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はじめに 

 

 今世紀は「水の世紀」と呼ばれ、世界の人口増加、社会の発展に伴い、水需要が増加す

るなかで、水資源の不足に対する懸念が高まっているところである。また、近年、局地的

な豪雨や極端な小雨による渇水などを契機として、水問題に対する国民の関心も高まって

いる。 

 このような状況の中、製品やサービスを供給する際の水の利用量や水環境への影響を評

価するウォーターフットプリント（WF）について、様々な機関が独自の指標を提案して

いるところである。また、2008年発足したWater Footprint NetworkがWFのためのガ

イドライン1,2を発表するとともに、2009年 6月に国際標準化機構（ISO）において

ISO14046として規格化の作業が承認されるなど、国際規格化に向けた議論も進んでい

る。 

 一方、農業に使われている水は、世界の水利用量の約 7割を占めており、水資源につい

て考える上で非常に重要な要素となっている。林業・水産業においても同様であり、この

ことが農林水産業が単純に水を多用しているとの、必ずしも水環境への影響として合理的

でない評価につながる可能性も考えられる。 

このため、我が国の農林水産業の実態をふまえ、生産活動に伴う水資源の利用・保全状

況や水環境への影響を評価する手法を検討し、国際規格化の議論に対しても、農林水産業

が持つ水源かん養等の公益的機能や生産形態ごとの水の有効利用状況に関する、我が国の

視点を反映させていく必要がある。 

 なお、WFに関する具体的な取り組みは始まったばかりであり、WFの ISO規格化に対

応するためにも、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。 

 

 

 

  

                                                   
1 http://www.waterfootprint.org/downloads/WaterFootprintManual2009.pdf 
2 http://www.waterfootprint.org/?page=files/WaterFootprintAssessmentManual 



 
 
 
 

 

要約 

第Ⅰ部 農林水産分野における WF 評価、「水資源循環の見える化」に関する研究成果の収

集・分析 

我が国の農林水産業の実態に適したWF算定手法の構築のため、農林水産分野における

ウォーターフットプリント評価事例、及び水資源循環の見える化に関する既存文献調査を

行った。文献調査のテーマは、以下の 3つである。 

 テーマ① 農林水産物を対象としたWF算定事例について 

 テーマ② 森林・水田の水資源循環の見える化の実践事例について 

 テーマ③ 水資源循環の見える化の活用事例について 

 

 

第Ⅱ部 国内外で水資源循環の見える化に取組む団体に現地調査 

 国内外でWF評価及び水資源循環の見える化に先進的に取り組んでいる自治体、企業・

団体へのヒアリング調査を実施した。訪問先としては、国内は、熊本県、神奈川県及び森

林認証機関を対象として合計 9機関、海外はフィンランド及びスペインを対象に合計 10

機関にヒアリング調査を行った。 

 ○国内ヒアリング先 

 ・熊本市環境局水保全課 

・（財）くまもと地下水財団 

・水土里ネット大菊（大菊土地改良区） 

・NGO「環境ネットワークくまもと」 

・ソニーセミコンダクタ（株） 

・秦野市環境産業部環境保全課 

・FSCジャパン 

・（財）緑の循環 認証会議（SGEC） 

・（財）フォレストック協会 

 

○海外ヒアリング先 

・METSO Programme関係者（農林水産省、環境省等） 

・SYKE(Finnish Environment Institute) 

・Helsinki University 

・Aalto University 

・VTT Technical Research Centre of Finland 

・UPM- Kymmene（製紙業） 

・ミサワホーム・フィンランド社（製材業） 

・MAGRAMA(Ministry of Agriculture,Food and Environment) 



 
 
 
 

 

・Fundacion Botin Water Observatory（※私設財団） 

・MAHOU SUN MIGUEL（食品飲料） 

 

 

第Ⅲ部 ポジティブな面を含めた日本の農林水産業の実態に適したWF算定手法の検討 

 文献調査及び国内外のヒアリング調査結果をふまえ、3つの評価手法を検討した。ま

た、木材を評価対象とし、日本において木材パルプの輸入量が多いアメリカ、カナダ、イ

ンドネシア、ニュージーランド、及び欧州（フィンランド）との試算結果の比較を行っ

た。さらに、森林の水源涵養機能に着目し、間伐前後の森林のWFを評価した。 

 また、本業務にて検討した間伐施業の有無による下流域でのウォーターフットプリント

の違いを、ISO事例集 TRの事例 Bの適用例として、ISO国内対応委員会にて報告し、農

林水産省から ISO規格に対して手法の提案を行った。 

 

 

  



 
 
 
 

 

なお、報告書の構成及び調査実施概要を以下に示す。 

 

図表図表図表図表    1111    報告書の構成及び調査実施概要報告書の構成及び調査実施概要報告書の構成及び調査実施概要報告書の構成及び調査実施概要    

仕様項目 本報告書での記載箇所 

(1)ウォーターフットプリン

トの算定手法の策定 
第Ⅲ部 ポジティブな面を含めた

日本の農林水産業の実態に適し

たWF算定手法の検討 

Ⅲ－1 WF算定手法の検討 

� 文献調査（第Ⅰ部）及び国内外の現地調査

（第Ⅱ部）の結果をふまえ、3つの手法を検討

した。 

Ⅲ－2検討結果の国際規格への提案 

� Ⅲ－1で検討した手法の一つを、農林水産省か

らの TR案への追加コメント案として ISO対

応国内委員会へ提案した。 
� 提案の経緯及び内容について整理した。 

Ⅲ－3.木材を対象としたWFの試算 

� Ⅲ－1で検討した 2手法について、木材(m3)あ

たりのWFを算定した。 
� また、手法の一つを用いて、間伐施業による

地下かん効果を試算した。 

Ⅲ－4 木材を対象とした WF評価手法及び結果に

基づく比較検討 

� WF試算結果をふまえ、各手法について 7つ

の判断基準をもとに、手法の利用可能性につ

いて整理した。 
� 手法の比較検討結果及び検討会における総合

討論の結果をふまえ、今後の課題等を整理し

た。 

(2)研究成果の収集及び分析 第Ⅰ部 農林水産分野における

WF評価、「水資源循環の見える

化」に関する研究成果の収集・

分析 

Ⅰ－1農林水産物を対象としたWF算定事例 

国内外におけるWF算定事例及びインベントリ分析

事例 10件について整理した。 

Ⅰ－2森林の水資源循環の見える化の実践事例 

� 国内外における水資源循環の見える化に取り

組んだ 8事例について整理した。 

Ⅰ－3水資源循環の見える化の活用事例 

� 国内外における水資源循環の見える化の活用

事例 4件について整理した。 

(3)国内現地調査 第Ⅱ 国内外で水資源循環の見え

る化に取組む団体に現地調査 
Ⅱ－1 国内現地調査 

� 熊本県、神奈川県及び森林認証機関を対象と

して合計 9機関へのヒアリングを実施。 
� ヒアリング概要を整理した。 

(4)海外事例調査 Ⅱ－2 海外現地調査 

� フィンランド及びスペインを対象に、行政、

研究機関、民間事業者等、合計 10機関にヒア

リングを実施。 
� ヒアリング概要を整理した。 

(5)検討委員会 付属資料 � 平成 25年度「水資源循環の見える化」調査・

検討事業の議事次第及び議事録を付属資料と

して添付した。 
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1 国内現地調査 

1.1 訪問先及び実施結果 

 11 月 26 日から 12 月 26 日にかけて、国内 2 地域（熊本県、神奈川県）及び森林認証機

関を対象として、合計 9 団体・機関へヒアリング調査を実施した。 

 

図表Ⅱ図表Ⅱ図表Ⅱ図表Ⅱ----    1111    国内ヒアリング国内ヒアリング国内ヒアリング国内ヒアリング実施スケジュール実施スケジュール実施スケジュール実施スケジュール 

No 訪問先 日時 主なヒアリング項目 

1 

熊本県 

熊本市環境局水保全課 
平成 25 年 11 月 26 日（火） 

①水資源循環の見える化に関

する取り組みの概要 

②水資源循環の定量評価手法 

③水資源循環の定量評価にあ

たって抱える問題意識・課題 

④林業の公益的機能をふまえ

た WF への所感・要望 

2 （財）くまもと地下水財団 

3 水土里ネット大菊（大菊土地改良区） 

平成 25 年 12 月 10 日（火） 4 NGO「環境ネットワークくまもと」 

5 ソニーセミコンダクタ（株） 

6 
秦野市 

（神奈川県） 
秦野市環境産業部環境保全課 平成 25 年 12 月 26 日（木） 

7 

森林認証制度

機関 

FSC ジャパン 平成 25 年 12 月 3 日（火） ①森林認証制度の概要 

②認証制度が抱える課題・日

本林業に対しての問題意識 

③林業の公益的機能をふまえ

た WF への所感・要望 

8 （財）緑の循環 認証会議（SGEC） 平成 25 年 12 月 12 日（木） 

9 （財）フォレストック協会 平成 25 年 12 月 9 日（月） 
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1.2 熊本県へのヒアリング結果 

1.2.1 熊本県における水資源循環の見える化に関する取り組みの概要 

· 行政による取り組み熊本市では、熊本県地下水保全条例（以下、県条例）に基づき、熊

本市地下水保全条例（以下、市条例）を定めている。 

· 県条例は平成 24 年より、森林の地下水涵養量は、降水量、森林面積、傾斜の係数の積

を涵養量（水田では、湛水日数、湛水面積、減水深の積）として算出している。 

 

【参考情報】熊本県地下水条例における、地下水涵養量の算定式について 

 
熊本県地下水保全条例では、熊本地域において地下水を採取する許可採取者は、地下水採取量の 1 割を目標

として、地下水採取地と同一地下水域内において、地下水涵養に取り組むことが求められる。この地下水涵

養量を算定するための評価式は、県条例の地下水涵養指針1として以下の分類ごとに示されている。 
 

参考；熊本県地下水条例における地下水涵養量の算定方法の分類 

評価式のカテゴリー 算定式 

(1). 敷地内涵養対策による地下水量の算出 

雨水浸透施設による地下水

涵養量 
（雨水浸透ます（住宅用）、雨

水浸透ます(ビニールハウス

用）、雨水浸透トレンチ・側溝

型調整池、透水性舗装・緑化

ブロック) 

基本式 

涵養量＝（有降雨量又は年間平均降水量）×集水面積×係数 

※左記の施設ごとに係数があらかじめ設定されている。 
 
例）雨水浸透ます（住宅用）の算定例 
屋根面積 70m2の家に４基設置した場合の一年間の涵養量は、 

有降雨量 1,527 ㎜/1000×屋根面積 70m2×係数 0.9＝96m3 

(2). 敷地外涵養対策による下水量の算出 

水稲作付け及び水田湛事業

による地下涵養量 
基本式 

涵養量＝湛水面積×地域ごとの減水深×湛水期間 

※地域区分ごとに、減水深があらかじめ設定されている。 
 
例）白川中流域で 550ha の水田湛水事業を 1 ヵ月実施した場合

の涵養量は、 
湛水面積 550ha×減水深 0.11m/日×1 か月＝1815 万 m3 

（湛水面積 1ha で計算すると 33000m3） 

水田以外の地下水涵養量（畑

地、水源涵養林、米などに資

する作物の契約販売、涵養域

で栽培された米の購入） 

基本式 

涵養量＝年間平均降水量×実施面積×係数 

※地域区分ごとに、土地の傾斜に係る係数があらかじめ設定され

ている。 
 
例）5000m2の水源涵養林の涵養量 
1959ｍｍ/1000×面積 5000m2×0.5＝4923 m3 

（森林面積 1ha で計算すると 9795 m3） 

(3). 協働 の取組 による地下水涵養量 

地下水財団が実施する涵養

事業に寄付等を行うことで、

涵養対策を講じる等 

採取量 1m3 あたり 0.3 円を乗じた額を目安とする。 

 

 

  

                                                   
1地下水涵養指針 別紙 重点地域（熊本地域）における地下水涵養の措置による推定涵養量の算定方法

（http://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/67476.pdf） 
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· 民間団体による取り組み熊本県及び熊本市の取り組みとは別に、環境ネットワークく

まもと、水土里ネット大菊、JA 菊池及びソニーセミコンダクタ（株）は、2003 年より

独自の地下水涵養プロジェクトに取り組んできた。 

· これは、減反政策による熊本地域の湧水量（地下水量）の減少に鑑み、圃場への湛水に

よってソニーセミコンダクタ（株）の地下水使用量をオフセットするもの（ウォーター

オフセット事業）。 

· 2006 年より、ソニーセミコンダクタ（株）は大津町の広葉樹の森計画に参画し、上流

域の植樹活動を実施。現在、この活動の結果は、県条例における水源涵養林での地下水

涵養への取り組みの一部に位置付け、植林面積に応じた地下水涵養量を計算・行政に報

告している。 

 

1.2.2 評価手法への問題意識（ヒアリングした主なご意見） 

· 県条例では、(1)参考として示した通り、涵養の実施方法や土地区分に応じた地下水涵

養量の算定式を公表している。しかし、熊本市のご担当者の現状認識としては、県条例

の算定方法では粗い計算結果となってしまうという印象を持っている。ただし、具体的

に指標を検討する段階には至っていない。 

· 上記の問題意識を解決する方法としては、九州などの西日本では落葉広葉樹が多い自

然環境をふまえ、樹種による違いで地域差を出すことができればよいと考えている。 

· 定量評価の基礎として、水循環を把握することが重要である。ただし、森林は面的に評

価するが、間伐等の手入れはスポット（点）で行われる。これをどのように評価するか、

今後取り組んでいきたい。 

 

1.2.3 本事業に対するご意見 

· 水資源循環の考え方についてウォーターオフセット事業では、転作田の作付け時期前

後に湛水することで、地下水涵養を行っている。この時、湛水により水に含まれるミネ

ラルや養分が肥料のような働きをし、土壌を肥沃にする効果が認められていることか

らも、河川の水質は重要であり、耕作地の最上流にある森林の存在が重要であると認識

している。 

· 算定結果の見せ方について指標化に当たっては、簡単な指標であること、また結果

的がわかりやすい見せ方（地下水を何リットル涵養したか等）が良い。結果の解釈

が難解であるほど、消費者が敬遠する。 

· 「手入れをしなければ、不健全である」という論理が市民にはわかりにくい。また、間

伐と地下水涵養量の因果関係も不明な点があるため、間伐の重要性を伝えにくいとい

う課題がある。 

· 指標化を考える際に、日本国内の中でも森林や水田に対する考え方が地域によっ

て異なるという点は留意すべき。 
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【熊本県へのヒアリングのまとめ】 

森林の水資源循環の見える化に関する課題 

� 県条例における地下水涵養量の算定式を用いて、水田と森林における 1ha あた

りの涵養量を比較すると、水田では 1 か月で 33000m3、森林では 9795m3 とな

り、水田の涵養量の方が相当大きい。 

� そのため、森林を整備するコストや人手等に比べ、企業としては水田を対象とし

て地下水涵養を行った方がリーズナブルな対応であると考えられる。 

� 熊本地域では他の地域に比べて減水深が大きいという地質的な特徴がある。その

ため、他の地域においては、県条例の算定式を活用した際、森林と水田での涵養

量違いは異なる結果になると予想される。 

 

森林の水資源循環の見える化に対するご意見 

� 簡単な指標であること、結果が消費者に理解しやすいものであることが重要。 
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1.3 秦野市（神奈川県）へのヒアリング結果 

1.3.1 秦野市における水資源循環の見える化に関する取り組みの概要 

· 秦野市地下水総合保全管理計画秦野市では、2003 年に秦野市地下水総合保全管理計画

を策定している。計画目標について、地下水の質と量の保全に関する市民ワークショッ

プや審議会等の議論をふまえ、2012 年に見直しを行ったところである。 

· 計画の中では、1970 年から 5 カ年計画で実施された秦野盆地の地下水調査結果から得

られた地質構造等の研究成果をもとに、「水理地質構造モデル」を構築し、秦野市にお

ける地下水等、水資源循環の動態を把握するためのシミュレーションを実施している。

また、森林管理や気候変動が水資源循環に与える影響についてシナリオを設定し、水資

源循環の変動をケーススタディとして将来予測に取り組んでいる。 

· シミュレーションと並行して、秦野市では、地下水の水利用収支について 2000 年より

継続的に地下水涵養量と地下水揚水・湧出量等についてのデータ整備をしている。 

· 秦野市の行政担当者が Excel ベースで、簡単に計算できるように、現在上記シミュレー

ションモデルを単純化したツールを開発中である。利用目的としては、渇水状況や経年

的な変動について、市役所職員自身が簡単に計算できるようにすることである。 

· その他の取組事例企業井戸から、20m3/日以上地下水を利用する企業を対象に地下水利

用協力金制度を導入している。単価は水道局が設定しており、20 円/m3 である。四半

期ごとに、規定の利用料を超過した場合に集金するものであり、近年では企業の水利用

量が減少傾向にあることから、大きな収入はない。地下水モニタリングにかかる検針作

業等の人件費の一部を補てんするものとしての位置付けである。 

· その他の取組事例市役所職員による出前授業「はだのエコスクール」を 2007 年より実

施している。対象は市内保育園、幼稚園、小学校を対象としているが、公立私立に限定

せず、保育園・幼稚園・中学校・高校・大学まで、講座の希望に応じて実施している。

プログラムは、秦野市の地下水に関するものから、気候変動や資源管理等、環境問題に

関するテーマを扱っているが、秦野市内の小学校からのニーズとしては、山地側は森林

整備、湧水地帯に位置している小学校からは地下水に関するテーマへの要望が多い傾

向がある。 

 

1.3.2 評価手法への問題意識（ヒアリングした主なご意見） 

· 森林保全や管理が水資源循環に貢献することを定量的に示すことが難しいと感じてい

る。秦野盆地の水収支についてデータを整備する際に、例えば山地涵養量は 1970 年の

地下水調査の結果を毎年利用している他、水源確保として実施した森林管理の効果に

ついては、直接的に地下水涵養効果を水量換算することが難しいとの認識から、森林整

備面積をデータとして整理するにとどめている。 

· 森林管理の有無が水資源循環に与える影響について、ケーススタディをしたが、現在の

シミュレーションでは、その効果が（実態に照らして）定量的には見えにくい。 
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1.3.3 本事業に対するご意見 

· 評価手法への課題認識で指摘したように、現在森林を整備すれば水資源循環にプラス

の効果があるという点を、定量的に評価するのが難しく、単に整備面積をベースとして

データ整理をしている段階である。森林整備の効果を水量で換算できる手法があれば、

ぜひ利用したい。 

· 丹沢地域等では、シカによる森林の下層植生等の被害が深刻である。そのため、森林の

密度管理が適切に行われていたとしても、森林内の土壌状態が、降水があった際に表面

水として流出しやすい状況にある。このような特殊な状況の場合も、シナリオ分析をす

る際の観点として考慮していただきたい。 

 

【秦野市へのヒアリングのまとめ】 

森林の水資源循環の見える化に関する課題 

� 森林保全や管理が水資源循環に貢献することを定量的に示すのが難しい。現在でも、

山地からの水涵養量は 1970 年のデータを用いており、森林管理の効果については、

森林整備面積をデータとして整理するにとどめている。 

� 森林管理の有無が水資源循環に与える影響について、ケーススタディをしたが、現在

のシミュレーションでは、その効果が（実態に照らして）定量的には見えにくい。 

森林の水資源循環の見える化に対するご意見 

� 密度管理が適切に行われていたとしても、シカの食害の影響等により地下水涵養効果

に悪影響がある場合がある。この様な特殊な事情についても、今後検討していただき

たい。 
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1.4 森林認証機関へのヒアリング結果 

1.4.1 森林認証制度の概要 

· 各団体が、それぞれ理念・原則に基づき森林認証を行う際の基準を策定している。認証

を行う際には、各団体の認証機関が現地調査及び書面審査に基づき、認証を取得しよう

とする団体を審査する。なお、審査はいずれの制度においても定性的な評価となってい

る。 

図表Ⅱ図表Ⅱ図表Ⅱ図表Ⅱ----    2222    森林認証制度の比較森林認証制度の比較森林認証制度の比較森林認証制度の比較    

項目 FSC ジャパン SGEC フォレストック協会 

認証の種類 ・森林管理の認証（FM 認証） 
・加工・流通過程の管理の認証（CoC 認証） 

森林のCO2吸収量及び生物多様性

保全と森林管理・経営レベルの認

定（フォレストック認定） 

認定規模 全国 35 ヶ所、400,854ha
（2013 年 10 月時点） 

全国 114 か所、

959,384.09ha 
（2013 年 11 月時点） 

全国 26 か所、49037.89ha 
（2013 年 11 月時点） 

共同をして

いる（導入を

検討してい

る）他の制度 

フェアトレード制度 
（※導入を研究中） 
 

・JAS 認定 
・自治体の地域材認証制

度 

・認定取得企業との連携（商品 1
点購入で森林 3m2の保全） 

 

1.4.2 森林認証制度への問題意識（ヒアリングした主なご意見） 

· 森林認証のラベルと森林管理の原則を直結しない場合が多い。つまり、ラベルがあれば

それでよい、という企業も少なくなく、環境パフォーマンス指標としてうまく機能して

いない部分があるという点で課題を感じている。 

 

1.4.3 本事業に対するご意見 

· 評価手法について学術的に正しいことは重要だが、より多くのステークホルダーが

良いと思えるものであるべきである。 

· 水源涵養機能を数値化することは重要だが、地域の土壌や地形に由来する違いをど

のように標準化するのか。 

· 木の根が水を保持し、流出速度を調整する機能など、生産プロセスを含めて評価で

きるようなスキームが望ましい。 

· 森林の管理は「密度管理」が基本である。ただし、間伐は重要な施業の一つである

が、間伐によって森林全体が適切に管理されていることを担保する必要がある。 

· 水資源循環の考え方について日本人にとっては、水を使用することに対する罪悪感

がないのではないか。そもそも、水使用に関する指標であるという点で、実感が薄

いものとなるのではないか。そこに更に公益的な機能という概念を入れると、さら

に複雑なものとなり、消費者への普及が難しいのではないかという印象がある。 

· 一般消費者の感覚として、「水が重要」であることは認識しているものの、「水源涵

養機能が重要」とすると認知度が下がる。 

· 普及方法・出口戦略について WF 制度を検討していく上では、1）国際的に認められた
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評価式であること、2）経済効果があること（企業が制度を活用した際にお金が回るこ

と）、3）わかりやすい指標であること、の 3 点が重要である。ボルビックの「1L for 

10L」キャンペーンの様に、具体的な表示が必要である。 

· 木材の WF について検討する上では、木材を使用するゼネコンや住宅メーカー等、

ある程度ターゲットとする業界を絞り込んだうえで、普及していく方がよいだろう。 

· カーボンクレジットの様に、ウォータークレジットという形での出口戦略もありう

るかもしれない。 

· ウォーターフットプリントに関する認証制度を作るのであれば、第 3 者機関による

認証制度が適当であると考えられる。 

· その他襟裳岬の植樹事業の事例は歴史が長いため、森林が無い場合とある場合での

沿岸域における漁獲量の差等、定量的な研究データが得られるかもしれない。 

 

【森林認証機関へのヒアリングのまとめ】 

森林認証機関が認識している現状の課題 

� 森林認証のラベルと森林管理の原則を直結しない場合が多い。ラベルを取得するこ

とが目的となっており、本来の森林管理や森林保全に対しての意識が向上していな

い場合がある。 

水資源循環の見える化及び WF の普及に関するご意見 

� 企業に対しては、メリットがわかりやすい指標であること、また経済効果があること

が重要である。また、普及を図る上ではターゲットとする業界をある程度絞り込ん

で、アプローチを図る方が良い。 

� 個人（一般市民）に対しては、結果がわかりやすいことが重要である。 
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2 海外現地調査 

2.1 訪問先及び実施結果 

1 月 20 日から 1 月 24 日にかけて、フィンランド及びスペインを対象国として、合計 8

団体・機関へヒアリング調査を実施した。 

 

図表Ⅱ図表Ⅱ図表Ⅱ図表Ⅱ----    3333    海外海外海外海外ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング実施スケジュール実施スケジュール実施スケジュール実施スケジュール    

No 訪問先 日時 主なヒアリング項目 

1 

フィンランド 

ミサワホーム・フィンランド社 
平成 26 年 1 月 20 日（月） 

①フィンランドにおける環

境対策、各機関の取り組み 

②WF に関する議論の最新

動向 

③WF 又は水資源循環の見

える化の評価手法 

④WF 又は水資源循環の見

える化の活用方法 

⑤評価手法及び活用方法に

関する技術的・運用的課題 

2 Helsinki University 

3 
SYKE(Finnish Environment 
Institute) 

平成 26 年 1 月 21 日（火） 
4 Aalto University 

5 VTT Technical Research Centre 

6 UPM-Kymmene Corporation  

7 METSO Programme 関係者 平成 26 年 1 月 22 日（水） 

8 

スペイン 

MAGRAMA 
(Ministry of Agriculture,Food and 
Environment) 平成 26 年 1 月 23 日（木） 

①スペインにおける環境対

策、各機関の取り組み 

②スペインの水資源管理政

策の概要、WF の位置付け

について 

③WF 又は水資源循環の見

える化の活用方法 

④評価手法及び活用方法に

関する技術的・運用的課題 

9 MAHOU SUN MIGUEL 

10 Fundación Botín Water Observatory 平成 26 年 1 月 25 日（金） 
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2.2 海外ヒアリング結果の概要 

 フィンランド及びスペインでのヒアリング結果の概要を図表Ⅱ- 4 に示す。 

 

図表Ⅱ図表Ⅱ図表Ⅱ図表Ⅱ----    4444    ヒアリング結果の概要ヒアリング結果の概要ヒアリング結果の概要ヒアリング結果の概要    

項目 フィンランド スペイン 

訪問機関 行 政

機関 
(1). METSO Programme 関係者 

（フィンランド農水省、フィンランド

環境省等） 
(2). SYKE 

(Finnish Environment Institute) 

MAGRAMA 
(Ministry of Agriculture,Food and 
Environment) 

 研 究

機関 

(1). Helsinki University 
(2). Aalto University 
(3). VTT Technical Research Centre of 

Finland 

Fundacion Botin Water Observatory
（※私設財団） 

 民 間

企業 
(1). UPM- Kymmene（製紙業） 
(2). ミサワホーム・フィンランド社（製材

業） 

MAHOU SUN MIGUEL（食品飲料） 

水資源に関する

地形的・社会的背

景 

� 氷河によって削られた基盤の上に、

薄い土壌層があり（場所によっては

深さ 2~3m 程度）、その上に木が生え

ている状態。北部を中心にピートモ

ス（湿地帯）が広がる。 
� 湖は、氷河が削り取った窪地に水が

たまっているもの。 
� 主要な資源であることと、第 2 次世

界大戦後の借金を森林資源で返済

し、産業を発展させたという認識か

ら、森林の持続的利用（Sustainable 
Use）についての意識が高い。 

� 基本的には乾燥地帯であるという

認識。ただし、地域ごとに水資源量

が大きく差がある。 
� 水資源については、政治的介入が

しばしばあるため、基本的に政策

の実行者は各地方の行政が担当。 
� 国としては、MAGRAMAの水資源

環境局が「水」に関する全ての政策

を所管。 

EU の法制度への

対応・国内の法整

備の動向 

基本的には EU の動向に従う。 
 

基本的には EU の動向に従う。 

水資源に対する

政府・企業・国民

の関心 

水質 
 
⇒1960 年代に行われた湿地開発による

植林事業の影響で、湿地から有機物が河

川に流出し、富栄養化が懸念された事が

あった。このような背景から、国民は特に

飲料水の「水質」に対しての意識が高い。 

水量、水質 
 
⇒国内でも、水資源量の地域差が非常

に大きいことから、出身地や研究対象

地等によって、「水量」に対する見解は

異なると考えられる。 
また、過去に「水質」に悪影響を与えた

事件としては、90 年代に鉱山からの汚

染水が下流の国立公園に流入するよう

な事があった。 
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項目 フィンランド スペイン 

森林と水資源循

環の関係性につ

いての考え方 

� UPM- Kymmene 及び VTT は、森林

は、水質浄化機能等の公益的な機能

を有しているという意見。 
� Aalto University 及び SYKE では、

森林が持つ水資源循環に対する公益

的機能への認識は低いとの見解。 
� フィンランドでは夏季に湖水地方の

コテージで休暇を取る習慣があるこ

とからも、水は森林景観の構成要素

の一つと考えている人もいる。 
 
⇒行政担当者でも所属部署による見解の

違いがみられた。 

� Botin Water は、森林は水資源涵

養の機能を持つと共に、水の消費

が大きいという両方の側面を有

するとの認識。 
 
⇒Botin Water では、森林面積の増減

が、河川流量にどのように影響を与え

るかについては、今後調査を進めてい

きたいと考えている。 

WF の算定手法に

ついて 
� 基本的に WFN の手法を採用。 
 

� 基本的に WFN の手法を採用し

ている。（WFN の手法を利用し

た、綿製品（ジーンズ等）の WF
算定事例を TR に提案してい

る。） 
� 2008～2012年にMAGRAMAの

事業として行われた、産業連関表

を用いたインベントリ分析のた

めのシミュレーションモデルが

ある。（委託先；TRAGSATEC 社、

ソフト自体は非公開。） 

現状のWF算定手

法に対する課題

意識 

� WFN の手法については、課題意識を

持っている。（雨水の WF が適切に評

価されない）。 
� 現在様々な評価手法がある中で、企

業が活用する上では、どの指標や手

法が適当か、それぞれのメリット・デ

メリットについて調査・検討してい

る段階。 

� WFN の手法については、課題意

識を持っている。（グレーウォー

ターの評価方法が単純すぎる） 
� 様々な評価手法が乱立している

状態であり、どの手法が適当であ

るかは明確でないと考えている。 

WF の政策におけ

る位置づけ 
� 政策や施策に反映されてはいない。

（企業が自主的に取り組んでいる状

況） 

� 水枠組み指令（WFD）に基づく、

河川管理計画の中に WF 分析に

関する情報を入れることが求め

られる。 
 
⇒ただし、法的な規制はない。また、

計画に入れるべき情報も、評価手法や

項目など、必要なコンテンツが決めら

れてはいない。 
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項目 フィンランド スペイン 

WF 活用のメリッ

トに対する認識 
企業が自社の水管理ツール 
（例；自社製品や各工場の中で、相対的に

水消費が大きいプロセスや工場を特定す

る等） 

1)各業種、各地域が利用可能な水資源

量の上限値を検討する指標 
2)森林や農地保全の指標 
3)企業内部の水管理ツール 

WF の活用に関す

る課題意識 
� 算定結果が“Sustainability”を示す

指標であるとは考えていない。 
� WF 算定結果が消費者に対して与え

うる影響も不明 
 

⇒ラベル化等のコミュニケーションツー

ルとしては適していないと考えている。 

� スペイン農産物に対する WF の

観点でのネガティブイメージへ

の懸念がある。 
 
⇒ラベルについては、 (どれだけ環境

影響がある下の指標であるにもかか

わらず、逆に)製品に対して付加価値

を付与する使われ方に対して反対意

見を持っている。 

WF の認知度、普

及活動について 
� 普及活動を行っている段階。普及の

事例としては、 
1)個人の水消費を計算体験するツールの

開発（Aalto University 及び Kemira 社

がそれぞれ開発。WFN が公開している同

様のツールのフィンランド版）。 
2)WF を認識してもらうための期間限定

カフェ(Wonder Water Cafe)の設置。メニ

ューに WF 等を表示するもの。（ヘルシン

キ、上海、ロンドンの 3 各国で実施。） 
3)ある企業が、自社独自の取り組みとし

て、WF を食品パッケージに掲載。 

� 普及活動を行っている段階。普及

の事例としては、 
1)市民セミナーの開催 
2)WF に関するイラストを新聞広告

として掲載（マスコミの利用） 
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2.2.1 フィンランドにおけるヒアリング結果のまとめ 

 

質問事項 Aalto大学及び SYKE UPM及び VTT METSO関係者/Helsinki大学/ミサワホーム・フィンランド社 

1. フィンランドの環境対策における各機関の取り組み、位置付け及び役割について 

1(1a)フィンランドの農林水

産業における環境情勢(温暖

化、生物多様性、水、希少資

源、リサイクル)。 

特に国民や企業が関心を持っ

ている環境問題(課題)や、政

府として重要視している問題

について。 

欧 州 委 員 会 の 統 計 値 に よ る と 、 フ ィ ン ラ ン ド で は

21,000m3/capita、一方ドイツでは 1,300 m3/capitaであり、例

えばドイツに比べると 20 倍の水資源を有している。また、人

口が少ない(約 500 万人)割に降水量が多いため、上記のような

国民、産業界、政府が注目しているのは水量よりも、「水質」に

ついてである。 
ただし、フィンランド国内で地域間の比較をした場合、北部に

比べて南部の方が水資源に乏しく、例えば南部に位置する首

都・ヘルシンキでは北部よりは水問題に対して注目していると

考えられる。 

UPM は森林資源を利用してビジネスを行っているという

事もあり、森林資源の持続的(Sustainable)な活用には非常

に関心が高い。 
また、フィンランドでは、夏場は湖水地方のコテージで休

暇を取る習慣もあり、(景観とレクレーションという観点か

らも)水は森林資源の一つであると認識している。 

METSO 関係者国民の関心は、気候変動、再生可能エネルギー、森林の活用

と保全のバランス、ピートランド(湿地)地域における鉱山開発についてであ

る。政府として最も注目しているのは気候変動である。環境省としては、バル

ト海の富栄養化(水質)に対しても注目しており、有機物質の流出量を削減する

ための取り組みを行っている。 

2014 年には、森林法が改正予定となっており、“Sustainability”の観点

が新たに盛り込まれた。また、再生可能エネルギーについては、数年前に

“Bio economy strategy”が策定された。 
 
Helsinki大学森林と湖、流域との関係(影響)を物質循環(水、CO2 等、土壌成

分)という観点から調査しており、特にフィンランドでは水質という観点に関

心が高い。 
 
ミサワホーム・フィンランド社フィンランドでは、伐採量の倍以上の量を植

林している。森林組合のネットワークが非常に機能しており、ICT を活用し

て、いつどこで樹齢何年の木が何本伐採されたかについて管理している。温暖

化等の影響に対しては、フィンランド西部で洪水被害等が発生したことがあ

ったものの、基本的に自然環境の変化に対しては、あまり意識はしていないよ

うである。 

1(1b)過去に経験した水に関

する大きな事件、事故等につ

いて 

1950年代から 60年代ころにかけて工業部門からの排水に対し

て、国民が水質への影響懸念が高まった。これを受けて、排水

処理施設からの排水に対して課金する新規則を 60年代から 70
年代にかけて整備した。この制度によって、排水の 98%からリ

ン成分を除去する事が可能となった。ただし、農業部門からの

排水について、特に湖や海岸域では、まだ水質面での課題が残

っている。 
また、1960年代には、国内の湿地を開発し、植林が盛んに行わ

れた。しかし、これによって湿地の有機物が分解され、それが

流出・富栄養化等の問題が生じた。現在このような施策は行わ

れておらず、湿地帯は保護区として管理されている。 

農業部門からのバルト海への有機物の流出、鉱業による排

水が懸念されている。 
Helsinki 大学かつてはピートモス(湿地帯：湖の水が枯渇してできる)を土壌

改良して(乾燥させて)、木が育つ環境(植林)にしていたが、その結果、ピート

モス内に溜まっていた有機物が分解され、周辺地域の水質を汚染する問題が

出てきた。現在は森林資源も飽和状態であるため、(植林せず)ピートモスを保

護するようになっている。 
 
ミサワホーム・フィンランド社ミッケリ市については特になし。 

(ただし、事業所から隣接するサイマア湖に流出する有機物については、市が

モニタリングを実施し、削減対策の指導を行っている。) 

1(2)環境問題に関する EU 内

及びフィンランド国内での議

論の方向性について。 

基本的には、EUの方向性に従う。 EU の規制とフィンランドの国内規制の 2 つの階層があ

る。UPMは基本的に EUの規制に合わせて対応している。 
環境フットプリントについては、EU の動向との兼ね合い

次第と考えている。必ずしもWFに固執することはないと

考えており、最終的にWFを活用するかどうかを検討する

必要がある。 

環境フットプリントについては、特にコメントなし。 
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質問事項 Aalto大学及び SYKE UPM及び VTT METSO関係者/Helsinki大学/ミサワホーム・フィンランド社 

1(3)フィンランドにおける水

資源問題に対する国民や企業

の関心の動向、他の環境問題

(地球温暖化、生物多様性等)
への対策との比較等につい

て。 
EU 内での水資源に対する議

論の方向性(地球温暖化によ

る降水量の変化に対する考え

方等) 

EU では、水枠組指令(以下、WFD)という水に関する規制があ

る。フィンランドは EU加盟国であるため、この上位規制に従

う。 
また、WFD に関連して、The AWS International Water 
Stewardship Standard という取り組みがある。これは、企業

に対して、ボトムアップ的に水消費や水管理に責任があること

の認識を高めるたけの活動である。また、水量と水質に関する

ポリシーとして、Blueprint(WFDや関連の政策に関する行動目

標)があり、この中で環境流量(Environmental Flow)を活用した

管理というものが推奨されている。 
 現在国内では、WFD に基づく工業部門の水管理は徹底され

ている。ただし、温暖化の影響として、将来的に農業用水の需

要の変化や、農作物の作付け体制が変わることを想定すると、

潜在的に水量の面での懸念はある。 

Blueprint(WFDや関連の政策に関する行動目標)があり、

また近年には森林法も改正された。今後は、これまで以上

に森林資源の利用や水環境に対する規制が厳しくなるこ

とが予想される。 

METSO 関係者水枠組指令(以下、WFD)に関連して、The ecological and 

chemical status of surface watersについての評価が行われている。この

中では、農業部門で水リスクが大きいと考えられる地域の環境改善を目的

に検討が進められており、2013 年からは森林も対象として検討されてい

る。水に関連する施策としては、2011年にWater actが改正された。 
(※2011年前後には、フィンランド国内の環境関連法が大きく改正された

模様であり、現在下記 4法令が主要な環境法令であると見受けられる。 
1)Nature Conservation Act, 
2) Environmental Protection Act 
3)Water Act 
4)Gene Technology Act) 
 
Helsinki大学「限られた水資源を適正に管理する」ことは重要で、EU 委員

会でもWF の検討がなされている。実際に算定する動きも出てきている。 
また、フィンランドにおいては、ピートモス(湿地)が気候変動によりどのよう

に影響を受けるかが研究の対象となっている。ヘルシンキ大学の Starr 教授

は、気候変動により北方林がどのような影響を受けるのか、大気、水、土壌成

分の動態について調べ、影響評価をしようとしている。 

2. WFに関する議論の最新動向(ISOへの対応方針など) 

2(1)フィンランドにおける

WF 関連施策やプロジェクト

の動向について。 

(WF算定体験ツールについて) 
・WFN が HP で一般市民向けに、個人の水消費を計算体験す

るツールを公開している。フィンランドでは、このツールを国

内版のデータを用いて改良したツールが2つある。一つがAalto
大学のツール、もう一つが Kemira社のツールである。両者に

大きな違いはなく、基本的にWFNの手法に基づいている。公

的に推薦されているわけではないが、Aalto 大学が先行して開

発した。例えば小中学校で、このような水資源問題に興味のあ

る教師が授業で利用することも可能である。 
・ヘルシンキ、上海、ロンドンの 3各国で、WFを認識しても

らうための期間限定カフェ(Wonder Water Cafe)を開いたこと

がある。 

(EVERGREENプロジェクトの概要) 
VTT がコーディネーターとなり、SYKE や MELTA 等が

関連して取り組んでいる、現在進行形のプロジェクトであ

る。既存手法やスキームは多々あるが、実際に企業が自社

ビジネスの“Sustainability”を評価する際に、異なる指標

をどのように活用すべきかを検討する際のサポートをす

ることを目的として、各手法についてのメリット・デメリ

ットについて調査、検討しているものである。 
(※ISO が森林業界に対してどのように影響しうるかにつ

いても検討しているが、この点については非公開情報であ

るため、現時点では発表できないとのこと。) 

－ 

3. フィンランドにおけるWFの評価手法の考え方について 

3(1)WF評価に用いる指標・評

価手法及び評価単位(組織、流

域等)について 

基本的には WFNの手法を踏襲して、WF算定体験ツール等を

構築した。ツールでは、個人の水利用のライフスタイルに合わ

せて、どの程度の水を消費しているかを視覚的に表示すること

ができる。 

(UPM)基本的にはWFNの手法を踏襲して、自社製品製紙

1枚当たりのWFを算定した。この結果、製紙 1枚あたり

13L という結果が得られた。(サプライチェーンの水利用

も含む) 

－ 

3(2)WF の分析手法について

の課題意識。 
グローバルな算出方法が必ずしもフィンランドに適している

とは考えていない。例えば、森林産業では雨水を多く使用して

いるという結果となるが、グローバルな手法で産出された WF
は多すぎるのではないかという懸念がある。そのため、フィン

ランドに適した評価手法を開発したいと考えている。 

(UPM)上記算定結果が持つ意味が、“Sustainability”を示

す指標であるかどうか、という点に疑問が残った。そのた

め、より詳細な調査・分析を行った結果、既存手法を用い

た算定結果は地域性や実際の排水影響をあらわさないと

いう結論に至った。 

(VTT)特に繊維産業においては、雨水のWFは適切に表現

されていないと考えている。そのためWFNの手法が適当

であるとは考えていない。 

METSO関係者現時点では、まだ、企業が自主的に取り組むコミュニケー

ションツールの段階であるという認識である。まだ統一的な手法やツール

はなく、各企業が異なるツールを利用している。 
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4. WFの活用事例について 

4(1)フィンランド国内で、国

内で、WF に最も関心が高い

業界、一般市民に対する普及

啓発の意向、国民のWFの認

知度について。 

Corporate water stewardship with WWF(2012)のようなプロ

ジェクトに先行して、グローバル企業は既に水資源対策を検討

している段階であった。中でも製紙産業は最も先行してWF分

析に取り組んだ業界であった。 

まだ普及段階であるが、water scarcityや水質でWFを重

み付けすれば、フィンランドのWFは有意性があると考え

ており、例えば水質で重み付けをしたWF算定は、環境へ

の負荷低減や森林管理を含めた水質保全活動のインセン

ティブになりうる可能性がある。 

－ 

5. フィンランドにおける水資源循環に対する考え方について 

5(1)フィンランドにおける、

水資源に対する考え方・哲学、

また、スペインの地下水と地

表水の利用割合について。 

皆伐すると蒸発散(ET)の機能が無くなると認識している。フィ

ンランドでは地下水位は 2~3mであり、蒸発散の割合を挙げる

と地下水位が上昇し、場所によっては地表近くまで上がる場合

もある。この様な状態では木は育たない。そのため、地下水位

とのバランスを見た伐採管理が難しい。フィンランド中央部及

び南部の森林は木材の伐採という意味ではほぼ管理されてい

るが、ここでは、水資源というよりも生物多様性の観点の問題

の方が大きいと認識している。 

水資源が豊富であるという感覚を持っている。しかし、こ

の点が、フィンランドがWF対応に遅れた理由の一つであ

ると認識している。森林が持つ多面的機能については、

Dr.Helena が前回の ISO 会合において水浄化機能等を提

案している。ISO条文に反映されるものではないが、日本

をはじめとする他国の同意も得られている。例えば、森林

密度が高いほど水質が良いという結果も得られている。 

Helsinki大学これまでは、森林は水を消費する対象として捉えられていたが、

最近は考え方が変わってきており、水のバランスを考える上で、森林は非常に

重要な役割を果たしているということがヨーロッパでも認識されてきてい

る。しかし、フィンランドでは、森林は降水量や地下水の安定(根からの吸収

により)に関係しているという考え方である。 
 
ミサワホーム・フィンランド社フィンランドは、氷河によって削り取られた

岩盤の上に表層(数メートル、場所によっては数十センチ)があり、その上に森

林がある。そのため、森林の公益的機能としては地下水涵養、洪水防止、水質

浄化、流量調節などの機能があるという認識はないのではないか。 
ただし、常に約 100 年後の次の伐採する時期を見越している。また、木のサ

イズの構成として、細い木(若い木)は多く、太い木(樹齢が大きい)は少ないと

いう木のサイズのピラミッド構成を常に意識しており、このピラミッド構成

を崩さない持続的な伐採管理を行っている。 

5(3)WF が具体的にフィンラ

ンドの政策に反映される可能

性は、又はビジネスにおける

活用の動向。 

基本的には、EU の方向性に従う。企業独自の取り組みとして

は、WF に関連したラベルを自社商品に掲載して販売したこと

があった。その取り組みについては先進性が評価されたもの

の、このようなラベルは統一的にすべきという観点から批判も

あった。 
(※EUでは、EUでは消費者が十分にラベルを吟味し、判断で

きる段階ではないとの理由から、外側のパッケージに掲載する

ことは認められていない。) 

UPMとしては、自社製品に対して何等かのWF関連ラベ

ル等を表示することは考えていない。(例えば、製紙 1枚あ

たり 13Lという表示をした場合、消費行動にどのように影

響しうるかが不明であるためである。) 
WFの算定及びその結果の詳細分析の結果から、WFは CF
とは異なり、マーケットツールではないと考えている。自

社の環境影響を評価する水管理ツールとしては利用でき

るが、消費者とのコミュニケーションを目的としての使用

はできないと考えている。 

METSO関係者現時点では、まだ、企業が自主的に取り組むコミュニケー

ションツールの段階であるという認識である。まだ統一的な手法やツール

はなく、各企業が異なるツールを利用している。 

6. その他の制度について 

6(1).フィンランドで普及して

いる環境に関する認証制度に

ついて。 

NGO との共同プロジェクトとして、 Corporate water 
stewardship with WWF(2012)という取り組みがあった。これ

は、企業に対して、特に量的・質的に水リスクがある地域や、

水政策について問題があると考えられる地域に対し、バリュー

チェーン全体で積極的にかかわってもらうための取り組みで

ある。 

認証という観点では、企業の取り組みとしては ISO14000
の取得、森林認証の取得に取り組んでいる。 

METSO関係者 

(METSOプログラムについて) 
商業対象の森林の所有者が自主的に保護区域を設定することで、空間的なつ

ながりも加味した保護区域を設定する METSO プログラムがある。これは、

フィンランド農水省と環境省の 2 省が所管しており、森林の生物多様性等を

自主的かつ経済的観点を踏まえて保全することを目的としている。 
 
ミサワホーム・フィンランド社ミサワホーム・フィンランド社では、FSC認

証及び PEFC認証を取得している。また、WWFが推進する FSC認証に基づ

くチェックリストを用いて、自社の木材の環境影響について自主的に確認す

る取り組みを行っている。 
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2.2.2 スペインにおけるヒアリング結果のまとめ 

質問事項 MAGRAMA(Ministry of Agriculture, Food and 
Environment) 

Fundacion Botin Water Observatory MAHOU SUN MIGUEL 

1. スペインの環境対策における各機関の取り組み、位置付け及び役割について 

1(1a)スペインの農林水産業における環境情勢(温
暖化、生物多様性、水、希少資源、リサイクル)。 
特に国民や企業が関心を持っている環境問題(課
題)や、政府として重要視している問題について。 

スペインは乾燥地帯であるという地理的な特徴があるという

背景もあり、国民は、水資源対策は水量・水質両方の側面から、

非常に重要であるという認識を持っている。その中で、スペイ

ン農業・食料・環境省としては、水資源の少ない地域にも水資

源を配分し、質の良い水が国民全体に行き渡るようにする事が

重要なミッションのひとつと考えている。 

水枠組み指令(WFD)の影響力が非常に大きい。生態系への

配慮を要求されている。 
スペイン国内では、各流域の水資源管理に対して政治的介

入の影響が大きい。そのため、河川流域管理を行う際に、

コンフリクトが生じることが多い。 
気候変動や生物多様性については、General Direction 
Entityが設置されたが、また効果が明確には合わられてい

ない。ただし民間企業は責任あるものと認識して、取り組

んでいる段階である。 

EU 南部の国・地域では、乾燥地域での水量・水質を守る

という事に対しての(規制の)影響力が大きい。特にスペイ

ンでは、国民の水資源に関するトピックには非常に敏感で

ある。 

1(1b)過去に経験した水に関する大きな事件、事故

等について 
特にコメントなし。 過去に国内で起きた環境事故としては、90 年代にボリデ

ン・アピルサ社が所有するアスナルコジャル鉱山から、汚

染水が流出し、その下流にあるドニャーナ国立公園への影

響が懸念されるという事故があった。 

特にコメントなし 

1(2)環境問題に関する EU 内及びスペイン国内で

の議論の方向性について。 
特にコメントなし。 EU からスペインに対する要求は大きくない。スペイン政

府としても対応するかどうか、環境フットプリントについ

ては、まだ方向性を定めていない段階である。 
Botin Waterではグアダルキビル川流域の河川管理計画を

分析しつつ、どのような評価手法について検討している段

階である。 

基本的にスペインでは、この EU全体の規制に基づいて対

応を行っている。最新の方向性としては、プログラムには

大きく 4つの柱がある。まず一つは、地球規模での気候変

動について、次に生物多様性、天然資源の消費を減らすこ

と(グリーン消費)、そして EU 域内の国民の健康の保護で

ある。 

1(3)スペインにおける水資源問題に対する国民や

企業の関心の動向、他の環境問題(地球温暖化、生

物多様性等)への対策との比較等について。 
EU 内での水資源に対する議論の方向性(地球温暖

化による降水量の変化に対する考え方等) 

スペインでは、農業・食料・環境省水資源環境局が、すべての

水資源に関する施策を所管している。また、この機関の直下に

各地方政府の担当者が属している状況である。 
1926 年に世界で初めてスペインが流域の水管理を導入し、ま

た、2000年には欧州委員会がこれを規格化し、この計画の中に

WF分析を含めたという経緯がある。（※引き続き確認中） 

スペイン国内で最も議論が行われたテーマである。Botin 

Water の研究結果によると、スペイン国内では近年 30～
40 年のスペインの河川流量が減少傾向にあることが明ら

かとなり、それについての調査・対策の検討などを進めて

いる。 

スペイン国内の水資源の状況をみると、国内でも水利用可

能性の地域差が大きい。例えば、他の地域から水を引く際

には軋轢が生じ、水資源の利用について画一的な対策をす

る事が難しい。つまり、スペインで国内統一的な規制

(Global Policy)は難しいため、各地方政府が規則を定めて

いる。 
 
 

2. スペインの水資源管理政策におけるWFの位置付けについて 

2(1)WF 分析を導入した政策に関連した農林業

関連の施策や取り組み、プロジェクト等につい

て 

2008年から 2012年にかけて行われたプロジェクトの中で、産

業連関表を用いたシミュレーションモデル（TRAGSATEC社、

非公開・スペイン語のみ）を構築した。この中では、25の業種

を想定しそれを農業、畜産・酪農、林業、工業、旅行業に分け

て、計算している。 

WFは指標の一つであるという認識である。農業部門につ

いて、スペイン農業・食料・環境省の取り組みとは別に、

バーチャルウォーターを輸出した際の影響評価について

のケーススタディを行った。 
今後は、農地や森林を保全するための指標としてWFが活

用できないかと考えている。 

(自社で取り組む環境対策、水資源対策について) 
環境管理監査制度(EMAS)を導入し、90年代よりビール業

界全体で業務改善に取り組んだ。この企業努力の結果、現

在ではMAHOU SUN MIGUELのビールのWFは 56Lで

あり、これはスペインの地方都市(3000人未満)の水利用量

よりも小さい。この取り組みは、2010年に最高環境管理者

として EUより表彰された。 

2(2)ウォーターフットプリントの算定を法律で

定めているのか。 

法律では定めていない。 法律では定めていない。ただし、スペインでは水資源が限

られているので、節水が重要であり、何等かの利用規則を

導入する必要があると考えている。 

(河川管理計画に対する関わりについて) 
特にコメントなし。 

2(3)上記政策、WF分析を導入した背景等、WF
分析を政策に取り入れることとなった経緯・背

景、取組みの概要について。 

スペインにおける持続的な水資源管理を行うためのツールと

して開発されたもの。 
農業部門において、水資源がどれだけ利用可能か、リミッ

トを決定する上での重要な指標と認識している。 
－ 
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質問事項 MAGRAMA(Ministry of Agriculture, Food and 
Environment) 

Fundacion Botin Water Observatory MAHOU SUN MIGUEL 

2(4)河川管理計画と森林管理計画の関連につい

て(材木等もWF分析の対象かどうか、等)。 

TRAGSATEC 社のシミュレーションモデルでは、林業も評価

対象の業種とした。森林と水資源循環の関係性については、森

林は水資源涵養の機能を持つと共に、水の消費が大きいという

両方の側面を有すると考えている。スペインの経済に対して、

森林の水消費がどれだけ影響を及ぼすかという点に着目して

いる。 

森林もWF分析の対象としている。水資源循環における森

林の役割は非常に重要であると考えている。一方で、森林

は水を消費する存在であるとも考えている。森林面積の増

減が、河川流量にどのように影響を与えるかについては、

今後調査を進めていきたいと考えている。 

－ 

2(5) 条例におけるWF分析の課題 条例ではWF分析を定めていない。 河川管理計画に WF 分析を活用することとなってはいる

が、一方で指標としてどれだけ有効か、という点について

は議論の余地がある。また、現時点で様々な評価手法が乱

立している状態であり、どの手法が適当であるかという点

については明確でない。 
Botin Water は基本的に WFN の手法を用いているが、

WFN のグレーウォーターの考え方は単純すぎると考えて

いる。ひとつの考え方としてあるのは良いが、賛成してい

るわけではない。 

基本的に、産業界としては消費者に対して透明性を担保す

ることが重要であると考えている。算定手法については、

複数の手法があり、実際に活用している企業もあるが、ま

だ各手法を比較する段階には至っていない。また、各社が

内部の水管理ツールとして WF を評価している段階であ

る。 

WF評価結果がどのような意味を持つのかについては、

まだ解釈が難しい状況である。例えば、蒸発散(以下、

ET)によって水資源は消費されるが、その水量は同じ流

域内で降水となるかもしれないし、他の地域へ降水をも

たらすかもしれない。そのためグローバルな視点で考え

る必要がある。 

3. 条例で規定されるWF分析の概要について 

3(1)河川管理計画の中での WF 分析の実施者、分

析単位(組織、流域、農産物)について。 
本シミュレーション結果は、2008～2012 年の科学技術プロジ

ェクトの中で行われたものであり、条例の中で規定されている

ものではない。 

政府、大学、企業の各セクターがWF分析を行う。 
各分析者が、それぞれの手法を用いている段階である。 

－ 

3(2)ソフトウェアのスペイン国内における位置づ

けについて。 

(TRAGSATEC 社のシミュレーション方法が必須

要件となっているのか等) 

スペインにおける持続的な水資源管理を行うためのツールと

して開発されたものであるため、ウェブサイト等から自由にダ

ウンロードして使用する事はできない。例えばスペイン国内の

行政担当者が、地域の水資源管理に活用したいと考えた場合

は、スペイン農業・食料・環境省が計算し、その結果を活用す

る事ができる。 

河川管理計画の中では、WF分析にあたって規定されたモ

デルやソフト等はない。 
－ 

3(3)河川管理計画に含めるべき情報(指標・評価手

法)について 
WF分析は義務化されたものではない。 WF分析結果を「情報として」入れることは求められてい

るが、定まった手法、ソフト、項目等は特にない状態であ

る。 

－ 

3(4)条例で規定されている WF の分析手法につい

ての課題意識。 
人口などの社旗データや、地理的データ等、シミュレーション

する上で必要なデータが多く、統計値が更新された場合速やか

にデータ更新を行っている。ただし、例えば産業連関表は 10年
に一度しか更新されない等、シミュレーションに用いるデータ

の年度に差異がある。 

以下の課題意識を持っている。 
・どのように評価するか(手法に対する課題意識) 

・算定結果について、管理がどれだけの重要性を持つか(ス
ペインの農産物で算出した結果に対する他国からのネガ

ティブイメージへの対応) 

－ 

4. WFの活用事例について 

4(1)スペイン国内で、WFに最も関心が高い業界は

どのような業界、一般市民に対する普及啓発の意

向、国民のWFの認知度について。 

特にコメントなし。 農業部門、食料品業界、繊維業界が特に関心の高い業界で

あると考えられる。また、一般市民向けの普及活動として、

5年前より市民セミナーを開催している。また、マスコミ

を利用した普及活動等も行っており、水消費のイメージ(衣
服などの装飾品の WF を表現したイラスト)を新聞の広告

として掲載するなどを行った。 

－ 
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質問事項 MAGRAMA(Ministry of Agriculture, Food and 
Environment) 

Fundacion Botin Water Observatory MAHOU SUN MIGUEL 

4(2) 条例で定められているWF分析結果の活用方

法について(企業等の活用事例等) 
TRAGSATEC 社のシミュレーションモデルでは、栽培品目を

変えた場合に、水資源の価値や GDP がどれだけ変化するか等

のシナリオ分析を行い、行政施策に反映させて事例はある。 

また、(実際の活用事例はまだないが)気候変動によって水資源

量がどれだけ変化するかをシミュレーションすること自体は

可能である。 

2011 年の産業連関表に基づく評価結果があり、企業はこ

れを活用している。 
（※おそらく農業・食料・環境省の評価結果と見受けられ

る。） 

－ 

5. スペインにおける水資源循環に対する考え方(とくに森林と水資源の関係)について 

5(1)スペインにおける、水資源に対する考え方・哲

学、また、スペインの地下水と地表水の利用割合に

ついて。 

?国民は、スペインは乾燥地帯であるという地理的な特徴があ

るという背景もあり、水資源対策は水量・水質両方の側面から、

非常に重要であるという認識を持っている。 

森林には、土壌流出の防止等の公益的機能を持つ一方で、

流域に影響力の大きい水の消費者であるとも考えている。 
また、Botin Waterの研究結果から得られた知見としては、

一般的に考えられているほどスペインの水資源は欠乏し

ていない。水量ではなく、分配の問題であると考えている。 

さらに、農業部門に比べて、森林の方が水消費が多いとい

う結果が得られたが、これは以外な結果であり、引き続き

調査・研究を進めたいと考えている。 

(水を扱う事業者としての観点から、森林管理の必要性につ

いてどのように考えているか) 
過去の研究によって、森林の ETによる水消費が大きい事

が明らかとなり、森林の存在はWFに影響が大きいと認識

している。 

6. その他の制度について 

6(1).国内で普及している環境に関する認証制度

(特に消費者の関心が高い農産物の主な認証制度)
について。例えば、WF を認証制度(分析結果を商

品に表示して販売するなど)としての活用事例の

有無等。 

特にコメントなし。 ラベリングについては、(どれだけ環境影響がある下の指標

であるにもかかわらず、逆に)製品に対して付加価値を付与

する使われ方に対して反対意見を持っている。 

EU では、製品同士の比較が難しいとの観点から、まだラ

ベル等に何を表示すべきかについては定めていない。 

6(2) スペイン農業の補助金制度について概要につ

いて。(CAPでは、環境、景観、土壌等を守る農法

に対し補助金を支払う仕組みとなっているが、例

えば、水利用の少ない作物への優遇制度のような

ものがないか等) 

特にコメントなし。 基本的に EUの農業政策に準じる。以下の制度がある。 
・農業従事者に対する直接支払制度。 
・地方経済活性化のための交付金制度(詳細な名称は確認

中) 
・農業従事者に対する環境配慮に関連したセミナーへの参

加費用免除 

－ 
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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。 

 

��� 
	��� ∙ ���  
 

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。 



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－12 
 

(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 
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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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