paper, the story of our water footprint 
9 農林水産研究開発レポート No.20農林水産省農林水技術会議(2007)スギ人工林資源活用のための木材加工・利用技術の開発 を参考に設定。 
10 Shinjiro Yano, Naota Hanasaki, Norihiro Itsubo, Takeshi Kondo, Taikan Oki, S. Yano Development of Global Water Footprint Factor for 
evaluating potential impact on freshwater availability 
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図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    19191919        WFN WFN WFN WFN 手法と手法と手法と手法と TR BTR BTR BTR B手法による試算結果の比較手法による試算結果の比較手法による試算結果の比較手法による試算結果の比較    
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3.4. 間伐の効果の試算結果 

応用 TR B手法（手法 3）の活用事例の一つとして、間伐前後での地下水浸透量の変化を

試算した（図表Ⅲ- 20）。ここでは、都市流域をベースラインとし、自然流域における間伐前

後のWF（Wsc）を試算した。 

試算の結果、間伐前のWF（Wsc）は－5820 [ m3/ ha/ 年 ]、間伐後では－7580 [ m3/ ha/ 

年 ]であった。つまり、間伐による地下水かん養効果が 1760 [ m3/ ha/ 年 ]あると考えるこ

とができる。 

 

 

3.5. 考察 

 今回、都市流域をベースラインとした間伐前後の効果を評価したが、基本的にベースライ

ンとの差がどれだけあるかという点を比較しているので、仮に草地をベースラインとして

も同様の比較が可能である。また、森林流域の地下水を含めた水収支に関するデータがあれ

ば、地下水かん養効果の表現が可能であることが示された。 

 なお、WFは水の観点からの環境への負荷を示す指標であるが、応用 TR B手法では、間

伐前でもWF（Wsc）が 0以下、すなわちマイナスの値となっていることは、水の利用可能

性をプラスにする効果を有することを示している。 
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図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    20202020    自然流域（自然流域（自然流域（自然流域（間伐前後間伐前後間伐前後間伐前後））））及び都市流域の水収支及び都市流域の水収支及び都市流域の水収支及び都市流域の水収支    

 自然流域 都市流域 

間伐前 間伐後 ベースライン 

水
収
支
の
割
合(%

) 

  

根拠 既往研究より引用11 

間伐後の蒸発散量が 7%減少すると仮定
12。地下浸透と直接流出量の比は一定と

して(50：10)、蒸発散量が減った分の

7%分を地下浸透と直接流出分に再配分。 

既往研究より引用 11 

蒸発

散 
既往研究より引用 7 
3000[ m3 / ha / 年 ]  

降雨量から、間伐後の蒸発散量と降水の

配分比(33：100)を用いて推定 
2475 [ m3 / ha / 年 ] 12 

降雨量から、都市流域の蒸発散量と降

水の配分比(28：100)を用いて推定 
2100[ m3 / ha / 年 ] 

降水

量 

間伐前の蒸発散量から、蒸発散量と降水の配分比(40：100)を用いて推定。 

7500 [ m3 / ha / 年 ] 

地下

浸透 

間伐前の蒸発散量と地下浸透の配分

比(40：50)を用いて推定。 
3750[m3 / ha / 年 ]－① 

間伐後の蒸発散量と地下浸透の配分比( 
33：55.8)を用いて推定。 
4185[ m3 / ha / 年 ]－② 

都市流域の蒸発散量と地下浸透の配分

比(28：17)を用いて推定。 
1275[ m3 / ha / 年 ]－③ 

C RF 3000※1 2475※2  

αRF 0.7 0.7  

K GW 2475※3  2910※4  

αGW 3.2 3.2  

W SC 
－5820 －7580  

⊿1760 [ m3 / ha / 年 ]  

※1 手法 3では、樹木の含水量も CRFに含まれるが、ここでは簡単のため単純に蒸発散量に近似して計算した。 
※2 推定した間伐後の蒸発散量から、図表Ⅲ- 17手順で算出 

※3 (自然流域（間伐前）地下浸透 ①－都市流域地下浸透 ③） 
※4 ※3と同じ手順で算出  

                                                   
11 安藤ら(1981)丘陵地の水循環機構とそれに対する都市化の影響, 第 25回水利講演会論文集 
12 久保田ら(2013)間伐による森林からの流量・蒸発散量の変化, 森林総合研究所平成 25年版研究成果選

集 



第Ⅲ部 森林の公益的機能を水利用の観点から評価可能なWF算定手法の検討・試算 
 
 

 

Ⅲ－22 
 

4. 木材を対象としたウォーターフットプリント評価手法及び結果に基づく比

較検討 

4.1. 比較検討の判断基準 

ヒアリングで得られた行政、企業等の手法に関するご意見等をふまえ、各手法の比較検討

にあたって、図表Ⅲ- 21に示す 7つの判断基準を設定した。 

 

図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    21212121        4.1.4.1.4.1.4.1.    比較検討の比較検討の比較検討の比較検討の判断基準判断基準判断基準判断基準    

判断基準 内容 

A) 科学的な妥当性 
十分に信頼できる理論及びデータに基づいた算定手法であるか。 
（また、算定結果(値)同士の比較が可能か。） 

B) 精度(⇔不確実性) 
算定結果が、どれほどの精度で実態を反映できているか。(また、再現

性があるか。) 

C) 分かりやすさ 算定手法(で用いる数式)の理解や、算定結果の解釈が容易であるか。 

D) 算定しやすさ 
手法のユーザーとなる各主体(例：認証機関や事業者)が容易に算定で

きるか(データの取得の容易さを含む)。 

E) 活用方法との適合性 
活用方法（認証制度における判定指標や、ラベル表示などを想定）に

適合しているか。 

F) 森林の公益的機能を評価でき

ているか 
評価するべき公益的機能が評価されているか。また、公益的機能の効

果が十分に算定結果に反映されているか。 

G)他の国や地域性の違いを評価

できるか 
他国の農林水産物との比較の結果、我が国の農林水産物が妥当に評価

される手法であるか。 
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4.2. 各手法の比較 

図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    22222222に、3つの手法とそれに基づく評価結果をまとめた。C)分かりやすさ、D)算

定しやすさの観点からみると、WFNの手法が他の手法に比べて優位であると考えられ

る。しかし、WF算定時の前提となる A)科学的な妥当性、さらに F) 森林の公益的機能を

評価できているか、G)他の国や地域性の違いを評価できるかという観点からは、TR B手

法に基づく手法 2及び手法 3の方が適当な手法であると考えられる。 

    

図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    22222222    各手法各手法各手法各手法及びその評価結果及びその評価結果及びその評価結果及びその評価結果の比較の比較の比較の比較    

判断項目 WFN の手法（手法 1） 簡易版 TR B 手法（手法 2） 応用 TR B 手法（手法 3） 

A)科学的な

妥当性 

蒸発散量の寄与が非常に大きい

手法であるため、人間活動が与え

る環境影響を表す指標として適

切であるか議論が残る。 

地球の環境容量をあらわす指標で

ある「エコロジカル・フットプリン

ト」との整合性が高く、算定結果の

解釈も科学的。 

地球の環境容量をあらわす指標で

ある「エコロジカル・フットプリン

ト」と整合性が高く、算定結果の解

釈も科学的。 

B)精度(⇔不

確実性) 

森林からの蒸発散量、森林の成長

量、木材に含まれる水分の割合と

いった基礎的なデータに基づき、

精度は比較的高い。 

降水量、表流水への流出量、地下水

への流出量、取水源ごとの水消費

量といったデータに基づくため、

精度は比較的高い。 

降水量、表流水への流出量、地下水

への流出量、取水源ごとの水消費

量といったデータに基づくため、

精度は比較的高い。 

C)分かりや

すさ 

蒸発散量や森林の成長量など、理

解が容易な概念のみで WF 算定

式が構築されており、算定結果の

解釈も容易である。 

Water scarcity に対する環境負荷

量を、降水量の世界平均値を基準

に換算・表現した算定結果が得ら

れ、解釈が容易。 

Water scarcity に対する環境負荷

量を、降水量の世界平均値を基準

に換算・表現した算定結果が得ら

れ、解釈が容易。 

D)算定しや

すさ 

森林からの蒸発散量、森林の成長

量、木材に含まれる水分の割合と

いった基礎的なデータに基づき、

比較的算定しやすい。 

水循環量を基に特性化係数を算定

する必要があり、使いこなすには

相応の理解が必要。ただし、特性

化係数の公開などにより、この課

題の解決が可能。 

水循環量を基に特性化係数を算定

する必要があり、使いこなすには

相応の理解が必要。ただし、特性

化係数の公開などにより、この課

題は解決可能。 

E)活用方法

との適合性 

分かりやすさ、算定しやすさか

ら、活用方法に関する議論が先

行していると考えられるが、ど

のような消費行動などに繋がる

のかが現時点で不明であるた

め、例えば UPMは活用を考え

ていない。 

― 
(現時点では判断が困難) 

間伐前後での地下水かん養効果を

示しており、間伐材を利用するこ

とによる地下水かん養効果に換算

可能。 

F) 森林の公

益的機能を

評価できて

いるか 

森林の公益的機能を表現できる

手法ではない。 
取水源ごとの water scarcityの違

いを反映できる算定手法であり、

手法 1との比較によって、土地利

用形態の違いや、森林管理(間伐)
の効果を表現することが可能。 

ベースラインの設定に関わらず、

森林管理(間伐)による地下水かん

養の効果を表現することが可能 

G)他の国や

地域性の違

いを評価で

きるか 

主に森林からの蒸発散量の違い

を反映して、地域性の違いが表

現されるWF算定手法である。 

 取水源ごとの water scarcityの

違いを反映できる算定手法であ

り、地域性の違いを表現する際に

強みを発揮する。 

取水源ごとの water scarcityの違

いを反映できる算定手法であり、

地域性の違いを表現する際に強み

を発揮する 

※表中のマーカーは、判断基準に対して横並びで比較した際、他の手法に比べて優位性があるかを示す。 
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5. まとめ及び今後の検討課題 

5.1. まとめ 

第 3 回水資源循環の見える化検討委員会より、木材の WF についての今後の論点や活用

方法など、総合討論での主なご意見を図表Ⅲ- 23に示す。 

 

図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ図表Ⅲ----    23232323    総合討論での主なご意見総合討論での主なご意見総合討論での主なご意見総合討論での主なご意見    

木材のWF評価手法に関するご意見 

� 木材(m3)あたりのWFに換算する際、「木が伐採されるまでにどのくらいの量の水を消費

してきたか」という考え方と、「木は一年間でどれだけの水を利用して成長するか」を区

別して、どちらの考え方が適当かを検討してはどうか。 
� 木の成長段階で蒸発散量は異なるので、年間ごとのデータを用いるべき。 

� 木材のWFを評価する場合と、間伐の効果を評価するときで、単位を変えた方がわかりや

すいのではないか。 
� 森林の間伐の効果としては、地下水かん養機能だけでなく、水質浄化機能等の水質面から

のプラスの効果も含めて考えていくべき。 
� 地下水かん養量が増加するというのは良いが、単に浸透量が増加しただけでは「地下水が

増加する」とは言えない。 

WF算定手法に関する総合的なご意見 

� 科学的に正しいか、という観点とは別に、今回のような環境パフォーマンス指標を検討す

る上では、「直感になじむか」という観点が重要である。 
� 水資源がひっ迫している地域や年、シーズンは異なるので、これをどう表現するかという

のは、WFの評価手法として残された課題である。 
� WFでは、場所、時期、取水源の違いを考慮した影響評価という理想を掲げている。今回

の検討結果では、少なくとも場所（地域の違い）については考慮できたと考えられる。 

WFの活用方法に関するご意見 

� 先進的に水資源循環の在り方に取り組んでいる自治体の環境教育や企業の CSR レポート

作成の参考資料として活用していただけないかと考えている。 

� 企業としては、どこまで何を評価すべきか、という点が懸念である。評価事項を増やすと、

その分計算が複雑となるため、評価項目と計算式のトレードオフが難しい。 

 

 

5.2. 今後の課題 

 WF に関する具体的な取り組みは始まったばかりであり、国際的な流れへの対応も含め、

今後とも更なる検討と検証が積み重ねられる必要がある。 

なお、本事業における WF 評価手法の検討及び試算、国内外の現地調査、及び検討委員

会における総合討論の結果をふまえ、引き続き検討が必要と考えられる事項は以下の通り

である。 

 

� 今後も引き続き検討が必要な農林水産業の公益的機能 

 本事業では、主に水量の観点から、森林に関するWFを検討したが、海外現地調査では、

水量だけでなく水質についての注目度も高かったことから、例えば森林においては水質浄

化機能等、水質を向上させる公益的機能も考慮に入れた評価手法についても、引き続き検討

の必要があると考えられる。 
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� WF評価対象領域の拡充 

 今年度は、森林（木材）を対象にWF評価手法の検討及び試算を行った。日本の農林水産

業の強みを活かす観点からも、次年度は、対象領域として水田（うるち米等）や畑地（野菜

等）を対象とした評価手法を検討する必要がある。 

 

� 地域別の水資源量の重み付け 

 本事業において検討した、手法 2（TR B手法）及び手法 3（応用 TR B手法）では、降

水、表面水、地下水の取水源ごとの特性化係数を乗じることで、絶対量としての水消費量を

比較するのでなく、地域の水資源量に応じた重み付けを行った。地域の水資源量に応じた

WFを適切に評価する上では、評価対象領域を拡充した場合（例えば水田や畑地）において

も、特性化係数のような重み付け手法について検討する必要がある。 
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