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中華人民共和国 

第二次黄河中流域保全林造成計画 

外部評価者：アイ・シー・ネット株式会社 岸野 優子 

 

０．要旨 

 本事業は、中国政府の森林被覆率の改善を目標とした森林造成計画の中で、自然環境、

立地条件ともに厳しい黄土高原の荒廃地における防護林モデル植林として実施された。現

地の状況に合わせて入念な基本設計図を作成し、それに基づき厳格に作業を実施したこと

が高い活着率1に結びついた。農民参加を計画段階から取り入れたことや、ソフトコンポー

ネントを活用して普及担当者と農民に対する訓練を取り入れたことも相乗的に効果を挙げ

る結果となった。本事業の造林地は成功事例として評価されるようになり、山西省におけ

る植林単価2の引き上げといった政策面での改善、地域全体の植林の進展へと大きく前進し

た。今後も優良成績造林地として守り続けるとともに、造林モデルとして利用していくた

めには、生育段階に応じた適切な保育作業と樹木の保護対策を実施していくことが不可欠

である。 

 以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

１．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       案件位置図        大寧県（左）と吉県（右）の造林地 

 

1.1 事業の背景 

中国では、木材生産のための森林伐採や、食糧確保のための過剰な開墾が進み、森林は

国土面積の 13.9％まで減尐した3。森林の持つ水土保全機能は失われ、土砂流出が増えてい

                                            
1植林成績を表す主な指標。活着率＝生存している苗木の本数／植栽した本数×100。 
2 1 ムー*当たりの植林に必要な単価で、作業賃金、苗木購入費、運搬費、給水費などの雑費を含む。*1 ム

ー＝0.0667 ヘクタール。 
3 国家林業局 第 4 次全国森林資源調査（1989-1993）。 
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る。とりわけ、黄河流域4と長江流域で著しい。黄河中流域に広がる黄土高原には侵食を受

けやすい粒子の細かい黄土が厚く堆積し、雤季には強い雤水によって著しい土砂流出が起

こる。計画当時、1 平方キロメートル当たりの土砂生産量は 5700 トン/年から 9400 トン/年5

にも達するといわれ、渇水、洪水、土地生産力の低下といった問題が顕在化していた。 

中国政府は黄河流域を重点地区に指定し、水土保全を目的とした森林の保全・育成を強

化してきた。日中間では、国際協力機構（JICA）による土砂流出防止技術の向上を目的と

した技術協力「黄土高原治山技術訓練計画」（1990～1995 年）や、同計画のアフターケア協

力（1999～2001 年）が実施された。1998 年に発生した長江の大洪水も、日中双方が森林の

保全・育成分野での協力を重視する契機となった。 

このような背景のもと、中国政府は日本政府に対し、黄河の中流域に位置する山西省昕

水河流域6の森林被覆率を上げることを目的とした無償資金協力を要請した。 

 

1.2 事業概要 

 山西省昕水河流域（吉県、大寧県、蒲県、隰県）において植林技術普及のモデルとなる

森林を造成するとともに、山西省林業部門の普及担当者に対する訓練などを実施すること

により、昕水河流域において、森林被覆率の向上を図る。 

 

E/N 限度額／供与額 1,712 百万円（179 百万円、519 百万円、427 百万円、

369 百万円、218 百万円）／ 

1,649 百万円(176 百万円、495 百万円、412 百万円、

348 百万円、218 百万円） 

交換公文締結（／贈与契約締結） 1 期：2003 年 3 月、2 期：2003 年 8 月、3 期：2004

年 7 月、4 期：2005 年 6 月、5 期：2006 年 6 月 

実施機関 山西省林業庁 

事業完了 2007 年 11 月 

案件従事者 本体（施工業者） テクノフォレスト株式会社／王子木材緑化株式会社

共同企業体（1 期）、オガワ精機株式会社／株式会

社富士技創／株式会社タイキ共同企業体（2 期）、

黄河造林共同企業体（王子木材緑化株式会社／テク

ノフォレスト株式会社）（3 期）、オガワ精機株式

                                            
4黄河は青海省に源を発し渤海湾に流れ出る全長 5464 キロメートルの河川である。黄河流域は山西省、陜

西省、河南省、甘粛省、寧夏回族自治区、内蒙古自治区に跨り、面積は 75 万平方キロメートルに及ぶ。 
5 山西省林業庁 中国黄土高原山西省昕水河流域造林プロジェクト（2001）P.2。 

日本の年間の山地からの１平方キロメートル当たりの土砂生産量は 250 トン程度といわれる。JICA 中国

黄土高原治山技術訓練計画 事前調査報告書（1988）P.7。 
6陝西省と山西省の境の南端にある黄河の支流で、流域は吉県、大寧県、蒲県、隰県にまたがる。黄河中流

域のなかでも最も土砂流出量の激しい地域といわれている。 
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会社／財団法人オイスカ共同企業体（4 期、5 期） 

コンサルタント 社団法人海外林業コンサルタンツ協会／財団法人林

業土木コンサルタンツ共同企業体 

基本設計調査 2001 年 10 月～2002 年 3 月、2002 年 5 月～2003 年 1

月 

関連事業 「黄土高原治山技術訓練計画」、「黄土高原治山技術

訓練計画アフターケア」、「黄土高原林業新技術推進

普及プロジェクト」（以上、技術協力） 

「黄土高原における植林技術普及訓練計画」（国別研

修）、「山西省植林事業」（円借款）、「寧夏回族自治区

黄河中上流域保全林造成計画（黄河中流域保全林造

成計画）」（無償資金協力）、その他7 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 岸野 優子（アイ･シー･ネット株式会社） 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

 調査期間：2010 年 11 月～2011 年 11 月 

 現地調査：2011 年 4 月 13 日～4 月 30 日、2011 年 6 月 6 日～8 日 

 

2.3 評価の制約 

 なし。 

 

 

 

図 1 黄河本流（吉県）  図 2 JICA 技術協力で造成されたモデル林 

                                            
7 「森林資源開発保護計画」、「貧困地区林業発展計画」（以上、世界銀行）、「山西北部造林プロジェクト」

（ドイツ復興開発銀行）。 
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図 3 事業実施地図 
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3．評価結果（レーティング：A
8） 

3.1 妥当性（レーティング：③9） 

3.1.1 開発政策との整合性 

（1）計画時の開発政策 

 中国政府は 1998 年に「全国生態環境建設計画（1998～2050 年）」の中で、土砂流出の著

しい黄河流域を重点地区に指定し、森林の保全と育成を強化して森林被覆率を向上させる

ことを計画した。山西省では、これに基づき「山西省生態環境建設計画」を策定し、森林

被覆率を 1998 年の 11.7％から 2050 年に 45％とする目標をたてた。国家 6 大林業重点事業10

のうち「天然林保護」11、「三北及び長江流域等防護林システム建設」12、「退耕還林」13を実

施するとともに、世界銀行やドイツ復興開発銀行などの外国資金も積極的に活用し、これ

を実現しようとした。 

 

（2）事後評価時の開発政策 

 山西省では第 11 次五カ年計画期（2006-2010 年）に「緑の山西省」を目標に掲げ、道路

脇の緑化、沿線上の荒れ山緑化など省独自の 6 大プロジェクトを開始した。第 12 次五ヵ年

計画（2011-2015 年）でも継続的に緑化を推進し、森林面積を 2015 年までに 377 万ヘクタ

ール、2020 年までに 433 万ヘクタールとすることを明記している。2010 年には「山西省生

態環境建設計画」に替わり「山西省林業生態建設全体計画概要」を策定し、森林被覆率を

2015 年までに 23％、2020 年までに 26％とする目標を設定した。 

 本協力対象事業は、以上のような森林被覆率の改善を目標とした森林造成計画の中で、

自然環境・立地条件の厳しい黄土高原昕水河流域における防護林普及モデルとして実施さ

れたものであり14、計画時、事後評価時ともに政策との整合性は高い。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

3.1.2.1 ニーズとの整合性 

 黄土高原では山間地一帯の土壌流出が激しく、農耕地や林地が侵食され、農牧林業に被

害を与えてきた。特に昕水河流域は黄土高原の典型的な地形を持ち、土砂流出が最も激し

い地域であった。 

 上述のとおり、1990 年以降、技術協力によって黄土高原における治山技術の研究と植林

技術の確立が行われ、植林作業基準も定められた。しかし、一般的な造林では、計画がな

                                            
8 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」。 
9 ③：「高い」、②「中程度」、①：「低い」。 
10「天然林保護」、「三北及び長江流域等防護林システム建設」、「退耕還林」、「北京・天津風砂源整備」、「野

生動植物保護及び自然保護区建設」、「重点地域早生多収穫用材林基地建設」。 
11天然林の伐採を規制し保護する。 
12東北、華北、西北地域に防護林を造成する。 
13傾斜地での耕作を止めて植林する。 
14本事業の対象地は黄土が厚く、険しい地形という条件の悪い土地での植林であるのに対し、円借款「山西

省植林事業」（2001～2005 年）は自然環境が悪化しているが、営林環境が良い土地を対象とした。 
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く作業基準が順守されないか、または不十分であるため、植林が成林に至る成功事例は尐

なかった。黄土高原では植林事業が進むにつれ、条件の比較的よい土地は減り、気象条件・

土地条件ともに厳しい荒廃地に造林する必要性が高まっていた15。 

 このような状況のもと、無償資金協力を通じて日本の施行監理方法を導入し、荒廃地で

の植林を成功させ、モデルとして普及することが必要とされた。 

 

3.1.2.2 計画の妥当性 

 本事業では農民による植林を推進することを目的に、技術協力に匹敵する規模と内容の

ソフトコンポーネントが実施された。ソフトコンポーネント・ガイドライン（2004 年 4 月）

によれば、相手国側プロジェクトが円滑に立ち上がること、あるいは協力成果の持続性を

最低限確保することを趣旨とし、日本人コンサルタントの介入は必要最小限にすることが

基本とされている。ガイドラインの想定を大幅に超えて日本人コンサルタントが投入され

たとはいえ、枞にとらわれることなく、植林事業に技術支援を組み込んだ計画を策定し、

相乗的に効果を高めたことは評価に値する。 

 この背景には、1998 年以降、政府が農民など個人による植林を奨励してきたことがある。

それまでは政府林業部門が植林を実施してきたため、実効性の高い植林技術普及活動の経

験に乏しかった。その一方で植林の拡大のためには農民に対する普及が不可欠だった。こ

れに対応するため、本事業では植林作業に、ソフトコンポーネントとして 1)普及担当者に

対する訓練、2)農民に対する訓練、3)植林作業実習16、4)植林技術の展示、5)啓発セミナー実

施を組み込んだ。植林作業に合わせて訓練を実施した結果、正しく手順を踏んだ植林作業

が着実に実施されることになり、それが高い活着率に結びついた。また、農民が実際に植

栽することで技術を習得し、植林意欲が促進され、農民による植林が進展するというモデ

ル事業としての効果を生み出すことに成功した。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

 国別援助方針にあたる対中経済協力計画（平成 13 年策定）では、援助重点分野の 1 番目

の課題として「環境問題など、地球的規模の問題に対処するための協力」を掲げ、その中

で黄砂の移動による日本への悪影響をも含め、森林の保全・造成の重要性を指摘し、同分

野での協力に努めることとしている。 

 日中緑化交流基金では、2000 年以降、中国の土砂流出防止林を目的とした森林造成活動

を実施している17。山西省では既に 5732 万円が投入され、現在も 3 事業18が実施中である。

                                            
15黄土高原全域における荒廃地は全体面積の約 20％、733 万ヘクタールを超える。 
16計画段階では日本側の事業費抑制という意図もあったが、実績からみると事業費抑制ではなく、効果促進

要因となった。 
17 1998 年の大洪水を契機とした中国の植林活動を支援するため、1999 年に故小渕総理大臣が訪中した際に

設立された基金。助成対象は防護林、砂漠化防止や野生動物保護を目的とした植林など。 
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2013 年までの造林総面積は 476 ヘクタールになる見込みである。 

 以上より、本事業の実施は中国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策や森林造成活

動と十分に合致しており、妥当性は高い。 

 

3.2 効率性（レーティング：③） 

3.2.1 アウトプット 

本事業のアウトプットはほぼ計画通り実施された。日本側のアウトプットの計画と実績

は表 1 のとおりである。基本設計調査で入念な設計図を作成したため詳細設計で大きな変

更はなく、各地区の植栽面積は微増減に留まる19。変更があったのはソフトコンポーネント

の施業簡素化技術実証林20である。面積は 5 ヘクタールから 1.1 ヘクタールに縮小され、4

期に中止になった。これは、降水量が尐なく乾燥が激しい地域で種を発芽させることは難

しい上、施業簡素化のため雑草による被圧もあり、生長させることが難しいことが実証さ

れたためで、適切な判断だった。中国側のアウトプットは、アクセス道路・護林員詰所の

整備、訓練・普及活動、期間終了後の保育などが適切に実施された。 

 

 

 

 
図 4 コノテガシワ 2006 年植林（吉県）  図 5 ニセアカシアとコノテガシワの 

混合林（大寧県） 

 

                                                                                                                                
18①世界遺産の保護を目的とした「五台山緑化プロジェクト」、②黄砂防砂林造成を目的とした「中国黄土

高原植生回復山西省モデル林造成プロジェクト」、③ダムの保護を目的とした「中国黄土高原山西省砂漠化

と水土流出整備モデルプロジェクト」。 
19隰県で植栽面積が減っているのは 3 年目に発生した大雤の結果、無立木地だった所に灌木が茂り、植林の

必要がなくなったためである。その分、状況に応じて吉県での植林面積を増やした。 
20直播で簡易に緑化することを目指し 2/5 期に造成されたもの。 



8 

 

 

 

 
図 6 林道（大寧県）  図 7 モモの見本林（吉県） 

 

表 1 日本側のアウトプット 

項目 小項目 計画 実績

植林面積合計 　4,828.6 ha 　4,827.8 ha

①吉県屯里地区 　1,104.3ha 　1,196.2ha　植栽本数　150万本

②蒲県解家河地区 　1,238.2ha 　1,210.6ha　植栽本数　151万本

③隰県黄土地区 　1,344.2ha 　1,279.1ha　植栽本数　143万本

④大寧県三多地区 　1,141.9ha 　1,141.9ha　植栽本数　157万本

1)土木工事

①林道新設 　79.5km 　78.8km

②谷止工 　21カ所 　21カ所

③気象・土砂量観測所 　1カ所 　1カ所

2)建設工事

①監視塔 　8基 　8基

②護林員詰所 　4棟 　4棟

③プロジェクト紹介看板 　8基 　8基

1)維持管理用機材 　一式 　一式（変更なし）

2)普及活動用機材 　一式 　一式（変更なし）

1)林業局普及担当者に対する訓練 　2,420人 　2,501人

2)大寧県の農民に対する訓練 　900人 　1,050人

3)学生への訓練 　400人 　567人

4)大寧県農民の植林作業実習 　900人 　900人

5)多様な樹種・品種及び技術の展示

　見本林（4県4地区） 　28ha 　28.2ha

　施業簡素化技術実証林（大寧県） 　5ha 　1.1ha

6)啓発セミナー 　4回 　4回

機材調達

ソフトコンポーネント

モデル植林造成

施設整備

 

 

3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業費 

 本事業の E/N 限度額は 17 億 1200 万円、中国側負担は 7300 万円で総額 17 億 8500 万円だ

った。これに対し実績は総額 17 億 1800 万円で、日本側負担が 16 億 4900 万円、中国側負

担が 6900 万円といずれも計画内に収まった。期わけ（5 期）で実施したため、為替レート

の変動に対応しながら資機材を調達できたことが大きい。一方で期ごとの入札費用や履行

期限延長の修正契約作成を要するなど、施工コンサルタントの負担が大きくなったり、施
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工業者が交替するため、ひとつの植林地で継続して実施する整地－植林－（補植）－保育

の作業が効率的に実施されなかったりと、効率性が低下した面があった。また植林に対す

る責任の所在が明確にできないという点も管理上、課題であった。 

 

表 2 事業費の計画と実績 

計画 実績 計画比
総額 17億8500万円 17億1800万円 96%

日本側負担 17億1200万円 16億4900万円 96%

　内、ソフトコンポーネント 3億2500万円 2億9300万円 90%

中国側負担 7300万円 6900万円 95%  

 

類似事業との比較では、以下のとおり妥当であり、費用対効果からいえば効率的と判断

できる。 

 施工コンサルタント費用、ソフトコンポーネント費用、施設・機材調達費を含む 1 ヘク

タール当たりの事業費は 35 万円で、無償資金協力「寧夏回族自治区黄河中上流域保全林造

成計画」（2001～2003 年）の約 39 万円（基本設計計画時）と比較して同程度であった。ま

た、1 ヘクタール当たりの植林費は約 1000 ドルで、世界銀行借款「森林資源開発保護計画」

（第 5 次 2010 年～）の 1088 ドルと同程度、円借款事業「山西省植林事業」の約 700 ドル

と比較すると 4 割高であった。有効性の項で述べるとおり、必要な投資をしたか否かによ

って、活着率や保存率など植林成績に違いが出る。黄土高原のような半乾燥地で植林を成

功させるためには必要な植林単価と判断される。 

 

3.2.2.2 事業期間 

 基本設計調査では、本事業の最適な工期は 60 カ月程度とされた。実績は 2003 年 3 月（E/N

締結）～2007 年 11 月の 57 カ月（計画比 95％）だった。各期の工期の計画と実績は下表の

とおりで、いずれも短縮された。 

 

表 3 各期の工期 

E/N 工期（計画） 完了（実績） 工期（実績）
1期 2003年3月 13カ月 2004年3月 12カ月
2期 2003年8月 21カ月 2004年12月 17カ月
3期 2004年7月 21カ月 2005年11月 17カ月
4期 2005年6月 21カ月 2006年11月 18カ月
5期 2006年6月 21カ月 2007年11月 18カ月  

 

 以上より、本事業は事業費及び事業期間ともに計画内に収まり、効率性は高い。 
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3.3 有効性（レーティング：③） 

3.3.1 定量的効果 

（1）森林被覆率の向上 

 事業対象 4 県 4 地区の区域面積 8385.9 ヘクタールのうち、71.3％を荒廃地が占め、森林

はわずか 8.3％にあたる 697.8 ヘクタールだった。評価時の森林被覆率は 66.4％で目標値

66.8%をほぼ達成した。若干下回ったのは大寧県の施業簡素化技術実証林が生育するまでに

至らなかったこと、および吉県を除く 3 県の見本林の保存率が基準の 80％を下回ったこと

が原因である。 

 

表 4 事業対象地の森林被覆率 

（単位：ヘクタール） 

森林面積 森林被覆率 森林面積 森林被覆率
8,386 697.8 8.3% 5,572 66.4%

事業実施前（2002年） 評価時（2011年）
事業区域面積

 

出所：基本設計調査報告書、JICA 提供資料、山西省林業庁から提供された情報をもとに評価者が作成。 

注 1：森林被覆率＝森林面積/土地面積×100。  

注 2：事業実施後の森林面積には植林地面積のほか、林道沿線の植林、見本林などが含まれる。 

 

 植林成績の主要指標である活着率は目標の 85％に対し 95％以上と大きく上回った。2006

年時点の「退耕還林プロジェクト」の活着率 85％21、円借款事業「山西省植林事業」の 85％

22と比べても格段に高い。中でも大寧県の技術普及モデル林は98％と他3県平均よりも高く、

極めて良い成績だった。 

 高い活着率を収めた主な要因として以下の 3 点が挙げられる。1)過去の技術協力で研究・

確立された治山技術をもとに、基本設計において現場の荒廃地に適合した植林作業方法を

採用し、日中両国の協議を経て入念な設計図を作成したこと、2)実施段階において設計図に

基づき事業単価を定め、必要とされる投資をしたこと、3)設計図と規格・基準どおりの作業

を現場で正確、確実に実行したこと、である。大寧県では、ソフトコンポーネント枞内の

作業実習として施工コンサルタントが直接農民へ指導し、正しく手順を踏んで理にかなっ

た作業を徹底したことが高い活着率として現れた。 

 

（2）各樹種の生育状況 

 今回の評価調査では、事業によって植栽された樹種の生育状況を把握するために、対象 4

県で可能な範囲で樹高と保存率のサンプル調査を実施した。表 5 に示すとおり、各樹種の

生育状況は良好である。対象 4 県の平均値を算出したところ、例えば、苗高 14cm で植林し

                                            
21 山西出版集団・山西科学技術出版社 「工程造林的理論実践」（2007）P.340。 
22 山西省林業庁。 
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たアブラマツは 178cm（5 年生/2006 年植林）、189cm（6 年生/2005 年植林）、202cm（7 年生

/2004 年植林）、コノテガシワはそれぞれ 189cm、202cm、284cm、ニセアカシアは 390cm（5

年生）、584cm（7 年生）となった。吉県で実施された技術協力モデル林のコノテガシワ

130cm(5 年生)、150cm（6 年生）、180cm(8 年生)23や、吉県に隣接する陝西省綏徳県のニセア

カシア 290cm（5 年生）、300cm（6 年生）、370cm（7 年生）24と比較しても生育が良い。 

 良好な生育や高い活着率のためにまず基本となるのは、植栽前に実施する整地作業であ

る。本事業では、施工コンサルタントや施工業者が、地形条件などによって整地方法を組

み合わせて実施し、完成したものが計画通りか、バランス良く整地されているかなど徹底

した検査・指導を行った。苗木の品質を確保し、苗木を乾燥させない、根と土壌を密着さ

せる、丁寧に植栽するといった指導が、半乾燥地で植栽後の生育を旺盛なものとしたとい

える。 

 計画段階に植生の回復を妨げる要因として想定されていたのは家畜による食害であった。

事業実施期間中は放牧された家畜による畦の破壊や新芽の食害などが発生したが、その後、

山西省内では 2007 年から 2009 年までの間に放牧禁止令が発令され順守されるようになっ

たため、植生の回復能力が高まり、現在は家畜による被害はほとんど発生していない。わ

ずかに野鼠による害がみられるが、各樹種の保存率は 92％以上と、放牧禁止令以前に実施

されたドイツの支援で実施された植林の保存率 78％25と比較して非常に高い。 

表 5 事業地の各樹種の生育状況 

 

苗高 樹高 保存率
（≧cm） （cｍ） (％)

2004 7年生 202 98.8

2005 6年生 189 100

2006 5年生 178 96.7

2004 7年生 284 100

2005 6年生 202 99.5

2006 5年生 189 99.5

2004 7年生 584 98

2005 6年生 N/A N/A

2006 5年生 390 92.3

14

45

30(120)ニセアカシア

植林年度 樹種

アブラマツ

コノテガシワ

植栽年数

 

出所：サンプル調査をもとに評価者が作成。 

注 1：各樹種、植林年度別に針葉樹 120 ㎡、広葉樹 160 ㎡の範囲で調査を実施し平均値を算出した。 

注 2：ニセアカシアの苗高は 120cm 以上だが、30cm まで剪定して植栽する。 

 

 

 

（3）見本林の生育状況 

                                            
23 北京林業大学。 
24 中国科学院水土保持研究所 王力など「林業科学」第 40 券「陝西北部黄土高原におけるニセアカシア人

工林の成長量が土壌水分との相関性研究」（2004）。 
25山西出版集団・山西科学技術出版社 「工程造林的理論実践」（2007）P.358。 
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 見本林は農民の植林意欲を喚起することを目的として造成された。JICA 提供資料によれ

ば植栽された 8 樹種は順調に生育していたとのことだったが、本評価調査にて現地視察の

結果、吉県を除いて大半の樹種は生育状況が不良であることがわかった。県林業局による

と、新しい品種を試行的に植栽したもので土地に合っていない可能性があるという。しか

し、モモ、ヤマモモ、アンズ、ナツメ、ハシバミ、四倍体ニセアカシア、クロクルミの保

存率は県によってばらつきがあり、農民が維持管理を実施している吉県では比較的状況が

よい。したがって、導入された品種の適地であるか否かは現時点で判断するのは尚早であ

る。今後、農民のニーズに応じて別の樹種を植栽したりするなどして、植林意欲を喚起し、

見本林として活用できるようにしていくことが望まれる。 

 

3.3.2 定性的効果 

 本事業では、ソフトコンポーネントの実施により、(1)普及担当者の農民に対する 

技術普及能力の向上、(2)技術普及を通じた農民による植林の進展、(3)実効性のある普及活

動モデルの類似地域への波及、(4)地域全体の植林意欲の高まり―が期待されていた。本事

後評価調査では、これらの効果を確認するために、林業庁、各県林業局、郷鎮林業站の普

及担当者合計 107 人と対象 4 県の農民 92 人に対してそれぞれ質問票による受益者調査を実

施した。対象者の内訳は下表のとおり。 

 調査の結果、事業実施によって普及担当者の植林技術普及能力が高まり、普及活動が活

発化したことが明らかになった。農民の植林意欲や植林技術の向上にもつながり、地域の

植林進展に大きな役割を果たした。 

 

表 6 普及担当者向け受益者調査対象者内訳 

（単位：人） 

所属 林業庁 大寧県 隰県 蒲県 吉県 郷鎮 合計

訓練を受講した普及員 12 17 23 18 18 4 92

講師として訓練を実施した普及員 3 8 2 0 2 0 15

合計 15 25 25 18 20 4 107  

注：講師とは日本人コンサルタントから講師としての訓練を受けた後、普及担当者への訓練や現場指導を

実施したものを指す。事業実施中の訓練は日本人コンサルタントと林業庁 2 人、各県 2 人の 10 人が中心と

なり、このほか林業庁の普及担当者が現場指導を実施。 
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表 7 農民向け受益者調査対象者内訳 

（単位：人） 

所属 大寧県 隰県 蒲県 吉県 合計

訓練を受けた農民 32 13 17 12 74

訓練を受けていない農民 4 9 5 0 18

合計 36 22 22 12 92  

注：訓練とは事業実施中の訓練・セミナーを指す。 

 

（1）植林技術普及能力の向上 

 事業実施後の植林技術普及能力がどのように変化したかについて、普及担当者の 46.7％

が「非常に高まった」、53.3%が「やや高まった」と回答し、全員が肯定的に自己評価した。

新たに独力でできるようになったものとして、全体の 58.9％が「補植作業現場指導」、53.3％

が「訓練計画策定」を挙げ、講師では 86.7％が「補植作業現場指導」、「植林作業実習指導」、

「植林技術普及指導者の育成」を挙げた。中でも大寧県の講師については 87.5%以上が「訓

練計画策定」、「カリキュラム作成」、「教材作成」、「植林技術普及指導者の育成」、「講義実

施」、「整地作業現場指導」、「補植作業現場指導」、「植林作業実習指導」を挙げるなど、日

本人が常駐していた県においてより広い分野での能力向上が確認された。一方、農民への

技術普及を担う普及担当者として求められる「整地作業現場指導」や「植林作業実習指導」

については、それぞれ全体の 35.9％、18.5％に留まるなど、今後の継続的な訓練が必要な項

目もあった。啓発セミナーや見本林での作業体験指導を独力でできると回答した者は全体

の 10％以下と低かった。訓練に含まれないこれらの項目で大きな能力の向上が確認できな

かったことは、訓練が普及能力向上に有効であったと対象者に認識されていることの裏づ

けともいえる。 

 

（2）技術普及を通じた農民による植林の進展 

 農民に対する普及活動は全員が「非常に増えた」あるいは「やや増えた」と回答し、事

業実施後、普及活動が活性化したことがわかる。農民による植林が「非常に進展している」

と回答した普及担当者は 72.9％、「多尐進展している」と回答した者は 26.2％と、合わせて

99.1％に上った。農民による植林が進展した理由として、普及担当者の指導によって農民の

植林技術が高まったこと、収入の向上に結びつくためやる気が出ること、土砂流出抑制効

果があることを実感したことなどが挙げられた。 

 農民に対する調査では、植林が「非常に進展している」と回答した者は 65.2％、「多尐進

展している」と回答した者は 29.3％と、合わせて 94.5％だった。訓練に参加した農民と参

加していない農民で、1)植林に対する興味、2)植林技術、3)植林経験にどの程度の相違があ

るか分析した。その結果、1)植林に対する興味が「高まった」と回答した者は訓練に参加し

た農民が 66.2％だったのに対し、参加していない農民は 38.9%だった。2)植林技術が「非常
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に高まった」あるいは「ある程度高まった」と回答した者は 66.2%に対し、16.7％だった。

3)植林経験があると回答した者は 86.5％に対し、61.1％だった。訓練の有無によって 25～

50％の開きが出ており、本事業の訓練は植林に対する興味を高め、植林技術を高めるとと

もに植林を推進する役割を果たしたと判断できる。 

 

非常に進展して
いる

多尐進展してい
る

あまり進展して

いない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

 

 

多尐進展してい
る

非常に進展して
いる

あまり進展して

いない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

 
図 8 農民による植林の進展（普及担当者）  図 9 農民による植林の進展（農民） 

 

（3）実効性のある普及活動モデルの類似地域への波及 

 表 8 に示すとおり、本事業で実施された植林活動は「植林作業・施工監理・普及活動」

において従前と大きく異なる。これまで述べてきたようにその違いが活着率などの植林成

績の違いとなって現れた。調査結果からは、程度の差はあれ、モデルが山西省内外に波及

していることが明らかになった。 

 普及担当者に対する質問票調査では、普及活動モデルが類似地域へ「非常に波及してい

る」と回答した人は 41.1％、「ある程度波及している」と回答した人が 57.9％と、合わせて

99％が対象 4 県だけでなく山西省全体への波及を認めた。 

 山西省林業庁への聞き取りによれば、本事業の成果は高く評価され、植林作業・施工監

理・普及活動のモデルとして省内の国家三北防護林建設プロジェクト、山西省独自の荒れ

山緑化プロジェクト等の 6 大植林プロジェクト、県レベルの道路脇緑化プロジェクト、環

城区緑化プロジェクトなどで準用されるようになったという。一般的な植林では施工監理

がモデルとして導入され、荒廃地の生態林植林には施工監理に加えて植林技術・植林作業

も適用されている。適用範囲は年間約 11 万ヘクタールと推計される26。2010 年には黄土高

原 7 省を対象に JICA 技術協力「黄土高原林業新技術推進普及プロジェクト」でモデルの普

及が始まっており、今後は山西省内外の円借款事業対象地に広く波及することが期待され

る。 

 

 

                                            
26毎年山西省では約 27万ヘクタールが植林されている。2010 年でいえば植林面積 29万ヘクタールのうち、

17 万ヘクタールが国家予算、12 万ヘクタールが省政府予算による。省政府予算のうち、モデルが適用され

ている生態林面積は約 94％の 11 万ヘクタールと推計される（山西省林業庁）。 
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（4）地域全体の植林意欲の高まり 

 農民の植林に対する興味については、上述のとおり、訓練に参加した農民の方が高いこ

とがわかった。地域の理解と協力を得られるよう農民が利用可能な植林技術を用い、農民

の参加を取り入れた計画を立てたことや、訓練の対象者として植林に積極的で優秀な村を

選定し計画を着実に実行してきたことが大きい。 

 一方、今後植林をやりたいと思うかという問いに対して「やりたい」と回答した者は、

訓練に参加した農民 95.9％、参加しなかった農民 83.3％と、ともに高かった。「集体林地所

有権制度27の改革」（2008 年）が施行され、対象地では 2010 年以降、集体林地が農民個人に

分け与えられて自ら経営管理できるようになったことや、政府による苗木提供・技術支援

が行われるようになったことなど、植林を取り巻く環境が改善されたことが影響したと考

えられる。経済林が早期に収入に結びつくことが農民に認識されるようになったことも、

興味や意欲を高めた要因といえよう。 

 大寧県の嶺頭村では、村全体で植林地を守り育てようという意識が拡大していることが

聞き取り調査で確認された。村のリーダーの協力のもと、専門家とカウンターパートの協

働作業によって、関係者の間に強固な信頼関係が築かれた。これをベースに、訓練を行い、

地域農民自らが植栽し、さらには小・中学生を対象に含めた啓発セミナーを実施すること

によって、森林の重要性を地域全体に浸透させることになった。事業完了後も普及担当者

の約半数が小・中学生に対する啓発活動を行っている。長期的な視点からも、将来の植林

地の維持管理作業を担う世代にこれを伝え続けていることは、今後の植林地の目的の達成

にとって大きな意味を持つ。 

  

以上より、本事業の実施により計画通りの効果発現が見られ、有効性は高い。 

                                            
27集体林地とは村の村民委員会が所有権と使用権を持っている植林地や荒地（植林予定地）のこと。もとも

と村民委員会が所有権と使用権を持っていた集体林や集体林地の使用権を村民に与え、村民が責任を持っ

て管理することにより、収入を増加させようというもの。所有期間は最大 70 年とされている。 
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表 8 従前の方法と本事業モデルの主な相違点 

項目 従前 本事業モデル
臥牛穴**、水平溝***など
特徴：
1.表土で畦を作る

2.生土が溝に残る

3.畦が十分に固まっていない

4.浅く狭いところが多い

水平溝を基本とし、臥牛穴など地
形によって選択する。
特徴：
1.斜面上部の土で溝を埋め戻す

2.生土で畦を作る

3.丈夫な畦にするために締固める

4.設計の通りの整地を実施

選定

針葉樹は2～3年生の１、2級裸根

苗と1年生のポット苗

広葉樹は１年生の１、2級裸根苗

針葉樹は2年生の1級ポット苗

広葉樹などは1年生の1級裸根苗

輸送方法 露出して運搬 袋に入れ運搬

草取り 実施せず 3年目まで実施

溝の土を耕す 実施せず 3年目まで実施

マルチング 実施せず 一部の実施

枝の選定 実施せず 実施

大まかな植林計画のみで小班まで
設計はしない。林道や監視塔・護
林員室などの付属施設はない。

詳しい植林計画、小班を単位とす
る設計を作成。
林道や監視塔・護林員室などの付
属施設がある。

計画－実施－検査の全段階を林業
局が実施。監理者は無し。

計画－実施－検査の各段階で入札
を実施するため実施者が異なる。本
事業では計画を施工コンサルタントと
中国側が作成し、植林は施工コンサ
ルタントと施工業者の監督のもと実
施、検査は施工コンサルタントと山西
省林業庁の監理のもと検査人が実
施。

机上検査を基本とする。大まかに
サンプルを取って、現場
検査の実施経験は有り。

現場検査を実施。小班数の2割を
サンプル調査。

普及活動 室内講義のみ
室内講義（詳細な植林技術‐整
地、植栽、保育）と現場見学、実
習の組合せ

訓練方法

小項目

整地方法
（植栽の準備として、雤水を浸
透させる階段を設ける作業）

苗木

保育

植林作業*

施工監理

計画

品質管理

検査

 
出所：聞き取り調査、基本設計報告書をもとに評価者が作成。 

注：*植林作業は農民が実施する。本事業モデルでは基本的に植林専門隊と呼ばれる一定のレベルに到達し

た農民が実施する。 

**臥牛穴－急傾斜で斜面の襞が多くて水平溝を連続して作設できない場所や潅木などが点在しているとこ

ろなど、長い溝を設けることができない場合に、小型の溝を設ける方法。中国では魚鱗坑と呼ばれ、表土

が薄い土地では斜面に直径 40～80cm 穴を掘り、穴の下手に土を盛り、その上に石あるいは土を積み上げて

水を蓄える。 

***水平溝－斜面の水平方向に等高線に沿って連続して溝を作設する方法。土手を設け、雤水が溝の中を傾

斜に沿って流れないような構造にする。 
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3.4 インパクト 

3.4.1 昕水河流域の森林被覆率の改善 

昕水河流域の森林面積、森林被覆率は向上し、2010 年の森林被覆率は 44.65％と計画時目

標の 38％を上回った。植林単価を上げ、予算を増やし植林を実施してきたことやモデルを

適用して保存率を高めたことが被覆率の向上につながった。 

 

表 9 昕水河流域の森林面積と森林被覆率 

指標(単位) 県 2001年 2007年 2010年
　吉県 6.9 8 8.4

　大寧県 2.5 4.4 5.3

　蒲県 5.3 6.23 6.52

　隰県 3.4 4.22 4.65

合計 18.1 22.85 24.87

　吉県 39.1 45.4 47.6

　大寧県 26 46 55

　蒲県 35.1 41.3 43.2

　隰県 23.8 29.8 32.8

4県平均 31 40.625 44.65

森林面積
（万ha）

森林被覆率
(％)

 

出所：各県林業局 

 

3.4.2 昕水河流域の土砂流出量の減尐 

図 10 に示すとおり、大寧県の気象・土砂量観測所のデータは植林地と裸地で土砂流出量

に明らかな差異が認められる。裸地の 2007 年土砂流出量は 9580 トン/平方キロメートルで

あるのに対し、植栽 3年目の植林地では 2310トン/平方キロメートルと四分の一以下である。

森林被覆率が 1998 年の 27.2％から 44.65％に大幅に改善した昕水河流域では、植林効果に

より土砂流出量が減ったと判断できる。 

（単位：トン/平方キロメートル） 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2004 2005 2006 2007

裸地

植林地

  

出所：大寧県林業局 
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図 10 大寧県の気象・土砂量観測所における土砂流出量 

農民に対する質問票調査結果では、事業実施前と比較して土砂流出が「非常に減尐した」

と回答した者が 32.6％、「やや減尐した」と回答した者が 67.4％だった。土砂流出による被

害については、25％が「非常に減尐した」と回答し、「やや減尐した」と回答した 69.6％と

合わせて、94.6％が被害の減尐を認めた。また、土砂流出による不安が「非常に減尐した」

と回答した者は 29.3％、「やや減尐した」と回答した者は 64.1％だった。土砂流出の実感が

あると回答した農民は 84.8％と高く、依然として土砂流出は課題である。課題は残るもの

の、事業実施によって 9 割以上の農民が土砂流出減尐の効果を認めており、上位の目標は

達成されたと判断できる。 

 

非常に
減少

32.61%

やや
減少

67.4%
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図 11 事業実施前後の土砂流出の変化  図 12 土砂流出の実感 

 

3.4.3 その他、正負のインパクト 

（1）政策へのインパクト 

 本事業の成果は、中国側の指導者の評価を得ることになり、山西省の林業政策の改善と

いうインパクトをもたらした。ソフトコンポーネントの農民による植林作業実習で植栽さ

れた大寧県の植林地を中心に多くの見学者を受け入れ、高い活着率がどのように実現され

たか現場で説明を重ねてきた結果ともいえよう。 

 政策へのインパクトとして第一に挙げられるのは植林単価の大幅な引き上げである28。本

事業では植林の単価を、作業種ごとの規格・基準と正確な資料に基づき定め、作業を正確

に実施したことが高い活着率に結びついた。事業実施前のように植林単価が低い場合には

規格・基準を満たすことができず、失敗につながることが広く認識されることとなった。

第二の政策面でのインパクトは、本事業の運営の仕組みをもとに植林事業関係者の間で計

画（Plan）－実施（Do）－事後評価（See）という監理方法が取り入れられるようになった

ことである。計画段階では 50 万元以上の事業では入札が、事後評価では植栽後の結果検証

が義務付けられることになった。 

                                            
28事業実施前の植林単価は 1 ムー当たり 100-200 元だったが、2007 年には 500 元以上となった。 

 



19 

 

 

 

（2）住民移転・用地取得 

 本事業の対象地は荒廃地であるため基本的に住民移転はない。一部、用地取得のための

補償として中国側が 200 万元を負担した。 

 

 昕水河流域の森林被覆率が改善されただけではなく、本事業の効果が広く伝えられた結

果、山西省の植林政策面の改善につながった。本事業の植林モデルは山西省全体さらには

黄土高原に広まりつつあり、波及効果も非常に高い。 

 

3.5 持続性（レーティング：③） 

3.5.1 運営・維持管理の体制  

実施機関の山西省林業庁は、直属機関である 2 室、11 処、1 委員会（職員数 76 人）と事

業を担当する 32 機関と 9 つの森林管理局がある。11 の市・地区林業局と 120 の県林業局、

2400 の郷鎮林業站を指導する立場である。 

事業を運営するために開始時に設置されたプロジェクト弁公室、大寧弁公処は、事業完

了後解消されたが、山西省林業庁の組織体制に大きな変更はなく、運営維持管理体制の問

題はない。評価時は対外合作処が 4 県の運営維持管理部門とともに本事業を担当している。 

 各県の林業局の職員数は吉県 94 人、大寧県 103 人、蒲県 230 人、隰県 120 人。本事業の

運営維持管理は、隰県と大寧県では「林場」、蒲県では「天然林保護事務室」、吉県では「管

理保護站」が担い、植林地のパトロールは村の護林員が実施している。護林員は計画時に 4

人以上常駐させることになっていたが、評価時の常駐護林員数は隰県 5 人、大寧県 5 人、

蒲県 3 人、吉県 3 人と、蒲県と吉県で下回る。予算不足のため人数を増やせず、各護林員

が範囲を広げてパトロールしているのが現状である。場所によっては護林員詰所に監視カ

メラが設置され、山火事などの緊急事態の早期発見が可能になっていたり、常駐ではない

が県林業局の護林員も配置されたりしているため、現在のところ大きな問題は発生してい

ない。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

 有効性の項で述べたとおり、植林技術普及担当者の技術レベルは向上し、レベル維持・

向上のための研修や現場指導も実施されていることから、技術面での持続性に大きな問題

はないと判断される。ただし、保育については作業経験が限られていることや、病害虫の

防除は樹木の生長につれて今後新たに必要となる作業であるため、保育・保護計画を策定

し適時適切に訓練を実施していくことが求められる。 

 整地、植栽、補植、保育、保護などの植林作業や施工監理方法などに関するマニュアル

は作成されていない。普及活動を受けて個々が業務にあたっているのが現状である。今後
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もモデルとして省内や黄土高原に広く普及していくためには、維持管理マニュアルを作成

して関係者に広く配布することが望まれる。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

 林業庁の植林予算は計画時から大幅に増加し、2009 年は 2001 年の 6.8 倍になった。事業

対象県によってばらつきがあるものの、全県で 2009 年の予算額は計画時を上回る。とはい

え、予算のほとんどは植林に充てられ、保育・保護には充当されていない。各県の維持管

理費は、護林員の人件費など年間 30-40 万元程度にすぎず、予算全体の 2～8％程度に留ま

る。 

 

表 10 林業庁と林業局の予算の推移 

（単位：万元） 

2001年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
山西省林業庁 92,000 180,000 300,000 600,000 610,000 630,000

吉県林業局 450 890 760 900 1,038 846

大寧県林業局 320 290 135 175 932 480

蒲県林業局 600 530 720 870 830 950

隰県林業局 530 900 1,050 1,100 1,200 1,300  

出所：山西省林業庁と各県林業局 

 

 「山西省林業生態建設全体計画概要」（2010 年）では植林面積を増やすとともに質を高め

るという観点から、初めて予算の 18.9％を維持管理に配分する計画が盛り込まれた。この

点は持続性の評価において大きな意味をもつ。今後、樹木の健全な生育と水土保全のため

の枝打ちや間伐などの保育作業、病害虫防除、ネズミなど動物の被害防除、盗伐・山火事・

放牧といった人的被害防除対策が必要になる。早急に維持管理予算を確保し、マニュアル

を整備することが求められる。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

 植林地は 2007 年 11 月に一括して日本政府から中国政府へ引き渡され、2008～2009 年の

保育計画は隰県を除いてほぼ計画通り実施された。しかし慢性的な予算不足のため、2010

年以降は護林員によるパトロールが中心とならざるを得ず、生育状況のモニタリングも不

十分である。保育計画策定と予算確保に合わせて、モニタリング体制の整備が求められる。 

 本事業で整備された施設・機材の維持管理状況は概ね良好だが、気象・土砂量観測所、

プロジェクト紹介看板、無線機セット、背負い式噴霧器、消火器など一部が使用されてい

ない。気象・土砂量観測所は、計画段階に山西省気象管理機構から設置許可を得ていなか

ったため、事業完了時に気象観測機器を撤去された。無線機セットは事業完了後、携帯電

話にとって代わられた。この他、当初の目的通り十分に活用されてきた車両の中には耐久
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走行距離に近づき、一部使用されていないものもある。 

  

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、財務状況に軽微な問題はあるが、実施機関

が対応できる可能性は十分にあり、本事業によって発現した効果の持続性は高いと判断さ

れる。 

 

4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

 本事業は、中国政府の森林被覆率の改善を目標とした森林造成計画の中で、自然環境、

立地条件ともに厳しい黄土高原の荒廃地における防護林モデル植林として実施された。現

地の状況に合わせ入念な基本設計図を作成し、それに基づき厳格に作業を実施したことが

高い活着率に結びついた。農民参加を計画段階から取り入れたことや、ソフトコンポーネ

ントを活用して普及担当者と農民に対する訓練を取り入れたことも相乗的に効果を挙げる

結果となった。本事業の造林地は成功事例として評価されるようになり、山西省における

植林単価の引き上げといった政策面での改善、地域全体の植林の進展へと大きく前進した。

今後も優良成績造林地として守り続けるとともに、造林モデルとして利用していくために

は、生育段階に応じた適切な保育作業と樹木の保護対策を実施していくことが不可欠であ

る。 

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

（1）今後も優良な造林地として事業地を守っていくためには、生育段階に応じた枝打ち、

間伐などの保育作業と、病害虫防除、ネズミなどの動物被害防除、盗伐・山火事・放牧と

いった人的被害防除など、樹木を守るための保護対策が必要である。第 12 次五カ年計画に

基づき早急に 5 年間の維持管理計画を策定して予算を確保し、生育状況のモニタリングや

保育作業の実施体制、保護対策実施体制を整備しておくことが求められる。 

 

（2）本事業の成果は高く評価され、既にモデルとして山西省内外の類似地域に普及されは

じめている。今後、より広く普及するためには、広報に力を入れるとともにその内容を簡

便に、かつ正確に伝達できる方法が必要となる。現時点では、植林作業、施工監理、普及

活動、保育・保護などに関する指導方針、ポイントや手順を示したマニュアル類は作成さ

れていない。写真やイラストを取り入れたわかりやすいマニュアルを作成し、広く配布、

活用することである。モデルの標準が明確化されるだけではなく、実効性が高まり、より

質の高い森林造成につながるであろう。 
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（3）地域農民の植林意欲喚起のための見本林を再造成し、活用することが望まれる。生態

林だけではなく果樹など経済林をも取り入れ、維持管理を含めた適切な作業を実施すれば、

比較的早期に経済的効果があがる。こうした好例を展示する見本林は地域農民の意欲を引

き立て、農民による植林を促進する役割を果たすであろう。黄土高原 7 省を対象とした「黄

土高原林業新技術推進普及プロジェクト」では本事業対象地の見学も含まれる。数年後に

は展示効果の高い見本林を見学の場として活用できるだろう。 

 

（4）本事業で整備された施設・機材の継続的な維持管理と管理体制の強化が望まれる。例

えば、パトロールや生育状況のモニタリング、緊急時のアクセスとして重要な役割を担う

林道が一部使用できなくなっている。噴霧器や消火器といった必要機材が現場に保管され

ていないケースもあった。既に耐久年数に達した機材については処分要請後、適切な手順

で処分し、維持管理台帳に記録として残すことが必要である。 

 

（5）今後の黄土高原における水土保全を目的とする植林地は主として立地条件の悪い荒廃

地となる。このような土地での植栽後の生育や土砂流出量に関するデータはなく、水土保

全の効果に関する研究も行われていない。本事業の効果をさらに発展させ、水土保全とい

う長期的な目的を果たすためには、まずは本事業の造林地を荒廃地での植林サンプルとし

て、必要とされるデータを定期的に観測し、今後の研究などに活用していくことが望まれ

る。 

 

4.2.2 JICA への提言 

 本事業では過去の技術協力で研究・確立された治山技術をもとに、荒廃地に適合した植

林技術・作業方法が新たに用いられ、モデル事業として類似地域に普及しつつある。モデ

ル事業として重要なことは本事業の効果を持続させることである。森林造成には長い期間

を要することから、事業で最小限の保育を実施した後は中国側において保育を行うことが

両国の間で取り決められている。中国側が実施する保育と管理を日本側が必要に応じて検

証したり、JICA のフォローアップスキームを活用して、モデル的に保育を支援したりする

ことも期待される。 

 

4.3 教訓 

 本事業では植林の活着率 95％以上という非常に高い成果を達成した。侵食を受けやすい

黄土が厚く堆積し、険しい地形の黄土高原昕水河流域でも造林が不可能ではないことが証

明された。主な成功要因は、これまで中国の植林では十分に実施されていなかった計画と

実施段階における施工監理にある。計画段階では、作業種、作業種ごとの作業量、規格・

基準、造林対象地などを正確に調査し、日中両国の協議を経て入念な設計図を作成した。

これによって、植物生理に基づく作業適期での実施が可能となり、詳細設計の変更を最小
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限に留めることができた。実施段階では、設計図に基づき必要な投資をして正確、確実に

実行したことで高い品質が確保された。詳細設計では状況の変化に応じて、整地方法や樹

種を変更したり、植栽本数を増減させたり、植林面積の調整を行ったりするなど全体的な

調整が行われた。 

 厳格な施工監理に加え、地域の農民を事業に巻き込んだことも円滑な実施と効果促進の

要因といえる。森林が地域にとって価値があることを理解してもらうため、そして事業に

対しても理解と協力を得られるよう、農民参加の事業計画をともに策定し、技術訓練や啓

発セミナーを受けた農民が直接、植林作業を実施するという方法をとった。 

 事業目的達成において特にソフトコンポーネントが果たした役割は大きく、植林作業に

合わせて日本人コンサルタントによる指導・監督のもと実効性のある普及活動を実施し、

農民の植林技術や意識の向上を図らなければ、正確な植林作業も高い活着率達成も困難だ

っただろう。 

 以上のように、ソフトコンポーネントを組み合わせて相乗的に効果を高めた本事業は、

植林事業の好事例として広く参考にされるべきである。 

以上 

 

 

【BOX】山西省植林の面的展開への日本の継続的協力 

1990 年に始まった日本の山西省植林事業への協力は、その成果を着実に広げつつある。黄土高

原の植林事情の段階によって、適時適切に協力スキームを使い分け、連携させてきたことが効果を

促進させたともいえる。連携の始まり―技術協力「黄土高原治山技術訓練計画」では治山技術の開

発とモデル林の造成が行われ、アフターケア協力では治山技術の確立に向けた研究が 2000 年ま

で実施された。以降、この研究協力の成果を活用して無償資金協力や有償資金協力によって実際

の植林事業が省内で展開されることになった。とりわけ条件の厳しい昕水河流域を対象とした無償

資金協力では、新たに日本の植林施行監理方法を導入し、極めて大きな成果を収めることに成功し

た。モデル事業としても山西省の森林被覆率の向上に大きく貢献した。「黄土高原林業新技術推進

普及プロジェクト」ではこのモデルを黄土高原 7省に普及する取り組みが実施されている。無償資金

協力の成果を、技術協力にて黄土高原の円借款事業対象地に適用し、円借款事業の効果をも促

進しようという試みである。造林という着工から完成までに長い年月を要する事業が、25年を経てど

のような成果を上げるのか期待される。 


